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第 1 章 カスタム・オペレーターの定義
オペレーターは、IBM® InfoSphere® DataStage® パラレル・ジョブの基本的なビルデ
ィング・ブロックの 1 つです。使用可能なオペレーターのライブラリーを拡張し
て、ユーザー独自のカスタム・オペレーターを定義できます。
オペレーターは、パラレル・ジョブ内のステージの基礎となるものです。単一ステ
ージが単一オペレーターに対応することもあれば、複数のオペレーターに対応する
こともあります。これは、設定されたプロパティーと、パーティションとコレクシ
ョンのどちらを選択したか、あるいは、ステージへの入力リンク上のデータをソー
トするかどうかによって異なります。 InfoSphere DataStage はコンパイル時にジョ
ブ・デザインを検討し、過剰であると判断するとオペレーターを最適化したり、ジ
ョブのロジックに必要と判断すると他のオペレーターを挿入したりすることがあり
ます。
事前に定義されたオペレーターは多数存在します。これについては「パラレル・ジ
ョブ上級開発者ガイド」に説明されています。独自のオペレーターを定義すること
もできます。独自のオペレーターは、そのあと、カスタム・ステージ・タイプを使
用してパラレル・ジョブのステージに取り込むことができます。
パラレル・ジョブの C++ クラス・ライブラリーから独自のクラスを派生させて、新
規オペレーターを定義します。
次の 3 タイプのクラスを C++ クラス・ライブラリーから派生させることができま
す。
一般オペレーター
InfoSphere DataStage ジョブの一部としてカスタム・アプリケーション・ロ
ジックを実行するオペレーターを作成します。このようなオペレーターは、
パラレルまたは順次に実行できます。
パーティショナー・オペレーター
特定のパーティション・アルゴリズムを実装するために、パーティショナ
ー・オペレーターを作成します。取得されたパーティショナーは、そのあ
と、パラレル・オペレーターが使用できます。
コレクター・オペレーター
特定のコレクション方式を実装するために、コレクター・オペレーターを作
成します。コレクション方式は、データ・セットのパーティションをどのよ
うに組み合わせて順次オペレーターの入力にするかを定義するものです。

カスタム・オペレーターのコンパイル
カスタム・オペレーターを定義したあと、それをコンパイルする必要があります。
カスタム・オペレーターをコンパイルするために使用できる C++ コンパイラーは、
IBM InfoSphere Information Server インストール済み環境のエンジン層にインストー
ルされていなければならないものと同じ C++ コンパイラーです。種々のプラットフ
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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ォームに必要なコンパイラーの詳細は、http://www.ibm.com/software/data/infosphere/
info-server/overview/requirements.html にある、InfoSphere Information Server の要件に
リストされています。

カスタム・オペレーターの使用可能化
カスタム・オペレーターを作成してコンパイルした後で、IBM InfoSphere DataStage
で使用可能にします。
カスタム・オペレーターが含まれている共有ライブラリーを使用可能にする必要が
あります。それには、ライブラリーを含むディレクトリーを PATH に追加するか、
Windows の場合はパラレル・エンジンの bin ディレクトリー、UNIX または Linux
の場合はライブラリー検索パスに追加します。
また、オペレーターをマップして、パラレル・エンジンが認識するようにする必要
もあります。IS_install¥Server¥PXEngine¥etc¥operator.apt ファイル、または
IS_install/Server/PXEngine/etc/operator.apt ファイルにオペレーターを記述する行を追
加して、オペレーターをマップします。ここで、IS_install は、InfoSphere
Information Server のインストール・ディレクトリーで、例えば
c:¥IBM¥InformationServer や /opt/IBM/InformationServer などです。このファイル
に、次の形式でエントリーを追加します。
osh_name_of_operator

2
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shared_library

1

第 2 章 オペレーターの作成
オペレーターは、パラレル・ジョブの基本的なビルディング・ブロックです。
Orchestrate 基本クラス APT_Operator からクラスを派生させることによって、オペ
レーターを作成することができます。
ジョブのデザインで使用されるステージは、1 つ以上のオペレーターをカプセル化
します。オペレーターは入力データ・セットからレコードを読み取り、入力レコー
ドに対してアクションを実行し、結果を出力データ・セットに書き込みます。オペ
レーターは、変更を加えずに、レコードを入力データ・セットから出力データ・セ
ットにコピーするという程度の単純なアクションを実行することもあります。一
方、オペレーターは、実行中にフィールドの追加、削除、または変更を行って、レ
コードを変更することもできます。事前に定義されたオペレーターは多数存在しま
す。これについては「パラレル・ジョブ上級開発者ガイド」に説明されています。
事前定義のオペレーターを使用することに加えて、独自のオペレーターを定義でき
ます。Orchestrate 基本クラスである APT_Operator、APT_CompositeOperator、およ
び APT_SubProcessOperator の 3 つのクラスの 1 つから、クラスを派生させること
ができます。これらのクラスは、ユーザーが定義できる次の 3 つのタイプのオペレ
ーターに対応します。
v オペレーター
v 合成オペレーター。これには複数のオペレーターが含まれます。
v サブプロセス・オペレーター。これによって、サード・パーティーの実行可能フ
ァイルをフレームワークに組み込むことができます。

APT_Operator 基本クラスの派生要件
APT_Operator 基本クラスからオペレーターを派生させる場合、特定の要件を満たす
必要があります。
APT_Operator からオペレーターを派生させる場合、次のことが必要です。
v APT_Operator の public および protected インターフェースを使用します。
v 実行時タイプ Information (RTTI) および永続性のサポートを組み込みます。
v オペレーターが受け取る引数の説明を APT_DEFINE_OSH_NAME マクロに提供
し、仮想関数 initializeFromArgs_() をオーバーライドしてオペレーターが osh を
認識するようにして、argc/argv コマンド・ライン引数の検査機能を有効にしま
す。
v 2 つの純粋仮想関数 describeOperator() および runLocally() をオーバーライドしま
す。これらの関数の内部で、入力または出力として使用できるデータ・セットの
数とタイプを定義するインターフェース・スキーマと、レコードの処理方法を指
定します。
さらに、必要であれば次のことを指定できます。
– オペレーターの実行モード。「パラレル」または「順次」。
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– パラレル・オペレーターのパーティション方式。
– 順次オペレーターのコレクション方式。
– カーソルの使用。これは、データ・セットの現行入力レコードまたは現行出力
レコードを定義します。
– フィールド・アクセサーまたはスキーマ変数の使用。フィールド・アクセサー
はレコード内の各フィールドへのアクセスを提供し、スキーマ変数は入力レコ
ードまたは出力レコードの全体を単にアクセスします。
– データ転送。
v エラーおよび警告状態の検出、およびその情報の IBM InfoSphere DataStage への
公開のサポートを含めます。
v オペレーター・コードをコンパイルし、その共有ライブラリーを、オプションで
OSH_PRELOAD_LIBS 環境変数によって定義されたライブラリーに含めます。

APT_Operator クラス・インターフェース
APT_Operator クラスのヘッダー・ファイルには、このクラスで使用できる関数の説
明が含まれています。
ヘッダー・ファイルは、UNIX または Linux システムでは install_directory/
Server/PXEngine/incude/apt_framework/operator.h、Windows システムでは
install_directory¥Server¥PXEngine¥incude¥apt_framework¥operator.h にありま
す。ここで、install_directory は、IBM InfoSphere Information Server インストー
ル・ディレクトリーで、例えば、/opt/IBM/InfomationServer または
C:¥IBM¥InformationServer などです。
2 つの純粋仮想関数 describeOperator() と runLocally()、および仮想関数
initializeFromArgs_() が、protected インターフェースの中に含まれています。これら
の 3 つの関数をオーバーライドする必要があります。
オペレーターの各インスタンスに対して、runLocally() 関数がパラレルで呼び出され
ます。runLocally() が呼び出されたあと、各データ・セット・パーティションに対し
て postFinalRunLocally() 関数が呼び出されます。両方の関数のデフォルトの実装
は、no op です。
ウェーブの終わり処理が終了すると、runLocally() 関数が複数回呼び出されることが
あります。この場合、postFinalRunLocally() 関数は、runLocally() の最後の呼び出し
のあとに呼び出されます。

APT_Operator 派生の例
次の例を参考にして、APT_Operator から派生した独自のオペレーターを定義できま
す。
v ExampleOperator
このオペレーターは、引数は取らず、入力として単一データ・セットを持ちま
す。ExampleOperator は、2 つのレコード・フィールドの内容を変更し、各レコー
ドを単一出力データ・セットに書き込みます。
v HelloWorldOp

4
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このオペレーターは 2 つの引数を持ちます。これらの引数によって、ストリング
「hello world」の印刷回数と、大/小文字のどちらで印刷するかが決まります。
HelloWorldOp は入力として単一データ・セットを取り、それを単に出力にコピー
します。

ExampleOperator 例
ExampleOperator オペレーターは APT_Operator から派生し、引数を使用しません。
ExampleOperator オペレーターは、2 つのレコード・フィールドの内容を変更し、各
レコードを単一出力データ・セットに書き込みます。

図 1. ExampleOperator オペレーターのインターフェース・スキーマ

次の表には、ExampleOperator のコードが含まれています。表のあとにコメントが続
きます。
表 1. APT_Operator 派生。引数なし
コメント

コード

1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class ExampleOperator : public APT_Operator
{

4

APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);

5

APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();

9

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

11

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(ExampleOperator, exampleOp, ARGS_DESC);

14
15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ExampleOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ExampleOperator);

16

ExampleOperator::ExampleOperator()
{}
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表 1. APT_Operator 派生。引数なし (続き)
コメント

コード

18

APT_Status ExampleOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext
context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

void ExampleOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

24

APT_Status ExampleOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",0);
return APT_StatusOk;
}

33

APT_Status ExampleOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 iFieldInAcc("iField", &inCur);
APT_InputAccessorToString sFieldInAcc("sField", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 iFieldOutAcc("iField", &outCur);
APT_OutputAccessorToString sFieldOutAcc("sField", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
cout << "*sFieldInAcc =" << *sFieldInAcc << endl;
cout << "*iFieldInAcc =" << *iFieldInAcc << endl;
*sFieldOutAcc = "XXXXX" + *sFieldInAcc;
*iFieldOutAcc = *iFieldInAcc + 100;
cout << "*sFieldOutAcc =" << *sFieldOutAcc << endl;
cout << "*iFieldOutAcc =" << *iFieldOutAcc << endl;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

コメント

6

1

orchestrate.h ヘッダー・ファイルを含めます。

2

すべてのオペレーターは、直接または間接に、APT_Operator から派生され
ます。

4

必須のマクロ APT_DECLARE_RTTI を使用して、オペレーターの実行時タ
イプ情報を宣言します。

5

必須のマクロ APT_DECLARE_PERSISTENT を使用して、処理ノードに送
信されるオペレーター・オブジェクトのオブジェクト永続性を宣言します。

9-11

仮想関数 initializeFromArgs_ と、2 つの純粋仮想関数 describeOperator() お
よび runLocally() をオーバーライドする必要があります。この例の中にオー
バーライドがあります。

カスタム・オペレーター・リファレンス

12

ARGS_DESC ストリングについてのドキュメンテーションは、ヘッダー・
ファイル install_directory/Server/PXEngine/include/apt_util/
argvcheck.h を参照してください。

13

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターの呼び出し
に使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを DataStage に
渡します。

14-15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時タイプ情報と永続オブジェクト
処理を実装する必須のマクロです。

16

ExampleOperator::ExampleOperator() は、オペレーターのデフォルトのコンス
トラクターを定義します。すべてのオペレーターは、たとえコンストラクタ
ーが空だとしても、public のデフォルト・コンストラクターを持っている必
要があります。

18

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、情報を引数からクラ
ス・インスタンスに転送します。この例では引数がないため、
initializeFromArgs_() は単に APT_StatusOk を戻します。

22

serialize() 関数は、派生クラスの中に複雑な永続性を定義します。シリアラ
イズ・オペレーターの operator||、operator<<、および operator>> は、
APT_Persistent::serialize() に関して、マクロによって宣言および定義されま
す。 ExampleOperator の中にデータ変数はありません。したがって、
serialize() は空です。HelloWorldOp の例のようにデータ変数がある場合、変
数はそれぞれ 1 行に記述されます。例: archive2 || member_variable5.

24

describeOperator() のオーバーライドを使用して、オペレーターの構成情報を
記述します。この例の実装では、次のことを指定します。
v オペレーターはパラレルで実行されます。パラレル・モードはデフォルト
です。したがって、setKind() でパラレル・モードを明示的に設定する必
要はありません。
v 1 つの入力データ・セットと 1 つの出力データ・セットがあります。
v 入力および出力スキーマは、setInputInterfaceSchema() および
setOutputInterfaceSchema() によって定義されます。
v データ・パーティション方式はランダムです。

33

runLocally() のオーバーライドを使用して、実行時にオペレーターが行うこ
とを定義します。この例の実装では、行 APT_InputCursor inCur および
APT_OutputCursor outCur が入力および出力カーソルを宣言します。また、
setupInputCursor() 関数と setupOutputCursor() 関数がそれらを初期化しま
す。APT_InputAccessorTotype() 関数と APT_OutputAccessorTotype() 関数
は、入力および出力フィールド・アクセサーをセットアップします。例の中
の while ステートメントは、すべてのレコードでループし、各レコードに
ついて次のタスクを実行します。
v レコード内の 2 つのフィールドの初期の内容を印刷します。
v フィールドの内容を変更し、新規の内容を出力レコードに書き込みます。
v フィールドの新規の内容を印刷します。
v レコードを出力に書き込みます。
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HelloWorldOp 例
HelloWorldOp オペレーターは、APT_Operator から派生した、引数を使用するオペ
レーターの例です。
次の図に、HelloWorldOp オペレーターのインターフェース・スキーマを示します。

図 2. HelloWorldOp オペレーターのインターフェース・スキーマ

次の表に、HelloWorldOp の定義について説明しています。最初の表には、ヘッダ
ー・ファイルのコードが含まれ、2 番目の表には .C ファイルのコードが含まれて
います。オペレーターは 2 つの引数を取り、これらの引数によって、ストリング
「hello world」の印刷回数と、大/小文字のどちらで印刷するかが決まります。オペ
レーターは、入力を単に出力にコピーします。
表 2. APT_Operator 派生。引数あり。ヘッダー・ファイル
コメント

コード

1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class HelloWorldOp : public APT_Operator
{

4
5

APT_DECLARE_PERSISTENT(HelloWorldOp);
APT_DECLARE_RTTI(HelloWorldOp);

7
8
9

public:
HelloWorldOp();
void setNumTimes(APT_Int32 numTimes);
void setUpperCase(bool uppercase);

11
12
13
15
16

8

protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
private:
APT_Int32 numTimes_;
bool uppercase_;
};

1

orchestrate.h ヘッダー・ファイルを含めます。

2

すべてのオペレーターは、直接または間接に、APT_Operator から派生され
ます。

4 - 5

実行時タイプ情報と永続性を宣言します。

7

このクラスのコンストラクターを宣言します。
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8 - 9

このオペレーターの C++ 初期化メソッドを宣言します。これらのメソッド
は、initializeFromArgs_() から呼び出されます。

11 -13 オーバーライドされる必要のある 3 つの仮想関数を宣言します。
initializeFrom Args_() 関数は osh の初期化関数で、これによりオペレーター
が osh を認識するようにします。describeOperator() 関数はパラレル前初期
化ステップを指定し、runLocally() は、パラレル実行ステップを指定しま
す。
15 -16 2 つのメンバー変数を宣言します。
表 3. APT_Operator 派生。引数あり。 .C ファイル
コメント

コード

1

#include "hello.h"

3

#define HELLO_ARGS_DESC¥
"{uppercase={optional, description=’capitalize or not’},"¥
"numtimes={value={type={int, min=1, max=10}, usageName=’times’},"¥
"optional, description=’number of times to print message’}}"

4

APT_DEFINE_OSH_NAME(HelloWorldOp, hello, HELLO_ARGS_DESC);

5

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(HelloWorldOp, APT_Operator);

6

APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(HelloWorldOp);

7

HelloWorldOp::HelloWorldOp()
: numTimes_(1),
uppercase_(false)
{}

11

void HelloWorldOp::setNumTimes(APT_Int32 numTimes)
{
numTimes_ = numTimes;
}

15

void HelloWorldOp::setUpperCase(bool uppercase)
{
uppercase_ = uppercase;
}

18
19

APT_Status HelloWorldOp::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
if (context == APT_Operator::eRun) return status;
for (int i = 0; i < args.count(); i++)
{
const APT_Property& prop = args[i];
if (prop.name() == "numtimes")
numTimes_ = (int) prop.valueList().getProperty("value", 0).
valueDFloat();
else if (prop.name() == "uppercase")
uppercase_ = true;
}
return status;
}

33

void HelloWorldOp::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{
archive || numTimes_;
archive || uppercase_;
}
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表 3. APT_Operator 派生。引数あり。 .C ファイル (続き)
コメント

コード

38

APT_Status HelloWorldOp::describeOperator()
{
setKind(eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (in:*)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}

48

APT_Status HelloWorldOp::runLocally()
{
APT_Status status = APT_StatusOk;
APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);
while(inCur.getRecord() && status == APT_StatusOk)
{
transfer(0);
outCur.putRecord();
int i;
for (i=0; i<numTimes_; i++)
{
if (uppercase_)
cout << "HELLO, WORLD" << endl;
else
cout << "hello, world" << endl;
}
}
return status;
}

1

hello.h は、この例のオペレーターのヘッダー・ファイルです。

3

オペレーターの引数の正式な説明は、HELLO_ARGS_DESC ストリングの中
にあります。このストリングによって、オペレーターの argv 検査機能が有
効になります。

4

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターの呼び出し
に使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを DataStage に
渡します。

5 - 6

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時情報と永続オブジェクト処理を
実装する必須のマクロです。

7

HelloWorldOp::HelloWordOp() は、オペレーターのコンストラクターを定義
します。すべてのオペレーターは、たとえコンストラクターが空だとして
も、public のデフォルト・コンストラクターを持っている必要があります。

11 - 18
setNumTimes() 関数と setUpperCase() 関数は、このオペレーターの初期化メ
ソッドです。メソッド setNumTimes() は、ストリングの印刷回数を設定し
ます。また、メソッド setUpperCase() は、大文字で印刷するかどうかを設
定します。

10
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19

initializeFromArgs_() をオーバーライドして、引数記述ストリングから作成
されたプロパティー・リストをトラバースし、情報を引数からクラス・イン
スタンスに転送します。

33

APT_Persistent::serialize() をオーバーライドして、派生クラスの中に複雑な
永続性を定義します。メソッドは、オペレーターが並列化される前に呼び出
されて、メンバー変数の値をアーカイブします。このメソッドは並列化のあ
とに再度呼び出され、オペレーターの各パラレル・コピーの中のアーカイブ
から、これらの変数を復元します。

38

describeOperator() をオーバーライドして、オペレーターの構成情報を記述し
ます。構成情報は、オペレーターは順次またはパラレルのどちらで実行され
るか、入力および出力データ・セットがいくつあるか、入力および出力スキ
ーマは何か、オペレーターからどのようなデータが転送されるかを指定しま
す。

48

runLocally() をオーバーライドして、実行時にオペレーターが行うことを定
義します。

この例の実装では、行 APT_InputCursor inCur および APT_OutputCursor outCur
が入力および出力カーソルを宣言します。また、setupInputCursor() 関数と
setupOutputCursor() 関数がそれらを初期化します。
while ループは、入力レコードを出力レコードにコピーし、それを出力に書き込みま
す。
最後に、「hello, world」ストリングが、各ノードによって、指定された回数印刷さ
れます。

追加の APT_Operator メンバー関数の組み込み
APT_Operator の派生の中に、指定された APT_Operator メンバー関数の呼び出しを
含めることができます。
ヘッダー・ファイル install_directory/Server/PXEngine/incude/apt_framework/
operator.h に、メンバー関数の詳細説明が含まれています。
addNodeConstraint() または addResourceConstraint()
オペレーター制約を指定します。制約は、既存の制約に追加されます。
checkWasSuccessful()
オペレーターの検査が成功したかどうかを示します。
declareTransfer()
データ転送を指定します。
getConcreteInputSchema()/getConcreteOutputSchema
データ・セットに関連付けられた具象スキーマを返します。
lookupCollectionMethod()
使用されるコレクション方式を決定します。
lookupPartitionMethod()
使用されるパーティション方式を決定します。
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reportError()
エラーを説明するストリングを指定します。
setAvailableNodes()
このオペレーターが実行できるノードを制限します。これは、常に以前の制
限をクリアします。
setCollectionMethod()
順次オペレーターのコレクション方式を指定します。
setKind():
オペレーターの、パラレルまたは順次の実行を指定します。
setNodeMap()
オペレーターが持つパーティションの数と、各パーティションが実行される
ノードを指定します。
setPartitionMethod()
パラレル・オペレーターのパーティション方式を指定します。
setPreservePartitioningFlag() または clearPreservePartitioningFlag()
出力データ・セット内のパーティションの保持フラグを変更します。
setRuntimeArgs()
実行時に initializeFromArgs_() に渡される、初期化プロパティー・リストを
指定します。
setWorkingDirectory()
runLocally() が呼び出される前に、作業ディレクトリーを設定します。

パラレルおよび順次オペレーターの定義
オペレーターの実行モードは、「パラレル」と「順次」の 2 つあります。パラレ
ル・オペレーターは、複数の処理ノード上で実行します。順次オペレーターは、単
一の処理ノードで実行します。
デフォルトでは、オペレーターの実行モードはパラレルです。オペレーターの実行
モードを設定するには、次のメンバー関数を使用できます。
setRequestedKind()
オペレーターの要求された実行モードを、パラレルまたは順次のどちらかに
設定します。この関数が呼び出されず、describeOperator() 内で setKind() が
呼び出されなければ、オペレーターはデフォルトのパラレルになります。
setKind()
オペレーターの実行モードを、パラレルまたは順次のどちらかに設定しま
す。この関数は、describeOperator() の内部からのみ呼び出すことができま
す。setKind() は、setRequestedKind() の呼び出しをオーバーライドします。
setKind() の呼び出しで setRequestedKind() とは異なる実行モードが指定さ
れた場合、DataStage は警告を出します。

12
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パラレル・オペレーターの作成
作成するオペレーターの大部分はパラレルです。パラレル・ジョブの処理能力は、
システムの複数の処理ノードでオペレーターをパラレルに実行する能力と直接関連
します。
パラレル・オペレーターをグラフィカルに表すと、次の図のようになります。この
図は、2 つの入力と 1 つの出力を持つオペレーターを示しています。

図 3. パラレル・オペレーター

パラレル・オペレーターを含むすべてのステップには、入力データ・セットをシス
テムの各処理ノードの個々のパーティションに分割するためのパーティショナーも
含まれます。パーティション方式は、フレームワークによって提供されたものであ
るか、ユーザーが定義したものであるかのいずれかにできます。

順次オペレーターの作成
順次オペレーターは、単一の処理ノードで実行します。ファイルの読み取りまたは
書き込みといった一部のオペレーションの性質は本質的に順次であるため、そのよ
うなジョブの順次オペレーターを定義することは理にかなっています。
ジョブの中にパラレル・オペレーターと順次オペレーターを混合することについて
何も制約はありません。次の例では、順次オペレーターとパラレル・オペレーター
の両方を使用します。
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図 4. パラレル・オペレーターと順次オペレーターの例

すべての順次オペレーターは、単一ノードで処理するために、順次オペレーターが
入力データ・セットのパーティションをどのように結合するかを指定する、コレク
ション方式を定義します。コレクション方式は、フレームワークによって提供され
たものであるか、ユーザーが定義したものであるかのいずれかにできます。

パラレルまたは順次であることができるオペレーターの作成
パラレルまたは順次モードで実行されるオペレーターをデザインできます。
オペレーターが両方の実行モードをサポートするようにしたい場合、
describeOperator() 内の setKind() の呼び出しを削除し、デフォルトでパラレルにな
るようにする必要があります。そうすると、オペレーターのユーザーが、オペレー
ターの実行モードをパラレルまたは順次のどちらかに指定できます。
ユーザーがオペレーターの実行モードを設定できるようにする場合、オペレーター
のデフォルトのパーティションおよびコレクション方式である「任意」を使用する
必要もあります。パーティションの保持フラグが設定されていなければ、「任意」
がデフォルトの方式です。「任意」方式によって、ユーザーは、オペレーターを含
むジョブがデザインされるとき、オペレーターの実行モードと方式 (パラレル実行
の場合のパーティション方式、または順次実行の場合のコレクション方式) の両方
を設定できます。

入力および出力インターフェース・スキーマの指定
オペレーターの入力または出力として使用されるデータ・セットの場合、データ・
セットのレコード・スキーマは、オペレーターのインターフェース・スキーマと互
換でなければなりません。
オペレーターのインターフェース・スキーマは、オペレーターの入力または出力と
して使用できるデータ・セットの数とタイプを定義します。

14
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APT_Operator の protected メンバー関数を使用して、派生したオペレーター・クラ
スのインターフェース・スキーマを定義します。次のメンバー関数は、入力および
出力データ・セットの数を定義します。
v setInputDataSets()
v setOutputDataSets()
オペレーターの入力および出力データ・セットはいくつでも定義できます。入力デ
ータ・セットのレコードは読み取り専用です。オペレーターは入力データ・セット
からレコードを読み取って処理できますが、入力データ・セットに結果を書き込む
ことはできません。出力データ・セットのレコードは、読み取りと書き込みが行わ
れます。データ・セットを出力として使用する場合、結果を出力データ・セットの
レコードに書き込みます。
入力および出力データ・セットの両方について、次の項目を指定する必要がありま
す。
v データ・セットのレコード内でアクセスされるフィールドの名前。
v アクセスされる各フィールドのデータ・タイプ。
これらの指定を行うために、APT_Operator::() の内部から setInputInterfaceSchema()
および setOutputInterfaceSchema() の 2 つのメンバー関数を呼び出すコードを含めま
す。
次の図に、オペレーターのインターフェース・スキーマの例を示します。

図 5. インターフェース・スキーマの例

この図で、入力および出力データ・セットの両方のインターフェース・スキーマは
同じです。両方のスキーマは、少なくとも次の 3 つのフィールドを持つデータ・セ
ットが必要です。すなわち、field1 と field2 という名前の 2 つの整数フィールド、
および field3 という名前の浮動小数点フィールドです。入力データ・セット内にこ
の他にフィールドがあれば、それらのフィールドはこのオペレーターによってドロ
ップされます。
ビュー・アダプターを使用して、オペレーターのインターフェース・スキーマのコ
ンポーネントと一致するように、データ・セットのレコード・スキーマのコンポー
ネントを変換できます。
インターフェース・スキーマを指定するときは、次のバリエーションがあることを
考慮してください。
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v スキーマ変数。これは、ワイルドカードを使用して、多数のレコード・フィール
ドを含む可能性があります。
v 動的スキーマ。これによって、オペレーターのユーザーがスキーマの一部または
すべてを定義できます。

スキーマ変数
入力または出力スキーマに多くのフィールドがある可能性があるところでは、スキ
ーマ変数を使用します。
次の図は、入力および出力データ・セット・スキーマの両方で変数を使用する方法
を示しています。

図 6. データ・セット・スキーマ内の変数

デフォルトでは、タイプ * で表されるスキーマ変数は、レコード内の各フィールド
のデータ・タイプに関係なく、レコード全体を参照します。この例では、field1、
field2、および field3 がスキーマ変数に含まれます。入力または出力インターフェー
ス・スキーマのどちらかの指定に、スキーマ変数を含めることができます。
上の図で、オペレーターは、指定された名前の 2 つの整数と 1 つの浮動小数点フ
ィールドがデータ・セットに含まれる限り、それらを入力として取ることができま
す。データ・セットに必須フィールド以外が含まれていてもかまいません。デフォ
ルトでは、スキーマ変数を使用するオペレーターの場合、入力データ・セットのす
べてのフィールドは、出力データ・セットに転送されます。

動的インターフェース・スキーマを持つオペレーター
動的インターフェース・スキーマを持つオペレーターを指定すると、そのオペレー
ターのユーザーは、オペレーターを含むジョブをデザインするときに、インターフ
ェース・スキーマの一部またはすべてを定義できます。
この種のオペレーターの場合、オペレーターが処理するフィールドの数とデータ・
タイプは、オペレーターが使用されるたびに変わる可能性があります。例えば、あ
るタイプの動的オペレーターは、入力として、任意の数の倍精度浮動小数点フィー
ルドを取ることができます。別のタイプでは、入力として、単一 8 ビット整数また
はストリング・フィールドを取ることができます。さらに別のタイプでは、IBM
InfoSphere DataStage がサポートする任意のデータ・タイプのフィールドを取ること
ができます。
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次の図に、動的インターフェース・スキーマを持つオペレーターの例を示します。

図 7. 動的インターフェース・スキーマ

この例で、オペレーターは、両方とも単一スキーマ変数を含んだ、入力および出力
インターフェース・スキーマを指定します。この図は、オペレーターがインスタン
ス化されるときに、ユーザーは、入力インターフェース・スキーマの 2 つのフィー
ルドを指定できることを示しています。

パーティション方式の指定
フレームワークは、入力データ・セットまたはパラレル・オペレーターのデータ・
セットに対してパーティション化を行います。
パーティション化は、入力データ・セットを複数のセグメントまたはパーティショ
ンに分割する処理です。そのあと、システムの各処理ノードは、データ・セット全
体ではなく、データ・セットの個々のパーティションに対してオペレーションを実
行します。通常、オペレーターは各入力データ・セットに対して、同じパーティシ
ョン方式を使用します。しかし、各入力に対して、異なる方式を使用することもで
きます。
次の図は、2 つの入力と 1 つの出力を持つオペレーターの例を示しています。この
図の各入力は、独自のパーティション方式を使用します。
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図 8. 2 つの入力と 1 つの出力を持つオペレーター

InfoSphere DataStage は、次のさまざまなパーティション方式を提供します。
任意

オペレーターはどのようにパーティション化されたデータでも受け入れま
す。したがって、InfoSphere DataStage は、オペレーターのパフォーマンス
を最適化するために、どのようにでもデータ・セットをパーティション化で
きます。「任意」は、デフォルトのパーティション方式です。「任意」のパ
ーティション方式を使用するオペレーターの場合、ユーザーはパーティショ
ン方式を明示的にオーバーライドできます。パーティション方式を設定する
には、ユーザーは、オペレーターへの入力として使用されるデータ・セット
に、パーティショナーを割り当てます。そのあと、フレームワークは、それ
に従ってデータ・セットをパーティション化します。

ラウンドロビン
この方式は、最初のレコードが最初のノードに行き、2 番目のレコードが 2
番目のノードに行くというように、データ・セットを分割します。システム
の最後のノードに達すると、この方式は最初のノードに戻って継続されま
す。この方式は、サイズが異なる入力データ・セットのパーティションをサ
イズ変更する場合に有用です。ラウンドロビン方式は、常に、だいたい同じ
サイズのパーティションを作成します。
ランダム
この方式は、すべてのノードにランダムにレコードを配置します。ラウンド
ロビンのように、ランダム・パーティション化では、入力データ・セットの
パーティションのバランスを再度取って、各処理ノードがだいたい同じサイ
ズのパーティションを受け取るようにできます。
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同一

この方式は、データは再度パーティション化されることはありません。前の
オペレーターのパーティションが継承されます。このパーティション方式
は、合成オペレーターの内部でよく使用されます。

全体

各処理ノード上のオペレーターのそれぞれのインスタンスは、入力としてデ
ータ・セット全体を受け取ります。この形式のパーティション化は、パラレ
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ル実行の恩恵を受けながら、オペレーターの各インスタンスが入力データ・
セット全体にアクセスできるようにする場合に有用です。
フィールドによるハッシュ
レコード内のフィールドをハッシュ・キーとして使用し、このハッシュ・キ
ーの関数に基づいてレコードをパーティション化します。クラス
APT_HashPartitioner を使用して、このパーティション方式を実装します。
モジュラス
パーティションは、パーティション数のモジュロのキー・フィールドに基づ
きます。この方式は「フィールドによるハッシュ」に類似していますが、簡
単な計算が含まれます。
範囲

1 つ以上のパーティション・キーに基づいてだいたい同じサイズのパーティ
ションにデータ・セットを分割します。APT_RangePartitioner クラスを使用
して、このパーティション方式を実装します。

DB2

DB2 が行うパーティション化と同じ方法で、入力データ・セットをパーテ
ィション化します。例えば、この方式を使用して既存の DB2 表の更新情報
を含む入力データ・セットをパーティション化する場合、レコードは、対応
する DB2 レコードを含む処理ノードに割り当てられます。そうすると、パ
ラレル・オペレーターの実行の間、入力レコードと DB2 表レコードの両方
が、処理ノードに対してローカルになります。DB2 表の読み取りと書き込
みは、ネットワーク・アクティビティーを必要としません。

その他 C++ APT_Partitioner クラスからクラスを派生させて、カスタム・パーティ
ション・オペレーターを定義できます。「その他」は、カスタム・パーティ
ショナーを使用するオペレーターのパーティション方式です。
デフォルトでは、オペレーターは「任意」パーティション方式を使用します。「任
意」パーティション方式では、オペレーターのユーザーは、オペレーターの前にパ
ーティション・オペレーターを付けて、パーティション化を制御できます。例え
ば、ユーザーは、ステージの中で、派生したオペレーターの前に hash パーティシ
ョナー・オペレーターを挿入することもできます。
オーバーライドできないオペレーターに明示的にパーティション方式を設定するに
は、APT_Operator::describeOperator() 内に APT_Operator::setPartitionMethod() の呼び
出しを含める必要があります。
もう 1 つのオプションは、オペレーターに対して、各入力に独自のパーティショナ
ーを定義することです。それを行うには、APT_Partitioner から、パーティショナ
ー・クラスを派生させる必要があります。

パーティション・スタイルとソート要件の指定
オペレーター・クラスとパーティション・クラスは、パーティション・スタイルと
ソート要件を指定できる関数を定義します。これによって、オペレーターのユーザ
ーは、並列処理の問題を処理することなく正しいデータ・フローを作成できます。
パーティションとソートの要件が確実に満たされるように、describeOperator() 関数
の実行直後に適切なコンポーネントがデータ・フローの中に挿入されます。

第 2 章 オペレーターの作成
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パーティション・スタイルの指定
パーティション・スタイルに基づいて、InfoSphere DataStage は、パーティショナー
をキーの場所に基づいたカテゴリーにグループ化できます。これによって、オペレ
ーターが特定のパーティション方式に関連付けられていない場合でも、オペレータ
ーの入出力が適切にパーティション化されているかどうかを判断できるようになり
ます。
オペレーターに特定のパーティション方式を指定するために
APT_Operator::setPartitionMethod を使用するのとは異なり、パーティション・スタイ
ルを指定しても、データ・フローに独自のカスタム・パーティショナーを挿入する
ことも、また、オペレーターのユーザーがデータ・フローにパーティショナーを挿
入することもできます。オペレーターのユーザーが不必要または不適当なパーティ
ショナーを挿入すると警告が出されますが、パーティショナーは削除されません。
パーティション・スタイルは次のとおりです。
v eLocalKeys。すべてのキーは同じパーティションに置かれます。
v eDistributedKeys。キーが同じパーティションに置かれるという保証はありませ
ん。
パーティション・スタイルは、$APT_ORCHHOME/incude/apt_framework/
paritioningStyle.h に定義された、APT_PartioningStyle クラスの partitioningStyle
列挙によって定義されます。

オペレーターの入力データ・セットのパーティション・スタイルの設
定と取得
オペレーターの入力データ・セットのパーティション・スタイルを設定および取得
するには、次の APT_Operator 関数を使用します。
void setInputPartitioningStyle
(APT_PartitioningStyle::partitioningStyle, int inputDS)
APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
getPartitioningStyle(int inputDS)
void setOutputPartitioningStyle
(APT_PartitioningStyle::partitioningStyle, int outputDS)

これらの関数によって、次のことを行うことができます。
v データ・フローに適切なパーティショナーを挿入するように、InfoSphere
DataStage に指示します。
v 2 つの入力が完全に同じようにパーティション化されるよう要求します。
v 2 つの入力が完全に同じようにパーティション化されたかどうか判別します。

オペレーターの入力データ・セットのパーティション・キーの設定と
取得
オペレーターの入力データ・セットのパーティション・キーを設定および取得する
には、次の APT_Operator 関数を使用します。
void setInputPartitioningKeys(APT_PropertyList keys, int inputDS);
APT_PropertyList APT_Operator::getPartitioningKeys(int input)

APT_PropertyList の構文は次のとおりです。
{ key = {value=fieldname}, key = {value=fieldname}, ...}
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例えば:
{ key={value=lastname}, key={value=balance} }

カスタム・パーティショナーのパーティション・スタイルの取得
カスタム・パーティショナーのパーティション・スタイルを取得するには、次の
APT_Partitioner 関数を使用します。
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle getPartitioningStyle() const=0;

この関数は、適合するパーティション・スタイルを定義するパーティショナーでオ
ーバーライドされる必要があります。

オペレーターの入力のパーティション化に最後に使用されたパーティ
ショナーの名前の取得
オペレーターの入力のパーティション化に最後に使用されたパーティショナーの名
前を取得するには、次の APT_Operator 関数を使用します。
APT_String APT_Operator::getPartitioningName(int input)

デフォルトでは、InfoSphere DataStage はパーティショナーの挿入を行います。

パーティショナーの挿入の無効化
パーティショナーの挿入を無効にするには、グローバル・オプション
-nopartinsertion を osh コマンド・ラインに追加するか、環境変数
APT_NO_PART_INSERTION を指定します。

ソート・キーの指定
オペレーターの入出力データ・セットのそれぞれに、ソート・キーを定義できま
す。
ソート情報を設定すると、InfoSphere DataStage に、データ・フローの中にユーザー
のソート要件を満たすようにソート・コンポーネントを挿入するよう指示すること
になります。InfoSphere DataStage は、「パーティションの保持」オプションが設定
されたデータ・セットについて、この情報を記録します。

入力データ・セットのソート・キーの設定と取得
入力データ・セットのソート・キーを設定および取得するには、次の APT_Operator
関数を呼び出します。
APT_Operator::setInputSortKeys(APT_PropertyList keys, int input)
APT_PropertyList APT_Operator::getInputSortKeys(int input)

出力データ・セットのソート・キーの設定と取得
出力データ・セットのソート・キーを設定および取得するには、次の APT_Operator
関数を呼び出します。
APT_Operator::setOutputSortKeys(APT_PropertyList keys, int output)
APT_PropertyList APT_Operator::getOutputSortKeys(int output)

注: データ・セットに対して setPartitionMethod() を呼び出すオペレーターは、
setInputSortKeys() や setOutputSortKeys() を呼び出すことはできますが、入力デー
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タ・セットに対して setInputPartitioningStyle() や setInputPartitioningKeys() を呼び出
したり、出力データ・セットに対して setOutputPartitioningStyle() や
setOutputPartitioningKeys() を呼び出したりすることはできません。

ソートの挿入を使用不可にする
ソートの挿入を使用不可にするには、グローバル・オプション -nosortinsertion を
osh コマンド・ラインに追加するか、環境変数 APT_NO_SORT_INSERTION を追加
します。

コレクション方式の指定
コレクターは、単一ノードで処理するために、順次オペレーターが入力データ・セ
ットのパーティションをどのように結合するかを定義します。
コレクション方式は、順次オペレーターが入力データ・セットのパーティションを
単一入力ストリームに結合するために使用するアルゴリズムです。方式は、パーテ
ィションを先着順に結合するという簡単なものでよく、順次オペレーターは前のオ
ペレーターから受け取った順番でレコードを処理するというようなものです。ある
いは、レコード内に含まれる情報を使用して、処理の順序を決めることもできま
す。
InfoSphere DataStage は、次のさまざまなコレクション方式を提供します。
任意

この方式は、先着順にレコードを読み取ります。「任意」のコレクション方
式を使用するオペレーターの場合、オペレーターのユーザーはコレクション
方式を明示的にオーバーライドして、独自の方式を設定できます。コレクシ
ョン方式を設定するには、オペレーターのユーザーは、オペレーターへの入
力として使用されるデータ・セットに、コレクターを割り当てます。そのあ
と、InfoSphere DataStage は、それに従ってデータ・セットのパーティショ
ンをコレクションします。

ラウンドロビン
この方式は、最初の入力パーティションから 1 レコードを読み取り、次に
2 番目のパーティションから 1 レコードというように読み取っていきま
す。システムの最後の処理ノードに達すると、最初に戻って継続されます。
順次

この方式は、最初の入力パーティションからすべてのレコードを読み取り、
次に 2 番目のパーティションからすべてのレコードというように読み取っ
ていきます。このコレクション方式は、入力データ・セットのソートされた
順序を保持します。

ソート・マージ
この方式は、レコードの 1 つ以上のフィールドに基づいた順序で、レコー
ドを読み取ります。レコード順序の定義に使用されるフィールドは、コレク
ション・キーと呼ばれます。この方式を実装するには、sortmerge コレクシ
ョン・オペレーターを使用します。
その他 APT_Collector からクラスを派生させて、カスタム・コレクション方式を定
義できます。カスタム・コレクターを使用するオペレーターは、「その他」
コレクション方式を使用します。
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デフォルトでは、順次オペレーターは「任意」コレクション方式を使用します。
「任意」コレクション方式では、オペレーターのユーザーは、オペレーターの前に
コレクション・オペレーターを付けて、コレクション方式を制御できます。例え
ば、ユーザーは、ステップの中で、派生したオペレーターの前に「順次」コレクシ
ョン・オペレーターを挿入することも可能です。
オーバーライドできないオペレーターに明示的にコレクション方式を設定するに
は、APT_Operator::describeOperator() 内に APT_Operator::setCollectionMethod() の呼
び出しを含める必要があります。
また、各オペレーターの入力に対して、独自のコレクション方式を定義することも
できます。それを行うには、APT_Collector からコレクター・クラスを派生させま
す。

カーソルの作成
オペレーターが入力データ・セットを処理して結果を出力データ・セットに書き込
むために、データ・セットを構成するレコードおよびレコード・フィールドにアク
セスするためのメカニズムが必要です。データ・セットのレコードおよびレコー
ド・フィールドにアクセスするために、カーソル、サブカーソル、フィールド・ア
クセサーの 3 つのメカニズムは組み合わせて使用されます。
カーソルによって、データ・セット内の特定のレコードを参照でき、フィールド・
アクセサーによって、それらのレコード内の個々のフィールドにアクセスできま
す。カーソルとフィールド・アクセサーは、APT_Operator::runLocally() 関数のオー
バーライドの中から使用します。サブカーソルは、サブレコードのベクトルと共に
のみ使用します。サブカーソルによって、ベクトルの現行エレメントを識別できま
す。
データ・セットに対しては、入力カーソルと出力カーソルの 2 つのタイプのカーソ
ルを使用します。入力カーソルは、入力データ・セットのレコードへの読み取り専
用アクセスを提供します。出力カーソルは、出力データ・セットの現行レコードへ
の読み取り/書き込みアクセスを提供します。
入力データ・セットを処理するには、入力カーソルを初期化して現行入力レコード
を指すようにします。カーソルは、すべてのレコードが処理されるまでレコードの
中を進んでいきます。カーソルが入力データ・セットの、あるレコードを通り過ぎ
ると、そのレコードはもうアクセスできません。
出力データ・セットの場合、出力カーソルは、最初は、現行出力レコードを指し、
残りのレコードの中を進んでいきます。入力データ・セットと同様に、カーソルが
出力データ・セットのあるレコードを通り過ぎると、そのレコードはもうアクセス
できません。
次の図は、1 つの入力データ・セットと 1 つの出力データ・セットを持つオペレー
ターを示しています。
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図 9. 1 つの入力データ・セットと 1 つの出力データ・セット

以下のクラスがカーソルを表します。
v APT_InputCursor は、入力データ・セットのカーソルを定義します。
v APT_OutputCursor は、出力データ・セットのカーソルを定義します。
入力カーソルを作成したときに、入力カーソルはレコードを参照しません。
runLocally() の中から APT_InputCursor::getRecord() を呼び出して、特定のレコード
を指すようにカーソルを初期化する必要があります。そのレコードの処理が終了し
たら、再度 APT_InputCursor::getRecord() を呼び出して、カーソルを入力データ・セ
ットの次のレコードに進め、そのレコードを現行入力レコードにします。使用可能
な入力レコードがなくなると、APT_InputCursor::getRecord() は false を返します。
通常、while ループを使用して、APT_InputCursor::getRecord() が false を返した時点
を判別します。
出力カーソルを作成すると、出力カーソルは、出力データ・セット内の最初のレコ
ードを参照します。
レコード出力フィールドは、次のデフォルト値に設定されます。
v NULL 可能フィールドは、NULL に設定されます。
v 整数値 = 0
v 浮動小数点値 = 0
v 日付 = 1 年 1 月 1 日
v 小数部の桁数 = 0
v 時刻 = 00:00:00 (真夜中)
v タイム・スタンプ = 1 年 1 月 1 日 00:00:00 (真夜中)
v 可変長ストリングと raw フィールドの長さは、0 に設定されます。
v 固定長ストリングの文字は NULL (0x00) に設定されます。しかし、埋め込み文
字が指定されている場合は、その埋め込み文字に設定されます。
v 固定長 raw フィールドのバイトは、ゼロに設定されます。
v タグ付きアグリゲートのタグは 0 に設定され、データ・タイプを、タグ付きアグ
リゲートの最初のフィールドのデータ・タイプに設定します。
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v 可変長ベクトル・フィールドの長さは、0 に設定されます。
その出力レコードに書き込んだあと、APT_OutputCursor::putRecord() を呼び出して、
カーソルを出力データ・セットの次のレコードに進め、それを現行出力レコードに
する必要があります。
次の表は、単一入力データ・セットのレコードを処理して結果を単一出力データ・
セットに書き込む while ループの例を示しています。このループを、カーソルの定
義と初期化のコードと一緒に、runLocally() 関数のオーバーライドの中に置くことも
できます。
表 4. while ループの例
コメント

コード
APT_Status AddOperator::runLocally()
{

3

APT_InputCursor inCur;

4

APT_OutputCursor outCur;

5

setupInputCursor(&inCur, 0);

6

setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

while (inCur.getRecord())
{

9

// body of the loop
outCur.putRecord();
}

10

return APT_StatusOk;
}

3

APT_InputCursor のインスタンスである inCur を、このオペレーターの最初
のデータ・セット入力の入力カーソルとして定義します。

4

APT_OutputCursor のインスタンスである outCur を、このオペレーターに
よる最初のデータ・セット出力の出力カーソルとして定義します。

5

APT_Operator::setupInputCursor() を使用して inCur を初期化します。入力デ
ータ・セットには 0 から始まる番号が付けられます。

6

APT_Operator::setupOutputCursor() を使用して outCur を初期化します。出力
データ・セットには 0 から始まる番号が付けられます。

7

APT_InputCursor::getRecord() を使用して、入力カーソルを次の入力レコード
に進めます。入力カーソルは最初は有効なレコードを参照しないため、この
関数は、入力レコードの処理を開始する前に呼び出す必要があります。
APT_InputCursor::getRecord() は入力データ・セットにレコードがなくなると
false を返し、while ループを終了します。

9

レコードを処理します。処理には、結果を現行出力レコードに書き込むこと
が含まれます。出力カーソルは最初は出力データ・セットの最初の空のレコ
ードを指しているため、(デフォルト値を必要としない限り) 最初の出力レコ
ードを書き込むまでは、APT_OutputCursor::putRecord() を呼び出さないでく
ださい。
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10

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して現行出力レコードを更新し、出力
カーソルを次の出力レコードに進めます。

すべてのオペレーターが各入力レコードに対して 1 つの出力レコードを生成するわ
けではありません。また、オペレーターは入力レコードよりも多くの出力レコード
を生成することもできます。オペレーターは、1 つの出力レコードを計算する前
に、多くの入力レコードを処理できます。putRecord() の呼び出しと putRecord() の
呼び出しの間に処理する入力レコードの数にかかわらず、putRecord() は、出力レコ
ードの処理が完了した時点でのみ呼び出します。

フィールド・アクセサーの定義
入力または出力データ・セットに対して、フィールド・アクセサーは、レコード・
フィールドへの名前によるアクセスを提供します。
オペレーターがデータ・セットを処理するものである場合、たいてい名前によるア
クセスが必要です。スキーマ変数にはフィールド・アクセサーは使用できません。
スキーマ変数には定義されたデータ・タイプはありません。
オペレーターはフィールド・アクセサーを使用して、入力レコードのフィールドを
読み取り、出力レコードのフィールドに書き込みます。フィールド・アクセサーに
よって、一度にデータ・セット全体にアクセスすることはできません。そうではな
く、入力または出力カーソルによって定義されるとおりに、現行入力または出力レ
コードのフィールドにアクセスできます。
入力レコードのフィールドは、読み取り専用であると見なされます。入力データ・
セットのレコードのフィールドに書き込むことはできません。出力レコードのフィ
ールドは読み取り/書き込みであると見なされるため、出力データ・セットのレコー
ドは変更できます。
次の図は、サンプル・オペレーターとインターフェース・スキーマを示していま
す。

図 10. サンプル・オペレーターとインターフェース・スキーマ

このオペレーターは、レコードの 2 つのフィールドを加算し、合計を 3 番目のフ
ィールドに保管します。入力および出力インターフェース・スキーマの各コンポー
ネントについて、単一のフィールド・アクセサーを定義します。したがって、この
場合、入力インターフェース・スキーマに 2 つの入力アクセサー、出力インターフ
ェース・スキーマに 3 つの出力アクセサーが必要です。
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この例は、入力レコードから、field1 と field2 を、出力レコードの対応するフィー
ルドに明示的にコピーする、フィールド・アクセサーを使用します。入力データ・
セットが、これらの 2 つのフィールド以外を定義するレコード・スキーマを持って
いる場合、これらの他のフィールドはすべて AddOperator によってドロップされ、
出力データ・セットにはコピーされません。
次の表は、APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドの例を示しています。
表 5. APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドの例
コメント

コード
APT_Status AddOperator::describeOperator()
{

3
4

setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;
total:int32;)", 0);
return APT_StatusOk;
}

3

入力データ・セット数を設定します。

4

出力データ・セット数を設定します。

5

入力データ・セットの番号は 0 から始まるため、入力 0 のインターフェー
ス・スキーマを指定します。単にインターフェース・スキーマを含んだスト
リングを引数として、APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことが
できます。

6

最初の出力データ・セットである、出力 0 のインターフェース・スキーマ
を指定します。

通常、フィールド・アクセサーは APT_Operator::runLocally() 内のローカル変数とし
て定義されます。インターフェース・スキーマの中で定義されたフィールドの値に
アクセスするには、入力アクセサーと出力アクセサーを、オペレーターの
APT_Operator::runLocally() 関数の中に作成する必要があります。
次の表は、APT_Operator::runLocally() のオーバーライドの例を示しています。
表 6. APT_Operator::runLocally() のオーバーライド
コメント

コード
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setInputCursor(&inCur, 0);
setOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);

9

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

11

第 2 章 オペレーターの作成

27

表 6. APT_Operator::runLocally() のオーバーライド (続き)
コメント

コード

12

while (inCur.getRecord())
{

14

*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;
*field1OutAcc = *field1InAcc;
*field2OutAcc = *field2InAcc;

16
17

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

入力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読み取り専用のフィ
ールド・アクセサーを定義します。

9 -11

出力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読み取り/書き込み
のフィールド・アクセサーを定義します。

12

APT_InputCursor::getRecord() を使用して、入力データ・セットを次の入力レ
コードに進めます。

14-16

入力および出力データ・セットの両方のレコード・フィールドの値にアクセ
スするために、APT_InputAccessorToInt32::operator* および
APT_OutputAccessorToInt32::operator* を使用して、フィールド・アクセサー
を間接参照します。
注: 同等のメンバー関数 APT_InputAccessorToInt32::value() および
APT_OutputAccessorToInt32::setValue() を使用して、入力および出力レコー
ドのフィールドにアクセスすることもできます。行 14 は、これらの関数を
使用して次のように書き直すことができます。
*totalOutAcc = field1InAcc.value() + field2InAcc.value();

17

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して、現行出力レコードを更新し、出
力データ・セットを次の出力レコードに進めます。

フィールド・アクセサーとスキーマ変数
スキーマ変数は現行入力または出力レコードの全体を参照するため、タイプを持ち
ません。したがって、フィールド・アクセサーもありません。
次の例では、field1 のフィールド・アクセサーを定義する必要がありますが、スキー
マ変数コンポーネント inRec および outRec のフィールド・アクセサーは定義する
必要はありません。
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図 11. フィールド・アクセサーの定義

フィールド・アクセサーと動的オペレーター
動的スキーマを持つオペレーターの場合、オペレーターのユーザーは、通常、オペ
レーターのインターフェース・スキーマの一部またはすべてを定義する引数を渡し
ます。
runLocally() 関数の一部として、動的スキーマを持つオペレーターの適切なフィール
ド・アクセサーを作成する必要があります。
次の図は、動的オペレーターの例を示しています。

図 12. 動的オペレーター

オプションを使用したオペレーター派生の例
これらの例では、オペレーター派生のさまざまなオプション、およびオプションを
使用するための背景情報について説明します。

インターフェース・スキーマにスキーマ変数を含める
多くのオペレーターは、レコード全体を、変更することなく入力データ・セットか
ら出力データ・セットに渡します。これらのオペレーターは出力データ・セットの
レコードに新規の結果フィールドを追加できますが、オペレーターは、オリジナル
のレコードを出力データ・セットに伝搬することもできます。
このトピックでは、スキーマ変数を使用する場合に必要な背景情報を説明します。
これには、スキーマ変数の概念についての詳細な説明と、転送メカニズムの説明も
含まれます。また、2 つの例も示します。最初の例は、1 つの入力を持つオペレー
第 2 章 オペレーターの作成
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ターでのスキーマ変数の使用方法を示したもので、次の例は、2 つの入力を持つオ
ペレーターの作成方法を示したものです。

背景
次の図は、入力インターフェース・スキーマと出力インターフェース・スキーマの
両方に、スキーマ変数を含むオペレーターを示しています。

図 13. 入力スキーマ変数

次の図は、入力データ・セットが付いた、同じオペレーターを示しています。

図 14. 出力スキーマ変数

デフォルトでは、入力インターフェース・スキーマ内のスキーマ変数は、レコー
ド・スキーマも含めて、入力データ・セットのレコード全体に対応します。この例
では次のとおりです。
"inRec:*" ≡ "fName:string; lName:string; age:int32;"

inRec にオペレーションを実行することは、入力データ・セットのレコード全体とレ
コード・スキーマにオペレーションを実行することに対応します。
転送が宣言されると、出力スキーマ変数は、デフォルトで、入力インターフェース
内の変数のレコード・スキーマを想定します。前の図に示すように、outRec は
inRec のスキーマを想定します。これは、入力データ・セットのレコード・スキーマ
に対応します。したがって、オペレーターの出力インターフェース・スキーマは次
のとおりです。
"outRec:*" = "inRec:*" ≡ "fName:string; lName:string; age:int32;"
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変数を使用してレコードを参照することで、オペレーターは、レコード全体を入力
から出力データ・セットにコピーまたは転送 できます。そのため、フィールド・ア
クセサーを何も定義する必要がないので、入力から出力データ・セットへのレコー
ドのコピーは、格段に簡単になります。

転送メカニズム
転送は、現行入力レコードから現行出力レコードへの、最適化されたフィールドご
とのコピーを行います。
オペレーターは、入力から転送されたすべてのフィールドを、変更を加えずに、出
力レコードにコピーします。
次の図は、オペレーターと、オペレーターがスキーマ変数を使用してレコードを転
送する方法を示しています。

図 15. スキーマ変数を使用したレコード転送

多くのオペレーターは、前の図に示したものよりも複雑なインターフェース・スキ
ーマを持っています。次の図は、入力インターフェース・スキーマに 3 つのエレメ
ントがあり、出力インターフェース・スキーマに 2 つのエレメントがあるオペレー
ターを示しています。
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図 16. 複数の入力および出力エレメントを持つオペレーター

この例では、オペレーターは 2 つのフィールドを出力データ・セットに追加し、こ
れらのフィールドの値を計算します。オペレーターがこのタスクを完了するために
は、ユーザーは、入力データ・セットの中の 3 つの定義されたフィールドのフィー
ルド・アクセサーと、出力データ・セットの中の 2 つの新規フィールドのフィール
ド・アクセサーを定義する必要があります。インターフェース変数で表されるフィ
ールドのアクセサーを定義することはできません。
このオペレーターの全体の出力インターフェース・スキーマは、次に示すように、
スキーマ変数 outRec と 2 つの新規フィールドの組み合わせです。

"x:int32; y:int32; outRec:*;"

'x:int32; y:int32; a:string; b:string; c:int32; d:int16; e:int8;'
図 17. 全体の出力インターフェース・スキーマの組み合わせ

インターフェース・スキーマ内のフィールドの順序によって、出力データ・セット
のレコード内のフィールドの順序が決まります。この例では、2 つの新規フィール
ドがレコードの最初に追加されます。出力インターフェース・スキーマが次のよう
に定義されている場合、
"outRec:*; x:int32; y:int32;"

2 つの新規フィールドは、各出力レコードの終わりに追加されます。
スキーマ変数に、出力インターフェース・スキーマで明示的に指定されたフィール
ドと同じ名前のフィールドが含まれていてもかまいません。例えば、前の例の入力
データ・セットに x という名前のフィールドが含まれていて、次に示すように、ス
キーマ変数に x という名前のフィールドが含まれていることもあります。
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図 18. 変数 x のスキーマ・フィールド

スキーマの中で、前のフィールドと同じ名前のフィールドはすべてドロップし、警
告を発行することで、名前の競合は解決されます。この例では、スキーマ変数に含
まれるフィールド x の 2 つ目が、ドロップされます。

転送の実行
転送を実行するには、コードでスキーマ変数を定義し、転送を実装する必要があり
ます。
以下のステップを使用します。
1. APT_Operator::describeOperator() の本体の中で、APT_Operator::declareTransfer()
関数を使用して、転送によって影響を受けるスキーマ変数を定義します。
2.

APT_Operator::runLocally() の本体の中から、関数 APT_Operator::transfer() を使
用して、転送を実装します。

次の表のコードは、前の図に示したオペレーター NewOperator の describeOperator()
オーバーライドを示しています。
表 7. 転送を伴う describeOperator() のオーバーライド
コメント

コード
APT_Status NewOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5

setInputInterfaceSchema("record (a:string; c:int32; d:int16;
inRec:*;)", 0);

6

setOutputInterfaceSchema("record (x:int32; y:int32; outRec:*;)", 0);

7

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}

5

入力 0 (最初のデータ・セット) のインターフェース・スキーマを指定しま
す。単にインターフェース・スキーマを含んだストリングを引数として、
APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことができます。

6

出力 0 のインターフェース・スキーマを指定します。

7

APT_Operator::declareTransfer() を使用して、inRec から outRec への転送を
定義します。
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転送の宣言
この例では、オペレーターで転送を宣言する方法について説明します。
関数 declareTransfer() は、この転送を識別する索引を返します。declareTransfer() の
最初の呼び出しでは 0、次の呼び出しでは 1、というように返されます。この索引
値をデータ・メンバーとして保管し、そのあと、この値を runLocally() 関数内の
APT_Operator::transfer() に渡して、転送を実行できます。
この転送は、このオペレーターに対して定義された唯一の転送であるため、索引は
保管されません。しかし、入力として複数のデータ・セットを取るオペレーターを
定義したり、複数のスキーマ変数を使用するオペレーターを定義したりすることも
できます。その場合、複数の転送を定義できるため、返された索引を保管します。
転送を定義したら、それを実装します。通常は、putRecord() を呼び出す直前に、
transfer() を呼び出します。次の表のコードは、NewOperator の runLocally() オーバ
ーライドです。
表 8. NewOperator の runLocally() オーバーライド
コメント

コード
APT_Status NewOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
// define accessors
// initialize cursors
// initialize accessors

5

while (inCur.getRecord())
{
// access input record using input accessors
// update any fields in the output record using output accessors

6
7
6

transfer(0);

7

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

5

APT_InputCursor::getRecord() を使用して、入力カーソルを次の入力レコード
に進めます。

6

入力レコードを処理し、各フィールドを出力レコードに書き込んだあと、
APT_Operator::transfer() を使用して転送を実行します。この関数は、現行入
力レコードを現行出力レコードにコピーします。

7

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して、現行出力レコードを更新し、出
力データ・セットを次の出力レコードに進めます。

注: さらに効率的に処理するには、APT_Operator::transferAndPutRecord() を使用しま
す。これは、deferredTransfer() のあとに putRecord() を使用するのと同じです。
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例: Filter オペレーターでのスキーマ変数の使用
Filter オペレーターは、レコードのある特性に基づいて、データ・セットからレコー
ドを除去 (フィルタリング) します。
次の図は、key という名前のストリング・フィールドに「REMOVE」というストリ
ングが含まれるすべてのレコードを除去して、入力データ・セットをフィルタリン
グする、サンプルのオペレーターを示しています。

図 19. Filter オペレーター内のスキーマ変数

このオペレーターは単一フィールド・アクセサーを使用して、key の値を判別しま
す。フィルター・オペレーションの間にオペレーターがレコードを変更することは
ないため、出力フィールド・アクセサーを定義する必要はありません。ただし、出
力データ・セットのレコードを反復する場合は、出力カーソルを定義する必要があ
ります。
FilterOperator は転送メカニズムを使用して、レコードを変更することなく入力デー
タ・セットから出力データ・セットにコピーします。key が「REMOVE」と等しい
場合、オペレーターはそのレコードを転送しません。
次の表に示すように、FilterOperator は APT_Operator から派生されます。
表 9. Filter オペレーター
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class FilterOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(FilterOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(FilterOperator);
public:
FilterOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(FilterOperator, FilterOperator, ARGS_DESC);
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表 9. Filter オペレーター (続き)
コメント

コード

14
15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(FilterOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(FilterOperator);

16

FilterOperator::FilterOperator()
{}

18

APT_Status FilterOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

APT_Status FilterOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);;
setOutputDataSets(1);

26

setInputInterfaceSchema("record (key:string; inRec:*;)", 0);

27

setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

28

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status FilterOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;

33

36

setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

37

APT_InputAccessorToString keyInAcc("key", &inCur);

38

while (inCur.getRecord())
{

40

if (*keyInAcc != "REMOVE")
{

42

transfer(0);

43

outCur.putRecord();
}
}
return APT_StatusOk;
}

48

void FilterOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

12

ARGS_DESC ストリングについてのドキュメンテーションは、ヘッダー・
ファイル argvcheck.h を参照してください。

13

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。

14 - 15
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時タイプ情報と永続オブジェクト
処理を実装する必須のマクロです。
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16

FilterOperator のデフォルトのコンストラクターを定義します。

18

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、引数からクラス・イン
スタンスに情報を転送して、その情報を osh が認識するようにします。こ
の例では引数がないため、 initializeFromArgs_() は単に APT_StatusOk を戻
します。この関数についてのドキュメンテーションは、ヘッダー・ファイル
operator.h を参照してください。

22

describeOperator() 関数は、オペレーターの入力および出力インターフェー
ス・スキーマと、inRec から outRec への転送を定義します。

26

入力 0 (最初の入力データ・セット) のインターフェース・スキーマを指定
します。インターフェース・スキーマを含んだストリングを引数として
APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことができます。

27

出力 0 のインターフェース・スキーマを指定します。

28

APT_Operator::declareTransfer() を使用して、inRec から outRec への転送を
定義します。この転送は、このオペレーターに対して定義された唯一の転送
であるため、索引は保管されません。

33 - 36
入力カーソルと出力カーソルを定義し、初期化します。
37

入力インターフェース・スキーマの key に、読み取り専用フィールド・ア
クセサーを定義します。このオペレーターは出力レコードのフィールドにア
クセスしないため、出力フィールド・アクセサーは定義しません。

38

APT_InputCursor::getRecord() を使用して、入力カーソルを次の入力レコード
に進めます。入力カーソルは最初は有効なレコードを参照しないため、この
関数は、入力レコードの処理を開始する前に呼び出す必要があります。

40

入力レコードの key が、「REMOVE」と等しいかどうか判別します。等し
くなければ、レコードを転送し、出力データ・セットを次の空のレコードに
更新します。key が「REMOVE」と等しければ、転送をバイパスして、次の
入力レコードを取得します。

42

APT_Operator::transfer() を使用して、転送を実行します。

43

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して現行出力レコードを更新し、出力
カーソルを次の出力レコードに進めます。

48

FilterOperator はデータ・メンバーは定義しません。したがって、serialize()
は空です。serialize() が空の関数であっても、これを指定する必要がありま
す。

例: 2 つの入力を持つオペレーターの作成
オペレーターは、入力として 2 つのデータ・セットを取り、出力として単一デー
タ・セットを作成できます。
このオペレーターへの入力データ・セットは、次の項目から構成されます。
v 銀行の顧客リストが含まれたデータ・セット。各レコードの 1 つのフィールド
が、銀行口座のタイプを定義します。
v 10 レコードのルックアップ・テーブル。各レコードには 2 つのフィールドがあ
ります。最初のフィールドは、銀行口座のタイプを示します。2 番目は、その口
座タイプに対応する 1 日の金利を示します。
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このオペレーターはルックアップ・テーブルを使用して、各顧客口座の 1 日の金利
を判別します。オペレーターは、各顧客レコードの金利を先頭に付けて、出力デー
タ・セットを作成します。
次の図は、このオペレーターを示しています。

図 20. 2 つの入力を持つオペレーター

ルックアップ・テーブルの入力インターフェース・スキーマは、口座タイプと金利
の 2 つのフィールドを指定します。customerData の入力インターフェース・スキー
マは、口座タイプとスキーマ変数を含んだ単一フィールドを指定します。
オペレーターの出力インターフェース・スキーマは、スキーマ変数と新規フィール
ド interestRate を指定します。interestRate フィールドは、オペレーターが
customerData の各レコードの先頭に追加するフィールドです。
次の図は、CalculateInterestOperator と、その入力および出力データ・セットを示し
ています。

図 21. CalculateInterestOperator
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次の表のコードに示すように、CalculateInterestOperator は APT_Operator から派生
されます。
表 10. 2 つの入力を持つオペレーターの例
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class CalculateInterestOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(CalculateInterestOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(CalculateInterestOperator);
public:
CalculateInterestOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
};

12

#define ARGS_DESC "{}"

13

APT_DEFINE_OSH_NAME(CalculateInterestOperator, CalculateInterestOperator,
ARGS_DESC);

14
15

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(CalculateInterestOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(CalculateInterestOperator);

16

CalculateInterestOperator::CalculateInterestOperator()
{}

18

APT_Status CalculateInterestOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status CalculateInterestOperator::describeOperator()
{

24

setKind(APT_Operator::eParallel);

25

setInputDataSets(2);
setOutputDataSets(1);

27

setPartitionMethod(APT_Operator::eEntire, 0);

28

setPartitionMethod(APT_Operator::eAny, 1);

29

setInputInterfaceSchema("record"
"(accountType:int8; interestRate:dfloat;)", 0);

30

setInputInterfaceSchema("record"
"(accountType:int8; inRec:*;)", 1);

31

setOutputInterfaceSchema("record"
"(interestRate:dfloat; outRec:*;)", 0);

32

declareTransfer("inRec", "outRec", 1, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status CalculateInterestOperator::runLocally()
{
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表 10. 2 つの入力を持つオペレーターの例 (続き)
コメント
37
38
39

コード
APT_InputCursor inCur0;
APT_InputCursor inCur1;
APT_OutputCursor outCur0;
setupInputCursor(&inCur0, 0);
setupInputCursor(&inCur1, 1);
setupOutputCursor(&outCur0, 0);
APT_InputAccessorToInt8 tableAccountInAcc("accountType", &inCur0);
APT_InputAccessorToDFloat tableInterestInAcc("interestRate", &inCur0);
APT_InputAccessorToInt8 customerAcctTypeInAcc("accountType", &inCur1);
APT_OutputAccessorToDFloat interestOutAcc("interestRate", &outCur0);

47

struct interestTableEntry
{
APT_Int8 aType;
APT_DFloat interest;
};

52

interestTableEntry lookupTable[10];

53

for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
bool gotRecord = inCur0.getRecord();
APT_ASSERT(gotRecord);
lookupTable[i].aType = *tableAccountInAcc;
lookupTable[i].interest = *tableInterestInAcc;
}
APT_ASSERT(!inCur0.getRecord());

61

while (inCur1.getRecord())
{
int i;
for (i = 0; i < 10; i++)
{
if (lookupTable[i].aType == *customerAcctTypeInAcc)
{

68

*interestOutAcc = lookupTable[i].interest;

69

transfer(0);

70

outCur0.putRecord();
}
}
}

74

40

}
void CalculateInterestOperator::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8)
{}

12

ヘッダー・ファイル argvcheck.h を参照してください。

13

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。
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14 - 15
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時タイプ情報と永続オブジェクト
処理を実装する必須のマクロです。
16

CalculateInterestOperator のデフォルトのコンストラクターを定義します。

18

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、情報を引数からクラ
ス・インスタンスに転送します。この例では引数がないため、
initializeFromArgs_() は APT_StatusOk を戻します。この関数についてのド
キュメンテーションは、ヘッダー・ファイル operator.h を参照してくださ
い。

24

APT_Operator::setKind() を使用して、実行モードを明示的にパラレルに設定
します。この関数を呼び出すことは、オペレーターを順次に実行できないこ
とを意味します。

25

APT_Operator::setInputDataSets() を使用して、入力データ・セット数を 2 に
設定します。

27

APT_Operator::setPartitionMethod() を使用して、ルックアップ・テーブルの
パーティション方式を「全体」に設定します。このパーティション方式は、
各処理ノード上のこのオペレーターのそれぞれのインスタンスは、入力とし
てルックアップ・テーブル全体を受け取ることを指定します。このオペレー
ターのすべてのインスタンスは、入力として表全体を必要とするため、この
データ・セットは「全体」パーティションを要求します。

28

入力 1 (カスタマー・データ・セット) のパーティション方式を設定しま
す。このオペレーターはパラレル・オペレーターで、データ・セット内のレ
コードはお互いに関連していないため、「任意」パーティション方式を選択
します。

29

入力 0 (ルックアップ・テーブル) のインターフェース・スキーマを指定し
ます。

30

入力 1 (カスタマー・データ・セット) のインターフェース・スキーマを指
定します。

31

出力 0 のインターフェース・スキーマを指定します。

32

入力データ・セット 1 (カスタマー・データ・セット) から出力データ・セ
ットへの転送を宣言します。

37

データ・セット 0 (ルックアップ・テーブル) の入力カーソルを定義しま
す。

38

データ・セット 1 (カスタマー・データ) の入力カーソルを定義します。

39

データ・セット 0 の出力カーソルを定義します。

47

ルックアップ・テーブルの中のエントリーを表す構造を定義します。ルック
アップ・テーブルの各レコードには、口座のタイプと、そのタイプの口座の
1 日の金利の 2 つのフィールドがあります。

52

ルックアップ・テーブルを保持する、10 エレメントの配列の lookupTable
を定義します。

53

for ループを使用して、表の各レコードを読み取り、lookupTable を初期化し
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ます。例として分かりやすくするために配列のエレメント数とループ・カウ
ンターはハードコーディングされていますが、このようなやり方は推奨され
ません。
61

while ループを使用して顧客データの各レコードを読み取ります。入力レコ
ードの口座タイプをルックアップ・テーブルの各エレメントと比較して、口
座タイプに対応する 1 日の金利を判別します。

68

表から一致する金利を読み取り、それを現行出力レコードに追加します。

69

全体の入力レコードをカスタマー・データ・セットから出力データ・セット
に転送します。

70

現行出力レコードを更新し、出力データ・セットを次の出力レコードに進め
ます。

74

CalcuateInterestOperator はデータ・メンバーは定義しません。したがって、
serialize() は空です。serialize() が空の関数であっても、これを指定する必要
があります。

例: 動的インターフェース・スキーマの使用
このオペレーターの例では、入力インターフェース・スキーマおよび出力インター
フェース・スキーマの両方にスキーマ変数を指定します。さらに、ユーザーはオペ
レーターをインスタンス化するときに、入力インターフェース・スキーマの 2 つの
フィールドを指定する必要があります。
次の図は、動的インターフェース・スキーマを使用するオペレーターの例を示して
います。

図 22. 動的インターフェース・スキーマを使用するオペレーター

そのような動的インターフェース・スキーマを持つオペレーターを作成する場合、
通常、ユーザーは、スキーマを定義する引数を取るコンストラクターを指定しま
す。このコンストラクターは、単一インターフェース・フィールドを定義する単一
引数、複数のインターフェース・フィールドを定義する引数の配列、または派生し
たオペレーターに特定の引数の任意の組み合わせを取ることができます。
前の図に示したオペレーターのコンストラクターは、次の形をしています。
ADynamicOperator (char * inputSchema);
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動的インターフェースをサポートするオペレーターのコンストラクターは、インタ
ーフェース・スキーマ定義を APT_Operator::describeOperator() 関数が使用できるよ
うにする必要があります。APT_Operator::describeOperator() 関数は次の呼び出しを含
みます。
v 入力インターフェース・スキーマを定義する setInputInterfaceSchema()
v 出力インターフェース・スキーマを定義する setOutputInterfaceSchema()
例えば:
setInputInterfaceSchema("record(a:string; b:int64; inRec:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

これらの関数は、コンストラクターの中で指定されるか、オペレーターのメンバー
関数によって指定された、スキーマ・コンポーネントを組み込む必要があります。
APT_Operator::runLocally() は、オペレーターが処理するデータ・セットのレコード
およびレコード・フィールドにアクセスするためにオペレーターが使用する、カー
ソルとフィールド・アクセサーを定義します。オペレーターのユーザーはオペレー
ターのインターフェース・スキーマのフィールド名とデータ・タイプを定義できる
ため、APT_Operator::runLocally() は、これらのフィールドの対応するアクセサーを
作成できなければなりません。

複数フィールド・アクセサーの使用
オペレーターの入力インターフェース・スキーマはコンパイル時には不明であるた
め、入力インターフェース・スキーマのコンポーネントのフィールド・アクセサー
を定義する別の方法が必要です。この目的を達成する 1 つの方法は、フィールド・
アクセサー・クラス APT_MultiFieldAccessor のコンストラクターに、スキーマ定義
を渡すことによるものです。
ヒント: 実行時に定義するさらに効率的な技法である、複数フィールド・アクセサ
ーは、APT_InputAccessorBase クラスを使用して入力アクセサーの配列をセットアッ
プします。
次の図で、APT_MultiFieldAccessor オブジェクトは、入力インターフェース・スキ
ーマの 3 つのコンポーネントのアクセスに使用されます。

図 23. 複数フィールド・アクセサー

この図は、それぞれが入力インターフェース・スキーマの予想される各コンポーネ
ント用の、3 つのアクセサーを含む APT_MultiFieldAccessor オブジェクトを示して
います。
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APT_MultiFieldAccessor オブジェクトはアクセサーの配列です。この例では、配列
の長さは 3 エレメントで、各エレメントは、入力インターフェース・スキーマ内の
3 つのユーザー指定フィールドのそれぞれに対応します。現行 アクセサーの位置が
あり、それを使用して、入力レコードのフィールドの読み取り、または出力レコー
ドのフィールドの読み取りと書き込みを行うことができます。
APT_MultiFieldAccessor::previousField() および APT_MultiFieldAccessor::nextField()
の 2 つのメンバー関数を使用して、配列の中の現行 アクセサーの位置を変更しま
す。
APT_MultiFieldAccessor オブジェクトを使用してレコード・フィールドにアクセス
するには、そのオブジェクトを使用する前に初期化する必要があります。次のステ
ートメントは、動的オペレーターの runLocally() オーバーライドの一環として、
APT_MultiFieldAccessor オブジェクトを定義し、初期化します。
APT_MultiFieldAccessor inAccessor(inputInterfaceSchema(0);
inAccessor.setup(&incur);

1 行目は、APT_MultiFieldAccessor のインスタンスである inAccessor を定義してい
ます。このコンストラクターは、スキーマ定義が含まれた単一引数を取ります。2
行目は、APT_MultiFieldAccessor::setup() を使用して、スキーマ変数を除く入力イン
ターフェース・スキーマのすべてのコンポーネントの複数フィールド・アクセサー
を初期化しています。現行入力レコードのアクセスに使用される入力カーソルを指
定する必要があります。
APT_MultiFieldAccessor によって、レコード・スキーマ内のすべてのフィールドに
アクセスできます。それには、次の 2 つのステップを使用します。
1. アクセスするフィールドのデータ・タイプを判別します。
2. フィールド値を読み取ります。
例えば、入力インターフェース・スキーマの最初のフィールドにアクセスするに
は、次のステートメントを使用します。
switch(inAccessor.type())
{
case APT_AccessorBase::eInt8:
//access field
break;
case APT_AccessorBase::eUInt8:
// access field
break;
case APT_AccessorBase::eInt16:
.
.
.
default;
}

フィールド値を読み取るには、次の APT_MultiFieldAccessor メンバー関数を使用し
ます。
v getInt8()
v getUInt8()
v getInt16()
v getUInt16()
v getInt32()
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v getUInt32()
v getInt64()
v getUInt64()
v getSFloat()
v getDFloat()
v getDecimal()
v getSimpleString
v getStringField()
v getUStringField()
v getRawField()
v getDate()
v getTime()
v getTimeStamp()
v getGeneric()
getSimpleString() はフィールドのコピーを返し、getStringField() および
getUStringField() は、そのフィールドへの参照を返します。
APT_MultiFieldAccessor::setValue() の多重定義を使用して、出力データ・セットのレ
コードのフィールドに書き込みます。
最初のフィールドを処理したあと、次のステートメントを使用して、
APT_MultiFieldAccessor オブジェクトを次のフィールドに更新します。
inAccessor.nextField();

例: 動的インターフェースを持つオペレーターの作成
このオペレーターの例を使用すると、ユーザーは、入力インターフェース・スキー
マのフィールドを最大 2 つ指定できます。
次の図は、動的インターフェース・スキーマを使用するオペレーターの例を示して
います。

図 24. 動的インターフェースを持つオペレーター

このオペレーターのコンストラクターは、入力として、これらの 2 つのフィールド
を定義するストリングを取ります。このストリングは、describeOperator() の中の
setInputInterfaceSchema() によって必要とされる、完全なスキーマ定義ステートメン
トに組み込まれる必要があります。
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例えば、コンストラクターが次のように呼び出される場合、
ADynamicOperator myOp("field1:int32; field2:int16; ");

このオペレーターの完全な入力スキーマ定義は次のようなものです。
"record (field1:int32; field2:int16; inRec:*;) "

次の表に示すように、ADynamicOperator は APT_Operator から派生されます。
表 11. 動的インターフェースを持つオペレーターの例
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ADynamicOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ADynamicOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ADynamicOperator);

8
9

public:
ADynamicOperator(char * inSchema);
ADynamicOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);

15

private:
APT_String inputSchema;
};

16

#define ARGS_DESC "{}"

17

APT_DEFINE_OSH_NAME(ADynamicOperator, dynamicOp, ARGS_DESC);

18
19

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ADynamicOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ADynamicOperator);

20

ADynamicOperator::ADynamicOperator(char * inSchema)
{
inputSchema = APT_String("record(") + inSchema + "inRec:*;)";
}
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表 11. 動的インターフェースを持つオペレーターの例 (続き)
コメント

コード

24

APT_Status ADynamicOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status ADynamicOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(inputSchema.data(), 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);
declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status ADynamicOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
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APT_MultiFieldAccessor inAccessor(inputInterfaceSchema(0));

44

inAccessor.setup(&inCur);
while (inCur.getRecord())
{
transfer(0);
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}
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void ADynamicOperator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{
archive || inputSchema;
}

8

入力インターフェース・スキーマの部分を定義するストリングを取るコンス
トラクターを宣言します。

9

デフォルトのコンストラクターを宣言します。このコンストラクターは、永
続性メカニズムが必要とします。

15

APT_String のインスタンスである inputSchema を定義して、このオペレー
ターの完全な入力インターフェース・スキーマを保持します。完全な入力イ
ンターフェース・スキーマは、コンストラクターに渡されたスキーマに、ス
キーマ変数 inRec の定義を加えたものと同等です。

16

ARGS_DESC ストリングについてのドキュメンテーションは、ヘッダー・
ファイル argvcheck.h を参照してください。

17

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
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のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。
18 - 19
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時タイプ情報と永続オブジェクト
処理を実装する必須のマクロです。
20

コンストラクターは、完全なスキーマ定義ステートメントを作成し、それを
private データ・メンバー inputSchema に書き込みます。

24

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、情報を引数からクラ
ス・インスタンスに転送します。この例では引数がないため、
initializeFromArgs_() は APT_StatusOk を戻します。この関数についてのド
キュメンテーションは、ヘッダー・ファイル operator.h を参照してくださ
い。

43

APT_MultiFieldAccessor のインスタンスである、inAccessor を定義します。
APT_MultiFieldAccessor のコンストラクターは、スキーマ定義が含まれた単
一引数を取ります。この例では、APT_Operator::inputInterfaceSchema() を使
用して、describeOperator() 内の setInputInterfaceSchema() で設定されたとお
りの、入力インターフェースのスキーマを返します。
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APT_MultiFieldAccessor::setup() を使用して、入力インターフェース・スキー
マのすべてのコンポーネントの複数フィールド・アクセサーを初期化しま
す。
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ADynamicOperator は、単一データ・メンバー inputSchema を定義します。
serialize() の中で、inputSchema をシリアライズする必要があります。

ジョブ・モニター・メッセージのカスタマイズ
ジョブ・モニターは、ジョブの現在の状況をレポートし、データ・フローの中のオ
ペレーターに関する情報を提供します。
提供されるデータは、ジョブ状況、モニター、メタデータ、およびサマリーの 4 つ
のカテゴリーに入ります。情報は XML 表記で提供されます。ユーザーが作成する
オペレーターの場合、ジョブ・モニター・メタデータとサマリー応答メッセージを
カスタマイズできます。
また、ジョブ・モニターの応答カテゴリーに入らないカスタム・メッセージを非同
期に生成することもできます。これらのメッセージのカテゴリーは、custom_report
および custom_instance です。

メタデータとサマリー応答メッセージのカスタマイズ
APT_CustomReportInfo クラスを使用して、ユーザー独自のカスタム情報をメタデー
タおよびサマリー応答メッセージに追加します。
このクラスは、$APT_ORCHHOME/include/apt_util/custreport.h の中で宣言されま
す。
APT_CustomReportInfo への引数があります。
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APT_CustomReportInfo(const APT_UString &name,
const APT_UString &desc,
const APT_UString &value);

APT_CustomReportInfo クラスを通してカスタム情報を指定することで、ユーザーの
カスタム XML 情報が、確実にこの name/description/value フォーマットで表示され
ます。
<custom_info Name="custName" Desc="description of custName">
add any information here,including information in XML notation
</custom_info>

内部ストレージ・ベクトルは、ジョブ・モニターのメタデータおよびサマリー・メ
ッセージのために維持されます。これらの 2 つの関数を使用して、カスタム情報を
ストレージ・ベクトルに追加します。2 つの関数は次の中で宣言されます。
$APT_ORCHHOME/include/apt_framework/operator.h:
void addCustomMetadata(APT_CustomReportInfo &);
void addCustomSummary(APT_CustomReportInfo &);

関数 addCustomMetadata() は、describeOperator(); の中で呼び出されなければなりま
せん。また、関数 addCustomSummary() は、runLocally() 処理ループのあとで実行さ
れなければなりません。ストレージ・ベクトルにエントリーはいくつでも追加でき
ます。エントリーは、ジョブ・モニター・メタデータとサマリー・メッセージに追
加されます。
次に、カスタム情報が追加された、メタデータおよびサマリー・メッセージの例を
示します。
<response type="metadata" jobID="17518">
<component ident="custom_import">
<componentstats startTime="2002-06-28 22:087:05"/>
<linkstats portNum="0" portType="out"/>
...
<resource type="in">
resource description
</resource>
...
<custom_info Name=""custName" Desc="description of custname">
add any information here, including data in XML notation
</custom_info>
...
</component>
...
</response>
<response type="summary" jobId="17518">
<component ident="custom_import" pid="17550">
<componentstats currTime="2002-06-28 22:08:09" percentCPU="10.0"/>
<linkstats portNum="0" portType="out" recProcessed="50000"/>
...
<custom_info Name="custName" Desc="description of custName">
add any information here, including data in XML notation
</custom_info>
...
</component>
...
</response>
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カスタム・メッセージの非同期の生成
ジョブ・モニターのどのカテゴリーにも入らないカスタム・メッセージを非同期に
生成する関数を使用できます。
これらの関数は、operator.h の中で宣言されます。
void sendCustomReport(APT_STD::vector<APT_CustomReportInfo> &);
void sendCustomInstanceReport(APT_STD::vector<APT_CustomReportInfo> &);

runLocally() の実行の前に sendCustomReport() を呼び出して、次のタイプのメッセ
ージを生成します。この場合、runLocally() は、オペレーターのパラレル実行より前
です。
custom_report

runLocally() の実行中に sendCustomInstanceReport() を呼び出して、タイプ
custom_instance_report のメッセージを生成します。この場合、runLocally() はパ
ラレル実行中にあります。この関数は、オペレーター・インスタンス情報を提供し
ます。
次に、sendCustomReport() および sendCustomInstanceReport() によって生成された出
力の例を示します。
<response type="custom_report" jobID="17518">
<component ident="operator_ident">
<custom_info Name="custName" Desc="description of custName">
add any information here, including data in XML notation
</custom_info>
...
</component>
</response>
<response type="custom_instance_report" jobID="17518">
<component ident="operator_ident" instance="2">
<custom_info Name="custName" Desc="description of custName">
add any information here, including data in XML notation
</custom_info>
...
</component>
</response>
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第 3 章 合成オペレーターの作成
合成オペレーターは、共同で 1 つのアクションを実行する 1 つ以上のオペレータ
ーから成ります。
複数のオペレーターを結合して合成オペレーターにすることで、オペレーターのユ
ーザーには単一のインターフェースが提供され、開発が一層簡単になります。合成
オペレーターを構成するオペレーターは、サブオペレーターと呼ばれます。
合成オペレーターは、基本クラス APT_CompositeOperator から派生させて定義しま
す。手順は、APT_Operator 基本クラスからオペレーターを派生させるのと似ていま
す。

例: 2 つのサブオペレーターから成る合成オペレーター
この例では、合成オペレーターの機能の概要を示します。
次の図は、2 つのサブオペレーターから構成される合成オペレーターを示していま
す。

図 25. 2 つのサブオペレーターから成る合成オペレーター

© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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この合成オペレーターは 2 つのサブオペレーターを含みます。各サブオペレーター
は単一入力を取り、単一出力を作成します。また、独自のパーティション方式も定
義します。合成オペレーターの上に置かれたノード・プール制約は、サブオペレー
ターに伝搬します。ノード・マップ制約は、サブオペレーターに伝搬しません。
この図は、2 つのサブオペレーターの間の一時データ・セットを示しています。こ
のデータ・セットは、もっぱら最初のサブオペレーターの出力および 2 番目のサブ
オペレーターの入力として使用されるために作成されるので、オペレーターのユー
ザーには見えません。
一般的に、合成オペレーターは次の 2 つのいずれかの理由で作成されます。
v オペレーターのユーザーに複雑さを隠すため。
v 2 番目のオペレーターが、前のオペレーターによって既にパーティション化され
たデータ・セットを使用できるようにするため。
最初の理由の例として、データ・セットからすべての重複レコードを削除する単一
オペレーターを作成する場合があります。この機能を単一オペレーターに組み込む
には、重複レコードが隣接するように、オペレーターがデータ・セットをソートす
る必要があります。1 つの解決方法は、ソート・オペレーターを選択し、そのあと
に、重複レコードを削除する remdup オペレーターを続けることです。これらの 2
つのオペレーターから単一の合成オペレーターを作成することで、単一オペレータ
ーのみをインスタンス化し、参照すればよいことになります。
次の図は、合成オペレーターを作成する 2 番目の理由を示しています。ここでは、
オペレーターは、前のオペレーターによって既にパーティション化されたデータを
使用できます。この図で、最初のサブオペレーターが入力データ・セットをパーテ
ィション化しているのが分かります。2 番目のサブオペレーターは、パーティショ
ン方式を定義しません。代わりに、既にパーティション化された、前のオペレータ
ーからのデータを使用します。
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図 26. 入力データ・セットのパーティション

合成オペレーターを使用して、結合とフィルターのオペレーターを作成できます。
この場合、最初のサブオペレーターは 2 つのデータ・セットを結合し、2 番目のサ
ブオペレーターは結合されたデータ・セットからレコードをフィルタリングしま
す。2 番目のサブオペレーター filter は、単に、既にパーティション化されたデー
タ・セットを処理します。このシナリオを実装するには、2 番目のサブオペレータ
ーのパーティション方式と同じものを指定する必要があります。

APT_CompositeOperator クラス・インターフェース
合成オペレーターは、APT_CompositeOperator クラスから派生させます。
純粋仮想関数 describeOperator() は protected インターフェースの中に含まれていま
す。この関数をオーバーライドする必要があります。
ヘッダー・ファイル composite.h には、APT_CompositeOperator クラス・インターフ
ェースの中の関数の説明が含まれています。このファイルは、UNIX または Linux
システムでは install_directory/Server/PXEngine/incude/apt_framework、
Windows システムでは
install_directory¥Server¥PXEngine¥incude¥apt_framework にあります。ここで、
install_directory は、IBM InfoSphere Information Server インストール・ディレクト
リーで、例えば、/opt/IBM/InfomationServer または C:¥IBM¥InformationServer
などです。
describeOperator() 関数によって setSubOpsSeparatelyConstrained() 関数を呼び出し
て、availableNodes() のサブオペレーターへの自動伝搬をオフにできます。
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派生クラスの中の APT_Operator::describeOperator() をオーバーライドする必要があ
ります。ただし、APT_Operator から直接派生させた場合とは異なるガイドラインに
従います。APT_CompositeOperator から派生させるときは、describeOperator() の中
に次の関数の呼び出しを含める必要があります。
v APT_Operator::setInputDataSets() および APT_Operator::setOutputDataSets()。入力お
よび出力データ・セットの数を指定します。
v APT_CompositeOperator::markSubOperator()。この合成オペレーターの各サブオペレ
ーターを識別します。
v APT_CompositeOperator::redirectInput()。合成オペレーターへの各データ・セット入
力を処理するサブオペレーターを指定します。
v APT_CompositeOperator::redirectOutput()。合成オペレーターの出力データ・セット
を提供するサブオペレーターを指定します。
describeOperator() の中に APT_Operator::addNodeConstraint() または
APT_Operator::addResourceConstraint() の呼び出しを含めて、サブオペレーターの制
約を指定できます。これらの関数を使用して、合成オペレーター、したがって、す
べてのサブオペレーターを制約します。
合成オペレーターの describeOperator() 関数の中に、APT_Operator の次のメンバー
関数を含めることはできません。
v setKind()
v setInputInterfaceSchema() および setOutputInterfaceSchema()
v declareTransfer()
v setPartitionMethod()
v setCollectionMethod()

例: 合成オペレーターの派生
この例では、合成オペレーターのコードを示します。
次のコードは、APT_CompositeOperator から派生した合成オペレーターのクラス定義
を示しています。
表 12. APT_CompositeOperator Derivation()
行番号 (コ
メント)

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class RemoveDuplicatesOperator: public APT_CompositeOperator
{
APT_DECLARE_RTTI(RemoveDuplicatesOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(RemoveDuplicatesOperator);
public:
RemoveDuplicatesOperator();

9
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protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
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表 12. APT_CompositeOperator Derivation() (続き)
行番号 (コ
メント)
11
12
13
14
15
16
17
18

コード
private:
APT_DataSet * tempDS;
SortOperator * sortOp;
RemoveOperator * removeOp;
};
#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(RemoveDuplicatesOperator,RemoveDups, ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(RemoveDuplicatesOperator,
APT_CompositeOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(RemoveDuplicatesOperator);
APT_Status RemoveDuplicatesOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

22

RemoveDuplicatesOperator::RemoveDuplicatesOperator()
{

24
25
26
27
28

tempDS = new APT_DataSet;
sortOp = new SortOperator;
removeOp = new RemoveOperator;
sortOp->attachOutput(tempDS, 0);
removeOp->attachInput(tempDS, 0);
}
void RemoveDuplicatesOperator::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8)
{}
APT_Status RemoveDuplicatesOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

36
37

markSubOperator(sortOp);
markSubOperator(removeOp);

38
39

redirectInput(0, sortOp, 0);
redirectOutput(0, removeOp, 0);
return APT_StatusOk;
}

2

APT_CompositeOperator からこのクラスを派生させます。

9

describeOperator() をオーバーライドします。合成オペレーターの
APT_Operator::runLocally はオーバーライドできません。

11

2 つのサブオペレーターを接続する一時データ・セットへのポインターを定
義します。このデータ・セットは、RemoveDuplicates のコンストラクターの
中で動的に割り振られます。

12

合成オペレーターのサブオペレーターを動的に割り振ります。この行は、
SortOperator へのポインターである sortOp を、合成オペレーターの private
データ・メンバーとして定義します。RemoveDuplicates のコンストラクター
の中で、SortOperator をインスタンス化します。
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13

RemoveOperator へのポインターである removeOp を、合成オペレーターの
private データ・メンバーとして定義します。

14

ARGS_DESC ストリングについてのドキュメンテーションは、ヘッダー・
ファイル argvcheck.h を参照してください。

15

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。

16- 17 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時情報と永続オブジェクト処理を
実装する必須のマクロです。
18

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、情報を引数からクラ
ス・インスタンスに転送します。この例では引数がないため、
initializeFromArgs_() は APT_StatusOk を戻します。この関数についてのド
キュメンテーションは、ヘッダー・ファイル operator.h を参照してくださ
い。

22

RemoveDuplicatesOperator のコンストラクターは、サブオペレーターをイン
スタンス化し、合成オペレーターを構成するサブオペレーターと一時デー
タ・セットを繋ぎ合わせる必要があります。この例では、tempDS を sortOp
の出力データ・セットとして、また、removeOp の入力データ・セットとし
て指定する必要があります。

24

データ・セットを動的に割り振ります。

25 -26 SortOperator オブジェクトと RemoveOperator オブジェクトを動的に割り振
ります。両方とも APT_Operator から派生されます。
サブオペレーターは動的に割り振られなければなりません。これらは、デフ
ォルトのデストラクターを使用して、InfoSphere DataStage によって削除さ
れます。また、合成オペレーターによって削除またはシリアライズされては
なりません。
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27

tempDS を、sortOp の出力データ・セットとして指定します。入力データ・
セットを指定する必要はありません。APT_Operator::describeOperator() のオ
ーバーライドの中の関数 APT_CompositeOperator::redirectInput() は、入力デ
ータ・セットを指定します。APT_Operator::describeOperator() のオーバーラ
イドを参照してください。

28

tempDS を、removeOp の入力データ・セットとして指定します。出力デー
タ・セットを指定する必要はありません。APT_Operator::describeOperator()
のオーバーライドの中の関数 APT_CompositeOperator::redirectOutput() は、
出力データ・セットを指定します。

36

sortOp をサブオペレーターとして指定します。

37

removeOp をサブオペレーターとして指定します。

38

APT_CompositeOperator::redirectInput() を使用して、sortOp へのデータ・セ
ット入力は合成オペレーターへの最初のデータ・セット入力に対応すること
を指定します。
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39

APT_CompositeOperator::redirectOutput() を使用して、removeOp によるデー
タ・セット出力は合成オペレーターによる最初のデータ・セット出力に対応
することを指定します。
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第 4 章 サブプロセス・オペレーターの作成
サブプロセス・オペレーターを使用して、サード・パーティーのアプリケーショ
ン・パッケージをジョブに組み込むことができます。サード・パーティーのアプリ
ケーションがパラレル環境での実行用に作成されていない場合でも、そのようなア
プリケーションをパラレル処理できます。
サード・パーティーのアプリケーションを実行するには、サブプロセス・オペレー
ターを作成します。これは、抽象基本クラス APT_SubProcessOperator から派生させ
ます。サブプロセス・オペレーターは、次のように、標準オペレーターのすべての
特性を持っています。
v データ・セットを入力として取ります
v 出力としてデータ・セットに書き込みます
v カーソルを使用してレコードにアクセスします

APT_SubProcessOperator クラス・インターフェース
APT_SubProcessOperator クラスのメンバー関数を使用して、レコードまたはレコー
ド・フィールドをサード・パーティーのアプリケーションにコピーしたり、コピー
されたりして、処理を行います。
commandLine()、runSink()、および runSource() の 3 つの純粋仮想関数が protected
インターフェースの中に含まれています。これらの関数をオーバーライドする必要
があります。
ヘッダー・ファイル subproc.h contains には、APT_SubProcessOperator クラス・イン
ターフェースの中の関数の説明が含まれています。このファイルは、UNIX または
Linux システムでは install_directory/Server/PXEngine/incude/apt_framework、
Windows システムでは
install_directory¥Server¥PXEngine¥incude¥apt_framework にあります。ここで、
install_directory は、IBM InfoSphere Information Server インストール・ディレクト
リーで、例えば、/opt/IBM/InfomationServer または C:¥IBM¥InformationServer
などです。

APT_SubProcessOperator からの派生
以下のトピックを使用して、APT_SubProcessOperator クラスからオペレーターを派
生させることができます。

APT_SubProcessOperator::runSource()
この関数を使用して、情報またはデータをサード・パーティーのアプリケーション
に渡します。
関数 runSource() は、レコード、レコード・フィールド、またはその他の情報をサー
ド・パーティーのアプリケーションに書き込みます。書き込み処理の一部として、
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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サード・パーティーのアプリケーションに渡す前に、レコードを前処理できます。
実行できる前処理タスクには、レコード・フィールドの再配置と不必要なフィール
ドの除去があります。
runSource() のオーバーライドの中で、関数
APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() を使用して、サード・パーティーのア
プリケーションに stdin を通してバッファーをコピーします。
APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() はバッファーに保管されているどんな
タイプのデータのコピーにも使用できますが、一般にこの関数は、レコード全体ま
たはレコードのある部分をコピーするために使用します。
現行入力レコードをバッファーに入れるには、次のステップを実行します。
1. APT_Operator::getTransferBufferSize() を呼び出して、現行入力レコードの保持に
必要なバッファーのサイズを決定します。この関数は、オペレーターの入力イン
ターフェース・スキーマのスキーマ変数を使用してサイズを決定します。
APT_Operator::getTransferBufferSize() を使用するには、APT_SubProcessOperator
の入力インターフェース・スキーマのスキーマ変数からオペレーターの出力イン
ターフェース・スキーマのスキーマ変数への転送を宣言しておく必要がありま
す。APT_Operator::getTransferBufferSize() は転送からの情報を使用して、バッフ
ァー・サイズを決定します。
2. 現行入力レコードと、そのレコードに加える追加情報とを保持するのに十分な大
きさのバッファーを作成します。
3. APT_Operator::transferToBuffer() を呼び出して、現行入力レコードを、ステップ
2 で作成したバッファーに転送します。
4. このレコードに対して、サード・パーティーのアプリケーションが必要とする前
処理を行います。
5. APT_SubProcessOperator::writeToSubProcess() を呼び出して、バッファーをサー
ド・パーティーのアプリケーションにコピーします。このアプリケーションは、
stdin を通して入力を受け取るように構成されている必要があります。

APT_SubProcessOperator::runSink()
この関数を使用して、サード・パーティーのアプリケーションからデータを読み取
ります。
関数 runSink() は、サード・パーティーのアプリケーションからバッファーを読み
取ります。返されたバッファーは、レコード、レコード・フィールド、レコードか
ら計算された結果、およびその他の出力情報を含むことができます。
APT_SubProcessOperator から結果が返されたあとで、その結果に後処理を行うこと
ができます。
サード・パーティーのアプリケーションから固定長のバッファーを読み取るには、
次のステップを行います。
1. バッファー長を判別します。通常、APT_SubProcessOperator::readFromSubProcess()
を呼び出して、結果のバッファーの長さを含んだ、固定長のバッファーを読み取
ります。バッファーは、サブプロセスの stdout から読み取られます。
2. ステップ 1 で判別した長さと同じ長さのバッファーを割り振ります。
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3. APT_SubProcessOperator::readFromSubProcess() を再度呼び出します。今度は、サ
ード・パーティーのアプリケーションから固定長のバッファーを読み取ります。
可変長のバッファーを読み取るには、次のステップを行います。
1. APT_SubProcessOperator::getReadBuffer() を呼び出して、サブプロセスからデータ
のブロックを読み取ります。この関数は、サブプロセスから読み取られたデータ
が含まれるバッファーへのポインターを返します。
2. バッファーを解析して、フィールドおよびレコード境界を判別します。必要に応
じてバッファーを処理します。
文字で区切られたバッファーを読み取るには、
APT_SubProcessOperator::getTerminatedReadBuffer() を呼び出します。この関数は、サ
ブプロセスから返された、指定された区切り文字までデータのブロックを読み取り
ます。この関数は、サブプロセスから読み取られたデータが含まれるバッファーへ
のポインターを返します。
返されたバッファーを出力データ・セットに書き込むには、一般に、
APT_Operator::transferFromBuffer() を呼び出します。この関数は、結果のバッファー
を、オペレーターの出力レコードに転送します。

APT_SubProcessOperator::commandLine()
この関数を使用して、コマンド・ライン・ストリングをサード・パーティーのアプ
リケーションに渡します。
純粋仮想関数 commandLine() をオーバーライドして、コマンド・ライン・ストリン
グをサード・パーティーのアプリケーションに渡します。このストリングはサブプ
ロセスを実行するために使用されます。コマンド・ラインの一部として、サブプロ
セスが、すべての入力を stdin を通して受け取り、すべての出力を stdout に書き込
むように構成する必要があります。この関数は、システムの各処理ノードで、サー
ド・パーティーのアプリケーションを起動するために 1 回呼び出されます。
例えば、UNIX gzip コマンドは、デフォルトで、標準入力からその入力を取りま
す。-c オプションを使用して、出力を標準出力に書き込むように gzip を構成でき
ます。gzip のコマンド・ラインの例は次のとおりです。
"/usr/local/bin/gzip -c"

gzip への入力または出力のどちらの場合も、リダイレクト記号を含めるとエラーを
引き起こします。

例: サブプロセス・オペレーターの派生
この例では、5 桁の ZIP コードを 9 桁の ZIP コードに変換するサブプロセス・オ
ペレーターを作成します。
オペレーターは架空の UNIX ユーティリティー ZIP9 を使用して、変換を行いま
す。次の図は、このオペレーターを示しています。
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図 27. Zip9Operator の例

Zip9Operator は、入力として、ちょうど 4 フィールドを含むデータ・セットを取り
ます。4 フィールドのうちの 1 つに、5 桁の ZIP コードが含まれます。このオペ
レーターは、出力として、ちょうど 4 フィールドを含むデータ・セットを作成しま
す。4 フィールドのうちの 1 つは、9 桁の ZIP コードです。
UNIX ユーティリティー ZIP9 は、入力としてコンマ区切りのストリングを取るた
め、入力ストリングにコンマを含めることはできません。また、ストリングの行の
合計の長さは、80 文字以下でなければなりません。
次の表のコードは、APT_SubProcessOperator 派生を含みます。
表 13. APT_SubProcessorOperator Derivation()
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class Zip9Operator: public APT_SubProcessOperator
{

4
5

APT_DECLARE_RTTI(Zip9Operator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(Zip9Operator);
public:
Zip9Operator();

9
10
11
12

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_UString commandLine() const;
virtual APT_Status runSink();
virtual APT_Status runSource();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
};

13
14
15
16

#define ARGS_DESC"{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(Zip9Operator, zip9, ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Zip9Operator, APT_SubProcessOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Zip9Operator);

17

Zip9Operator::Zip9Operator()
{}
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表 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (続き)
コメント

コード

19

APT_Status Zip9Operator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status Zip9Operator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

28

setInputInterfaceSchema("record"
"(street:string; city:string; state:string; zip5:string;)", 0);

29

setOutputInterfaceSchema("record"
"(street:string; city:string; state:string; zip9:string;)", 0);
return APT_StatusOk;
}

32

APT_UString Zip9Operator::commandLine() const
{
return APT_UString("ZIP9");
}

36

APT_Status Zip9Operator::runSource()
{
APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor (&inCur, 0);
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString
APT_InputAccessorToString

street("street", &inCur);
city("city", &inCur);
state("state", &inCur);
zip5("zip5", &inCur);

char linebuf[80];
while (inCur.getRecord())
{
// This code builds a comma-separated string containing the street,
// city, state, and 5-digit zipcode, and passes it to ZIP9.
char * write = linebuf;
memcpy(write, street->content(), street->length());
write += street->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, city->content(), city->length());
write += city->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, state->content(), state->length());
write += state->length();
*write++ = ’,’;
memcpy(write, zip5->content(), zip5->length());
write += zip5->length();
*write++ = ’¥n’;
size_t lineLength = write - linebuf;
APT_ASSERT(lineLength <= 80);
writeToSubProcess(linebuf, lineLength);
}
return APT_StatusOk;
}
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表 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (続き)
コメント

コード

66

APT_Status Zip9Operator::runSink()
{
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString
APT_OutputAccessorToString

street("street", &outCur);
city("city", &outCur);
state("state", &outCur);
zip9("zip9", &outCur);

char linebuf[80];
while (1)
{
// read a single line of text from the subprocess
size_t lineLength = readTerminatedFromSubProcess(linebuf, ’¥n’, 80);
if (lineLength == 0) break;
char* scan = linebuf;
char* streetStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’¥n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t streetLen = scan - streetStr;
*street = APT_String(streetStr, streetLen);
scan++;
char* cityStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’¥n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t cityLen = scan - cityStr;
*city = APT_String(cityStr, cityLen);
scan++;
char* stateStr = scan;
while (*scan != ’,’)
{
scan++;
APT_ASSERT(*scan != ’¥n’);
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t stateLen = scan - stateStr;
*state = APT_String(stateStr, stateLen);
scan++;
char* zipStr = scan;
while (*scan != ’¥n’)
{
scan++;
APT_ASSERT(scan - linebuf < 80);
}
size_t zipLen = scan - zipStr;
*zip9 = APT_String(zipStr, zipLen);
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}
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表 13. APT_SubProcessorOperator Derivation() (続き)
コメント
112

コード
void Zip9Operator::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

2

APT_SubProcessOperator からこのクラスを派生させます。

4

実行時タイプ情報をサポートするために、マクロ APT_DECLARE_RITTI()
が必要です。

5

永続性のサポートのために、マクロ APT_DECLARE_PERSISTENT() が必要
です。このマクロは、永続性メカニズムが必要とする
APT_Persistent::serialize() 関数の宣言も挿入します。

9

APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドを指定します。

10

APT_SubProcessOperator::commandLine() のオーバーライドを指定します。

11

APT_SubProcessOperator::runSink() のオーバーライドを指定します。

12

APT_SubProcessOperator::runSource() のオーバーライドを指定します。

13

ARGS_DESC ストリングについてのドキュメンテーションは、ヘッダー・
ファイル argvcheck.h を参照してください。

14

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。

15- 16 APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時情報と永続オブジェクト処理を
実装する必須のマクロです。
17

デフォルトのコンストラクターを定義します。

19

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、引数からクラス・イン
スタンスに情報を転送して、その情報を osh が認識するようにします。こ
の例では引数がないため、 initializeFromArgs_() は単に APT_StatusOk を戻
します。この関数についてのドキュメンテーションは、ヘッダー・ファイル
operator.h を参照してください。

28

最初の入力データ・セットの入力インターフェース・スキーマを指定しま
す。

29

最初の出力データ・セットの出力インターフェース・スキーマを指定しま
す。

32

APT_SubProcessOperator::commandLine() のオーバーライドは、UNIX ユーテ
ィリティー ZIP9 (5 桁の ZIP コードを 9 桁の ZIP コードに変換するユー
ティリティー) の例の、コマンド・ラインを指定します。関数は、ZIP9 の
コマンド・ラインを返します。

36

APT_SubProcessOperator::runSource() のオーバーライドは、
street、city、state、および zip5 フィールドを、各フィールドがコンマで区
切られて含まれた 1 行のテキストとして、ZIP9 にコピーします。

66

APT_SubProcessOperator::runSink() のオーバーライドは、street、city、state、
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および zip9 フィールドを、コンマ区切りのフィールドを含む単一ストリン
グとして、ZIP9 からコピーします。そのあと、この関数は、返されたフィ
ールドを出力データ・セットに書き込みます。
112

66

Zip9Operator はデータ・メンバーは定義しません。したがって、serialize()
は空です。serialize() が空の関数であっても、これを指定する必要がありま
す。
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第 5 章 メッセージのローカライズ
メッセージを複数の言語で出力するようにオペレーター・メッセージ・コードを変
更することができます。
各国語サポート (NLS) を使用することで、Unicode 文字セットを使用した国際語で
データを処理できます。NLS 機能は、International Components for Unicode (ICU)
ライブラリーを使用してサポートされます。各国語サポートの情報は、ICU のホー
ム・ページ (http://site.icu-project.org/) を参照してください。
ICU 副構造を直接扱わずにメッセージをローカライズできるように、ICU とインタ
ーフェースを取るマクロを使用します。

メッセージング・マクロを含める
メッセージング・システム内でマクロを宣言します。

このタスクについて
マクロはヘッダー・ファイル message.h の中で宣言されます。ファイル message.h
は、UNIX または Linux システムでは install_directory/ Server/PXEngine/
incude/apt_utils、Windows システムでは
install_directory¥Server¥PXEngine¥incude¥apt_utils にあります。ここで、
install_directory は、IBM InfoSphere Information Server インストール・ディレク
トリーで、例えば、/opt/IBM/InfomationServer または C:¥IBM¥InformationServer
などです。
ソース・ファイルにメッセージング・マクロを組み込むには、次のタスクを完了し
ます。

手順
1. 次のステートメントをソース・ファイルの先頭に追加します。#include
<apt_util/message.h>
2. #include ステートメントのあとに、次の 2 行を追加します。
APT_Error::SourceModule APT_stemId("CUST"); APT_DECLARE_MSG_LOG(stem,
"$Revision:$"); ここで、stem はソース・モジュールのユニーク ID を指定す
るストリングで、CUST はカスタム・オペレーターの識別子です。例えば次のと
おりです。APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

メッセージング・マクロの説明
APT_MSG()、APT_NLS()、APT_DECLARE_MSG_LOG() の 3 つのメッセージン
グ・マクロがあります。
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APT_MSG()
このマクロはメッセージを発行します。マクロは、.C ファイルからのみ呼び出すこ
とができます。
APT_MSG(severity, englishString, argumentArray, logOrSourceModule)

パラメーター
severity 引数には、次のいずれかのストリング値を指定します。
"Info" は情報メッセージを発行します。実行は終了しません。
"Warning" は警告メッセージを発行します。実行は終了しません。
"Error" はエラー・メッセージを発行します。実行はステップの終わりで終了し
ます。
"Fatal" は致命的メッセージを発行します。実行は直ちに終了します。
"Monitor" は出力をジョブ・モニターに出します。実行は終了しません。
"Metadata" はメタデータ出力を出します。実行は終了しません。
次は、englishString 引数の例です。
"The number of output datasets is invalid."
このストリングに、右括弧の次にセミコロンが続くもの、すなわち ); を含める
ことはできません。
メッセージが発行されるときに、改行が自動的に englishString に追加されま
す。
ストリングは、実行時の値を受け入れるように、構文 {n} を使用してパラメー
ター化できます。argumentArray の説明を参照してください。
argumentArray 引数は、APT_Formattable 配列を使用して実行時に解決されるパラ
メーターをリストします。実行時パラメーターがない場合、argumentArray は NULL
でなければなりません。
次に配列の例を示します。
APT_Formattable args [] = { numOutDS, opName };
APT_MSG(Error,
"The number of output datasets {0} is invalid for custom "
"operator {1}.", args, errorLog);

APT_Formattable 配列の中の実行時エレメントの最大数は、10 です。エレメン
トは、タイプ char、int、unsigned int、short int、unsigned short int、
long int、unsigned long int、long long、unsigned long long、float,
char*、APT_String、APT_Int53、UChar*、または APT_UString にできます。
注: APT_Identifier といった APT_Formattable 配列にオブジェクトを含めた場
合、そのメンバー・データに適切な方式を使用してアクセスします。
APT_Formattable の定義は、fmtable.h を参照してください。
次に実行時パラメーターを持たない例を示します。
APT_MSG(Error, "The number of output datasets is invalid.", NULL,
errorLog);
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最後の引数は logOrSourceModule で、これは、メッセージの書き込み先のオブジェ
クトです。
引数値は、APT_ErrorLog オブジェクトまたは APT_Error::SourceModule オブジ
ェクトにできます。あるいは、NULL でもかまいません。値が NULL であれ
ば、メッセージは APT_Error::SourceModule オブジェクト
APT_localErrorSourceModule に書き込まれます。
メッセージング・システムによってメッセージ索引が自動的に生成されます。

APT_NLS()
このマクロはメッセージは発行せず、単に、englishString のローカライズされたバ
ージョンを含んだ APT_UString を返します。メッセージを出力する他の関数にロー
カライズされたストリングを渡すには、このマクロが必要です。このマクロは、.C
ファイルのみから呼び出すことができます。
APT_NLS(englishString, argumentArray)
APT_Formattable args [] = { hostname };
error_ = APT_NLS("Invalid hostname: {0}", args);

この例では、メンバー変数は、あとで出力されるローカライズされたストリングに
設定されます。
APT_NLS() への 2 つの引数は、APT_MSG() の englishString および argumentArray
引数と同じです。実行時引数が必要なければ、APT_Formattable 配列の値は NULL
でなければなりません。englishString に、右括弧の次にセミコロンが続くもの、す
なわち ); を含めることはできません。

APT_DECLARE_MSG_LOG()
このマクロはメッセージを一意的に識別します。これは、APT_MSG() および
APT_NLS() を呼び出すファイルの中に出現しなければなりません。
APT_DECLARE_MSG_LOG(moduleId, "$Revision:$");
マクロは常に次のコンテキストの中で使用される必要があります。
APT_Error::SourceModule stemId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(stem, "$Revision:$");

ここで、stem はソース・モジュールのユニーク ID を指定するストリングで、
CUST はカスタム・オペレーターの識別子です。例えば:
APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

メッセージ環境変数
APT_MSG() マクロの発行ごとに英語のメッセージを重複して発行するには、ブール
値の環境変数 APT_ENGLISH_MESSAGES を設定します。
これは、英語圏の人々が理解できるように、ローカライズされたメッセージの隣
に、対応する英語のメッセージを出力するために使用できます。
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1 に設定すると、ブール値の環境変数 APT_MSG_FILELINE は、APT_MSG() マク
ロによって発行される重大度が「Error」、「Fatal」、または「Warning」のすべての
メッセージについて、ファイルと行番号のデバッグ情報を発行します。

メッセージ・コードのローカライズ
APT_MSG() マクロを使用して、ソース・ファイル内のほとんどのメッセージをロー
カライズします。
APT_MSG_ASSERT() メッセージは変換しません。

例: 複数行メッセージの変換
この例は、複数行に渡るメッセージを変換する方法を示しています。
ソース・コードに、複数行に渡るメッセージが含まれていることがあります。例え
ば:
*errorLog() << "Output schema has duplicate field names. If the
" << "-flatten key is being used it is likely generating a scalar "
<< "field name that is the same as another input field." << endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+3);

このメッセージは、3 行に渡っていくつかのストリーム・オペレーター (<<) を使用
します。しかし、これは単一エラー・メッセージであり、単一の APT_MSG() マク
ロを使用して変換される必要があります。
APT_MSG(Error, "Output schema has duplicate field names. If the "
"-flatten key is being used it is likely generating a scalar "
"field name that is the same as another input field.",
NULL, errorLog());

実行時変数のないメッセージの変換
この変換例は、実行時変数のないメッセージの変換方法を示しています。
この errorLog() メッセージには実行時変数はありません。
*errorLog() << "There must be at least 1 coordinate in the input
vectors." << endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+2);

それを次の APT_MSG() マクロ・コードに変換します。
APT_MSG(Error,
"There must be at least 1 coordinate in the input vectors.",
NULL, errorLog());

例: 実行時変数があるメッセージの変換
この変換例は、実行時変数があるメッセージの変換方法を示しています。
この errorLog() メッセージには、実行時に解決される 3 つの変数が入っています。
*errorLog() << "Error code " << errorCode << ": Fields " << fieldName1
<< " and " << fieldName2 << " cannot have variable length." <<
endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+4);
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APT_Formattable 配列の中に実行時変数を宣言し、それらを、{} と、args[] 配列へ
の指標を使用して englishString 引数に指定して、このメッセージを変換します。指
標付けは 0 から始まります。
変換されたメッセージは次のとおりです。
APT_Formattable args[] = { errorCode, fieldName1, fieldName2 };
APT_MSG(Error,
"Error code {0}: Fields {1} and {2} cannot have variable length.",
args, errorLog());

NLS 前メッセージの変換
メッセージ・コードを変換するには、次のステップを完了します。

手順
1. message.h がソース・ファイルに含まれていなければ、次の行をファイルの先
頭に追加します。#include <apt_util/message.h>
2. #include ステートメントのあとに、次の 2 行を追加します。
APT_Error::SourceModule APT_stemId("CUST"); APT_DECLARE_MSG_LOG(stem,
"$Revision:$"); ここで、stem はソース・モジュールのユニーク ID を指定す
るストリングで、CUST はカスタム・オペレーターの識別子です。 例えば:
APT_Error::SourceModule APT_customOpId("CUST");
APT_DECLARE_MSG_LOG(APT_customOp, "$Revision:$")

3. 次の形式のすべての APT_USER_REQUIRE() マクロを、
APT_USER_REQUIRE(rep_->numInputs_ <= 128, APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"The number of inputs attached must be no more than 128");

次に変換します。
if (rep_->numInputs_ > 128) { APT_MSG(Fatal, "The number of inputs attached
must be no more than 128", NULL, NULL); }

APT_USER_REQUIRE() の重大度は常に「Fatal」です。
if ステートメントは、APT_USER_REQUIRE() 引数の否定です。また、
APT_MSG() への log_or_module 引数は、APT_USER_REQUIRE() マクロに
APT_ErrorLog オブジェクトも APT_ErrorLog::SourceModule オブジェクトも含
まれていないため、NULL であることに注意してください。
4. 次の形式のすべての APT_USER_REQUIRE_LONG() マクロを、
APT_USER_REQUIRE_LONG(rep_->numInputs_ <= 128, localErrorModule,
APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43, "The number of inputs attached
must be no more than 128");

次に変換します。
if (rep_->numInputs_ > 128) { APT_MSG(Fatal, "The number of inputs
attached must be no more than 128", NULL,localErrorModule); }

APT_USER_REQUIRE_LONG() の重大度は常に「Fatal」です。if ステートメン
トは最初の APT_USER_REQUIRE_LONG() 引数と同じではありません。そし
て、APT_MSG() への log_or_module 引数は localErrorModule です。
5. 次の形式のすべての APT_DETAIL_LOGMSG() マクロを、
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APT_DETAIL_LOGMSG(APT_Error::eInfo, PM_PROCESSMGR_INDEX_START + 7,
"APT_PMCleanUp::registerFileImpl(" << name << ", " <<
flagString(dispositionWhenOK) << ", " <<
flagString(dispositionWhenFailed) << ")
- path registered is " << fullName);

次に変換します。
APT_Formattable args[] = {name, flagString(dispositionWhenOK),
flagString(dispositionWhenFailed), fullName};
APT_MSG(Info,"APT_PMCleanUp::registerFileImpl({0}, {1}, {2})"
"- path registered is {3}", args, NULL);

6. 次の形式のすべての APT_DETAIL_LOGMSG_LONG() マクロを、
APT_DETAIL_LOGMSG_LONG(APT_Error::eInfo, localErrorModule,
APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43, "Timestamp message test 1");

次に変換します。
APT_MSG(Info, "Timestamp message test 1", NULL, localErrorModule);

7. 次の形式のすべての APT_DETAIL_FATAL() マクロを、
APT_DETAIL_FATAL(APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Timestamp message test");

次に変換します。
APT_MSG(Fatal, "Timestamp message test", NULL, NULL);

APT_DETAIL_FATAL() の重大度は常に「Fatal」です。
8. 次の形式のすべての APT_DETAIL_FATAL_LONG() マクロを、
APT_DETAIL_FATAL_LONG(errorModule, APT_PERLBUILDOP_ERROR_START+43,
"Timestamp message test");

次に変換します。
APT_MSG(Fatal, "Timestamp message test", NULL, errorModule);

APT_DETAIL_FATAL_LONG() の重大度は常に「Fatal」です。
9. 次の形式のすべての errorLog() メッセージを、
*errorLog() << "There must be at least" << numCoords <<
"coordinates in the input vectors."<< endl;
errorLog().logError(APT_CLUSTERQUALITYOP_ERROR_START+2);

次に変換します。
APT_Formattable args [] = { numCoords };
APT_MSG(Error,
"There must be at least {0} coordinates in the input vectors.",
args, errorLog());

logError() メッセージに加えて、logWarning() または logInfo() メッセージもあ
り得ます。対応する APT_MSG() の重大度は、「Warning」または「Info」で
す。
10. 関数に渡されるストリングが APT_UString になるように、
APT_APPEND_LOG() をすべて appendLog() と置換します。 例えば、次は、
APT_APPEND_LOG(log, subLog, "Error when checking operator:");

次に変更します。
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log.appendLog(subLog, APT_NLS("Error when checking operator:"));

11. 関数に渡されるストリングが APT_UString になるように、
APT_PREPEND_LOG() をすべて prepend() と置換します。 例えば、次は、
APT_PREPEND_LOG(*log, "Trouble importing field ¥"" <<
path_.unparse() << sub(vecLen, vecElt) << "¥"" << data << ",
at offset: " << bufferSave-recStart << ": ");

次に変換します。
APT_Formattable args [] = { path_.unparse(), sub(vecLen, vecElt),
data, bufferSave-recStart };
*log.prepend(APT_NLS("Trouble importing field ¥"{0}{1}¥"{2}, at
offset: {3}: ", args);

12. 関数に渡されるストリングが APT_UString になるように、APT_DUMP_LOG()
をすべて dump() と置換します。 例えば、次は、
APT_DUMP_LOG(*logp, "Import warning at record " <<
rep_->goodRecords_+ rep_->badRecords_ << ": ");

次に変換します。
APT_Formattable args [] =
{ rep_->goodRecords_+ rep_->badRecords_ };
*logp.dump(APT_NLS("Import warning at record {0}: "), args);

非推奨インターフェースの除去
コードの中の非推奨クラス・インターフェースを検出するには、コンパイル・フラ
グ _NLS_NO_DEPRECATED_STRING_INTERFACE_ を付けてコードをコンパイル
します。

このタスクについて
コンパイルは、すべての非 NLS クラスのインターフェースを隠蔽します。この結
果として、すべての非 NLS インターフェースがコンパイル・エラーになります。

手順
1. エラーを引き起こす関数またはクラスのヘッダー・ファイルを参照します。
2. 次の 2 つのタイプの変更のどちらかを行います。
v char* または APT_String を含む 1 つ以上の関数プロトタイプ・パラメーター
を、APT_UString を使用するパラメーターに変更します。多くの場合、これ
は、キャストによって行うことができます。
v 関数の NLS バージョンを多重定義できないところの場合には (名前の先頭に
「U」が追加されています)、ヘッダー・ファイルの中で、それを
function_name から Ufunction_name に変更します。
#ifndef _NLS_NO_DEPRECATED_STRING_INTERFACE_
APT_String ident() //deprecated;
#endif
APT_UString Uident();

例の 1 行目で定義された関数の代わりに、4 行目で定義された関数を使用す
ると、.C ファイルの中のコンパイル・エラーが解決されます。
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第 6 章 引数リスト・プロセッサー
引数処理機能を使用して、実行時に、カスタム・オペレーターの入力オプションを
自動的に検証できます。
この機能は、カスタム・パーティショナーやコレクター・オペレーターも含めたカ
スタム・オペレーターへのコマンド・ライン引数を解析する、標準化された
argc/argv 引数リスト・プロセッサーを提供します。
C++ コードの中に引数記述ストリングを定義して、カスタム・オペレーターが必要
とする引数の説明を提供します。機能はその説明を使用して、実行時にカスタム・
オペレーターに与えられる引数リストの変換処理をガイドします。
引数記述ストリングと現行実行時引数リストを使用して、引数リスト・プロセッサ
ーは、オペレーターの実行を妨げる無効な引数エラーを検出します。エラーがなけ
れば、機能は、オペレーター・コードに検証済み引数のプロパティー・リストを提
供します。
引数リスト・プロセッサーが一連の膨大なエラー・チェックを最初に自動的に行う
ことが分かっているので、オペレーターの実行方法の決定に必要な引数検証情報を
取得するために、生成されたプロパティー・リストをトラバースするオペレータ
ー・コードを追加できます。

引数リスト処理の利点
引数リスト処理機能は、有用な機能を提供します。
v 実行時に、自動的にオプションの検証が行われます。
v 使用法ストリングが自動的に生成されます。
v 入力引数とその値を検査するためにトラバースできるプロパティー・リストを作
成します。
v 説明に適合しない引数についてのエラー・メッセージを提供します。

引数リスト説明の提供
オペレーターが APT_DEFINE_OSH_NAME マクロに受け入れる引数の説明は、引
数記述の引用符で囲まれたリストの形で提供します。
引数リスト説明には Unicode 文字を含めることができます。文字セットは
-output_charset オプションで決定され、そのロケールは出力メッセージのロケールと
同じです。ロケールはインストール時にユーザーが指定したものです。
注: 引数と副引数という語は、オペレーター・オプションとサブオプションに対応
します。
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オペレーターの実装は数個のファイルに渡る場合もありますが、その内のファイル
の 1 つに、通常、オペレーター名と .C 拡張子が付いた名前が付いています。
APT_DEFINE_OSH_NAME への呼び出しは、このファイルの先頭に置くことができ
ます。
マクロは 3 つの引数を受け入れます。APT_DEFINE_OSH_NAME(C, O, U)
C はオペレーターに関連付けられたクラス名、O はオペレーターの osh 名、U は
引数記述ストリングです。例:
APT_DEFINE_OSH_NAME(APT_TSortOperator, tsort, APT_UString(TSORT_ARGS_DESC))

実行時に、引数プロセッサーは引数記述とオペレーターに渡される実引数を使用し
て、initializeFromArgs_() のオーバーライドに対する引数とその値のプロパティー・
リスト・エンコードを生成します。
APT_DEFINE_OSH_NAME マクロは osh_name.h の中で定義されます。
initializeFromArgs_() 関数は、operator.h、partitioner.h、および collector.h の
中で定義されます。

引数リスト説明エレメント
引数を持つオペレーターに対して、引数リスト・プロセッサーは、引数を引数項目
のリストとして扱います。
各引数項目は次の基本的なコンポーネントを持つことができます。
名前

引数記述はそのスコープ内でユニークな引数名を持つ必要があります。例え
ば、最上位の引数 2 つを同じ名前にはできませんが、副引数は、最上位の
引数と同じ名前にできます。通常、引数名は、osh オプション・タグから先
頭のダッシュ文字を除いたものです。例えば、tsort オペレーターの key 引
数は、osh コマンド・ラインで -key と表されます。引数名は大/小文字を区
別しないでマッチングされます。

引数値タイプ
引数項目はゼロ個以上の値を受け入れることができます。それぞれの値は単
一の指定されたタイプで、オプション、デフォルト、非推奨、または他の方
法によるコンストレインドにできます。tsort オペレーターの key 引数は、
fieldName タイプの値を取ります。例えば、-key firstname string[10] です。
tsort オペレーターは非推奨の fieldType 値も取ります。
副引数 引数は、オペレーターのサブオプションに対応する副引数を持つことができ
ます。tsort オペレーターの key 引数項目は、ci および sorted などのいく
つかの副引数を持ちます。例えば、tsort -key firstname -ci -sorted です。
引数を持たないオペレーターの場合、最小限の引数記述を提供することができま
す。必要とされる最小限の記述には、otherInfo パラメーターとその description サブ
パラメーターを含めるだけでかまいません。例えば、次のとおりです。{ otherInfo
= {description = "this operator has no arguments."} }

生成されるプロパティー・リストの構造
引数リスト・プロセッサーは、引数記述リストからプロパティー・リストを生成し
ます。プロパティー・リストの中の各トップレベルのプロパティー名は、これがエ
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ンコードする引数項目の名前です。その値は、その引数についてさらに情報がある
場合は、その情報を含んだプロパティー・リストです。
プロパティー・リストの全体の形式は次のとおりです。
{

argName1 = { ... },
argName2 = { ... },
...
}

各引数項目は、次のように、プロパティーのセットで表されます。
argName1 =
{
value = value,
subArgs = { ... },
...
}

引数名は、リストの中で argName プロパティーとして常に存在します。値プロパテ
ィーは、引数項目に値があるかどうかに基づいて存在します。副引数は、引数項目
が副引数を持つ場合に存在します。引数項目に値も副引数もない場合、その引数項
目は、プロパティー・リストの中に単に空のプロパティーとして現れます。
プロパティー・リストの中で、引数項目は、コマンド・ラインでの引数項目の順序
で現れます。例えば、次のように tsort オペレーターの引数記述と osh コマンド・
ラインが指定された場合、
tsort -key product -ci -sorted -hash
-key productid int32
-memory 32
-stats

次のプロパティー・リストが生成されます。
{
key = {value = product, subArgs= {ci, sorted, hash}},
key = {value = productid, value = int32},
memory = {value = 32},
stats
}

引数リスト説明の構文
引数記述ストリングのフォーマットは、ある一定のルールに従う必要があります。
次の表には、引数記述の完全な構文と要約されたコメントが含まれます。また、構
文の行番号に対応させた、詳細なコメントも含まれます。ヘッダー・ファイル
argvcheck.h の中にある引数記述ストリングの構文の詳細説明を参照することもで
きます。
引数記述ストリングのフォーマットは、次のルールに従っている必要があります。
v 引数記述の内部にコメントを入れることはできません。
v 記述ストリングの各行は、引用符で囲まれて、円記号で終わる必要があります。
例えば:
#define HELLO_ARGS_DESC¥
"{
"¥
" uppercase = {optional, description = ’capitalize?’}, "¥
" numtimes = { value = { type = {int, min=1, max=10 }, "¥
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"
"
"
"
"}

usageName=’times’},
optional,
description=’number of times to print’
}

"¥
"¥
"¥
"¥
"

注: 引数記述の構文の表とヘッダー・ファイルの例では、読みやすくするために、
引用符と円記号を省略しています。
表 14. 引数記述の構文コードと短いコメント
行番号

コード

短いコメント

1

{ argName =

オプション; 0 以上

2

{

3

description = description_string,

必須

4

value =

オプション。0 またはそれ
以上

5

{

6

type = { type, other_properties }

1 つ必須。構文は行 33 か
ら始まる

7

usageName = string,

必須

8

optional,

オプション。値はオプショ
ン

9

default = type_literal_value,

オプション。使用法ストリ
ングに影響

10

deprecated

オプション。使用法ストリ
ングから除外

11

},

12

subArgDesc = {argName = {...}, ... },

オプション。0 またはそれ
以上

13

minOccurrences = int,

オプション。デフォルト =
0

14

maxOccurrences = int,

オプション。デフォルト =
inf

15

optional,

オプション。min/max =
0/1 と同じ

16

oshName = string,

オプション

17

oshAlias = string,

オプション。0 またはそれ
以上

18

silentOshAlias = string,

オプション。0 以上。使用
法内にない

19

default,

オプション。使用法ストリ
ングに移動

20

hidden,

オプション。使用法ストリ
ングにない

21

deprecated = { property, property, ... }

22

},

23

argName = { {...}, ... },
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表 14. 引数記述の構文コードと短いコメント (続き)
行番号

コード

短いコメント

24

otherInfo =

25

{

必須

26

exclusive = {name, name, ... },

オプション。0 またはそれ
以上

27

exclusive_required = {name, name, ... },

オプション。0 またはそれ
以上

28

implies = {name, name, ... },

オプション。0 またはそれ
以上

29

description = string,

オプション。使用法ストリ
ングに移動

30

inputs = dataset_type_descriptions,

必須

31

outputs = dataset_type_descriptions,

必須

32
33
34

}
}
type 構文 (行 6 から展開)

type =

単一タイプが必要
35

{
string,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

37

list = { string, string, ... },

オプション。正しい値の
list

38

regexp = regexp,

オプション。正しい値の
regexp

39

case = sensitive | insensitive

オプション。デフォルトは
「大/小文字を区別しな
い」

40

}

41

|

42

type =

43

{

44

ustring,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

45

list = { ustring, ustring, ... },

オプション。正しい値の
list

46

regexp = regexp,

オプション。正しい値の
regexp

47

case = sensitive | insensitive

オプション。デフォルトは
「大/小文字を区別しな
い」

48

}

49

|

50

type =

51

{
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行番号

コード

短いコメント

52

int,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

53

min = int,

オプション。デフォルトで
は下限なし

54

max = int,

オプション。デフォルトで
は上限なし

55

list = {int, int, ... }

オプション。正しい値の
list
min/max と排他的な list

56

}

57

|

58

type =

59

{

60

float,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

61

min = float,

オプション。デフォルトで
は下限なし

62

max = float,

オプション。デフォルトで
は上限なし

63

list = { float, float, ... }

オプション。正しい値の
list
min/max と排他的な list

64

}

65

|

66

type =

67

{

68

fieldType,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

69

min = type_literal,

オプション。デフォルトで
は下限なし

70

max = type_literal,

オプション。デフォルトで
は上限なし

71

list = { type_literal, type_literal, ... },

オプション。正しい値の
list

72

compareOptions = { ... },

オプション。比較の調整
min/max と排他的な list

73

}

74

|

75

type =

76

{

77

propList,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

78

elideTopBraces,

オプション

79

requiredProperties =

オプション

80

80

{ property, property, ... }
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表 14. 引数記述の構文コードと短いコメント (続き)
行番号

コード

短いコメント

81

}

82

|

83

type =

84

{

85

schema,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

86

acceptSubField,

オプション。デフォルトは
「トップレベルのみ」

87

acceptVector,

オプション。デフォルトは
「ベクトルなし」

88

acceptSchemaVar

オプション。デフォルトは
「スキーマ変数なし」

89

}

90

|

91

type =

92

{

93

fieldName,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

94

input | output,

必須

95

acceptSubField

最初のプロパティーでなけ
ればならない

96

}

97

|

98

type =

99

{

100

fieldTypeName,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

101

list = { name, name, ... },

オプション。正しいタイプ
名のリスト

102

noParams

オプション。デフォルトは
「パラメーターは受け入れ
られる」

103

}

104

|

105

type =

106

{

107

pathName,

最初のプロパティーでなけ
ればならない

108

canHaveHost,

オプション

109

defaultExtension = string

オプション

110

}
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表 14. 引数記述の構文コードと短いコメント (続き)
行番号

コード

短いコメント

111

inputs | outputs =

112

{

113

portTypeName =

114

{

Input/Output
dataset_type_descriptions (行
30 と 31 から展開)

必須。データ・セット名

115

description = string,

必須

116

oshName = string,

オプション

117

minOccurrences = int,

オプション。デフォルト =
0

118

maxOccurrences = int,

オプション。デフォルト =
inf

119

optional,

オプション。min/max =
0/1 と同じ

120

required,

オプション。min/max =
1/1 と同じ

121

once,

オプション。min/max =
1/1 と同じ

122

multiple,

オプション。min/max =
1/inf と同じ

123

any,

オプション。min/max =
0/inf と同じ

124

constraints =

125

{

126

ifarg = argName,

指定されている場合は、ポ
ート・タイプ

127

ifnotarg = argName,

指定されていなければ、ポ
ート・タイプ

128

ifargis = (name = argName, value = argValue),

指定された値であれば、ポ
ート・タイプ

129

argcount = argName,

ポート・タイプの出現回数

130

argcountopt = argName,

ポートは N または N+1
回出現

131

portcount = portName

出力は入力と同じ回数出現

132

},

133

incomplete

134

},

オプション

135

portTypeName = { {...}, ... },

オプション。0 またはそれ
以上

136
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表 15. 引数記述の構文のコメント
構文の行

コメント

1

0 個以上の引数エントリーを置くことができます。引数項目には argName プロパティーが必要
で、それは引数リストの中でユニークでなければなりません。それは、大/小文字を区別しないで
マッチングされます。
デフォルトでは、引数の osh タグは、引数名の前にハイフンが付いた形になります。このルール
は、oshName プロパティーでオーバーライドできます。

3

description プロパティーが必要です。これは、使用法ストリングが生成されるときに使用されま
す。

4

コマンド・ラインで引数名の次に来る値を記述する value プロパティーは、ゼロ個以上であるこ
とができます。値エントリーがリストされる順序によって、コマンド・ラインの引数名のあと
に、その順序で置かれなければならない値の順序が決まります。

6

単一の type サブプロパティーを指定する必要があります。その構文によって、行 34 から説明
されている 9 つのデータ・タイプの内の 1 つを指定できます。

7

必須の usageName プロパティーは、コマンド・ラインに表示されるときのタイプの名前を定義
します。

8

optional プロパティーは、コマンド・ラインに値を指定する必要のないことを示します。最後の
値のみがオプションです。optional プロパティー自体、オプションです。

9

オプションの default フラグ・プロパティーを使用して、コマンド・ラインに値が指定されなか
ったときに使用される値を指定します。これは、生成された使用法ストリングにのみ影響を及ぼ
します。タイプの印刷/スキャン汎用関数を使用して、タイプのリテラル値を読み取ります。

10

deprecated フラグ・プロパティーはオプションです。指定すると、デフォルトで、値説明は生成
された使用法ストリングから除外されます。

12

オプションの subArgDesc プロパティーを使用すると、引数使用法ストリングに関連付けられる
追加のフラグを指定できます。

13-14

デフォルトでは、引数ベクトルは、引数記述と一致する項目をいくつでも持つことができます。
オプションの minOccurrences および maxOccurences プロパティーを使用して、引数を指定でき
る回数を制限できます。minOccurrences のデフォルト値は 0 で、maxOccurrences のデフォルト
値は任意の整数値です。

15

オプション・パラメーターによって、minOccurences = 0 および maxOccurrences = 1 を指定で
きます。

16

oshName を使用して、osh コマンド・ラインの引数にデフォルト以外の名前を指定します。

17

引数にはオプションで 1 つ以上の osh 別名を付けて、ユーザーが、省略形、スペルの変化など
を提供できるようにします。これらは、oshAlias プロパティーを使用して指定します。

18

オプションの silentOshAlias プロパティーを使用して、引数は、使用法ストリングにはリストさ
れていない 1 つ以上の osh 別名を持つことができます。

19

オプションの default フラグ・プロパティーを使用して、この引数 (およびたいていの場合、こ
の引数と排他のセットの中の他の関連引数) が設定されていなければ、この引数は有効なデフォ
ルトを表すことを指示します。この情報は、生成された使用法ストリングの中に置かれ、その他
の影響はありません。

20

hidden フラグ・プロパティーを使用して、必要であれば、通常はオペレーターのユーザーに表示
されない引数を説明できます。非表示の引数の説明は、デフォルトでは、生成された使用法スト
リングから除外されます。

21

必要であれば、deprecated フラグ・パラメーターを使用して、引数記述は下位互換性のためにの
み存在することを示すことができます。この引数記述は、デフォルトでは、生成された使用法ス
トリングから除外されます。
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表 15. 引数記述の構文のコメント (続き)
構文の行

コメント

24

必須の otherInfo パラメーターによって、制約を指定できます。
引数のないオペレーターの場合、最低限必要な引数記述に、otherInfo パラメーターとその
description サブパラメーターが含まれます。例えば、次のとおりです。{ otherInfo = {
description = "this operator has no arguments."} }

26

排他的制約を使用して、オプションで、同時には使用できない引数のセットを指定します。同時
には使用できないセットを定義できます。

27

exclusive_required 制約は、行 26 で説明したように排他制約に似ています。しかし、リストされ
た引数の 1 つは存在しなければなりません。

28

implies 制約は、1 つの指定された引数が存在すれば、もう 1 つの指定された引数も提供される
必要があることを指定します。

29

オプションの説明ストリングは、生成された使用法ストリングに追加されます。

30-31

入力および出力の両方のプロパティーが必要です。省略されると、オペレーターの実行時に警告
メッセージが出されます。

34-110

type プロパティーは、value 節の中の最初のサブプロパティーでなければなりません。
Orchestrate タイプでなければなりません。例えば:
value = { type = int32,
usageName = "mbytes",
default = 20
}
それぞれのタイプについてのコメントは次にあります。

34-40

String タイプ。list および regexp サブプロパティーは、オプションで正しい値をリスト形式また
は正規表現で指定します。この 2 つのサブプロパティーのどちらも指定されなければ、この引
数にはどのような string 値も受け入れられます。
ケースがデフォルト値の「大/小文字を区別しない」の場合、list のマッチングは大/小文字を区別
しない方式で行われ、regexp は、小文字に変換されたストリング値のコピーに対して評価されま
す。

42-48

Ustring タイプ。list および regexp サブプロパティーは、オプションで正しい値をリスト形式ま
たは正規表現で指定します。この 2 つのサブプロパティーのどちらも指定されなければ、この
引数にはどのような ustring 値も受け入れられます。
ケースがデフォルト値の「大/小文字を区別しない」の場合、list のマッチングは大/小文字を区別
しない方式で行われ、regexp は、小文字に変換されたストリング値のコピーに対して評価されま
す。

50-56

Integer タイプ。min および max サブプロパティーはオプションです。デフォルトでは、下限ま
たは上限はありません。オプションの list サブプロパティーは正しい値のリストを指定します。
これは、min と max で排他的です。
整数値は、符号付きの 32 ビットです。フィールド値は、引数値 = value プロパティーの中で、
dfloat としてエンコードされます。

58-64

Float タイプ。min および max サブプロパティーはオプションです。デフォルトでは、下限また
は上限はありません。オプションの list サブプロパティーは正しい値のリストを指定します。こ
れは、min と max で排他的です。
浮動小数点値は倍精度です。フィールド値は、引数値 = value プロパティーの中で、dfloat とし
てエンコードされます。
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構文の行

コメント

66-73

FieldType タイプ。フィールド・タイプが順序付き比較をサポートする場合は、オプションの
min および max サブプロパティーを指定できます。デフォルトでは、下限または上限はありま
せん。フィールド・タイプが同等比較をサポートする場合は、オプションの list サブプロパティ
ーを指定できます。これは正しい値のリストを指定し、min と max で排他的です。
印刷/スキャン汎用関数を使用して type_literal 値を解析します。
オプションの compareOptions サブプロパティーは、min、max、および list 値の比較方法を調整
します。
フィールド値は、引数値 = value プロパティーの中で、string としてエンコードされます。

75-81

PropList タイプ。elideTopBraces および requiredProperties サブプロパティーはオプションです。
elideTopBraces プロパティーは、InfoSphere DataStage に、ユーザーがトップレベルのプロパティ
ー・リストの開き中括弧と閉じ中括弧を省略していることを知らせます。
フィールド値は、引数値 = value プロパティーの中で、プロパティー・リストとしてエンコード
されます。

83-89

Schema タイプ。acceptSubField、acceptVector、および acceptSchemaVar サブプロパティーはオプ
ションで、これらのデフォルト値は、サブフィールド、ベクトル、およびスキーマ変数を受け入
れないことを指示します。

91-96

FieldName タイプ。input または output のどちらかを指定する必要があります。acceptSubField
サブプロパティーはオプションです。そのデフォルト値は、トップレベルのフィールドのみで
す。

98-103

FieldTypeName タイプ。オプションの list サブプロパティーを使用して、受け入れることができ
るタイプ名を指定できます。noParams サブプロパティーもオプションです。デフォルトは、タイ
プ・パラメーターを受け入れることです。

105-110

PathName タイプ。canHaveHost および defaultExtension サブプロパティーはオプションです。
CanHaveHost は、パス名の先頭をホスト・コンピューター指定 host: にできることを指定しま
す。

113

必須の portTypeName プロパティーを使用して、1 ワードから成るポート名を指定します。入力
および出力のポートは、入力および出力のデータ・セットと同じです。

115

必須の description プロパティーを使用して、ポートの用途を記述できます。

116

oshName プロパティーを使用して、osh コマンド・ラインのポート名を指定します。

117-118

オプションの minOccurrences および maxOccurences サブプロパティーを使用して、
portTypeName プロパティーの出現回数を制限できます。minOccurrences のデフォルト値は 0
で、maxOccurrences のデフォルト値は任意の整数値です。

119

optional サブプロパティーは、portTypeName プロパティーの 0 または 1 回の出現を指定しま
す。

120

オプションの required サブプロパティーは、portTypeName プロパティーの 1 回限りの出現を指
定します。

121

オプションの once サブプロパティーは、required サブプロパティーと同じ機能を持ちます。こ
れは、portTypeName プロパティーの 1 回限りの出現を指定します。

122

オプションの multiple サブプロパティーは、portTypeName プロパティーの 1 回以上の出現を指
定します。

123

オプションの any サブプロパティーは、portTypeName プロパティーの 0 回以上の出現を指定
します。
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124

constraints プロパティーはオプションです。これが指定される場合、空のリストであってはなり
ません。指定される構文は、多くの単純なケースの記述を簡単にする、単純な制約タイプを提供
します。

126

ifarg 制約サブプロパティーは、argName が指定されていなければポート・タイプは表れないこ
とを指定します。このサブプロパティーは、2 回以上指定して、論理 OR で結合された複数の
「enabling」オプションを指定できます。例は、インポート/エクスポートの reject オプションで
す。

127

ifnotarg 制約サブプロパティーは、ポート・タイプは、argName が指定されていない場合にのみ
出現することを指示します。このサブプロパティーは、2 回以上指定して、論理 OR で結合され
た複数の「disabling」オプションを指定できます。例は、ルックアップ・オペレーターの
createOnly オプションです。

128

ifargis 制約サブプロパティーは、指定された argName が指定された argValue を持つ場合に、ポ
ート・タイプが出現することを指示します。
このサブオプションは、2 回以上指定して、複数の「enabling」値を指定できます。これは、ifarg
または ifnotarg と結合できます。単独で指定された場合、それは、事実上、同じ argName に
ifarg を指定することに相当します。
例は、ルックアップ・オペレーターの「ifNotFound = reject」です。

129

argcount 制約サブプロパティーは、ポート・タイプは、argName の出現回数と同じ回数出現する
ことを指示します。例は、サンプル・オペレーターの percent オプションです。

130

argcountopt 制約サブプロパティーは、argName が N 回出現すると、ポート・タイプは、N 回ま
たは N+1 回出現することを指示します。例は、ルックアップ・オペレーターの table オプショ
ンです。

131

portcount 制約サブプロパティーは、出力ポート・タイプに、指定された portName の入力ポー
ト・タイプと同じ回数出現することを指示します。

133

incomplete フラグは、オペレーターの動作の複雑さを考慮すると、指定された入出力説明が厳密
には正確ではないことを指示します。

引数リスト説明の例
このセクションでは、オペレーターの 2 つの引数記述ストリングの例を示します。
1 つは単純な 2 引数の例で、HelloWorldOp のコード例から取りました。もう 1 つ
の例は、指定された tsort オペレーターの引数記述ストリングです。
注: ここに挙げた例の引数記述ストリングでは、行の引用符と円記号は省略されて
います。
次に、HelloWorldOp: の引数記述ストリングを示します。
#define HELLO_ARGS_DESC
"{
uppercase = {optional, description = ’capitalize or not’},
numtimes = { value = { type = {int32, min=1, max=10},
usageName=’times’},
optional,
description=’number of times to print message’
}
}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(HelloWorldOp, hello, HELLO_ARGS_DESC);
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引数リスト・プロセッサーは引数記述の記述エレメントを使用して、オペレーター
の使用法のストリングを生成します。
2 つ目の引数記述ストリングの例は、tsort オペレーターの引数記述ストリングで
す。
"{key={value={type={fieldName, input},
usageName="name"
},
value={type={fieldTypeName},
usageName="type",
optional,
deprecated
},
subArgDesc={ ci={optional,
description="case-insensitive comparison"
},
cs={optional,
default,
description="case-sensitive comparison"
},
ebcdic={optional,
description=
"use EBCDIC collating sequence"
},
nulls={value={type={string,
list={first,last}
},
usageName="first/last",
default=first
},
optional,
description=
"where null values should sort"
}
hash={optional,
description="hash partition using this key"
},
asc={oshAlias="-ascending",
optional,
default,
description="ascending sort order"
},
desc={oshAlias="-descending",
silentOshAlias="-des",
optional,
description="descending sort order"
},
sorted={optional,
description=
"records are already sorted by this key"
},
clustered={optional,
description=
"records are grouped by this key"
},
param={value={type={propList, elideTopBraces},
usageName="params"
},
optional,
description="extra parameters for sort key"
},
otherInfo={exclusive={ci, cs},
exclusive={asc, desc},
exclusive={sorted, clustered},
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description="Sub-options for sort key:"
},
},
description="specifies a sort key"
},
memory={value={type={int32, min=4},
usageName="mbytes",
default=20
},
optional,
description="size of memory allocation"
},
flagCluster={optional,
description="generate flag field identifying
clustered/sorted key value changes
in output"
},
stable={optional,
default,
description="use stable sort algorithm"
},
nonStable={silentOshAlias="-unstable",
optional,
description="use non-stable sort algorithm
(can reorder same-key records)"
},
stats={oshAlias="-statistics",
optional,
description="print execution statistics"
},
unique={oshAlias="-distinct",
optional,
description=
"keep only first record of same-key runs in output"
},
keys={value={type={schema},
usageName="keyschema"
},
deprecated=key,
maxOccurrences=1,
description="schema specifying sort key(s)"
},
seq={silentOshAlias="-sequential",
deprecated,
optional,
description="select sequential execution mode"
},
otherInfo={exclusive={stable, nonStable},
exclusive_required={key, keys},
description="InfoSphere DataStage sort operator:"
inputs={unSorted={description="sorted dataset",
required}
}
outputs={sorted={description=sorted dataset",
required}
}
}"

オペレーター引数をエンコードしたプロパティー・リスト
引数リスト・プロセッサーは、引数記述ストリングとオペレーター引数リストを処
理し、説明構文の欠陥や無効な引数を検出しなければ、initializeFromArgs_() のオー
バーライドに渡されるプロパティー・リストを生成します。
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そのあと、initializeFromArgs_() コードはリストをトラバースし、検査済みのコマン
ド・ライン引数を必要なだけ処理できます。プロパティー・リストは、
APT_Property クラスのインスタンスです。このクラスの情報は、ヘッダー・ファイ
ル proplist.h を参照してください。
この例に、tsort オペレーターが使用されています。
次の osh コマンド・ラインの場合、
tsort -key lastname -ci -sorted -hash
-key balance int32 -memory 32 -stats

引数リスト・プロセッサーは、前のセクションに示した tsort 引数記述ストリングに
基づいて、このプロパティー・リストを生成します。
{key={value=lastname, subArgs={ci, sorted, hash}},
key={value=balance, value=int32},
memory={value=32},
stats
}

プロパティー・リストのトラバース
この HelloWorldOp の _initializeFromArgs_() のオーバーライドの例は、プロパティ
ー・リストのトラバース方法を示します。
APT_Status HelloWorldOp::initializeFromArgs_
(const APT_PropertyList & args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
if (context == APT_Operator::eRun) return status;
for (int i = 0; i < args.count(); i++)
{
const APT_Property& prop = args[i];
if (prop.name() == "numtimes")
numTimes_ = (int) prop.valueList().getProperty("value", 0)
.valueDFloat();
else if (prop.name() == "uppercase")
uppercase_ = true;
}
return status;
}

エラー処理
引数記述ストリングの中の構文エラーは、コンパイル時には検出されません。
その代わりに、実行時に、プロパティー・リスト・オブジェクトの作成のために引
数記述ストリングと現行オペレーター引数が使用されるときにエラーが生成されま
す。エラー・ログ機能を使用して、エラーを収集します。

コマンド・ライン引数のエラー
osh コマンド・ラインが処理されるとき、引数記述と一致しないトークンはエラ
ー・トークンと判断されます。
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各エラー・トークンについて、引数トークン番号とエラー・メッセージに組み込ま
れるテキストが入ったエラー・メッセージが生成されます。そのあと、エンジンは
エラー・トークンを廃棄し、次の引数トークンを引数記述に基づいて処理します。
副引数リストの中に認識できない引数トークンがあると、そこで副引数リストは終
了します。そのあと、エンジンは制約を検査し、含まれている引数リストに対する
他の副引数を処理します。
引数トークンが引数記述の 1 つと一致することが分かれば、そのあとの引数トーク
ンは、引数が正確に一致したと仮定して処理されます。間違った値、間違った副引
数リストなどの部分的な相違は、処理されている引数を構成する引数トークンと、
引数に関連する使用法形式の情報と一緒に報告されます。
引数リストが終了すると、出現の制約、排他性、および関係の暗黙指定などの側面
から制約が検査されます。違反があれば、適切なコンテキスト情報と共に報告され
ます。それには、関係する引数インスタンスと違反した制約を説明する適切な使用
法形式の情報が含まれます。
1 つ以上のエラーが報告されるときは、間近に発生したエラーに特有の引数トーク
ンと使用法情報のみがエラー・メッセージに含まれます。引数処理エラーが発生し
たオペレーターまたはその他のコンテキストを識別するかどうかと同様、使用法ス
トリングの全体が生成されてサマリー・メッセージに送出されるかどうかは、ユー
ザー次第です。
注: オペレーターの実行が、initializeFromArgs_() のオーバーライドまで正常に到達
すると、ユーザーは、InfoSphere DataStage が重大な引数記述の構文エラーや無効な
オペレーター引数を検出しなかったことを確信できます。

使用法ストリング
使用法ストリングは、引数記述ストリングの中の説明エレメントから生成されま
す。osh コマンド・ラインから、オペレーター使用法ストリングにアクセスできま
す。
例: $ osh -usage tsort
このあとに、生成された、tsort オペレーターの使用法ストリングが続きます。この
例では、非推奨のオプションと現行オプションの両方が要求されたと仮定します。
tsort operator:
-key
-- specifies a sort key; 1 or more
name
-- input field name
type
-- field type; optional; DEPRECATED
Sub-options for sort key:
-ci
-- case-insensitive comparison; optional
-cs
-- case-sensitive comparison; optional; default
-ebcdic
-- use EBCDIC collating sequence; optional
-nulls
-- where null values should sort; optionalfirst/last
-- string; value one of first, last; default=first
-hash
-- hash partition using this key; optional
-asc or -ascending
-- ascending sort order; optional; default
-desc or -descending
-- descending sort order; optional
-sorted
-- records are already sorted by this key; optional
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-clustered -- records are grouped by this key; optional
-param
-- extra parameters for sort key; optional
params
-- property=value pairs(s), without curly braces
(mutually exclusive: -ci, -cs)
(mutually exclusive: -asc, -desc)
(mutually exclusive: -sorted, -clustered)
-memory
-- size of memory allocation; optional
mbytes
-- int32; 4 or larger; default=20
-flagKey
-- generate flag field identifying key value changes in output;
-- optional
-flagCluster -- generate flag field identifying clustered/sorted key value
-- changes in output; optional
-stable
-- use stable sort algorithm; optional; default
-nonStable -- use non-stable sort algorithm (can reorder same-key records);
-- optional
-stats or -statistics
-- print execution statistics; optional
-unique or -distinct
-- keep only first record of same-key runs in output;
-- optional
-collation_sequence
-- use a collation sequence; optional
collationfile
-- string
-strength
-- strength level; optional
strength -- string
-keys
-- schema specifying sort key(s); optional;
DEPRECATED: use -key instead
keyschema -- string
-seq
-- select sequential execution mode; optional; DEPRECATED
(mutually exclusive: -stable, -nonStable)
(mutually exclusive: -key, -keys; one of these must be provided)

引数記述言語の完全な仕様は、argvcheck.h ヘッダー・ファイルにあります。

カスタム・オペレーターの実行
派生したオペレーターを osh から呼び出すと、次のステップに詳細に説明されてい
るように実行されます。

手順
1. APT_DEFINE_OSH_NAME を呼び出すと、コンポーネントの名前とその期待さ
れる引数リストが登録されます。
2. osh は登録された情報を使用してコマンド・ライン引数を処理し、APT_Property
のインスタンスであるプロパティー・リストを生成します。このクラスの情報
は、ヘッダー・ファイル proplist.h を参照してください。
3. コンポーネントのインスタンスが作成されます。
4. 示されたデータ・セットをオペレーターの入出力ポートにアタッチするため
に、attachInput() と attachOutput() が呼び出されます。
5. ステップ 2 で作成されたプロパティー・リストが initializeFromArgs_() のオー
バーライドに渡されます。ここで、リストをトラバースしてオペレーター・メ
ンバー変数をセットアップできます。あるいは、オペレーターの実行を続行し
なければならないかどうかを決定できます。
6. describeOperator() 関数のオーバーライドが呼び出されます。この関数の中で、
入力および出力データ・セットの数、データ・セットのスキーマ、およびその
他のオペレーター特性を定義します。
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7. checkConfig() 関数の中で、スキーマ整合性検査が実行されます。
8. そのあと、serialize() メソッドが呼び出されます。オペレーターのシリアライズ
されたパラレル・インスタンスが各パーティションに 1 つ作成され、各インス
タンスはシリアライズされた状況のコピーを受け取ります。
9. パラレル実行が開始される前の APT_Step::run の間に、メインプログラム・ノ
ード上のすべてのオペレーターに preRun 関数が呼び出されます。
10. オペレーターのそれぞれのパラレル・インスタンスがレコードの読み取り、処
理、および出力への書き込みの実際の処理を行うために、runLocally() メソッド
が呼び出されます。
11. ステップが完了したあと、postRun 関数が呼び出されます。
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第 7 章 タイプ変換
カスタム・オペレーターの中の事前定義の変換関数を使用したり、独自の変換関数
を定義したりできます。
「デフォルト」と「デフォルト以外」の 2 種類のタイプ変換を使用できます。「デ
フォルト以外」の変換は、明示指定または名前付きの変換とも呼ばれます。
デフォルトの変換は、データ・フローの中で、あるオペレーターからの出力フィー
ルドが次のオペレーターの入力フィールドになるときに自動的に起こります。これ
らのデフォルトの変換は、ビルトインの数値タイプの間で可能です。
カスタム・オペレーターの中で、タイプ変換を処理する 2 つのクラスがあります。
APT_FieldConversionRegistry クラスは、タイプ変換が可能なすべてのフィールドを
トラッキングし、APT_FieldConversion クラスはタイプ変換を実行する関数を提供し
ます。

デフォルトのタイプ変換
特定のタイプの間では、デフォルトの変換が自動的に実行されます。
次のタイプの間で、デフォルトの変換が使用可能です。これらのタイプ変換に、名
前はありません。
v int8、int16、int32、int64、uint8、uint16、uint32、uint64 の整数型
v sfloat、dfloat の浮動小数点型
v 10 進数型
v 数字のみから成るストリング

ustring と string タイプ間の変換
string が自動的に ustring に変換される場合、string タイプからのすべての正しい文
字は、ustring 文字セットの一部でもあるため、データの欠落は発生しません。
ustring から string の変換では、string 文字セットの一部ではない Unicode 文字は、
デフォルトの Ox1A (Ctrl+Z) 文字になります。

デフォルト以外の事前定義のタイプ変換
デフォルト以外のタイプ変換は、raw、date、time、および timestamp といった、前
のセクションにリストされていないビルトイン・タイプに適用されます。これらの
デフォルト以外のタイプの場合、変換を明示的に指定する必要があります。そうで
なければ、エラーが生成されます。
デフォルト以外のタイプ変換関数のフォーマットは次のとおりです。
conversion_name(source_type,destination_type)

© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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クラス APT_FieldConversionRegistry および APT_FieldConversion を使用して、カス
タム・タイプ変換を定義します。

APT_FieldConversionRegistry クラス・インターフェース
このクラスのヘッダー・ファイルは conversion.h です。それには、関数の説明が
含まれています。
関数 addFieldConversion() は、指定されたフィールド変換オブジェクトをフィールド
変換レジストリーに追加します。
lookupAndParse() は指定された明示変換を特定して返します。lookupDefault() は、指
定されたソースおよび宛先のスキーマ・タイプのデフォルトの変換を特定して返し
ます。lookupExplicit() は、指定された明示変換を特定して返します。

APT_FieldConversion クラス・インターフェース
このクラスのヘッダー・ファイル conversion.h には、関数の説明が含まれていま
す。APT_ FieldConversion はタイプ変換を検証して実行する機能を定義します。

例: 事前定義のタイプ変換の使用
この例では、APT_Operator から直接派生したオペレーターの中で、事前定義のタイ
プ変換を使用する方法を示します。
入力インターフェース・スキーマは 1 つの date フィールドを持ち、出力インター
フェース・スキーマは、入力から受け取った date フィールドと、長さが 1 の固定
長の追加された string フィールドの、2 つのフィールドを持ちます。string フィー
ルドの値は date フィールドから導出され、曜日を表します。月曜日が週の初日と見
なされ、曜日の第 1 日です。
必要な明示変換は weekday_from_date[Monday] ですが、weekday_from_date は int8
値を返します。これを直接、出力の string フィールドに割り当てることはできませ
ん。必要な変換を実行するために、コード例では、ローカルの int8 変数を定義し、
それを明示的に string に変換します。コードのあとにコメントが続きます。
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表 16. 事前定義のタイプ変換コードのあるオペレーターの例
コメント

コード

2

#include <apt_framework/orchestrate.h>
#include <apt_framework/type/conversion.h>
class PreDefinedConversionOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(PreDefinedConversionOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(PreDefinedConversionOperator);
public:
PreDefinedConversionOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_
(const APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
// other data members
};
APT_Status PreDefinedConversionOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(dField:date)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(dField:date; sField:string[1])", 0);
return APT_StatusOk;
}
APT_Status PreDefinedConversionOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToDate dFieldInAcc("dField", &inCur);
APT_OutputAccessorToDate dFieldOutAcc("dField", &outCur);
APT_OutputAccessorToString sFieldOutAcc("sField", &outCur);

32

APT_FieldConversion* nameConv = APT_FieldConversionRegistry::
get().lookupAndParse("weekday_from_date[Monday]", NULL);

33

APT_ASSERT(nameConv);

34

APT_FieldConversion* conv = APT_FieldConversionRegistry::get().
lookupDefault("Int8", "String");

35

APT_ASSERT(conv);
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表 16. 事前定義のタイプ変換コードのあるオペレーターの例 (続き)
コメント

コード
while (inCur.getRecord())
{
*dFieldOutAcc = *dFieldInAcc;

39

APT_Int8 weekday;

40

nameConv->convert(&(*dFieldInAcc), &weekday, 0);

41

weekday = weekday + 1;

42

conv->convert(&weekday, &(*sFieldOutAcc), 0);
outCur.putRecord();
}
if ( nameConv ) nameConv->disOwn();
if ( conv ) conv->disOwn();
return APT_StatusOk;
}

45

2

ヘッダー・ファイル conversion.h を組み込みます。これはタイプ変換のイ
ンターフェースを定義します。

32

明示的にパラメーター化された変換を使用して、オブジェクトを作成しま
す。

33

変換オブジェクトの存在を表明します。

34

int8 と string の間のデフォルトの変換に基づく変換オブジェクトを作成し
ます。

35

アサーションを使用して、変換オブジェクトの存在を確認します。

39

変換結果を保管する中間ローカル変数を作成します。

40

メンバー関数 convert() を呼び出して、入力フィールド dField とローカル
変数 weekday の間の変換を実行します。

41

weekday のデフォルト値は 0 です。weekday を 1 増分して、最初の日をマ
ークします。

42

メンバー関数 convert() を呼び出して、ローカル変数 weekday と出力フィ
ールド sField の間の変換を実行します。

45

nameConv 変換オブジェクトは独自の own() 関数を使用して返されるため、
これに対して disown() を呼び出します。

例: タイプ変換の作成
この例では、タイプ変換 raw_from_string の作成と登録の方法を示します。
表 17. カスタム・タイプ変換コードのあるオペレーターの例
コメント
2
3
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表 17. カスタム・タイプ変換コードのあるオペレーターの例 (続き)
コメント
4

コード
class RawStringConversion: public APT_FieldConversion
{
APT_DECLARE_RTTI(RawStringConversion);
APT_DECLARE_PERSISTENT(RawStringConversion);
public:
RawStringConversion();
virtual APT_Status convert
(const void *STval, void* DTval, void* data) const;
static bool registerConversion();

10
11

protected:
virtual APT_FieldConversion* clone() const;
};

13

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(RawStringConversion, APT_FieldConversion);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(RawStringConversion);
17
18

RawStringConversion::RawStringConversion():
APT_FieldConversion(eImmutable, "string", "raw", "raw_from_string")
{}
APT_FieldConversion *RawStringConversion::clone() const
{
return new RawStringConversion(*this);
}

20
24

APT_Status RawStringConversion::convert
(const void* STval, void* DTval, void *data) const
{

26

const APT_String &s = *(const APT_String *)STval;
APT_RawField &d = *(APT_RawField *)DTval;

28

d.assignFrom(s.content(), s.length());
return APT_StatusOk;
}

31

void RawStringConversion::serialize(APT_Archive &ar, APT_UInt8)
{}

33

static RawStringConversion* sRawString = new RawStringConversion;

34

bool RawStringConversion::registerConversion()
{
APT_FieldConversionRegistry::get().addFieldConversion(sRawString);
return true;
}

39

static bool sRegisteredRawStringConversion =
RawStringConversion::registerConversion();

2

orchestrate.h ヘッダー・ファイルを含めます。

3

タイプ変換インターフェースを定義するヘッダー・ファイルを組み込みま
す。

4

すべてのタイプ変換は、直接または間接に、APT_FieldConversion から派生
されます。

10

仮想関数 convert() をオーバーライドする必要があります。
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11

新たに定義されたタイプ変換の登録に使用される、メンバー関数を定義しま
す。

13

仮想関数 clone() をオーバーライドする必要があります。

17

この変換のデフォルトのコンストラクターを定義します。

18

初期化の行に関する変換情報をセットアップします。 eImmutable は、この
変換がパラメーターを受け入れず、変更の対象でないことを示します。引数
の string と raw は、このタイプ変換のソース・スキーマ・タイプと宛先ス
キーマ・タイプを識別します。明示変換には変換名を指定する必要がありま
す。この例では、raw_from_string が変換名です。スキーマ・タイプ名と変
換名は大/小文字を区別しません。

20

仮想関数 clone() のオーバーライド。

24

string から raw への変換を実行する仮想関数 convert() のオーバーライド。
ポインター STval は、ソースの string タイプの値を含むアドレスを指しま
す。ポインター DTval は、宛先の raw タイプの有効な (既に構成された)
インスタンスを指します。このインスタンスには、ソースの string から変
換された値が割り当てられます。データ引数の情報は、ヘッダー・ファイル
conversion.h を参照してください。

26-28

変換 raw_from_string の実装。APT_String と APT_RawField にキャストさ
れるポインター STval と DTval を使用して、ソースと宛先に対して参照が
使用されます。クラス APT_RawField のメンバー関数 assignFrom() を使用
して、変換を完了します。

31

RawStringConversion が内部状況を持たないため、serialize() 関数は空です。

33

RawStringConversion の静的インスタンスを作成します。これは、新たに定
義された変換関数を登録するために、registerConversion() の内部で使用され
ます。

34

メンバー関数 registerConversion() の実装。

39

関数 registerConversion() を呼び出して、新規変換 raw_from_string を登録し
ます。
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第 8 章 カーソルおよびアクセサーの使用
オペレーターの内部から入力または出力データ・セットを処理するには、データ・
セットを構成するレコードおよびレコード・フィールドにアクセスするためのメカ
ニズムが必要です。
カーソル、サブカーソル、フィールド・アクセサーの 3 つのメカニズムを組み合わ
せて使用することで、これらのタスクを実行できます。
カーソルは、データ・セットのレコードを参照するときに使用します。データ・セ
ットに対しては、入力カーソルと出力カーソルの 2 つのタイプのカーソルを使用し
ます。入力カーソルは、データ・セットのレコードへの読み取り専用アクセスを提
供します。出力カーソルは、読み取り/書き込みアクセスを提供します。
フィールド・アクセサーは、データ・セットのレコード内のフィールドにアクセス
するときに使用します。
サブカーソルは、サブレコードのベクトルと共にのみ使用します。サブカーソルに
よって、サブレコード・ベクトルの現行エレメントを識別できます。

レコード・フィールドの参照方法
レコード・フィールドはカーソルとアクセサーを使用して参照します。
次の図は、どのようにカーソルとアクセサーを使用してレコード・フィールドを参
照するかを示しています。

図 28. レコード・フィールドの参照に使用されるカーソルとアクセサー

カーソルはデータ・セットの現行入力レコードまたは現行出力レコードを定義しま
す。フィールド・アクセサーは、現行レコードへの相対アクセスを行い、カーソル
によって定義される現行レコードのフィールドにアクセスできます。
別のレコードにアクセスするには、カーソルを更新して新たな現行レコードを作成
しながら、データ・セットの中を移動していきます。ただし、フィールド・アクセ
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サーを更新する必要はありません。フィールド・アクセサーは、自動的に新規現行
レコードのレコード・フィールドを参照します。
レコード・フィールドは、フィールド名とデータ・タイプによって特徴付けられま
す。データ・タイプごとに、異なるフィールド・アクセサーがあります。レコー
ド・フィールドにアクセスするには、そのフィールドのデータ・タイプ用のアクセ
サーを作成する必要があります。

カーソル
カーソルによって、データ・セット内の特定のレコードを参照でき、フィールド・
アクセサーによって、それらのレコード内の個々のフィールドにアクセスできま
す。
カーソルとフィールド・アクセサーは、APT_Operator::runLocally() 関数のオーバー
ライドの中から使用します。
それぞれの入力および出力のデータ・セットは、独自のカーソル・オブジェクトを
必要とします。次の 2 つのクラスを使用して、カーソルを表します。
APT_InputCursor
入力データ・セットへの読み取りアクセスを提供するカーソル・オブジェク
トを定義します。
APT_OutputCursor
出力データ・セットへの読み取り/書き込みアクセスを提供するカーソル・
オブジェクトを定義します。
APT_InputCursor および APT_OutputCursor クラスは、次の関数を定義して、入力レ
コードにアクセスできるようにします。

APT_InputCursor および APT_OutputCursor クラス・インター
フェース
APT_InputCursor および APT_OutputCursor クラスを使用して、オペレーターの中の
カーソルを実装します。
これらのクラスのヘッダー・ファイル cursor.h に、関数の説明が含まれています。
カーソルはデータ・セットの現行入力レコードまたは現行出力レコードを定義しま
す。フィールド・アクセサーは、レコードへの相対アクセスを行います。入力カー
ソルまたは出力カーソルによって定義される現行レコードのフィールドにのみアク
セスできます。
入力データ・セットを処理するには、入力カーソルを初期化して現行入力レコード
を指すようにします。カーソルは、すべてのレコードが処理されるまでレコードの
中を進んでいきます。カーソルが入力データ・セットの、あるレコードを通り過ぎ
ると、そのレコードはもうアクセスできません。
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出力データ・セットの場合、出力カーソルは、最初は、現行出力レコードを指し、
残りのレコードの中を進んでいきます。入力データ・セットと同様に、カーソルが
出力データ・セットのあるレコードを通り過ぎると、そのレコードはもうアクセス
できません。
次の図は、入力および出力データ・セットを示しています。

図 29. 入力および出力データ・セット

入力カーソルを最初に作成したとき、入力カーソルは未初期化で、レコードを参照
しません。したがって、入力データ・セットのフィールド・アクセサーは、有効な
データを参照しません。APT_InputCursor::getRecord() を呼び出してカーソルを初期
化し、データ・セット内の最初のレコードを現行レコードにする必要があります。
そのあと、フィールド・アクセサーを使用して、入力レコードのフィールドにアク
セスできます。
入力データ・セットの中のレコードの処理が終了したら、再度
APT_InputCursor::getRecord() を呼び出して、入力カーソルをデータ・セットの次の
レコードに進め、それを現行入力レコードにします。使用可能な入力レコードがな
くなると、APT_InputCursor::getRecord() は false を返します。一般に、while ループ
を使用して、APT_InputCursor::getRecord() が false を返した時点を判別します。
出力カーソルを最初に作成したときに、出力カーソルは、出力データ・セット内の
最初のレコードを参照します。レコードが有効であれば、レコード・フィールド
は、次のデフォルト値に設定されます。
v NULL 可能フィールドは、NULL に設定されます。
v 整数値 = 0
v 浮動小数点値 = 0
v 日付 = 1 年 1 月 1 日
v 小数部の桁数 = 0
v 時刻 = 00:00:00 (真夜中)
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v タイム・スタンプ = 1 年 1 月 1 日 00:00:00 (真夜中)
v 可変長の string、ustring、および raw フィールドの長さは、0 に設定されます。
v 固定長の string および ustring の文字は、NULL (0x00) に設定されるか、指定さ
れている場合は埋め込み文字に設定されます。
v 固定長 raw フィールドのバイトは、ゼロに設定されます。
v タグ付きアグリゲートのタグは 0 に設定され、データ・タイプを、タグ付きアグ
リゲートの最初のフィールドのデータ・タイプに設定します。
v 可変長ベクトル・フィールドの長さは、0 に設定されます。
出力レコードへの書き込みが終了したら、APT_OutputCursor::putRecord() を呼び出し
て、出力カーソルを出力データ・セットの次のレコードに進め、それを現行出力レ
コードにする必要があります。

例: カーソルを使用したレコードへのアクセス
この while ループの例では、単一入力データ・セットのレコードを処理し、その結
果を単一出力データ・セットに書き込みます。
このループを、カーソルの定義と初期化のコードと一緒に、runLocally() 関数のオー
バーライドの中に置くこともできます。
表 18. runLocally () の中でカーソルを使用したレコードのアクセス
コメント

コード

3
4

APT_Status ExampleOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;

5
6

setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

while (inCur.getRecord())
{
// body of loop

9
10
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outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

3

APT_InputCursor のインスタンスである inCur を、このオペレーターの最初
のデータ・セット入力の入力カーソルと定義します。

4

APT_OutputCursor のインスタンスである outCur を、このオペレーターに
よる最初のデータ・セット出力の出力カーソルと定義します。

5

APT_Operator::setupInputCursor() を使用して inCur を初期化します。入力デ
ータ・セットには 0 から始まる番号が付けられます。

6

APT_Operator::setupOutputCursor() を使用して outCur を初期化します。出力
データ・セットには 0 から始まる番号が付けられます。

7

APT_InputCursor::getRecord() を使用して、入力カーソルを次の入力レコード
に進めます。入力カーソルは最初は有効なレコードを参照しないため、この
関数は、入力レコードの処理を開始する前に呼び出す必要があります。
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APT_InputCursor::getRecord() は、引数として、入力データ・セットのレコー
ドをバイパスできるスキップ値を取ることができます。デフォルトでは、ス
キップ値は 0 です。これは、入力データ・セットの次のレコードを指すよ
うに、入力カーソルを更新します。
次のステートメントは、呼び出されるたびに入力カーソルが 2 レコード、
スキップします。inCur.getRecord(2)
スキップされたレコードに戻る方法はありません。
APT_InputCursor::getRecord() は入力データ・セットにレコードがなくなると
false を返し、while ループを終了します。
9

レコードを処理します (結果を現行出力レコードに書き込むことも含まれま
す)。出力カーソルは最初は出力データ・セットの最初の空のレコードを指
しているため、最初の出力レコードを書き込むまでは、
APT_OutputCursor::putRecord() を呼び出す必要はありません。
出力レコードのフィールドは、読み取り/書き込みです。これにより、オペ
レーター内で出力レコードを一時ストレージとして使用できます。出力フィ
ールド値は、APT_OutputCursor::putRecord() を呼び出して出力カーソルを次
の出力レコードに進めるまでは、永続ではありません。

10

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して現行出力レコードを更新し、出力
カーソルを次の出力レコードに進めます。
すべてのオペレーターが各入力レコードに対して 1 つの出力レコードを生
成するわけではありません。また、オペレーターは入力レコードよりも多く
の出力レコードを生成することもできます。オペレーターは、1 つの出力レ
コードを計算する前に、多くの入力レコードを処理できます。putRecord()
の呼び出しと putRecord() の呼び出しの間に処理する入力レコードの数にか
かわらず、putRecord() は、出力レコードの処理が完了した時点でのみ呼び
出します。

フィールド・アクセサー
データ・セットのレコードを参照するカーソルを定義したあと、レコード・フィー
ルドを参照するフィールド・アクセサーを定義します。
アクセスするデータ・セットのレコード・スキーマの各コンポーネントに、フィー
ルド・アクセサーを割り当てます。
入力または出力データ・セットに対して、フィールド・アクセサーは、レコード・
フィールドへの名前によるアクセスを提供します。オペレーターがデータ・セット
を処理するものである場合、そのようなアクセスが必要です。スキーマ変数にはフ
ィールド・アクセサーは使用できません。スキーマ変数には定義されたデータ・タ
イプはありません。
オペレーターはフィールド・アクセサーを使用して、入力レコードのフィールドを
読み取り、出力レコードのフィールドに書き込みます。フィールド・アクセサーに
よって、一度にデータ・セット全体にアクセスすることはできません。そうではな
く、入力または出力カーソルによって定義されるとおりに、現行入力または出力レ
コードのフィールドにアクセスできます。
第 8 章 カーソルおよびアクセサーの使用
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フィールド・アクセサーによって、NULL 可能フィールドを処理できます。アクセ
サーを使用して、フィールドを処理する前に、フィールドに NULL が含まれるかど
うかを判別できます。あるいは、フィールドに NULL を設定できます。
入力レコードのフィールドは、読み取り専用であると見なされます。入力データ・
セットのレコードのフィールドに書き込むメカニズムはありません。出力レコード
のフィールドは読み取り/書き込みであると見なされるため、出力データ・セットの
レコードは変更できます。

フィールド・アクセサーの定義
データ・セットのレコード・スキーマの各コンポーネントには、名前とデータ・タ
イプがあります。フィールド・アクセサーを定義するとき、フィールド・アクセサ
ーの対応するデータ・タイプを指定します。
サポートされるデータ・タイプに対し、次のアクセサー・クラスが使用可能です。
表 19. フィールド・アクセサー・クラス
フィールド・タイプ

入力アクセサー・クラス

出力アクセサー・クラス

8 ビットの符号付き整数

APT_InputAccessorToInt8

APT_OutputAccessorToInt8

8 ビットの符号なし整数

APT_InputAccessorToUInt8

APT_OutputAccessorToUInt8

16 ビットの符号付き整数

APT_InputAccessorToInt16

APT_OutputAccessorToInt16

16 ビットの符号なし整数

APT_InputAccessorToUInt16

APT_OutputAccessorToUInt16

32 ビットの符号付き整数

APT_InputAccessorToInt32

APT_OutputAccessorToInt32

32 ビットの符号なし整数

APT_InputAccessorToUInt32

APT_OutputAccessorToUInt32

64 ビットの符号付き整数

APT_InputAccessorToInt64

APT_OutputAccessorToInt64

64 ビットの符号なし整数

APT_InputAccessorToUInt64

APT_OutputAccessorToUInt64

単精度浮動小数点

APT_InputAccessorToSFloat

APT_OutputAccessorToSFloat

倍精度浮動小数点

APT_InputAccessorToDFloat

APT_OutputAccessorToDFloat

String

APT_InputAccessorToString

APT_OutputAccessorToString

Ustring

APT_InputAccessorToUString

APT_OutputAccessorToUString

Raw

APT_InputAccessorToRawField

APT_OutputAccessorToRawField

Date

APT_InputAccessorToDate

APT_OutputAccessorToDate

Decimal

APT_InputAccessorToDecimal

APT_OutputAccessorToDecimal

Time

APT_InputAccessorToTime

APT_OutputAccessorToTime

Timestamp

APT_InputAccessorToTimeStamp

APT_OutputAccessorToTimeStamp

次に、3 つのフィールド・アクセサー・クラスを使用するコード例を示します。
// Define input accessors
APT_InputAccessorToInt32 aInAccessor;
APT_InputAccessorToSFloat bInAccessor;
APT_InputAccessorToString cInAccessor;

さらに、クラス APT_InputTagAccessor および APT_OutputTagAccessor は、タグ付
きアグリゲートのタグへのアクセスを提供します。これは、タグ付きアグリゲート
の現行データ・タイプを判別するのに必要です。また、タグ付きアグリゲートの各
エレメントに、個々のアクセサーを定義する必要があります。入力データ・セット
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の中のタグ付きアグリゲートのタグは読み取り専用です。出力データ・セットの中
のタグ付きアグリゲートのタグは読み取り/書き込みです。

フィールド・アクセサーの使用
フィールド・アクセサーは、特定のデータ・タイプのレコードの位置を参照すると
いう点で、ポインターのように働きます。
フィールド・アクセサーはポインターのように作動しますが、クラスによって定義
されます。フィールド・アクセサー・オブジェクトを標準の C ポインターと混合し
ようとしないでください。
データ・セットのレコードを処理するとき、通常は、特定のフィールドの位置では
なく、その値に関心があります。したがって、ポインターと同様に、フィールド・
アクセサーによって参照されるフィールドの値にアクセスする場合、スカラーには
* 演算子、ベクトルには [] 演算子を使用して、フィールド・アクセサーを間接参照
する必要があります。
また、アクセサー・クラスのメンバー関数を使用して、入力データ・セットのフィ
ールド値を読み取り、出力データ・セットのフィールド値を読み取りまたは書き込
むこともできます。
TagAccessor クラスを除いたすべての入力アクセサー・クラスは、次のメンバー関数
をサポートします。
v value() は、入力フィールドの値を返します (* と同じ)。
v valueAt() は、入力ベクトル・フィールドの値を返します ([] と同じ)。
v vectorLength() は入力ベクトル・フィールドの長さを返します。
すべての出力アクセサー・クラスは、次のメンバー関数をサポートします。
v value() は、出力フィールドの値を返します。
v valueAt() は、出力ベクトル・フィールドの値を返します。
v vectorLength() は、出力ベクトル・フィールドの長さを返します。
v setValue() は、出力フィールドの値を設定します。
v setValueAt() は、出力ベクトル・フィールドの値を設定します。
v setVectorLength() は、出力ベクトル・フィールドの長さを設定します。

例: フィールド・アクセサーを使用して数値データ・タイプを表す
この例では、入力アクセサーと出力アクセサーの両方を使用して数値データ・タイ
プを表す基本的な方法を示します。
次の図は、サンプル・オペレーターとインターフェース・スキーマを示していま
す。
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図 30. サンプル・オペレーター

このオペレーターは、入力レコードの 2 つのフィールドを加算し、合計を出力レコ
ードのフィールドに保管します。さらに、このオペレーターは、入力の 2 つのフィ
ールドを、出力の対応するフィールドにコピーします。
入力および出力インターフェース・スキーマの各コンポーネントについて、単一の
フィールド・アクセサーを定義します。したがって、この場合、入力インターフェ
ース・スキーマに 2 つの入力アクセサー、出力インターフェース・スキーマに 3
つの出力アクセサーが必要です。
この例は、入力レコードから、field1 と field2 を、出力レコードの対応するフィー
ルドに明示的にコピーする、フィールド・アクセサーを使用します。入力データ・
セットが、これらの 2 つのフィールド以外を定義するレコード・スキーマを持って
いる場合、これらの他のフィールドはすべて AddOperator によって無視され、出力
データ・セットにはコピーされません。
次のセクションのコードは、AddOperator の describeOperator() 関数です。
表 20. describeOperator() コードの中の、数値データ・タイプへのアクセサー
コメント

コード

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:int32; field2:int32;
total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}
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3

入力データ・セットの数を 1 に設定します。

4

出力データ・セットの数を 1 に設定します。

5

入力 0 のインターフェース・スキーマを指定します (入力データ・セット
の番号は 0 から始まります)。インターフェース・スキーマを含んだストリ
ングを引数として APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことができ
ます。

6

出力 0 のインターフェース・スキーマ (最初の出力データ・セット) を指定
します。
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フィールド・アクセサーは、APT_Operator::runLocally() のローカル変数として定義
されます。インターフェース・スキーマの中で定義されたフィールドの値にアクセ
スするには、入力アクセサーと出力アクセサーを、このオペレーターの
APT_Operator::runLocally() 関数の中に作成する必要があります。次のセクションの
コードは、AddOperator の runLocally() 関数がどのように作成されるかを示してい
ます。
表 21. runLocally() コードの中のアクセサーの作成
コメント

コード
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);

9
10
11

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;

14

*field1OutAcc = *field1InAcc;
*field2OutAcc = *field2InAcc;

15
16

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;

17
}

7-8

オペレーターの入力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読取
専用のアクセサーを定義します。

9-11

オペレーターの出力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読み
取り/書き込みのアクセサーを定義します。

12

APT_InputCursor::getRecord() を使用して、入力データ・セットを次の入力レ
コードに進めます。

14-16

入力および出力データ・セットの両方のレコード・フィールドの値にアクセ
スするために、フィールド・アクセサーを間接参照します。

17

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して、現行出力レコードを更新し、出
力データ・セットを次の出力レコードに進めます。

フィールド・アクセサーを使用して 10 進数フィールドを表す
クラス APT_Decimal を使用して、10 進数レコード・フィールドを表します。

このタスクについて
タイプ APT_Decimal のレコード・フィールドにアクセスするには、アクセサー
APT_InputAccessorToDecimal および APT_OutputAccessorToDecimal を使用します。
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手順
1. 10 進数に対するアクセサーを定義します。
2. 間接参照演算子 -> を使用して、APT_Decimal のメンバー関数を呼び出して、フ
ィールドを処理します。

APT_Decimal クラス・インターフェース
APT_Decimal のメンバー関数を使用して、10 進数フィールドを定義して操作しま
す。
関数の説明は、ヘッダー・ファイル decimal.h を参照してください。
APT_Decimal クラスは、算術関数を提供します。次のコードでは、10 進数フィール
ドへのアクセサーを作成し、そのあと、入力アクセサーを使用して出力アクセサー
の値を判別します。
APT_InputAccessorToDecimal field1InAcc("field1", &inCur);
APT_OutputAccessorToDecimal field1OutAcc("field1", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
*field1OutAcc = (*field1InAcc+1)*2;
. . .
}

フィールド・アクセサーを使用して固定長ベクトル・フィールドを表
す
オペレーターの中でベクトル・フィールドを使用する場合があります。ベクトル・
フィールド用の特別なアクセサーはありません。
代わりに、ベクトルには、スカラーに使用するのと同じアクセサーを使用します。
ただし、アクセサー・クラスにビルドされるメンバー関数は、ベクトルへのアクセ
スをサポートします。
次の図は、インターフェース・スキーマの中にベクトル・フィールドを含むオペレ
ーターを示しています。

図 31. インターフェース・スキーマにベクトル・フィールドを含むオペレーター
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このオペレーターは、入力レコードのベクトルのすべてのエレメントを加算し、合
計を出力レコードのフィールドに保管します。さらに、このオペレーターは、入力
ベクトルを出力にコピーします。次の表のコードは、AddOperator の
describeOperator() 関数です。
表 22. describeOperator() コードの中の、固定長ベクトル・データ・タイプへのアクセサー
コメント

コード

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1[10]:int32;)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1[10]:int32; total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

入力データ・セットの数を 1 に設定します。

4

出力データ・セットの数を 1 に設定します。

5

入力 0 のインターフェース・スキーマを指定します (入力データ・セット
の番号は 0 から始まります)。インターフェース・スキーマを含んだストリ
ングを引数として APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことができ
ます。

6

出力 0 のインターフェース・スキーマ (最初の出力データ・セット) を指定
します。

ベクトルの場合、単一のアクセサーを定義すれば、すべてのベクトル・エレメント
にアクセスできます。AddOperator の runLocally() 関数は、次のコード例に示すよ
うに作成されます。
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表 23. runLocally() コードの中の固定長ベクトル・フィールドへのアクセサー
コメント

コード
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);

8
9

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = 0;

13
15
16

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
*totalOutAcc = *totalOutAcc +
field1InAcc[i];
field1OutAcc[i] = field1InAcc[i];
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

オペレーターの入力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読取
専用のアクセサーを定義します。

8-9

オペレーターの出力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読み
取り/書き込みのアクセサーを定義します。

12

出力レコードの total をクリアします。出力レコードのすべての数値フィー
ルドの初期値は、既に 0 または NULL (フィールドが NULL 可能であれ
ば) になっています。このステートメントは、コードを明確にするためにの
み含まれています。

13

入力ベクトルのエレメントを出力の total フィールドに加算する、for ルー
プを作成します。

15

フィールド・アクセサーを間接参照して、ベクトル・エレメントの値にアク
セスします。

16

入力ベクトルのエレメント i を、出力ベクトルのエレメント i にコピーし
ます。出力インターフェース・スキーマが出力レコードのベクトルの長さを
定義するため、長さを設定する必要はありませんが、可変長ベクトルのベク
トルの長さは設定する必要があります。
また、フィールド値を書き込むために、次の同等のステートメントを使用す
ることもできます。field1OutAcc.setValueAt(i, field1InAcc.valueAt
(i));
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フィールド・アクセサーを使用して可変長ベクトル・フィールドを表
す
オペレーターは入力として可変長ベクトル・フィールドを取ることができ、出力に
可変長ベクトル・フィールドを作成できます。
各入力ベクトル・フィールド・レコードは、それぞれ異なる長さのベクトルを含む
ことがあります。入力レコードを処理するには、オペレーターは最初にベクトルの
長さを判別する必要があり、出力ベクトル・フィールドの長さを計算する必要もあ
ります。出力データ・セットの可変長ベクトルのデフォルトの長さは、0 です。
次の図は、インターフェース・スキーマの中にベクトル・フィールドを含むオペレ
ーターを示しています。

図 32. インターフェース・スキーマに可変長ベクトル・フィールドを含むオペレーター

このオペレーターは、入力レコードのベクトルのすべてのエレメントを加算し、合
計を出力レコードのフィールドに保管します。さらに、このオペレーターは、入力
ベクトルを出力にコピーします。入力インターフェース・スキーマが出力レコード
のベクトルの可変長を定義するため、出力インターフェース・スキーマは対応する
可変長ベクトルを含みます。次の表のコードは、AddOperator の describeOperator()
関数です。
表 24. describeOperator() コードの中の、可変長ベクトル・データ・タイプへのアクセサー
コメント

コード

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1[]:int32;)",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1[]:int32; total:int32)",0);

5
6

return APT_StatusOk;
}

3

入力データ・セットの数を 1 に設定します。

4

出力データ・セットの数を 1 に設定します。

5

入力 0 のインターフェース・スキーマを指定します (入力データ・セット
の番号は 0 から始まります)。インターフェース・スキーマを含んだストリ
ングを引数として APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことができ
ます。
第 8 章 カーソルおよびアクセサーの使用
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6

出力 0 のインターフェース・スキーマ (最初の出力データ・セット) を指定
します。

ベクトルの場合、単一のアクセサーを定義すれば、すべてのベクトル・エレメント
にアクセスできます。AddOperator の runLocally() 関数は、次のコード例に示すよ
うに作成されます。
ベクトルの場合、単一のアクセサーを定義すれば、すべてのベクトル・エレメント
にアクセスできます。AddOperator の runLocally() 関数は、次のコード例に示すよ
うに作成されます。
表 25. runLocally() コードの中の可変長ベクトル・フィールドへのアクセサー
コメント

コード
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);

8
9

APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
*totalOutAcc = 0;
field1OutAcc.setVectorLength(field1InAcc.vectorLength());

13

for (int i = 0; i < field1InAcc.vectorLength(); i++)
{
*totalOutAcc = *totalOutAcc + field1InAcc[i];
field1OutAcc[i] = field1InAcc[i];
}

14
16
17

outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}
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7

入力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読取専用のアクセサ
ーを定義します。

8-9

出力インターフェース・スキーマのフィールドに対し、読み取り/書き込み
のアクセサーを定義します。

12

出力レコードの total をクリアします。出力レコードのすべての数値フィー
ルドの初期値は、既に 0 または NULL (フィールドが NULL 可能であれ
ば) になっています。このステートメントは、コードを明確にするためにの
み含まれています。

13

出力レコードの可変長ベクトル・フィールドの長さを設定します。

14

入力ベクトルのエレメントを出力の total フィールドに加算する、for ルー
プを作成します。APT_InputAccessorToInt32::vectorLength() は、ベクトル・
フィールドの長さを返します。
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16

APT_InputAccessorToInt32::operator*、APT_InputAccessorToInt32::operator[]、
および APT_OutputAccessorToInt32::operator* を使用して、フィールド・ア
クセサーを間接参照し、ベクトル・エレメントの値にアクセスします。
同等のメンバー関数を使用して、入力および出力レコードのフィールドにア
クセスすることもできます。そのような関数を使用して、行 16 を書き直す
と次のようになります。totalOutAcc.setValue(totalOutAcc.value() +
field1InAcc.valueAt(i));

17

入力ベクトルのエレメント i を、出力ベクトルのエレメント i にコピーし
ます。また、フィールド値を書き込むために、次の同等のステートメントを
使用することもできます。field1OutAcc.setValueAt(i,
field1InAcc.valueAt(i));

フィールド・アクセサーの使用 - NULL 可能フィールド
フィールドの NULL 可能性は、フィールドに NULL を含めることができるかどう
かを定義します。NULL を含むフィールドは、値を含みません。
例えば、レコード・スキーマに年齢フィールドが含まれるデータ・セットがあると
します。特定のレコードの年齢フィールドが NULL であれば、そのレコードに対応
する個人の年齢は不明ということになります。
レコード・フィールドの処理の一環として、NULL を検出して適切なアクションを
行うことができます。例えば、NULL のフィールドを計算から除外したり、エラー
状態をシグナル通知したり、あるいは、何か別のアクションを行うことができま
す。
NULL 可能フィールドを認識するには、インターフェースのフィールドは NULL
可能と定義されている必要があります。フィールドのインターフェース仕様にキー
ワード nullable を含めて、そのフィールドを NULL 可能にします。例えば、次の
図に示したオペレーターのすべてのフィールドは、NULL 可能です。

図 33. nullable フィールド情報を持つ AddOperator

次のコード例は、AddOperator の describeOperator() 関数です。
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表 26. describeOperator() スキーマ・コードの中の NULL 可能フィールド
コメント

コード
APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (field1:nullable int32;"
"field2:nullable int32)",0);
setOutInterfaceSchema("record (field1:nullable int32;"
"field2:nullable int32)",0);

6
7

return APT_StatusOk;
}

6

入力 0 のインターフェース・スキーマのすべてのフィールドは NULL 可能
であると指定します。インターフェース・スキーマのフィールドを個別に
NULL 可能に指定することも、あるいは、すべてのフィールドを NULL 可
能に指定することもできます。

7

出力インターフェース・スキーマのすべてのフィールドを NULL 可能と指
定します。出力データ・セットの最初のレコードの場合、
APT_OutputCursor::putRecord() への各呼び出しのあとで、すべての NULL
可能出力フィールドの NULL インジケーターが設定され、フィールドに
NULL が含まれるとマーク付けされます。出力フィールドに値を書き込む
と、NULL インジケーターはクリアされます。

オペレーターへの入力フィールドに NULL が含まれ、対応するオペレーター・イン
ターフェース・フィールドは NULL 可能でなければ、InfoSphere DataStage は致命
的エラーを発行し、アプリケーションを異常終了させます。この場合、ビュー・ア
ダプターを使用して、致命的エラーの発生を防ぐことができます。
入力および出力の両方のアクセサーに、NULL を処理するメンバー関数が含まれま
す。入力アクセサーには、次の関数を使用します。
isNull()
アクセサーが NULL を含むフィールドを参照すると、true を返します。
isNullAt()
アクセサーが NULL を含むベクトル・エレメントを参照すると、true を返
します。
isNullable()
アクセサーが NULL 可能フィールドを参照すると、true を返します。
出力アクセサーには、次の関数を使用します。
isNull()
アクセサーが NULL を含むフィールドを参照すると、true を返します。
isNullAt()
アクセサーが NULL を含むベクトル・エレメントを参照すると、true を返
します。
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isNullable()
アクセサーが NULL 可能フィールドを参照すると、true を返します。
clearIsNull()
アクセサーが参照したフィールドの NULL インジケーターをクリアし、そ
のフィールドにデフォルト値を設定します。isNullable() が false を返した場
合、clearIsNull() は何も行いません。
出力データ・セットの最初のレコードの場合、
APT_OutputCursor::putRecord() への各呼び出しのあとで、新規出力レコード
のすべての NULL 可能出力フィールドの NULL インジケーターが設定さ
れ、フィールドに NULL が含まれるとマーク付けされます。出力フィール
ドに値を書き込むと、NULL インジケーターはクリアされます。したがっ
て、通常は clearIsNull() を呼び出す必要はありません。
clearIsNullAt()
アクセサーが参照したベクトル・エレメントの NULL インジケーターをク
リアし、そのフィールドの値を、フィールドのタイプのデフォルト値に設定
します。
setIsNull()
アクセサーが参照したフィールドの NULL インジケーターを設定し、フィ
ールドに NULL が含まれるとマーク付けします。setIsNull() は、
isNullable() が true を返すことを必要とします。
最初は、すべての NULL 可能出力フィールドの NULL フラグは設定され
ているため、出力フィールドに有効なデータを書き込み、あとでそのフィー
ルドを NULL に設定する場合にのみ setIsNull() を呼び出す必要がありま
す。
setIsNullAt()
アクセサーが参照したベクトル・エレメントの NULL インジケーターを設
定し、フィールドに NULL が含まれるとマーク付けします。
通常は、入力および出力のアクセサーの operator* メンバー関数を使用して、フィ
ールドの値を取得します。入力アクセサーの場合、NULL を含んだフィールドに
operator* を使用すると、要件違反を引き起こし、アプリケーションが異常終了され
ます。したがって、最初に、入力フィールドにアクセスする前に、isNull() を使用し
て、NULL 可能入力フィールドに NULL が含まれるかどうかを判別する必要があ
ります。
出力アクセサーの場合、operator* を呼び出すと、常に、NULL 可能フィールドの
NULL インジケーターがクリアされ、フィールドに有効なデータが含まれるとマー
ク付けされます。必要であれば、setIsNull() を使用して、出力フィールドに明示的に
NULL インジケーターを設定できます。
入力フィールドで検出された NULL の処理をどのように選択するかや、出力フィー
ルドに NULL を設定する条件は、オペレーターのロジックによって決まります。多
くの場合、入力フィールドの中の NULL は、出力まで伝搬されます。例えば、次の
コード例は、AddOperator の APT_Operator::runLocally() です。
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表 27. runLocally() コードの中の NULL 可能フィールドの処理
コメント

コード
APT_Status AddOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);
APT_InputAccessorToInt32 field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 field2InAcc("field2", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 field2OutAcc("field2", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 totalOutAcc("total", &outCur);
while (inCur.getRecord())
{
if (!field1InAcc.isNull())
*field1OutAcc = *field1InAcc;

14
16

if (!field2InAcc.isNull())
*field2OutAcc = *field2InAcc;

18

if (!field1InAcc.isNull() && !field2InAcc.isNull())
*totalOutAcc = *field1InAcc + *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;

20
}

14

field1InAcc.isNull() を使用して、field1 に NULL が含まれるかどうかを判別
します。含まれなければ、出力レコードにコピーします。

16

field2 に NULL が含まれるかどうかを判別します。含まれなければ、出力
レコードにコピーします。

18

field1 と field2 の両方に有効なデータが含まれていれば、加算を行います。
合計を書き込むと、フィールドの NULL インジケーターはクリアされま
す。

20

APT_OutputCursor::putRecord() を呼び出して、出力レコードを書き込みま
す。

フィールド・アクセサーの使用 - string および ustring フィールド
string データ・タイプ・フィールドおよび ustring データ・タイプ・フィールドは、
固定長または可変長の文字ストリングを含みます。
クラス APT_String を使用して string フィールドを定義し、クラス APT_UString を
使用して ustring フィールドを定義します。両方のクラスのストリングは、NULL
で終了しません。つまり、ストリングは常に明示的に長さを持ちます。ストリング
は NULL 文字を含むことができます。
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APT_String クラス・インターフェースおよび APT_UString クラ
ス・インターフェース
これらのインターフェースを使用して、1 バイト文字データとマルチバイト文字デ
ータを処理します。
APT_String は、1 バイト文字データの処理に使用される string スキーマ・フィール
ドの値タイプを表します。APT_String は、その内容を簡潔な char 配列に保管しま
す。ストリングは、バイト比較を使用してソートされます。APT_String は、すべて
のストリームは 8 ビット文字のシーケンスで、変換は行われていないとみなしま
す。
APT_UString は、マルチバイトの Unicode 文字データの処理に使用される ustring
スキーマ・フィールドの値タイプを表します。これは、その内容を UChar 配列に保
管します。UChar は、ICU ヘッダー・ファイル unicode/utf.h の中に定義され、その
実装は、オペレーティング・システムに依存します。ストリングは、照合サービス
を使用してソートされます。APT_UString は、UTF-8 エンコードのストリームから
の入力、および UTF-8 エンコードのストリームへの出力に、変換サービスを使用し
ます。
ヘッダー・ファイル basicstring.h、string.h、および ustring.h に、APT_String
および APT_UString クラス・インターフェース関数の説明が含まれています。ま
た、ヘッダー・ファイル unicode_utils.h も参照してください。
タイプ APT_String または APT_UString のフィールドは、フィールド・アクセサー
APT_InputAccessorToString または APT_InputAccessorToUString、および
APT_OutputAccessorToString または APT_OutputAccessorToUString を使用してアク
セスします。一度アクセサーを定義して初期化したら、間接参照演算子 -> を使用
する間接アドレッシングを使用して、APT_String または APT_UString のメンバー
関数を呼び出し、フィールドを処理します。
クラス・メンバー関数から、APT_String および APT_UString によって、operator=
を使用して string フィールドをコピーし、operator==、operator!=、isEqualCI()、その
他の関数を使用して string フィールドを比較できることが分かります。また、これ
らのクラスには、string フィールドの内容と長さにアクセスするメンバー関数も含ま
れます。
次のコードでは、string フィールドへの入力アクセサーを作成し、そのあと、アクセ
サーを使用して、APT_String のメンバー関数を呼び出します。
APT_InputAccessorToString field1InAcc("field1", &inCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_Int32 fieldLen = field1InAcc->length();
const char * buffer = field1InAcc->content();
. . .
}

次の図は、インターフェース・スキーマの中に可変長 ustring フィールドと固定長
string フィールドを含むオペレーターを示しています。
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図 34. 可変長 string フィールドを持つ StringOperator

次の表のコードは、StringOperator の describeOperator() 関数です。
表 28. describeOperator() コードの中の、string および ustring データ・タイプへのアクセサー
コメント

コード

3
4

APT_Status AddOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);

5
6

setInputInterfaceSchema("record (field1:ustring;field2:string[10])",0);
setOutputInterfaceSchema("record (field1:ustring;field2:string[10])",0);
return APT_StatusOk;
}

3

入力データ・セットの数を 1 に設定します。

4

出力データ・セットの数を 1 に設定します。

5

入力 0 のインターフェース・スキーマを指定します (入力データ・セット
の番号は 0 から始まります)。インターフェース・スキーマを含んだストリ
ングを引数として APT_Operator::setInputInterfaceSchema() に渡すことができ
ます。

6

出力 0 のインターフェース・スキーマ (最初の出力データ・セット) を指定
します。

runLocally() 関数は、どのように StringOperator が作成されるかを示しています。
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表 29. runLocally() の中の string および ustring フィールド処理のコード例
コメント

コード
APT_Status StringOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToUString field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToString field2InAcc("field2", &inCur);

9
10

APT_OutputAccessorToUString field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToString field2OutAcc("field2", &outCur);

13
14
15
16

while (inCur.getRecord())
{
APT_Int32 fieldLen = field1InAcc->length();
const UChar * buffer = field1InAcc->content();
field1OutAcc->assignFrom(buffer, fieldLen);
*field2OutAcc = *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

APT_InputAccessorToUString および APT_InputAccessorToString を使用し
て、入力ストリング・アクセサーを定義します。
タイプ APT_UString または APT_String のフィールドへのアクセサーをセ
ットアップしたあと、APT_UString または APT_String のメンバー関数を使
用して、フィールドを操作できます。アクセサーはポインターの一種である
ため、それを使用して APT_UString または APT_String メンバー関数を呼
び出せます。このときに、間接参照演算子 - > を使用します。

9-10

APT_OutputAccessorToUString および APT_OutputAccessorToString を使用し
て、出力ストリング・アクセサーを定義します。

13

可変長 ustring フィールドの中のコード・ポイント数を判別します。

14

ustring フィールドの内容を指すポインターを返します。ustring フィールド
は NULL で終了するとは定義されていないため、フィールドの長さも必要
になります。

15

ustring の長さも含めて、バッファーを出力フィールドにコピーします。デ
フォルトでは、出力データ・セットの中の可変長 ustring フィールドの長さ
は 0 です。フィールドへの書き込みの一環として、ustring の長さを設定す
る必要があります。

16

固定長入力ストリング・フィールドを、直接、出力ストリング・フィールド
にコピーします。
入力固定長ストリングが出力固定長ストリングよりも長ければ、入力ストリ
ングは出力の長さに切り捨てられます。入力ストリングの方が短ければ、出
力ストリングは、デフォルトで、出力ストリングの長さまでゼロが埋め込ま
れます。setPadChar() を呼び出して、別の埋め込み文字を指定できます。
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ストリング・フィールドの固定長および可変長ベクトルの処理は、数値データ・タ
イプのベクトルの場合と同様です。

Unicode ユーティリティー
Unicode ユーティリティー関数は、ヘッダー・ファイル unicode_utils.h に説明さ
れています。
Unicode ユーティリティー関数には、次のカテゴリーの文字セット変換関数が含ま
れます。
v UTF-8 文字セット変換関数
v OS 文字セット変換関数
v 入力文字セット変換関数
v インバリアント ASCII 文字セット変換関数
v ユーザー指定の文字セット変換関数
Unicode ユーティリティー関数には、ストリング処理関数、文字タイプ関数、ファ
イル関連関数も含まれます。これらの関数は、特に明示されていない限り、char と
UChar の両方の引数を受け入れます。
一部の APT_UString 比較メソッドは、照合シーケンスを受け入れます。
<、>、<=、および => 演算子もまた、デフォルト以外のシーケンスが使用可能であ
れば、照合シーケンスを使用します。デフォルトの照合シーケンスは、バイト比較
を使用します。

APT_UString 比較メソッド
次のメソッドは、照合シーケンスを受け入れます。
CompareResult compare(const APT_BASICString& str,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq* seq=0) const;
CompareResult compare(const C* str, APT_Int32 len,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq* seq = 0) const;
CompareResult compare(const C* str, CaseMatch c=eCaseSensitive,
const APT_CollationSeq* seq = 0) const;
bool equivalent(const APT_BasicString& str,
CaseMatch c=eCaseSensitive, const APT_CollationSeq *seq = 0) const;
APT_int32 transform(C* newData, APT_Int32 length,
bool caseInsensitive = false, APT_Int32 strLen = -1,
const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
APT_Int32 transformLength(const APT_CollationSeq* seq = NULL,
bool caseInsensitive = false) const;
bool isTransformNecessary(const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
void setCollationSeq(APT_CollationSeq* col);
const APT_CollationSeq* getCollationSeq
(const APT_CollationSeq* seq = NULL) const;
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フィールド・アクセサーの使用 - RAW フィールド
RAW フィールド (型のない連続バイトの集合) と、位置合わせされた RAW フィ
ールド (最初のバイトが指定されたアドレス境界に位置合わせされた特別タイプの
RAW フィールド) を作成できます。
RAW および位置合わせされた RAW フィールドは、固定長または可変長であるこ
とができます。

APT_RawField クラス・インターフェース
RAW フィールドと位置合わせされた RAW フィールドの両方について、クラス
APT_RawField を使用してこれらのフィールドを定義します。このクラスは、これら
のフィールドを操作するメンバー関数を提供します。
APT_RawField クラス・インターフェース関数の説明は、ヘッダー・ファイル
rawfield.h を参照してください。
タイプ APT_RawField のフィールドは、フィールド・アクセサー
APT_InputAccessorToRawField および APT_OutputAccessorToRawField を使用してア
クセスできます。アクセサーを定義して初期化したあと、間接参照演算子 > を使用
する間接アドレッシングを使用して、APT_RawField のメンバー関数を呼び出し、フ
ィールドを処理します。
operator= を使用して APT_RawField オブジェクトに割り当てることができるほか
に、operator==、operator!=、およびその他の関数を使用して APT_RawField オブジ
ェクトを比較することもできます。APT_RawField もまた、RAW フィールドの内容
にアクセスするメンバー関数を含みます。
例えば、次のコードでは、RAW フィールドへの入力アクセサーを作成し、そのあ
と、アクセサーを使用して、APT_RawField のメンバー関数を呼び出します。
APT_InputAccessorToRawField field1InAcc("field1", &inCur);
while (inCur.getRecord())
{
APT_UInt32 fieldLen = field1InAcc->length();
const void * buffer = field1InAcc->content();
. . .
}

次の図は、インターフェース・スキーマの中に可変長 RAW フィールドと固定長
RAW フィールドを含むオペレーターを示しています。
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図 35. RawOperator オペレーターと固定長 RAW フィールド

RawOperator の runLocally() 関数は、次に示すように作成されます。
表 30. runLocally() コードの中の RAW フィールドの処理
コメント

コード
APT_Status RawOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToRawField field1InAcc("field1", &inCur);
APT_InputAccessorToRawField field2InAcc("field2", &inCur);

9
10

APT_OutputAccessorToRawField field1OutAcc("field1", &outCur);
APT_OutputAccessorToRawField field2OutAcc("field2", &outCur);

13
14

while (inCur.getRecord())
{
APT_UInt32 fieldLen = field1InAcc->length();
const void * buffer = field1InAcc->content();

15
16

field1OutAcc->assignFrom(buffer, fieldLen);
*field2OutAcc = *field2InAcc;
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8

APT_InputAccessorToRawField を使用して、入力 RAW アクセサーを定義し
ます。
一度、タイプ APT_RawField のフィールドへのアクセサーをセットアップ
したら、APT_RawField のメンバー関数を使用して、フィールドを操作でき
ます。アクセサーはポインターの一種であるため、それを使用して
APT_RawField メンバー関数を呼び出せます。このときに、間接参照演算子
- > を使用します。
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9-10

APT_OutputAccessorToRawField を使用して、出力 RAW アクセサーを定義
します。

13

APT_RawField::length() を使用して、可変長 RAW フィールドのバイト数を
返します。

14

APT_RawField::content() を使用して、RAW フィールドの内容へのポインタ
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ーを返します。返されたポインターのタイプは void* です。RAW フィール
ドは NULL で終了するとは定義されていないため、フィールドの長さも必
要になります。
15

処理のあと、APT_RawField::assignFrom() を使用して、フィールド長も含め
て、結果を出力 RAW フィールドにコピーします。フィールドへの書き込
みの一環として、長さを設定する必要があります。デフォルトでは、出力デ
ータ・セットの中の可変長 RAW フィールドの長さは 0 です。

16

APT_OutputAccessorToRawField::operator* を使用して、入力固定長 RAW フ
ィールドを、直接、出力フィールドにコピーします。出力フィールドが読み
取り/書き込みであるため、その場で RAW フィールドを処理できます。

固定長または可変長のどちらでも、RAW フィールドのベクトルの処理は、数値デ
ータ・タイプのベクトルの場合と同様です。

フィールド・アクセサーの使用 - Date、Time、Timestamp フィー
ルド
Date、Time、または Timestamp を含むフィールドにアクセスできます。
次のクラスを使用して、これらのデータ・タイプを表します。
v APT_Date
v APT_Time
v APT_TimeStamp
これらのタイプのレコード・フィールドにアクセスするには、次のアクセサーを使
用します。
表 31. Date、Time、および Timestamp フィールド・アクセサー・クラス
フィールド・
タイプ
入力アクセサー・クラス

出力アクセサー・クラス

Date

APT_InputAccessorToDate

APT_OutputAccessorToDate

Time

APT_InputAccessorToTime

APT_OutputAccessorToTime

Timestamp

APT_InputAccessorToTimeStamp

APT_OutputAccessorToTimeStamp

これらのフィールドの 1 つへのアクセサーを定義したあと、間接参照演算子 -> を
使用して、対応するクラスのメンバー関数を呼び出して、フィールドを処理しま
す。
例えば、次の図は、インターフェース・スキーマの中に Date フィールドを含むオ
ペレーターを示しています。
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図 36. インターフェース・スキーマに Date フィールドを含むオペレーター

DateOperator の runLocally() 関数は、次の表に示すように作成されます。
表 32. runLocally() コードの中の Date フィールドの処理
コメント

コード
APT_Status DateOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7

APT_InputAccessorToDate field1InAcc("field1", &inCur);

8

APT_OutputAccessorToDate field1OutAcc("field1", &outCur);

9

APT_Date cutoffDate(1997, 01, 01);
while (inCur.getRecord())
{
if (*field1InAcc < cutoffDate)
{
int year = field1InAcc->year();
int month = field1InAcc->month();
int day = field1InAcc->day();
. . .
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7

入力 Date フィールドへの入力アクセサーを作成します。

8

出力 Date フィールドへの出力アクセサーを作成します。

9

APT_Date のインスタンスである cutoffDate を作成し、それを 1/1/97 に初
期化します。

フィールド・アクセサーの使用 - アグリゲート・フィールド
アグリゲートは、C の構造体および共用体のようなフィールドの集合です。
アグリゲートは次から構成されます。
v サブレコード
v タグ付きアグリゲート
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アグリゲートをデータ・セットのレコード・スキーマの一部として定義する場合、
フィールド・アクセサーを定義して、アグリゲートのフィールドを参照できます。
次の図は、インターフェース・スキーマの中に、サブレコードおよびタグ付きアグ
リゲート・フィールドを含むオペレーターを示しています。

図 37. インターフェース・スキーマにサブレコードおよびタグ付きアグリゲート・フィールド
を含むオペレーター

アグリゲート・フィールドのエレメントにアクセスするには、次へのアクセサーを
定義する必要があります。
v アグリゲートの各エレメント
v タグ付きアグリゲートのタグ
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表 33. runLocally() コードの中のアグリゲート・フィールドの処理
コメント

コード
APT_Status AggregateOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputAccessorToInt32 aSubField1In("a.aSubField1", &inCur);
APT_InputAccessorToSFloat aSubField2In("a.aSubField2", &inCur);

9
10
11
12

APT_InputTagAccessor bTagIn;
inCur.setupTagAccessor("b", &bTagIn);
APT_InputAccessorToString bTaggedField1In("b.bTaggedField1", &inCur);
APT_InputAccessorToInt32 bTaggedField2In("b.bTaggedField2", &inCur);

13
14

APT_OutputAccessorToInt32 aSubField1Out("a.aSubField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToSFloat aSubField2Out("a.aSubField2", &outCur);

15

APT_OutputTagAccessor bTagOut;

16
17

outCur.setupTagAccessor("b", &bTagOut);
APT_OutputAccessorToString bTaggedField1Out(
"b.bTaggedField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToInt32 bTaggedField2Out(
"b.bTaggedField2", &outCur);

18

while (inCur.getRecord())
{
*aSubField1Out = *aSubField1In;
*aSubField2Out = *aSubField2In;
switch(bTagIn.tag())
{

23

case 0:
bTagOut.setTag(0);
*bTaggedField1Out = *bTaggedField1In;
break;
case 1:
bTagOut.setTag(1);
*bTaggedField2Out = *bTaggedField2In;
break;

26
27

}
default:
APT_ASSERT(0);
35
}
outCur.putRecord();
}
return APT_StatusOk;
}

7-8
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サブレコードの入力アクセサー・エレメントを定義します。アグリゲートの
フィールドは、C 構造体のエレメントとほぼ同じように、ドット区切り参照
を使用して参照することに注意してください。
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一度、サブレコード・アグリゲート・エレメントのアクセサーを定義した
ら、通常フィールドにアクセスするのと同様に、サブレコード・アグリゲー
トのフィールドにアクセスします。
9-12

タグ付きアグリゲートのタグ・アクセサーとアクセサー・エレメントを定義
します。

13-14

出力サブレコードのフィールドの出力アクセサーを定義します。

15-18

出力タグ付きアグリゲートのタグ・アクセサーとアクセサー・エレメントを
定義します。

23

アクティブ・タグ・エレメントを判別します。タグ付きアグリゲートの場
合、タグ付きアグリゲートの 1 つのエレメントしか同時にはアクティブに
できません。入力データ・セットの場合、タグ・アクセサーを使用して、現
在アクティブであるエレメントを判別します。

25

出力タグ付きフィールドのタグを設定します。出力レコードの場合、タグ付
きフィールドのデータ・タイプを指定するために、タグを設定する必要があ
ります。出力データ・セットのレコードごとにタグを変更できますが、デー
タが破棄される可能性があります。一度レコードのタグを設定したら、それ
を変更しないことをお勧めします。

26

入力フィールドを出力フィールドにコピーします。

35

タグ値が 0 でも 1 でもない場合、マクロ APT_ASSERT(0) を使用して、
アサーション障害を生成します。これは、フィールド b が 2 つのエレメン
トしか持たないように定義されているため、タグが無効値を持っていること
を意味します。この状態は発生してはならないものです。したがって、アサ
ーションを使用して、それを処理します。

サブレコード・フィールドのベクトルへのアクセス
サブレコード・フィールドのベクトルを定義できます。サブレコードのベクトルの
エレメントを繰り返すには、サブカーソルと呼ばれる一種のカーソルを使用する必
要があります。
ただし、入力または出力レコードを識別するにはカーソルを、また、サブレコード
の個々のフィールドを参照するにはアクセサーを使用する必要があります。
カーソルおよびアクセサーと同じように、入力データ・セット用と出力データ・セ
ット用の 2 種類のサブカーソルがあります。次のクラスを使用して、サブカーソ
ル・オブジェクトを定義します。
APT_InputSubCursor
入力データ・セット内のサブレコードのベクトルに対する反復アクセスを提
供します。
APT_OutputSubCursor
出力データ・セット内のサブレコードのベクトルに対する反復アクセスを提
供します。
サブカーソルを初期化するときに、サブレコード・ベクトルの最初のエレメントを
参照するように設定されます。両方のサブカーソル・クラスは、ベクトルの中のサ
ブカーソルの位置を操作するためのメンバー関数 next()、prev()、setPosition()、およ
び vectorLength() を含みます。さらに、APT_OutputSubCursor には、出力データ・
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セットの中の可変長サブレコード・ベクトルの長さを変更するために使用できる、
メンバー関数 setVectorLength() があります。
サブカーソルは、入力または出力カーソル位置からの相対位置で、ベクトル・エレ
メントを参照します。サブカーソルの初期化の一環として、それを入力または出力
カーソルにバインドします。APT_InputCursor::getRecord() を使用して入力カーソル
を次の入力レコードに更新するか、APT_OutputCursor::putRecord() を使用して出力カ
ーソルを次の出力レコードに更新すると、バインドされたすべてのサブカーソル
が、サブカーソルが関連付けられたベクトルの最初のエレメントにリセットされま
す。
次の図は、サブレコードのベクトルを含むオペレーターを示しています。

図 38. サブレコードのベクトルを含むオペレーター

サブレコード・ベクトルのエレメントにアクセスするには、次を定義する必要があ
ります。
v サブレコードの各エレメントへのアクセサー
v 各サブレコード・ベクトルへのサブカーソル
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表 34. runLocally() コードの中のサブレコード・ベクトル・フィールドの処理
コメント

コード
APT_Status SubrecordVectorOperator::runLocally()
{
APT_InputCursor inCur;
APT_OutputCursor outCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
setupOutputCursor(&outCur, 0);

7
8

APT_InputSubCursor inSubCur("a", &inCur);
APT_OutputSubCursor outSubCur("a", &outCur);

9

APT_InputAccessorToInt32 aSubField1In("a.aSubField1", &inCur);
APT_InputAccessorToSFloat aSubField2In("a.aSubField2", &inCur);
APT_OutputAccessorToInt32 aSubField1Out("a.aSubField1", &outCur);
APT_OutputAccessorToSFloat aSubField2Out("a.aSubField2", &outCur);

12

while (inCur.getRecord())
{
for (int i = 0; i < inSubCur.vectorLength(); i++)
{
*aSubField1Out = *aSubField1In;
*aSubField2Out = *aSubField2In;
inSubCur.next();
outSubCur.next();
}

13
15
17
18
19
20

outCur.putRecord();

22
}

return APT_StatusOk;
}

7

APT_InputSubCursor のインスタンスである、inSubCur を定義します。サブ
レコード・ベクトル・フィールドのエレメントにアクセスするには、アグリ
ゲート・ベクトルのサブカーソルと、アグリゲートの各エレメントのフィー
ルド・アクセサーを定義する必要があります。
コンストラクターに、サブカーソルがアクセスするサブレコード・フィール
ドの名前と、サブカーソルが使用する入力カーソルを渡します。
入力カーソルと異なり、入力サブカーソルは、最初から有効であるとして開
始します。

8

APT_OutputSubCursor のインスタンスである、outSubCur を定義します。

9-12

入力および出力アクセサーを作成します。

13

APT_InputRecord::getRecord() を呼び出して入力カーソルを初期化し、最初
の入力レコードを指すようにします。この関数は、また、入力カーソルにバ
インドされたすべてのサブカーソルをリセットして、サブレコード・ベクト
ルの最初のエレメントを参照するようにします。

15

すべてのベクトル・エレメントに指標を付ける、for ループを作成します。
APT_InputSubCursor::vectorLength() を使用して、入力ベクトルの長さを返し
ます。

17

最初の入力サブレコード・フィールドを出力にコピーします。

18

2 番目の入力サブレコード・フィールドを出力にコピーします。
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19

APT_InputSubCursor::next() を使用して、入力サブカーソルを増分して、ベ
クトルの次のエレメントを指すようにします。

20

APT_OutputSubCursor::next() を使用して、出力サブカーソルを増分して、ベ
クトルの次のエレメントを指すようにします。

22

APT_OutputCursor::putRecord() を使用して、出力レコードを書き込みます。
この呼び出しは、この出力カーソルにバインドされたすべての出力サブカー
ソルをリセットして、最初のベクトル・エレメントを参照するようにしま
す。

また、サブレコードのベクトルを定義して、それを、それ自体がベクトルまたはス
カラーのどちらかであるサブレコードの中でネストすることもできます。ネストさ
れたサブレコード・ベクトルについても、説明された同じ手順を使用します。
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第 9 章 パーティショナーの作成
APT_Operator から派生させて独自のオペレーター・クラスを作成する場合、オペレ
ーターがデータをどのようにパーティション化するかを直接制御できます。
派生させたパラレル・オペレーターの一部として提供されるパーティション方式を
使用したり、基本クラス APT_Partitioner から派生させてパーティション方式を定義
したりできます。新規 APT_Partitioner クラスを派生させたあと、派生したパーティ
ショナーを新規オペレーターに組み込みます。適切な場合には、使用するパーティ
ショナー・クラスのライブラリーをビルドすることもできます。この方法を使用す
れば、異なる形式のオペレーターでもオペレーターのデータのパーティション方式
が違っているだけの場合に、オペレーターとパーティショナーをミックス・アン
ド・マッチできます。
新規パラレル・オペレーターを派生させるときに、オペレーターが使用するパーテ
ィション方式を選択できます。キーのないパーティション方式の「任意」、「ラウ
ンドロビン」、「ランダム」、「同一」、および「全体」は、直接サポートされま
す。パーティショナーの場合、パーティション方式「任意」は、使用可能な中で最
も効率的なパーティショナーとして実装されます。現在、それは「同一」または
「ラウンドロビン」です。これらの方式の 1 つを使用するには、派生したオペレー
ターの APT_Operator::describeOperator() 関数の中に、
APT_Operator::setPartitionMethod() への呼び出しを含めます。
キーを使用するパーティション方式の「フィールドによるハッシュ」には、パーテ
ィショナー・クラス APT_HashPartitioner があります。これによって、1 つ以上の整
数または数値ストリング・フィールドに基づいて、レコードをハッシュできます。
また、キーを使用するパーティション方式の「モジュラス」には、パーティショナ
ー・クラス APT_ModulusPartitioner があります。パーティションは、パーティショ
ン数のモジュロの数値キー・フィールドに基づきます。これは「フィールドによる
ハッシュ」に類似していますが、簡単な計算が含まれます。
「範囲」パーティション方式には、パーティショナー・クラス APT_RangePartitioner
があります。
新規パーティション方式を派生させたり、上述の方式の 1 つを変化させたりする場
合、APT_Partitioner からパーティショナー・クラスを派生させることができます。
派生したオペレーターにパーティション方式を設定するには、メンバー関数
APT_Operator と APT_Partitioner の両方を使用します。この機能によって、パーテ
ィションおよびソート要件を指定できます。指定に基づいて、適切なコンポーネン
トがデータ・フローに挿入されます。この機能によって、オペレーターのユーザー
が並列処理の問題を扱わずに正しいデータ・フローを作成できます。
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パーティションの保持フラグの設定
派生したオペレーターのいくつかは、出力データ・セットを処理する順序を注意深
く決定しています。
データ・セットを処理する次のオペレーターがデータ・セットを再度パーティショ
ン化しないように、派生したオペレーターの出力データ・セットのパーティション
を保持する場合、出力データ・セットの中にパーティションの保持フラグを設定し
ます。通常、パーティションの保持は、APT_PartitionSortOperator といったオペレー
ターに設定されます。APT_PartitionSortOperator は出力データ・セットの中にソート
されたパーティションを作成します。
APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドの一環として、protected メンバー
関数 setPreservePartitioningFlag() および clearPreservePartitioningFlag() を使用して、
派生したオペレーターの出力データ・セットの中に、パーティションの保持フラグ
を設定またはクリアできます。
これらの関数は、パーティションの保持フラグを操作する APT_DataSet のメンバー
関数よりも低い優先順位を持ちます。これらの関数は、APT_DataSet メンバー関数
よってフラグがまだ明示的に設定もクリアもされていない場合に限り、出力デー
タ・セットのパーティションの保持フラグを変更できます。APT_DataSet のメンバ
ー関数によって明示的に設定またはクリアされたパーティションをオペレーターが
変更しようとしても、無視されます。APT_Operator::describeOperator() のオーバーラ
イドの一環として、これらのメンバー関数への呼び出しを含めます。各出力デー
タ・セットに適合したメンバー関数を呼び出す必要があります。

パーティション方式の選択
関連付けられたオペレーターの特定のアクションに適合した、パーティション方式
を選択する必要があります。
「任意」、「ラウンドロビン」、および「ランダム」などの一部パーティション方
式は、パーティション化するレコード内の情報に頼ることはありません。その他
の、「フィールドによるハッシュ」といったパーティション方式は、レコードのフ
ィールドを使用して、レコードのパーティションを決定します。
場合によっては、オペレーターのユーザーがパーティション方式を定義できるオペ
レーターを作成することもできます。オペレーターのユーザーが選択できるように
するには、オペレーターに「任意」パーティション方式を指定します。

デフォルトのパーティション方式の使用
派生したオペレーターのデフォルトのパーティション方式は、「任意」です。
このパーティション方式を持つオペレーターは、特定の方式を指定しません。した
がって、フレームワークは、パフォーマンスを最適化するどのような方式によって
も入力データ・セットをパーティション化できます。
「任意」パーティション方式を使用するもう 1 つの利点は、オペレーターのユーザ
ーがパーティション方式をオーバーライドできることです。例えば、実行時に処理
される実際のデータ・セットと固く結びついたパーティション方式を持つオペレー
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ターを作成することがあります。「任意」パーティション方式を指定することによ
って、オペレーターのインスタンスごとにパーティション方式を変更できます。
関数 APT_DataSet::partitionMethod() は、「任意」パーティション方式を使用するオ
ペレーターの場合は APT_Operator::eAny を返します。

キーのないパーティション方式の使用
派生したオペレーターの中で、キーのないパーティション方式の「ラウンドロビ
ン」、「ランダム」、「同一」、または「全体」を使用できます。
これらのパーティション方式はビルトインです。これらのパーティション方式のい
ずれかを使用するには、派生したオペレーターの APT_Operator::describeOperator()
関数の中に、APT_Operator::setPartitionMethod() への呼び出しを含めます。
APT_Operator::describeOperator() は、APT_Operator から派生させる場合にオーバー
ライドする必要のある、純粋仮想関数です。
APT_Operator::setPartitionMethod() の関数プロトタイプは、次の 2 つの引数を取り
ます。
void setPartitionMethod(APT_Operator::PartitionMethod pType,
int inputDS );

最初の引数 pType は、次の値の 1 つを使用して定義される、パーティション方式
を指定します。
v APT_Operator::eAny (デフォルト)
v APT_Operator::eRoundRobin
v APT_Operator::eRandom
v APT_Operator::eSame
v APT_Operator::eEntire
2 番目の引数 inputDS は、オペレーターへの入力データ・セットの数を指定しま
す。オペレーターへの入力データ・セットには 0 から始まる番号が付けられます。
例えば、単一入力データ・セットを取るオペレーターでラウンドロビン・パーティ
ションを使用するには、describeOperator() 関数の中に、次のステートメントを含め
ます。
setKind(APT_Operator::eParallel);
setPartitionMethod(APT_Operator::eRoundRobin, 0);

オペレーターに 2 つの入力データ・セットがあり、「ランダム」を使用してデー
タ・セットをパーティション化する場合、次の行を含めます。
setKind(APT_Operator::eParallel);
setPartitionMethod(APT_Operator::eRandom, 0); // input data set 0
setPartitionMethod(APT_Operator::eRandom, 1); // input data set 1

クラス APT_HashPartitioner の使用
クラス APT_HashPartitioner は、レコードの 1 つ以上のフィールドにハッシュ関数
を実行して、データ・セットをパーティション化します。

第 9 章 パーティショナーの作成
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APT_HashPartitioner は、パーティショナーへの入力として 1 つ以上の数値またはス
トリング・フィールドを指定できる、動的インターフェース・スキーマを使用しま
す。
次の図は、APT_HashPartitioner を使用するオペレーターを示しています。

図 39. APT_HashPartitioner

APT_HashPartitioner はインターフェース・スキーマを定義しません。
APT_HashPartitioner コンストラクターまたはメンバー関数
APT_HashPartitioner::setKey() を使用して、キー・フィールドを指定します。
APT_HashPartitioner のコンストラクターには、次の 2 つの多重定義があります。
APT_HashPartitioner();
APT_HashPartitioner(const APT_FieldList& fList);

最初の多重定義は、キー・フィールドを指定しないで、APT_HashPartitioner オブジ
ェクトを作成します。そのあと、setKey() を使用して、キー・フィールドを指定す
る必要があります。
コンストラクターの 2 番目の形式は、オペレーターの入力インターフェース・スキ
ーマからのキー・フィールドのリストを使用して、APT_HashPartitioner オブジェク
トを作成します。これらのフィールドは、RAW、Date、Timestamp など、どのよう
なフィールド・タイプでもかまいません。APT_HashPartitioner は、入力インターフ
ェース・スキーマから、各フィールドのデータ・タイプを判別します。
SortOperator は、入力として、2 つの整数フィールドと 1 つのストリング・フィー
ルドの、計 3 つのフィールドを必要とします。次の表のコードに示すように、パー
ティショナーのインターフェース・スキーマを describeOperator() 関数の中で指定で
きます。
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表 35. describeOperator() の中のパーティショナー・インターフェース・スキーマ
コメント

コード
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(field1:int32;
field2:int32;field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);

9
10
11

APT_HashPartitioner * hashPart = new APT_HashPartitioner;
hashPart->setKey("field1", "int32");
hashPart->setKey("field2", "int32");

12

setPartitionMethod(hashPart, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

9

デフォルトのコンストラクターを使用して、APT_HashPartitioner オブジェク
トを動的に割り振ります。
パーティショナー・オブジェクトは、describeOperator() の中で動的に割り振
られる必要があります。パーティショナーが必要なくなれば、フレームワー
クはパーティショナーを削除します。
setKey() を呼び出して、この APT_HashPartitioner オブジェクトのキー・フ
ィールドを指定する必要があります。

10

APT_HashPartitioner::setKey() を使用して、field1 を、この
APT_HashPartitioner オブジェクトのキー・フィールドとして指定します。
setKey() を使用して、フィールド名とフィールドのデータ・タイプの両方を
指定します。キー・フィールドがリストされる順序は重要ではありません。

11

field2 を、この APT_HashPartitioner オブジェクトのキー・フィールドとし
て指定します。

12

APT_Operator::setPartitionMethod() を使用して、hashPart を、このオペレー
ターのパーティショナーとして指定します。フレームワークはメモリーを要
求できるため、この関数を呼び出したあと、パーティショナーを削除しない
でください。
このパーティショナーにはビュー・アダプターを使用する必要がないため、
この関数はデフォルトのビュー・アダプターを作成して渡します。

このオペレーターを使用するアプリケーション開発者は、アダプターを使用して、
入力データ・セット・スキーマの中のデータ・セット・フィールドの名前とデー
タ・タイプを、入力インターフェース・スキーマと一致するように変換できます。
前の図で、データ・セット myDS は、ソート・オペレーターの入力です。アプリケ
ーション開発者は、myDS のフィールド a とフィールド b を、オペレーターの
field1 と field2 に変換することもできます。したがって、hash パーティショナー
は、フィールド a とフィールド b でレコードをパーティション化することになり
ます。
第 9 章 パーティショナーの作成
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クラス APT_RangePartitioner の使用
range パーティショナーは、1 つ以上のパーティション・キーに基づいてだいたい同
じサイズのパーティションにデータ・セットを分割します。
範囲パーティションでは、同じパーティション・キー値を持つすべてのレコードは
同じパーティションに割り当てられ、パーティションはほぼ同じサイズであること
が保障されます。つまり、すべてのノードは、データ・セットを処理するときに同
じ量の処理を行います。
クラス APT_RangePartitioner を使用して、このパーティション方式を実装します。
range パーティショナーがパーティション境界を決定するために、range パーティシ
ョナーに、範囲パーティション化されるデータ・セットのソートされたサンプルを
渡します。このソートされたサンプルは、通常のデータ・セットとしてではなく、
データ・ファイルの中に保管されます。range パーティショナーは、このサンプルか
ら、データ・セット全体のパーティション境界を決定できます。
通常、個別のジョブを使用して、データ・セットのソートされたサンプルを作成し
ます。ソートされたサンプルが用意できたら、次のいずれかを行うことができま
す。
v APT_RangePartitioner オブジェクトをインスタンス化し、それを派生したオペレー
ターに渡します。そのあと、APT_Operator::describeOperator() オーバーライドが
APT_Operator::setPartitionMethod() を使用して、オペレーターが
APT_RangePartitioner オブジェクトを使用するように構成します。
v オペレーター・コンストラクターまたはメンバー関数を使用して、ソートされた
サンプルへの参照をオペレーターに渡します。そのあと、ソートされたサンプル
を使用して、APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドの中に、
APT_RangePartitioner オブジェクトを動的に割り振ります。最後に、
APT_Operator::setPartitionMethod() を使用して、オペレーターが動的に割り振られ
た range パーティショナーを使用するように構成します。

APT_Partitioner クラス・インターフェース
APT_Partitioner クラスを使用して、独自のパーティション方式を作成します。
仮想関数 describePartitioner()、setupInputs()、および partitionInput() が、protected イ
ンターフェースの中に含まれています。これらの関数をオーバーライドする必要が
あります。純粋仮想関数 getPartitioningStyle() は public 関数で、これはオーバーラ
イドする必要があります。
APT_Partitioner クラス・インターフェース関数の説明は、ヘッダー・ファイル
partitioner.h を参照してください。

カスタム・パーティショナーの作成
カスタム・パーティショナーを作成するとき、特定の関数をオーバーライドする必
要があります。
v describePartitioner() は、パーティショナーのインターフェース・スキーマを定義
します。
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v setupInputs() は、パーティショナーが使用するフィールド・アクセサーを定義し
ます。
v partitionInput() は、パーティション・オペレーションを実行します。
v getPartitioningStyle() は、パーティション・スタイルを返します。
APT_Partitioner には、他に 2 つの関数が含まれます。public メンバー関数
initializeFromArgs() と、protected 関数 initializeFromArgs_() です。これらの関数を使
用して、引数リスト処理機能を使用可能に設定し、パーティショナーが osh を認識
するようにします。
パーティショナー・クラスの派生の一部として、エラーおよび警告状態を検出し、
その情報をユーザーに送り返すというサポートを含めることができます。

APT_Partitioner::describePartitioner() のオーバーライド
多くのパーティション方式は、レコードのフィールドを使用して、そのレコードの
パーティションを決定します。
これらのフィールドにアクセスするには、パーティショナーは、純粋仮想関数
describePartitioner() のオーバーライドによって定義される、インターフェース・スキ
ーマを持っている必要があります。
次の図は、インターフェース・スキーマとして hashField という名前の単一整数フ
ィールドを持つパーティショナーを示しています。

図 40. hashField パーティショナー

入力データ・セットの具象スキーマは、パーティショナーのインターフェース・ス
キーマと互換でなければなりません。この例では、両方のスキーマに、hashField と
いう名前の整数フィールドが含まれます。オペレーターの入力インターフェース・
スキーマがパーティショナーのスキーマと互換でない場合、アダプターを使用して
コンポーネントを変換できます。 viewAdaptedSchema() は、ビュー・アダプターを
通して推定された、データ・セットの具象スキーマを返します。
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パーティショナーがその方式の一部としてレコード・フィールドを使用しないので
あれば、パーティショナーはインターフェース・スキーマを定義する必要はありま
せん。この種のパーティショナーは、キーのないパーティショナーと呼ばれます。
それでも describePartitioner() へのオーバーライドを指定する必要がありますが、関
数は APT_StatusOk を返すにすぎません。

APT_Partitioner::setupInputs() のオーバーライド
パーティショナーのインターフェース・スキーマを設定したあと、フィールド・ア
クセサーを定義する必要があります。
フィールド・アクセサーは、データ・セットのレコード内のどのタイプのフィール
ドにも名前によるアクセスを提供します。フィールド・アクセサーは、通常、派生
したパーティショナー・クラスの private データ・メンバーとして定義されます。純
粋仮想関数 setupInputs() をオーバーライドして、フィールド・アクセサーを初期化
します。
次の図は、インターフェース・スキーマとして hashField という名前の単一整数フ
ィールドを定義するパーティショナーを示しています。

図 41. 単一整数スキーマとしての hashField

この例では、純粋仮想関数 setupInputs() をオーバーライドして、パーティショナー
が hashField のアクセスに使用する単一フィールド・アクセサーを初期化します。
パーティション方式がレコード・フィールドにアクセスしない場合でも setupInputs()
をオーバーライドする必要がありますが、これは APT_StatusOk を返すだけです。

APT_Partitioner::partitionInput() のオーバーライド
実際のパーティション・オペレーションを実行するには、純粋仮想関数
APT_Partitioner::partitionInput() をオーバーライドする必要があります。
APT_Partitioner::partitionInput() は、パーティション方式を定義するコードを含みま
す。次は、partitionInput() の関数プロトタイプです。
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virtual int partitionInput(int numPartitions) = 0;

関数 partitionInput() は、パーティション番号を入力データ・セットのレコードに割
り当てます。InfoSphere DataStage は、入力データ・セットの各レコードに対して
partitionInput() を呼び出します。それを直接呼び出すことはしません。引数
numPartitions は、そのレコードに使用可能なパーティション数を指定します。値
numPartitions は partitionInput() に渡されます。ここで、numPartitions は、正である
ことが保障されています。
partitionInput() のオーバーライドは、現行入力レコードのパーティションを示す整数
値を返す必要があります。この返された値は、次の要件を満たす必要があります。
0 <= returnValue < numPartitions

APT_Partitioner::getPartitioningStyle() のオーバーライド
パーティション・スタイルを返すには、純粋仮想関数
APT_Partitioner::getPartitioningStyle() をオーバーライドする必要があります。
APT_Partitioner::getPartitioningStyle() は、パーティション・スタイルを返します。次
は、getPartitioningStyle() の関数プロトタイプです。
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle getPartitioningStyle() const = 0;

例: パーティション方式の定義
この例は、オペレーターのパーティショナーの定義を示しています。
次の図は、レコードの整数フィールドに基づいて入力データ・セットをパーティシ
ョン化し、整数フィールドとストリング・フィールドに基づいてレコードをソート
するオペレーターを示しています。

図 42. 入力データのパーティション
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レコード hashField にアクセスするために、パーティショナーは 1 つのアクセサー
を定義します。オペレーターのパーティショナー・スキーマと入力インターフェー
ス・スキーマは、両方とも hashField という名前の整数フィールドを含みます。し
たがって、この 2 つは互換です。互換でない場合、ビュー・アダプターを作成し
て、インターフェース・スキーマを変換することもできます。
表の中のコードは、このオペレーターのパーティショナーである SortPartitioner の
派生を示しています。
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表 36. パーティショナー派生
コメント
2
4
5
7
9
10
11
12
13

15
17
18
19
20

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class SortPartitioner : public APT_Partitioner
{
APT_DECLARE_RTTI(SortPartitioner);
APT_DECLARE_PERSISTENT(SortPartitioner);
public:
SortPartitioner();
protected:
virtual APT_Status describePartitioner();
virtual APT_Status setupInputs(int numPartitions);
virtual int partitionInput(int numPartitions);
virtual APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
getPartitioningStyle()const;
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
InitializeContext context);
private:
APT_InputAccessorToInt32 hashFieldAccessor;
};
#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(SortPartitioner, sortpart, APT_UString(ARGS_DESC));
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(SortPartitioner, APT_Partitioner);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(SortPartitioner);

21

SortPartitioner::SortPartitioner()
{}

23

APT_Status SortPartitioner::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Partitioner::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

27

void SortPartitioner::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}

29

APT_Status SortPartitioner::describePartitioner()
{
setInputInterfaceSchema("record(hashField:int32;)");
return APT_StatusOk;
}

31

34
36

39
41
42
44

APT_Status SortPartitioner::setupInputs(int numPartitions)
{
setupInputAccessor("hashField", &hashFieldAccessor);
return APT_StatusOk;
}
int SortPartitioner::partitionInput(int numPartitions)
{
APT_UInt32 hashVal = APT_hash(*hashFieldAccessor);
return hashVal % numPartitions;
}
APT_PartitioningStyle::partitioningStyle
SortPartitioner::getPartitioningStyle() const
{
return APT_PartitioningStyle::eLocalKeys;
}
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2

SortPartitioner を APT_Partitioner から派生させます。

4

マクロ APT_DECLARE_RTTI() を組み込みます。このマクロは、実行時タ
イプ情報をサポートするために必要です。

5

マクロ APT_DECLARE_PERSISTENT() を組み込みます。このマクロは、永
続性のサポートのために必要です。このマクロは、永続性メカニズムが必要
とする APT_Persistent::serialize() 関数の宣言も挿入します。

7

SortPartitioner のデフォルトのコンストラクターを含めます。このコンスト
ラクターは、永続クラスに必要です。

9-13

APT_Partitioner 仮想関数の describePartitioner()、setupInputs()、partitionInput
()、getPartitioningStyle()、および initializeFromArgs_() をオーバーライドしま
す。

15

hashField にアクセスするためのフィールド・アクセサーである、
hashFieldAccessor を定義します。

17

パーティショナーに引数がある場合、ARGS_DESC ストリングの中に説明
を指定します。このストリングについてのドキュメンテーションは、
$APT_ORCHHOME/include/apt_util/argvcheck.h を参照してください。

18

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。

19

マクロ APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() を組み込みます。このマクロ
は、実行時タイプ情報をサポートするために必要です。

20

マクロ APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() を組み込みます。このマクロ
は、永続性のサポートのために必要です。

21

デフォルトのコンストラクターを宣言します。

23

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、引数からクラス・イン
スタンスに情報を転送して、その情報を osh が認識するようにします。こ
の関数についてのドキュメンテーションは、operator.h を参照してくださ
い。

27

関数 APT_Persistent::serialize() は、複雑な永続性を定義します。

29

純粋仮想関数 APT_Partitioner::describePartitioner() をオーバーライドしま
す。

31

APT_Partitioner::setInputInterfaceSchema() を使用して、このパーティショナ
ーへのインターフェースを指定します。パーティショナーのこのインターフ
ェース・スキーマは、単一整数フィールドから成ります。

34

純粋仮想関数 APT_Partitioner::setupInputs() をオーバーライドして、
SortPartitioner がレコードの必要なフィールドへのアクセスに使用する、フ
ィールド・アクセサーを初期化する必要があります。

36

APT_Partitioner::setupInputAccessor() を使用して、hashFieldAccessor を初期
化します。

39

実際のパーティション・オペレーションを実行するには、純粋仮想関数
APT_Partitioner::partitionInput() をオーバーライドする必要があります。
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APT_hash() を使用して、整数フィールドのハッシュ値を計算します。
APT_hash() は、指定されたハッシュ・キーのパーティション番号を返しま
す。

42

ハッシュ値モジュロ numPartitions を返します。ここで、numPartitions は、
InfoSphere DataStage によって渡されたものです。

44

純粋仮想関数 APT_Partitioner::getPartitioningStyle() をオーバーライドしま
す。

一度パーティショナーを定義したら、それを派生したオペレーターで使用できま
す。通常、APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドの中にパーティショナ
ーを定義します。
SortPartitioner を SortOperator で使用するには、SortOperator の
APT_Operator::describeOperator() 関数の中で、APT_Operator::setPartitionMethod() を
使用します。setPartitionMethod() によって、パーティション方式のパーティショナ
ー・クラスを指定できます。次は、setPartitionMethod() の関数プロトタイプです。
void setPartitionMethod(APT_Partitioner * partitioner,
const APT_ViewAdapter& adapter,
int inputDS);

この形式では、setPartitionMethod() は 3 つの引数を取ります。
v partitioner は、パーティショナー・オブジェクトへのポインターです。
v adapter は、ビュー・アダプターです。アダプターが必要なければ、単にデフォル
トで構成されたアダプターを渡すことができます。
v inputDS は、このパーティショナーの入力データ・セットです。
以下の describeOperator() 関数の例の中で、パーティショナーが割り振られ、
setPartitionMethod() の中のオペレーターのパーティショナーとして指定されます。
この例では、オペレーターとパーティションのインターフェース・スキーマは互換
であるため、setPartitionMethod() はデフォルトで構成されたアダプターを使用しま
す。
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record (hashField:int32; sortField:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
SortPartitioner * sortPart = new SortPartitioner;
setPartitionMethod(sortPart, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

ハッシュ関数
パーティション方式の一環として、レコードのフィールド値に基づくハッシュ値
(ハッシュ・キーと呼ばれる) の計算を選択できます。
InfoSphere DataStage は、ハッシュ・キーとして使用できるほとんどのデータ・タイ
プを処理する、パーティション・ハッシュ関数 APT_hash() の多重定義をいくつか
提供します。
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APT_hash() は、指定されたハッシュ・キーのパーティション番号を返します。
APT_hash() から返された値にモジュロ除算を実行して、それが、0 から、対応する
データ・セットの最大パーティション番号より 1 つ小さい値の間にあることを確認
する必要があります。
通常、APT_Partitioner から独自のパーティション方式を派生されるときに、
APT_Partitioner::partitionInput() の中から APT_hash() を呼び出します。次に示すよう
に、InfoSphere DataStage は、最も一般的なデータ・タイプの APT_hash() の多重定
義を提供します。
#include <apt_framework/orchestrate.h>
extern APT_UInt32 APT_hash(char key);
extern APT_UInt32 APT_hash(int key);
extern APT_UInt32 APT_hash(long key);
extern APT_UInt32 APT_hash(float key);
extern APT_UInt32 APT_hash(double key);
extern APT_UInt32 APT_hash(const char * key,
bool caseSensitive = true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const char * key, APT_UInt32 keyLength,
bool caseSensitive = true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_String& key,
bool caseSensitive = true );
extern APT_UInt32 APT_hash(const UChar* d, APT_UInt32 len,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const UChar* d,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_UString& d,
bool caseSensitive=true);
extern APT_UInt32 APT_hash(const APT_RawField& d);

key 引数を使用して、ハッシュ・キーを指定します。ストリングが NULL で終了す
るのではない場合、keyLength 引数を使用して、文字ストリングの長さを指定しま
す。caseSensitive 引数を使用して、キーが、大/小文字を区別する文字ストリングを
表すか (caseSensitive = true)、大/小文字を区別しないストリングを表すか
(caseSensitive = false) を指定できます。
APT_hash() に加えて、InfoSphere DataStage は、10 進数、Date、Time、および
Timestamp のデータ・タイプも提供します。
v APT_Decimal::hash()
v APT_Date::hash()
v APT_Time::hash()
v APT_TimeStamp::hash()

パーティショナーでのビュー・アダプターの使用
ビュー・アダプターを使用して、オペレーターの入力インターフェース・スキーマ
のコンポーネントを、パーティショナーのインターフェース・スキーマの一致する
コンポーネントに変換できます。
一般的に、特定のオペレーター用のパーティショナーというのは作成しません。代
わりに、どのオペレーターにも使用できる、汎用パーティショナーを作成します。
パーティショナーのインターフェース・スキーマがオペレーターの入力インターフ
ェース・スキーマと常に一致するとは限りません。したがって、パーティショナー

144

カスタム・オペレーター・リファレンス

を使用することによって、ビュー・アダプター (APT_ViewAdapter のインスタンス)
を使用してコンポーネントを変換できます。
次の図は、レコードの 2 つの整数フィールドに基づいて、入力データ・セットのレ
コードをパーティション化するソート・オペレーターを示しています。

図 43. 2 つの整数値を持つソート・アダプター

パーティショナーの入力インターフェース・スキーマは、pField1 および pField2 の
2 つの整数フィールドを定義し、これを使用して入力データ・セットのレコードを
パーティション化します。このスキーマはオペレーターのインターフェース・スキ
ーマと互換ではありません。そのため、派生したオペレーターの describeOperator()
関数の中で、APT_ViewAdapter を定義して初期化する必要があります。次は、
SortOperator の describeOperator() 関数です。
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_Status SortOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
APT_ViewAdapter partitionAdapter (
"pField1 = field1;"
"pField2 = field2;" );
SortPartitioner * sortPart = new SortPartitioner;
setPartitionMethod(sortPart, partitionAdapter, 0);
return APT_StatusOk;
}

partitionAdapter は describeOperator() の中で定義され、この関数の実行が完了すると
破棄されます。しかし、APT_Operator::setPartitionMethod() はアダプターのコピーを
作成し、それをパーティショナーに渡すため、describeOperator() の実行が完了して
アダプターが消滅しても、パーティショナーに影響はありません。
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第 10 章 コレクターの作成
APT_Operator から派生させて独自のオペレーター・クラスを作成する場合、オペレ
ーターがどのようにコレクションを行うかを直接制御できます。
派生させたオペレーターの一部として提供されるコレクション方式を使用したり、
基本クラス APT_Collector から派生させて独自のコレクション方式を定義したりで
きます。新規 APT_Collector クラスを派生させたあと、派生したコレクターをオペ
レーターの中に組み込みます。
適切な場合には、使用するコレクター・クラスのライブラリーをビルドできます。
ライブラリーによって、異なる形式のオペレーターでもオペレーターのコレクショ
ン方式が違っているだけの場合に、オペレーターとコレクターをミックス・アン
ド・マッチできます。
順次オペレーターを派生させるときに、オペレーターが使用するコレクション方式
を選択できます。キーのないコレクション方式の「任意」、「ラウンドロビン」、
および「順次」は、直接サポートされます。デフォルトのコレクション方式は「任
意」です。「任意」方式の場合、オペレーターはレコードを先着順に読み取りま
す。これらの方式の 1 つを使用するには、派生したオペレーターの
APT_Operator::describeOperator() 関数の中に、APT_Operator::setCollectionMethod() へ
の呼び出しを含めます。
また、「ソート・マージ」コレクション方式もあります。これは、キーを使用する
コレクターです。「ソート・マージ」コレクション方式を使用するには、クラス
APT_SortedMergeCollector を使用します。
新規コレクション方式を派生させたり、上述の方式の 1 つを変化させたりする場
合、APT_Collector からコレクション・クラスを派生させることができます。

コレクション方式の選択
関連付けられたオペレーターの特定のアクションに適合した、コレクション方式を
選択する必要があります。
ビルトインのコレクション方式の「任意」、「ラウンドロビン」、および「順次」
は、オペレーターが読み取るレコードの順序を定義するときに、レコード内の情報
に頼ることはありません。しかし、レコードのフィールドを使用してレコードのパ
ーティションを判別するコレクション方式を定義できます。
データ・セットの中のレコードの位置が重要でない場合、「任意」をよく使用しま
す。例えば、ソートされていないデータ・セットでは、各レコードは、その直前ま
たは直後のレコードと無関係です。したがって、すべてのレコードに単に同じオペ
レーションを実行するオペレーターは、コレクション方式として「任意」を使用し
ます。「任意」のもう 1 つの利点は、順次オペレーターが、どのパーティションか
らのレコードも待機する必要がないことです。
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場合によっては、オペレーターのユーザーがオペレーターのコレクション方式を定
義できるオペレーターを作成することもできます。この場合、オペレーターのコレ
クション方式として「任意」を選択します。「任意」コレクション方式を使用する
オペレーターは、オペレーターへのデータ・セット入力に別のコレクション方式を
指定することによって、この方式をオーバーライドさせることができます。
「順次」方式では、パーティション 0 からすべてのレコードが読み取られたあと
で、パーティション 1 からのレコードの処理が開始される必要があります。しか
し、パーティション 0 からのレコードより前に、実際にパーティション 1 のレコ
ードの処理の準備ができていることがあります。このような場合、順次オペレータ
ーは待機が必要で、アプリケーションの中に処理のボトルネックができる可能性が
あります。
「順次」コレクション方式は、完全にソートされたデータ・セットを順次オペレー
ターを使用して処理し、ソート順序を保持したい場合に必要です。
順次オペレーターがレコードの処理に 1 つの定まった順序を必要とするのではない
限り、通常は「任意」コレクション方式を使用します。オペレーターが処理するレ
コードの順序を詳細に制御する場合、「順次」方式の APT_SortedMergeCollector、
または、自分で定義するカスタム・コレクターを使用できます。

デフォルトのコレクション方式の使用
デフォルトのコレクション方式の「任意」によって、順次オペレーターはレコード
を先着順に読み取ることになります。
関数 APT_DataSet::collectionMethod() は、「任意」コレクション方式を使用するオ
ペレーターの場合は APT_Operator::eCollectAny を返します。
「任意」コレクション方式を使用する 1 つの利点は、オペレーターのユーザーがこ
のコレクション方式をオーバーライドできることです。例えば、実行時に処理され
る実際のデータ・セットと固く結びついたコレクション方式を持つオペレーターを
作成することがあります。「任意」コレクション方式を指定することによって、ユ
ーザーは、オペレーターのインスタンスごとにコレクション方式を変更できます。

キーのないコレクション方式の使用
コレクション方式の「ラウンドロビン」および「順次」は、新規 APT_Collector ク
ラスを派生させずに使用できます。
これらのコレクション方式はビルドインです。単に、派生したオペレーターの
APT_Operator::describeOperator() 関数の中に、APT_Operator::setCollectionMethod() へ
の呼び出しを含めます。
APT_Operator::setCollectionMethod() の関数プロトタイプは、次に示す 2 つの引数を
取ります。
void setCollectionMethod(APT_Operator::CollectionMethod cType,
int inputDS);

最初の引数 cType は、次の値によって定義されるコレクション方式を指定します。
v APT_Operator::eCollectRoundRobin
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v APT_Operator::eCollectOrdered
2 番目の引数 inputDS は、オペレーターへの入力データ・セットの数を指定しま
す。これらのデータ・セットには 0 から始まる番号が付けられます。
例えば、単一入力データ・セットを取る順次オペレーターでラウンドロビン・コレ
クションを使用するには、オペレーター describeOperator() 関数の中に、次のステー
トメントを含めます。
setKind(APT_Operator::eSequential);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectRoundRobin, 0);

オペレーターに 2 つの入力データ・セットがあり、両方に「順次」を使用する場
合、次の行を含めます。
setKind(APT_Operator::eSequential);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectOrdered, 0);
setCollectionMethod(APT_Operator::eCollectOrdered, 1);

ソート・マージ・コレクターの使用
APT_SortedMergeCollector は、順次オペレーターへのデータ・セット入力のソー
ト・コレクション方式を定義します。
APT_SortedMergeCollector は、入力データ・セットの各パーティションの中で、現
行レコードの 1 つ以上のコレクション・キー・フィールドを検査して、順次オペレ
ーターが処理するレコードの順序を決定します。
通常、APT_PartitionSortOperator によって作成され、パーティション・ソートされた
データ・セットを処理する順次オペレーターで、APT_SortedMergeCollector を使用
します。この場合、コレクション・キー・フィールドとして、
APT_PartitionSortOperator へのソート・キー・フィールドとして指定したフィールド
を指定します。

APT_SortedMergeCollector の例
クラス APT_SortedMergeCollector は、レコードの 1 つ以上のフィールドに基づい
て、順次オペレーターが処理するレコードの順序を定めます。
APT_SortedMergeCollector は、入力として 1 つ以上の数値またはストリング・フィ
ールドを指定できる、動的インターフェース・スキーマを使用します。
次の図は、APT_SortedMergeCollector を使用する順次オペレーターを示していま
す。
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図 44. APT_SortedMergeCollector の例

APT_SortedMergeCollector はインターフェース・スキーマを定義しません。
APT_SortedMergeCollector メンバー関数 APT_SortedMergeCollector::setKey() を使用
して、コレクション・キー・フィールドを指定します。
MyOperator は、入力として、2 つの integer フィールドと 1 つの string フィール
ドの、計 3 つのフィールドを必要とします。次に示すように、コレクターのインタ
ーフェース・スキーマを describeOperator() 関数の中で指定できます。
APT_Status MyOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential); // set mode to sequential
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
// Define the collector
APT_SortedMergeCollector * coll = new APT_SortedMergeCollector;
APT_SchemaTypeSpec schType;
schType.setType(APT_SchemaTypeSpec::eInt);
coll->setKey("field1", schType);
coll->setKey("field2", schType);
setCollectionMethod(coll, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

上記の例では、デフォルトのコンストラクターを使用して、
APT_SortedMergeCollector オブジェクトを動的に割り振ります。コレクターは削除
されます。
setKey() を呼び出して、APT_SortedMergeCollector オブジェクトのキー・フィールド
を指定する必要があります。この例では、setKey() は、APT_SortedMergeCollector オ
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ブジェクトの主コレクション・キー・フィールドとして field1 を指定し、2 次コレ
クション・キー・フィールドとして field2 を指定します。関数 setKey() を使用し
て、フィールド名とフィールドのデータ・タイプの両方を指定します。
関数 APT_Operator::setCollectionMethod() は、このオペレーターのコレクターとして
coll を指定します。このコレクターに入力フィールド・アダプターを使用する必要
はありません。代わりに、デフォルトのビュー・アダプターが渡されます。

APT_Collector クラス・インターフェース
APT_Collector クラスを使用して、独自のコレクション方式を作成できます。
describeCollector()、selectInput()、および setupInputs() の 3 つの純粋仮想関数が
protected インターフェースの中に含まれています。これらの関数をオーバーライド
する必要があります。関数の説明は、ヘッダー・ファイル collector.h を参照してく
ださい。

カスタム・コレクターの作成
APT_Collector からクラスを派生させて、独自のコレクション方式を定義します。
APT_Collector には、派生の中でオーバーライドする必要のある、次の 3 つの純粋
仮想関数が含まれます。
v describeCollector() は、コレクターのインターフェース・スキーマを定義します。
v selectInput() は、オペレーターが次のレコードを読み取る、入力パーティションを
判別します。
v setupInputs() は、コレクターが使用するフィールド・アクセサーを初期化しま
す。
APT_Collector には、他に 2 つの関数が含まれます。public メンバー関数
initializeFromArgs() と、protected 関数 initializeFromArgs_() です。これらの関数を使
用して、引数リスト処理機能を使用可能に設定し、コレクターが osh を認識するよ
うにします。コレクター・クラスの派生の一部として、エラーおよび警告状態を検
出し、その情報をユーザーに送り返すというサポートを含めることができます。

APT_Collector の作動方法
独自のコレクターを作成するには、コレクターがどのように作動するかを十分に理
解している必要があります。
次の図は、入力データ・セットのレコードを結合する順次オペレーターを示してい
ます。
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図 45. APT_Collector

この図で、各入力パーティションは、現行レコードを持っています。この現行レコ
ードは、順次オペレーターがそのパーティションからのレコードを取り込んだとき
に読み取るレコードに対応しています。
APT_Operator::runLocally() のオーバーライドの一環として、順次オペレーターが
APT_InputCursor::getRecord() を呼び出して入力データ・セットから次のレコードを
取得するとき、コレクターはレコードを提供するパーティションを判別します。そ
のとき、選択されたパーティションは自己更新して、パーティションの中の次のレ
コードが現行レコードになるようにします。最後のレコードを提供して空になった
パーティションは、そこからのレコードが要求されると常に「ファイルの終わり
(EOF)」を返します。
APT_InputCursor::getRecord() への呼び出しがあると、オペレーターは、
APT_Collector::selectInput() を呼び出します。これは、コレクターを定義するときに
オーバーライドする必要のある純粋仮想関数の 1 つです。この関数は、オペレータ
ーが読み取るレコードを提供している入力パーティションの番号を返します。
selectInput() のオーバーライドは、オペレーターに提供するレコードの順序を定義す
るアルゴリズムを実装します。
パーティション番号判別のアルゴリズムの一環として、selectInput() のオーバーライ
ドは、各パーティションの現行レコード内のフィールドを調べることができます。
これによって、レコード内の情報を使用して、順次オペレーターがレコードを読み
取る順序を決定できます。レコードのフィールドにアクセスするには、アクセスす
る各パーティションの各レコード・フィールドに、入力アクセサーを定義する必要
があります。
次の図は、フィールド情報を使用してレコード順序を決定するコレクターを示して
います。
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図 46. フィールド情報を使用するコレクター

APT_Collector::setupInputs() のオーバーライドを使用して、コレクターが使用するフ
ィールド・アクセサーを定義できます。コレクターがアクセサーを使用しない場
合、この関数は APT_StatusOK を返します。

APT_Collector::describeCollector() のオーバーライド
多くのコレクション方式は、レコードのフィールドを使用して、順次オペレーター
が処理するレコードの順序を決定します。
これらのフィールドにアクセスするには、コレクターは、純粋仮想関数
describeCollector() のオーバーライドによって定義される、インターフェース・スキ
ーマを持っている必要があります。
次の図は、インターフェース・スキーマとして collectorField という名前の単一整数
フィールドを持つコレクターを示しています。
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図 47. コレクター・フィールド・スキーマ

オペレーターの入力インターフェース・スキーマは、コレクターのインターフェー
ス・スキーマと互換でなければなりません。この例では、両方に、collectorField と
いう名前の整数フィールドが含まれます。入力インターフェース・スキーマがコレ
クターのスキーマと互換でない場合、ビュー・アダプターを使用してコンポーネン
トを変換できます。
コレクション方式の一部としてレコード・フィールドを使用しないのであれば、コ
レクターはインターフェース・スキーマを定義する必要はありません。この種のコ
レクターは、キーのないコレクターと呼ばれます。それでも describeCollector() への
オーバーライドを指定する必要がありますが、関数は APT_StatusOk を返します。

APT_Collector::setupInputs() のオーバーライド
コレクターのインターフェース・スキーマを設定したあと、インターフェース・ス
キーマの各コンポーネントのフィールド・アクセサーを定義する必要があります。
フィールド・アクセサーは、データ・セットのレコード内のどのタイプのフィール
ドにも名前によるアクセスを提供します。フィールド・アクセサーは、通常、派生
したコレクター・クラスの private データ・メンバーとして定義されます。そのあ
と、純粋仮想関数 setupInputs() をオーバーライドして、フィールド・アクセサーを
初期化します。
次の図は、インターフェース・スキーマとして collectorField という名前の単一整数
フィールドを定義するコレクターを示しています。
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図 48. collectorField スキーマ

この例では、純粋仮想関数 setupInputs() をオーバーライドして、collectorField にア
クセスする、入力データ・セットの各パーティションの 1 つのフィールド・アクセ
サーを初期化します。コレクション方式がレコード・フィールドにアクセスしない
場合でも setupInputs() をオーバーライドする必要がありますが、これは
APT_StatusOk を返します。

APT_Collector::selectInput() のオーバーライド
実際のコレクション・オペレーションを実行するには、純粋仮想関数
APT_Collector::selectInput() をオーバーライドする必要があります。
次は、selectInput() の関数プロトタイプです。
virtual int selectInput(int numPartitions) = 0;

selectInput() は、オペレーターに次のレコードを提供している入力パーティションの
番号を返します。InfoSphere DataStage は、オペレーターがデータ・セットからレコ
ードを読み取るたびに、selectInput() を呼び出します。この関数はユーザーが直接呼
び出すものではありません。引数 numPartitions は、入力パーティションの数を指定
します。InfoSphere DataStage は numPartitions を selectInput() に渡します。ここ
で、numPartitions は、正であることが保障されています。
selectInput() のオーバーライドは、入力レコードを提供しているパーティションを表
す整数値を返す必要があります。この返された値は、次の要件を満たす必要があり
ます。
0 <= returnValue < numPartitions

例: コレクターの派生
この例は、コレクターの派生方法を示します。
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次の図は、レコードの整数フィールドに基づいて、入力データ・セットのパーティ
ションを結合するオペレーターを示しています。

図 49. 結合された入力データ・セット・パーティション

このオペレーターは、単一整数フィールドを検査して次のフィールドを決定すると
いうコレクターを使用します。パーティションの現行レコードが collectorField の最
小値を持つというパーティションが、オペレーターにレコードを提供します。
collectorField にアクセスするために、コレクターは、入力データ・セットの各パー
ティションに 1 つのアクセサーを定義します。
コレクター・スキーマとオペレーターの入力インターフェース・スキーマの両方
に、collectorField という名前の整数フィールドが含まれます。したがって、この 2
つは互換です。互換でない場合、ビュー・アダプターを作成して、インターフェー
ス・スキーマを変換することもできます。
次の表は、このオペレーターのコレクターである MyCollector の派生を示していま
す。
表 37. APT_Collector 派生の例
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class MyCollector: public APT_Collector
{

4
5

APT_DECLARE_RTTI(MyCollector);
APT_DECLARE_PERSISTENT(MyCollector);

7
8

public:
MyCollector();
~MyCollector();
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表 37. APT_Collector 派生の例 (続き)
コメント
10
13

15
16

コード
protected:
virtual APT_Status describeCollector();
virtual APT_Status setupInputs(int numPartitions);
virtual int selectInput(int numPartitions);
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, InitializeContext context);
private:
APT_InputAccessorToInt32 * collectorFieldAccessors;
int numParts;
};

18

#define ARGS_DESC "{otherInfo="¥
"{description=’An example collector with no arguments to"¥
"describe’}}"

19
20
21

APT_DEFINE_OSH_NAME(MyCollector, mycollector, APT_UString(ARGS_DESC));
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(MyCollector, APT_Collector);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(MyCollector);

22

MyCollector::MyCollector()
: collectorFieldAccessors(0), numParts(0)
{}

25

MyCollector::~MyCollector()
{
delete[] collectorFieldAccessors;
}

27
29

33
35

40
43

49
50

APT_Status MyCollector::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Collector::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}
APT_Status MyCollector::describeCollector()
{
setInputInterfaceSchema("record(collectorField:int32;)");
return APT_StatusOk;
}
APT_Status MyCollector::setupInputs(int numPartitions)
{
collectorFieldAccessors = new
APT_InputAccessorToInt32[numPartitions];
for (int n = 0; n < numPartitions; n++)
{
setupInputAccessor("collectorField",
&collectorFieldAccessors[n], n);
}
return APT_StatusOk;
}
int MyCollector::selectInput(int numPartitions)
{
int minVal = INT_MAX;
int minPartIndex = -1;
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表 37. APT_Collector 派生の例 (続き)
コメント

コード

51

for (int n = 0; n < numPartitions; n++)
{
if (atEOF(n)) continue;
if (*collectorFieldAccessors[n] <= minVal)
{
minVal = *collectorFieldAccessors[n];
minPartIndex = n;
}
}

53
54

60
61

APT_ASSERT(minPartIndex != -1);
return minPartIndex;
}
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2

APT_Collector から MyCollector を派生させます。

4

マクロ APT_DECLARE_RTTI() を組み込みます。このマクロは、実行時タ
イプ情報をサポートするために必要です。

5

マクロ APT_DECLARE_PERSISTENT() を組み込みます。このマクロは、永
続性のサポートのために必要です。このマクロは、永続性メカニズムが必要
とする APT_Persistent::serialize() 関数の宣言も挿入します。

7

MyCollector のデフォルトのコンストラクターを含めます。このコンストラ
クターは、永続クラスに必要です。

8

MyCollector のデストラクターを定義します。

10-13

仮想関数をオーバーライドします。

15

collectorFieldAccessors を定義します。これは、フィールド・アクセサーの配
列へのポインターで、入力データ・セットのパーティションの中の
collectorField の読み取りに使用されます。アクセスする各パーティションの
各フィールドに、1 つのアクセサーが必要です。

16

collectorFieldAccessors によって参照されるアクセサー配列の長さを保持する
numParts を定義します。

18

コレクターに引数がある場合、ARGS_DESC ストリングの中に説明を指定
します。このストリングおよび argv 検査機能についてのドキュメンテーシ
ョンは、argvcheck.h を参照してください。

19

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターを呼び出す
のに使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを渡します。
このマクロについてのドキュメンテーションは、osh_name.h を参照してく
ださい。

20

マクロ APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() を組み込みます。このマクロ
は、実行時タイプ情報をサポートするために必要です。

21

マクロ APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() を組み込みます。このマクロ
は、永続性のサポートのために必要です。

22

デフォルトのコンストラクターです。

25

MyCollector のデストラクターを定義します。

27

コレクターが使用したアクセサーの配列を削除します。
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29

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、コレクター引数からク
ラス・インスタンスに情報を転送して、その情報を osh が認識するように
します。この関数についてのドキュメンテーションは、ヘッダー・ファイル
operator.h を参照してください。

33

APT_Collector::describeCollector() をオーバーライドします。

35

APT_Collector::setInputInterfaceSchema() を使用して、このコレクターへのイ
ンターフェースを指定します。このインターフェース・スキーマは、単一整
数フィールドから成ります。

40

フィールド・アクセサーの配列を、入力パーティションごとに 1 つ定義
し、ポインターから配列への collectorFieldAccessors を初期化します。

43

APT_Collector::setupInputAccessor() を使用して、各入力パーティションの
collectorField へのフィールド・アクセサーを初期化します。

49

minVal を、collectorField の現行最小値を保持するように定義し、サポート
される最大の APT_Int32 である INT_MAX に初期化します。

50

minPartIndex を、collectorField の最小値を持つパーティションの番号を保持
するように定義します。

51

入力データ・セット内のすべてのパーティションで、反復します。

53

APT_Collector::atEOF() を使用して、現行パーティションに有効なレコード
が含まれているかどうかを判別します。APT_Collector::atEOF() は、パーテ
ィションから最後のレコードが読み取られたあと、true を返します。

54

パーティションにレコードが含まれる場合、レコードの collectorField 値を
現行最小フィールド値と比較します。現行レコードの collectorField が現行
minVal より小の場合、minVal と minPartIndex をそれに応じて更新しま
す。

60

APT_Collector::selectInput() のオーバーライドは、常にパーティション索引
を返します。このステートメントは、すべてのパーティションの中を反復し
て、返すパーティション番号が見つからなかった場合、アサーション障害を
発行します。致命的エラーを示す、-1 を返すこともあります。

61

オペレーターが読み取るレコードのパーティション番号を返します。

一度コレクターを定義したら、それを派生したオペレーターで使用できます。通
常、APT_Operator::describeOperator() のオーバーライドの中にコレクターを定義しま
す。
MyCollector を MySequentialOperator で使用するには、MySequentialOperator の
APT_Operator::describeOperator() 関数の中で、APT_Operator::setCollectionMethod() を
使用します。setCollectionMethod() によって、オペレーターのコレクター・オブジェ
クトを指定できます。
次の例は、setCollectionMethod() の関数プロトタイプを示しています。
void setCollectionMethod(APT_Collector * collector,
const APT_ViewAdapter& adapter,
int inputDS);

この形式で、setCollectionMethod() は 3 つの引数を取ります。
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v collector は、コレクター・オブジェクトへのポインターです。
v adapter は、ビュー・アダプターです。アダプターが必要なければ、単にデフォル
トで構成されたアダプターを渡すことができます。
v inputDS は、このコレクターの入力データ・セットです。
次の例は、MySequentialOperator の describeOperator() 関数を示しています。コレク
ター MyCollector は動的に割り振られます。 InfoSphere DataStage は削除を行いま
す。関数 APT_Operator::setCollectionMethod() は、このオペレーターのコレクターと
して opCollector を指定します。この関数は、オペレーターとコレクターのインター
フェース・スキーマが互換であるため、デフォルトで構成されたアダプターを使用
します。
APT_Status MySequentialOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record (collectorField:int32; aField:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
MyCollector * opCollector = new MyCollector;
setCollectionMethod(opCollector, APT_ViewAdapter(), 0);
return APT_StatusOk;
}

例: ビュー・アダプターを使用するコレクター
ビュー・アダプターを使用して、オペレーターの入力インターフェース・スキーマ
のコンポーネントを、コレクターのインターフェース・スキーマの一致するコンポ
ーネントに変換できます。
一般的に、特定のオペレーター用のコレクターというのは作成しません。代わり
に、どの順次オペレーターにも使用できる、汎用コレクターを作成します。コレク
ターのインターフェース・スキーマがオペレーターの入力インターフェース・スキ
ーマと常に一致するとは限りません。したがって、コレクターを使用することによ
って、ビュー・アダプター (APT_ViewAdapter のインスタンス) の使用が可能にな
ります。
次の図は、レコードの単一整数フィールドに基づいて、入力データ・セットのレコ
ードを結合する順次オペレーターを示しています。
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図 50. ビュー・アダプターを使用するコレクター

コレクターの入力インターフェース・スキーマは、入力データ・セットのレコード
の結合に使用する整数フィールド collectorField を定義します。このスキーマはオペ
レーターのインターフェース・スキーマと互換ではありません。そのため、派生し
たオペレーターの describeOperator() 関数の中で、APT_ViewAdapter オブジェクト
を定義して初期化する必要があります。次は、MySequentialOperator の
describeOperator() 関数です。
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_Status MySequentialOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eSequential);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema(
"record(field1:int32; field2:int32; field3:string; in:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*;)", 0);
APT_ViewAdapter collectorAdapter(
"collectorField = field1;");
MyCollector * opCollector = new MyCollector;
setCollectionMethod(opCollector, collectorAdapter, 0);
return APT_StatusOk;
}

APT_ViewAdapter のインスタンスである collectorAdapter は、オペレーターの入力
インターフェース・スキーマの field1 を、コレクターのインターフェース・スキー
マの collectorField に変換するために定義されます。
この変換には、どのような形式のタイプ変換も含まれません。変換の間に、アダプ
ターを使用してタイプ変換を行うこともできます。
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第 11 章 フィールド・リスト
クラス APT_FieldList によって表されるフィールド・リストを使用すると、単一オ
ブジェクトを使用して複数のスキーマ・コンポーネントを参照できます。
フィールド・リストを使用することで、単一引数を使用して、1 つ以上のフィール
ド参照を関数に渡すことができます。また、動的インターフェース・スキーマを持
つオペレーターを作成するときに、フィールド・リストを使用できます。これによ
って、オペレーターのユーザーが、一部またはすべてのインターフェース・スキー
マを指定できます。

フィールド・リストの作成
フィールド・リストを作成するには、データ・セットのレコード・スキーマを知る
必要があります。
5 つのフィールドを含むレコード・スキーマを定義する、次の例を考えてみます。
static char schema[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";

このレコード・スキーマを使用してデータ・セットの 1 つ以上のフィールドに作動
する関数が、次のプロトタイプを持っているとします。
void processFields(const APT_FieldList& fList);

この関数は、引数として、処理するフィールドのリストを取ります。含めるフィー
ルド・リストは、次に示すように、いくつかの形式である場合があります。
processFields("a, b, e");
processFields("a - c");

// comma-separated list of fields
// field range

processFields("a - c, e, f");
// list
processFields("*");

// field range and a comma-separated

// all fields

フィールド・リストを作成するには、次のエレメントを 1 つ以上使用します。
v 個々のフィールド ID。
v フィールド範囲。これは、2 つのフィールド ID をハイフンで繋いだものです。
最初のフィールドは、レコード・スキーマ定義の中で 2 番目のフィールドよりも
前にあることが必要です (フィールドはスキーマの中にあり、英字順ではなく、
スキーマ内に出現する順でなければなりません)。フィールドの範囲には、フィー
ルド ID が範囲内に入るすべてのフィールドが含まれます。
v ワイルドカード (*)。これは、レコード・スキーマ内のすべてのフィールドを表し
ます。
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APT_FieldList クラス・インターフェース
APT_FieldList クラスを使用すると、単一オブジェクトを使用して複数のスキーマ・
コンポーネントを参照できます。
このクラスのヘッダー・ファイル fieldlist.h に、関数の説明が含まれています。

フィールド・リストの展開
フィールド・リストは、展開または非展開の状態です。
フィールド・リストを作成するとき、次の 2 つのうちのどちらかの状態です。
v 展開: 展開されたフィールド・リストは、リストの中の各フィールドの
APT_FieldSelector オブジェクトを含みます。フィールド・セレクターは、フィー
ルドへの完全参照を含みます。セレクターを使用して、そのフィールドを定義す
る情報を取得できます。ユーザーが作成した、コンマで区切られたフィールドの
リストのみを含むリストは、展開された状況です。
v 非展開: 非展開フィールド・リストは、フィールド・データ・タイプに関する情
報は含みません。フィールド範囲を指定したり、「*」ワイルドカードを使用した
りする場合は、非展開フィールド・リストを作成します。
フィールドを使用する場合、必要であれば展開しなければなりません。このとき、
リストを展開する先のレコード・スキーマを指定します。このレコード・スキーマ
は、フィールド・リスト拡張のコンテキストと呼ばれます。例えば、次のステート
メントは、フィールド範囲を使用する、非展開フィールド・リストを作成します。
APT_FieldList listObject("a - c");

そのあと、次のレコード・スキーマをコンテキストとして指定し、
APT_FieldList::expand() を使用してリストを展開します。
static char schema1[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";
listObject.expand(APT_Schema(schema1));

展開されたフィールド・リストは、フィールド a、b、および c に 1 つずつ、計 3
つの APT_FieldSelector オブジェクトを含みます。フィールド・リストが既に展開さ
れている場合は、APT_FieldList::expand() は何も行いません。展開されたフィール
ド・リストを「非展開」にはできません。
別のレコード・スキーマをコンテキストとして選択すると、異なるセレクターの数
になります。例えば、次のスキーマがあるとします。
static char schema2[] = "record"
"( a:int32; "
" a1:int32; "
" a2:int16; "
" a3:sfloat; "
" c:string; )";
listObject.expand(APT_Schema(schema2));
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この例では、展開されたフィールド・リストには、レコード・スキーマの各フィー
ルドに 1 つで、計 5 つのフィールド・セレクターが含まれます。
フィールド・リストを展開したあと、リストの中の各フィールドの
APT_FieldSelector にアクセスできます。そのあと、APT_FieldSelector を使用して、
フィールドのデータ・タイプを判別し、それに応じてフィールドを処理します。

オペレーターでのフィールド・リストの使用
動的インターフェースを持つオペレーターにインターフェース・スキーマを指定す
るときに、フィールド・リストを使用できます。
次の例では、DynamicOperator と呼ばれる、そのようなオペレーターの 1 つを定義
します。

図 51. DynamicOperator

オペレーターは次の特性を持ちます。
v 入力として単一データ・セットを取ります。
v 結果を単一出力データ・セットに書き込みます。
v 単一スキーマ変数 inRec から成る入力インターフェース・スキーマと、単一スキ
ーマ変数 outRec から成る出力インターフェース・スキーマを持ちます。
このオペレーターを使用するために、次のステートメントに示すように、コンスト
ラクターにフィールド・リストを指定します。
static char schema[] = "record"
"( a:int32; "
" b:int32; "
" c:int16; "
" d:sfloat; "
" e:string; )";
DynamicOperator aDynamicOp("a - c");

// Schema of input data set

// Specify the input schema

次の表は、DynamicOperator の定義を示しています。表の中で、コードのあとにコ
メントが続きます。
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表 38. DynamicOperator
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class DynamicOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(DynamicOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(DynamicOperator);
public:
DynamicOperator();
DynamicOperator(const APT_FieldList& fList)
: inSchema(), inFList(fList)
{}

8

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
APT_Schema inSchema;
APT_FieldList inFList;

16
17

. . .
APT_Status DynamicOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
APT_Schema tempSchema = viewAdaptedSchema(0);
APT_FieldList::Error err;
inFList.expand(tempSchema, &err);
if (err.errorOccurred())
{
reportError(err.description());
return APT_StatusFailed;
}
int numFields = inFList.numFields();
for (int n = 0; n < numFields; n++)
{
APT_FieldSelector fs = inFList.field(n);
APT_SchemaField f = tempSchema.field(fs);
inSchema.addField(f);
}

23
24
25
26

31
32
34
35
36

APT_SchemaField inField;
inField.setIdentifier("inRec");
inField.setTypeSpec("*");
inSchema.addField(inField);

38
41

setInputInterfaceSchema(inSchema, 0);
setOutputInterfaceSchema("record (outRec:*;)", 0);

42

declareTransfer("inRec", "outRec", 0, 0);
Return APT_StatusOk;
}

8
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16

オペレーターへの完全な入力インターフェース・スキーマのストレージを定
義します。

17

入力スキーマを指定する入力フィールド・リストのストレージを定義しま
す。

23

APT_Operator::viewAdaptedSchema() を使用して、入力データ・セットの完全
なレコード・スキーマを取得します。入力データ・セット・レコード・スキ
ーマのコンテキストの中で、入力フィールド・リストを展開します。

24

フィールド・リストを展開するときに生成されるエラーを保持する、err
(APT_FieldList::Error のインスタンス) を定義します。

25

APT_FieldList::expand() を使用して、入力データ・セットのレコード・スキ
ーマに対してフィールド・リストを展開します。フィールド・リストにワイ
ルドカードまたはフィールド範囲が含まれていなければ、expand 関数は何
も行いません。

26

展開の間にエラーが発生すると、エラーの説明を印刷し、describeOperator()
から APT_StatusFailed を返します。

31

APT_FieldList::numFields() を使用して、フィールド・リストの中のフィール
ド数を判別します。

32

フィールド・リストの中で反復するための for ループを作成します。フィー
ルド・リストの中の各エレメントについて、オペレーターの入力インターフ
ェース・スキーマである inSchema に、スキーマ・フィールドを追加しま
す。

34

APT_FieldList::field() を使用して、展開されたフィールド・リストからフィ
ールド・セレクターを取得します。

35

APT_Schema::field() を使用して、入力データ・セットのレコード・スキー
マ・フィールドに対応する APT_SchemaField オブジェクトを返します。

36

APT_Schema::addField() を使用して、APT_SchemaField オブジェクトを
inSchema に追加します。

38 - 41
フィールド・リストのすべてのフィールドを入力インターフェース・スキー
マに追加したあと、スキーマ変数「inRec:*;」のスキーマ・フィールド・コ
ンポーネントを作成し、そのコンポーネントを入力インターフェース・スキ
ーマに追加する必要があります。APT_Schema::addField() を使用して、入力
データ・セットから出力データ・セットへの転送を可能にするスキーマ変数
を追加します。
42

APT_Operator::setInputInterfaceSchema() を使用して、オペレーターの入力イ
ンターフェース・スキーマを、inSchema の中に含まれているスキーマに設
定します。
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第 12 章 オブジェクト永続性の使用可能化
パラレル・アプリケーションの実行処理の一環として、フレームワークは、オペレ
ーター、データ・セット、パーティショナーといったオブジェクトのコピーを作成
し、そのあと、これらのオブジェクトを複数の処理ノードのメモリーに送信および
ロードします。C++ オブジェクトのファイルおよびメモリー・バッファーへの保
管、およびそれらからのロードは、オブジェクト永続性と呼ばれます。
アプリケーションを複数のノードで実行するには、ジョブが使用するすべての C++
オブジェクトは永続性をサポートする必要があります。それによって、オブジェク
トに、データ・ポータビリティー、構造の整合性、有効な継承、ポリモアフィズ
ム、オブジェクトのバージョン管理、およびサード・パーティーのソフトウェア・
コンポーネントとのインターオペラビリティーがあることが保障されます。
クラス・ライブラリーの中のすべてのクラスは、永続性は既にサポートされていま
す。基本クラスまたは独自のクラス階層から派生させたクラスにのみ永続性を追加
する必要があります。クラスの機能に応じて、単純または複雑な永続性をクラスに
追加します。
永続性のメカニズムは、C++ ストリーム入出力機能のようです。オブジェクトをス
トリームに書き込んだり、ストリームから読み取ったりする代わりに、フレームワ
ークは、オブジェクトをアーカイブに保管し、ロードします。アーカイブには、関
連付けられた方向、つまりモードがあります。出力オブジェクトを保管するか、入
力オブジェクトをロードするかのどちらかです。
オブジェクトの保管またはロード処理は、オブジェクト・シリアライゼーションと
呼ばれます。アーカイブは入力および出力ストリーム・オペレーター (operator>> お
よび operator<<) の多重定義を使用して、アーカイブからのロードとアーカイブへの
保管を行います。永続性メカニズムも、両方向シリアライズ・オペレーター
(operator||) を提供します。これは、アーカイブからのロードとアーカイブへの保管
の両方を行うことができます。
永続性は、クラスを永続にするために、「単純な永続性」と「複雑な永続性」の 2
つの方式を提供します。「単純な永続性」は「複雑な永続性」と較べて、必要なメ
モリーは少ないのですが、複雑な機能を持つクラスには適しません。

単純な永続性および複雑な永続性
クラスに、単純な永続性を追加するか、複雑な永続性を追加するかは、クラスの機
能によって決まります。
次のいずれかの条件が当てはまる場合は、クラスを、複雑な永続性にする必要があ
ります。
v クラスへのポインターをシリアライズする場合。例えば、クラスへのポインター
をシリアライズするときは、ポリモアフィズムが必要です。すなわち、実際の、
おそらくは派生したオブジェクトが保管およびロードされるように、ポインター
をシリアライズするときに動的に型付けすることです。
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v クラスに、構造的に共有の可能性のある複雑な永続の副構造が含まれる場合。
v クラスのデータのバージョンを管理する場合。クラス定義を変更したあとに、以
前のクラス定義を使用して保管されたオブジェクトをロードする場合に、バージ
ョン管理が必要です。ロード時に、複雑な永続性は、現行クラス定義を使用して
オブジェクトを自動的に初期化します。
クラスを複雑な永続にするには、APT_Persistent 基本クラスから、直接または間接的
にクラスを派生させます。
クラスが、ここに説明した複雑な永続性の条件のどれにも当てはまらない場合は、
クラスを単純な永続にすることができます。これを行うには、単にシリアライズ・
オペレーターを定義する必要があるだけです。APT_Persistent から派生する必要はあ
りません。単純な永続オブジェクトのシリアライズ表現は、オブジェクトのシリア
ライズに使用される以外にアーカイブ・ストレージは消費しません。

単純な永続オブジェクトおよび複雑な永続オブジェクトの保管とロード
アーカイブおよびシリアライズ・オペレーターを使用して、保管およびロードを行
うことができます。

オブジェクトの保管
手順
1. 保管アーカイブを作成します。
2. シリアライズ・オペレーターを使用してオブジェクトをアーカイブに保管しま
す。

処理ノード上のメモリーへのオブジェクトのロード
手順
1. ロード・アーカイブを作成します。
2. シリアライズ・オペレーターを使用して、アーカイブからオブジェクトをロード
します。

アーカイブの作成
基本クラス APT_Archive は、アーカイブ機能の基本レベルの機能を定義します。
派生クラス APT_FileArchive および APT_MemoryArchive を使用して、オブジェク
ト・シリアライゼーションを行います。APT_FileArchive は、オブジェクトをファイ
ルに保管したり、ファイルからオブジェクトをロードしたりするときに使用されま
す。APT_MemoryArchive は、オブジェクトをメモリー・バッファーに保管したり、
メモリー・バッファーからオブジェクトをロードしたりするときに使用されます。
一般に、バッファーにアクセスする方が、ファイルにアクセスするよりも高速で
す。バッファーに保管されたオブジェクトは、あとでファイルに保管できます。
例えば、次のコード行は、ファイル output.dat を使用して、保管ファイル・アーカ
イブを作成します。
APT_FileArchive ar("output.dat", APT_Archive::eStoring);
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次のコード行は、ファイル input.dat を使用して、ロード・ファイル・アーカイブを
作成します。
APT_FileArchive ar("input.dat", APT_Archive::eLoading);

アーカイブ・オブジェクトを作成するときに、アーカイブ・モードを設定します。
あとでモードを変更することはできません。また、アーカイブは、ランダム・アク
セス・シーク・メカニズムをサポートしません。オブジェクトは、アーカイブか
ら、それを保管した順序でロードする必要があります。

APT_Archive クラス・インターフェース
APT_Archive クラスを使用して、アーカイブを作成します。
関数の説明は、ヘッダー・ファイル archive.h を参照してください。

シリアライズ・オペレーターの使用
永続性をサポートするクラスの場合、InfoSphere DataStage は、オブジェクトをアー
カイブに保存でき、アーカイブからオブジェクトを復元できます。
これらのクラスは、次の C++ シリアライズ・オペレーターを使用します。
operator<<
オブジェクトをアーカイブに保管する、単一方向の保管オペレーター
例: operator<<(APT_Archive&, const my_class&)
operator>>
アーカイブからオブジェクトをロードする、単一方向のロード・オペレータ
ー
例: operator>>(APT_Archive&, const my_class&)
operator||
参照されるアーカイブのモードに基づいて、オブジェクトをアーカイブに保
管するか、アーカイブからオブジェクトをロードする、両方向のシリアライ
ズ・オペレーター
例: operator||(APT_Archive&, const my_class&)
単一方向のオペレーターの operator>> および operator<< は、実行される関数が保
管かロードのどちらであるか明確な場合に使用されます。オブジェクトのロードま
たは保管ができる汎用シリアライズ関数を定義するときに、両方向オペレーターを
使用できます。
次のコードに、operator<< と operator>> の例があります。派生クラス Catalog は、
永続性をサポートします。
次の例では、Catalog オブジェクトを作成して、それをアーカイブに保管します。タ
イプ APT_FileArchive のファイル・ベースのアーカイブが、保管アーカイブとして
作成されます。アーカイブは保管またはロードに使用できますが、同じアーカイ
ブ・オブジェクトを両方に使用することはできません。operator<< オペレーター
は、Catalog オブジェクトをアーカイブに保管するために使用します。

第 12 章 オブジェクト永続性の使用可能化

171

Catalog gCat;
void saveCatalogToFile(const Catalog& cat, const char * toFile)
{
APT_FileArchive ar(toFile, APT_Archive::eStoring);
ar << cat;
};

この例では、アーカイブからオブジェクトをロードします。
void restoreCatalogFromFile(Catalog& cat, const char * fromFile)
{
APT_FileArchive ar(fromFile, APT_Archive::eLoading);
ar >> cat;
};

Catalog の内部構造が複雑であっても、Catalog のインスタンスの保管およびロード
に必要なコードは複雑にはなりません。
両方向オペレーター operator|| は、保管またはロードのどちらかを実行できます。そ
のアクションは、関数に提供されるアーカイブのモードに基づいて決定されます。
次に、operator|| を使用する例を示します。
APT_FileArchive
APT_FileArchive
Catalog gCat;
ar1 || gCat; //
ar2 || gCat; //

ar1("input.dat", APT_Archive::eLoading);
ar2("output.dat", APT_Archive::eStoring);
load gCat from input.dat
store gCat to output.dat

APT_Archive 基本クラスは、次のデータ・タイプの両方向シリアライズ・オペレー
ターを定義します。
v 符号付きまたは符号なしの 8、16、32、または 64 ビット整数
v 単精度 (32 ビット) または倍精度 (64 ビット) 浮動小数点
v 時刻
v ブール値
次に、単一値のシリアライズ・オペレーターを示します。
class APT_Archive
{
public:
...
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
friend APT_Archive&
...
};
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operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||
operator||

(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&
(APT_Archive&

ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,
ar,

APT_UInt8& d);
APT_Int8& d);
char& d);
UChar& d);
APT_UInt16& d);
APT_Int16& d);
APT_UInt32& d);
APT_Int32& d);
APT_UInt64& d);
APT_Int64& d);
unsigned int& d);
int& d);
time_t& d);
float& d);
double& d);
bool& d);

また、基本クラスは、対応する単一方向シリアライズ・オペレーター operator>> お
よび operator<< を定義します。APT_Archive の完全な定義は、
$APT_ORCHHOME/include/apt_util/archive.h を参照してください。
派生クラスが組み込みのデータ・タイプに関してデータを定義するため、
APT_Archive の中で定義された、提供されるオペレーターを使用して、シリアライ
ズ・オペレーターを構成します。つまり、シリアライズ・オペレーターをゼロから
作成する必要はないということです。単に、APT_Archive で提供されたオペレータ
ーから、シリアライズ・オペレーターを作成できます。
シェル・コマンド機能の osh と互換のオペレーター、パーティショナー、またはコ
レクター・クラスを作成する場合、派生クラスの中の initializeFromArgs_() をオーバ
ーライドして、オブジェクトの初期化を処理できます。この場合も、派生クラスの
中に APT_Persistent::serialize() のオーバーライドを含める必要がありますが、それ
は空でもかまいません。

単純な永続クラスの定義
クラスに複雑な機能が含まれていなければ、クラスを「単純な永続」にすることが
できます。
クラスを単純な永続にするには、単に、クラスのシリアライズ・オペレーターを定
義する必要があるだけです。APT_Persistent から派生する必要はありません。
次のコード例は、単純な永続性をどのようにクラスに組み込むかを示しています。
#include <apt_util/archive.h>
class FPair
{
float x_, y_;
public:
...
friend APT_Archive& operator|| (APT_Archive& ar, FPair& d)
{
return ar || d.x_ || d.y_; }
};
// define operator<< and operator>>
APT_DIRECTIONAL_SERIALIZATION(FPair);
}

両方向シリアライズ・オペレーターのみを明示的に提供します。
APT_DIRECTIONAL_SERIALIZATION マクロを含めることで、保管およびロードの
両方の単一方向シリアライズ・オペレーターも提供します。これによって、FPair オ
ブジェクトは、ビルトイン・タイプと同じ方法でシリアライズされることができま
す。
例えば:
APT_MemoryArchive ar;
FPair fp = ...;
ar << fp;

FPair といった単純なクラスでは、クラスを永続にするには、単にシリアライズ・オ
ペレーターを定義するだけで十分です。単純な永続クラスは永続性基本クラスから
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継承せず、そのシリアライズ表現は、クラス・メンバーのシリアライズに使用され
る以外にアーカイブ・ストレージを消費しないため、オーバーヘッドは少なくなり
ます。
ロードするときに、常に、デフォルトで構成されたオブジェクトに serialize() 関数
を呼び出します。これは、ロードされたオブジェクトが、たった今、動的に割り振
られたか、あるいは、明示的に破棄されて、その場でデフォルトで構成されたかの
どちらかであるためです。オブジェクトの以前の状態を考慮する必要がないため、
このポリシーによって、serialize() 関数が単純になります。単純な永続性の場合、ク
ラス・シリアライズ・オペレーターは、オブジェクトのプリロード状態の上にロー
ドする可能性のあることを認識する必要があります。
単純な永続オブジェクトがロードされるとき、オブジェクト状態は、クラスのシリ
アライズ・オペレーターによって上書きされます。ロードの前にオブジェクトが持
っていたかもしれない状態を適切に管理するかどうかは、シリアライズ・オペレー
ター次第です。
単純な永続クラスの極めて重要な制限は、クラス・オブジェクトへのポインターを
シリアライズできないことです。オブジェクト・ポインターをシリアライズする必
要がある場合、クラスは複雑な永続である必要があります。

複雑な永続クラスの定義
クラスに複雑な機能が含まれている場合は、クラスを「複雑な永続」にする必要が
あります。
クラスを複雑な永続にし、InfoSphere DataStage and QualityStage® 内で使用できるよ
うにするには、次のルールに従います。
v クラスは、直接または間接に、APT_Persistent から public に継承される必要があ
ります。
v 具象クラスは、.h ファイルの中の APT_DECLARE_PERSISTENT マクロ、および
.C ファイルの中の APT_IMPLEMENT_PERSISTENT マクロを使用する必要があ
ります。同様に、抽象クラスは、.h ファイルの中の
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT マクロ、および .C ファイルの中の
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT マクロを使用する必要がありま
す。これらのマクロは、シリアライゼーションをサポートするために、
operator>>、operator<<、および operator|| の多重定義を自動的に生成します。
v デフォルトのコンストラクターを作成する必要があります。デフォルトのコンス
トラクターは public である必要はありません。それは、protected または private
にできます。コンパイラー生成のデフォルトのコンストラクターを受け入れるこ
とができます。
v 派生クラスが具象か抽象かにかかわらず、すべての派生の中で、
APT_Persistent::serialize() を実装する必要があります。
APT_DECLARE_PERSISTENT マクロは、.h ファイルの中に、
APT_Persistent::serialize() の宣言を含みます。APT_Persistent::serialize() は、永続性
をサポートするために派生クラスの中で定義する必要のある唯一の関数です。3
つのすべてのシリアライズ・オペレーターは、APT_Persistent::serialize() に関し
て、マクロによって宣言および定義されています。
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v 派生クラスの実行時タイプ情報 (RTTI、Run-Time Type Information) サポートを
提供する必要があります。RTTI は、現在、テンプレート・クラスをサポートし
ません。
次の例は、どのようにルールを適用して、クラスを複雑な永続にするかを示してい
ます。
ComplexPersistentClass.h というファイルの中で、ComplexPersistentClass という名前
の複雑な永続クラスを定義します。
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ComplexPersistentClass: public APT_Persistent // Rule 1
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(ComplexPersistentClass);// Rules 2 & 4
APT_DECLARE_RTTI(ComplexPersistentClass); // Rule 5
public:
ComplexPersistentClass(int, float);
private:
ComplexPersistentClass(); // Rule 3
int i_;
float f_;
};

ファイル ComplexPersistentClass.C の中で、クラスは次のように実装されます。
#include "ComplexPersistentClass.h"
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ComplexPersistentClass); // Rule 2
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ComplexPersistentClass, // Rule 5
APT_Persistent);
ComplexPersistentClass::ComplexPersistentClass() // Rule 3
: i_(0), f_(0.0) {}
CompexPersistentClass::ComplexPersistentClass(int i, float f)
: i_(i), f_(f) {}
void Complex PersistentClass::serialize(APT_Archive& archive,
APT_UInt8) // Rule 4
{
archive || i_;
archive || f_;
}

APT_Persistent::serialize() の定義は、組み込み形成の APT_Archive::operator|| を使用
して、ComplexPersistentClass の永続性を実装します。

APT_Persistent クラス・インターフェース
APT_Persistent クラス・インターフェースの中の関数の説明は、ヘッダー・ファイル
$APT_ORCHHOME/include/apt_util/persist.h を参照してください。

APT_Persistent::serialize() の実装
マクロ APT_DECLARE_PERSISTENT() を使用して、APT_Persistent::serialize() を、
派生クラスの中で private メンバー関数として宣言します。
APT_Persistent::serialize() の関数プロトタイプが次の場合、
void serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8);
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APT_Persistent::serialize() の最初の引数は、アーカイブを指定します。2 番目の引数
は予約済みです。
APT_Persistent::serialize() はオブジェクトをロードまたは保管するときに常に呼び出
されるため、通常、APT_Persistent::serialize() の定義は、operator|| を使用して実装し
ます。関数 operator|| は、それに渡されたアーカイブのモードによってそのオペレー
ションを決定します。
また、ロードまたは保管についてクラスが特別な処理を必要とする場合は、
APT_Archive のメンバー関数を使用して、アーカイブのモードを決定できます。こ
の方法によって、APT_Persistent::serialize() の中で、operator<< および operator>> を
使用できます。
オブジェクトをアーカイブに保管するとき、APT_Persistent::serialize() はオブジェク
トを保管します。ポインターをアーカイブに保管するとき、ポインターによって参
照されるオブジェクトが保管されます。オブジェクトが既に保管されている場合
は、そのあと、保管は行われません。APT_Persistent::serialize() は、単に、前に保管
されたオブジェクトへのポインターを保管します。
アーカイブからオブジェクトがロードされるとき、APT_Persistent::serialize() のアク
ションは、ロードするものがポインターであるか参照であるかによって異なりま
す。
v ポインターをロードする場合、InfoSphere DataStage は、オブジェクトを動的に割
り振り、オブジェクトのデフォルトのコンストラクターを呼び出し、そのあと、
APT_Persistent::serialize() を呼び出して、オブジェクトをアーカイブからロードし
ます。
v オブジェクトが既にロードされている場合、次のロードは行われません。代わり
に、operator|| が、ロードされたオブジェクトを参照するポインターを単に初期化
します。
v APT_Persistent から派生したクラスへの参照を使用してオブジェクトをロードす
る場合、InfoSphere DataStage は、オブジェクトを破棄し、その場でデフォルトで
オブジェクトを構成し、そのあと、APT_Persistent::serialize() を呼び出して、アー
カイブからオブジェクトをロードします。
v 整数および浮動小数点などの単純なデータ・タイプのオブジェクトをロードする
とき、APT_Persistent::serialize() は単にオブジェクトをロードします。
オブジェクトは常にデフォルトで構成されるため、ロードの間、オブジェクトの以
前の状態は意味がありません。APT_Persistent::serialize() の定義は、シリアライズさ
れるオブジェクトの読み取り、書き込み、その他の変更以外に、影響を及ぼしませ
ん。

ポインターのシリアライズ
永続性をサポートするクラスを使用すると、オブジェクトを直接保存およびロード
できたり、オブジェクトへのポインターを使用できたりします。
しかし、整数および文字などの基本的なデータ・タイプは、ポインターを介したシ
リアライゼーションをサポートしません。
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APT_Persistent::serialize() 多重定義を作成して、永続性メカニズムをサポートしない
データ・タイプへのポインターのシリアライズを処理する必要があります。例え
ば、char * ポインターは、多くの場合、永続クラス APT_String のインスタンスと
置換できます。APT_String は永続性をサポートするため、APT_String オブジェクト
への参照をシリアライズできます。

配列のシリアライズ
永続性メカニズムには配列のシリアライズのサポートは直接含まれていません。
クラスに配列メンバーが含まれていれば、APT_Persistent::serialize() の中に、配列の
シリアライゼーションのサポートを組み込む必要があります。
配列は、比較的簡単にシリアライズできます。シリアライゼーション・コードは、
配列が固定長 (かつ固定に割り振られている) か、可変長 (かつ動的に割り振られて
いる) かによって決まります。
例には、固定長および可変長の両方の配列が含まれています。この例では、ObjClass
は永続クラスで、Container は、2 つの ObjClass 配列を含む永続クラスです。
Container の APT_Persistent::serialize() 定義を作成するとき、ObjClass 配列を次のよ
うに処理します。
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ObjClass: public APT_Persistent
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(ObjClass);
APT_DECLARE_RTTI(ObjClass);
public:
ObjClass();
. . .
};
class Container: public APT_Persistent
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(Container);
APT_DECLARE_RTTI(Container);
public:
Container()
:variable_(0), nVariable_(0)
{}
~Container()
{
delete[] variable_;
}
. ..
private:
ObjClass fixed_[12]; // define a fixed-length array
ObjClass* variable_; // define a variable-length array
int nVariable_; // contains length of array variable_
};

Container の APT_Persistent::serialize() の定義は、次に示すとおりです。この定義
は、Container オブジェクトのロードと保管の両方に使用できるように、両方向オペ
レーター operator|| を使用して作成されます。表の中で、コードのあとにコメントが
続きます。
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配列の APT_Persistent::serialize のオーバーライド
#include <apt_framework/orchestrate.h>
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(Container, APT_Persistence);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(Container);
void Container::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8);
{
int n;
// A fixed-length array is easy.
for (n = 0; n < 12; n++)
{
archive || fixed_[n];
}
// A variable-length array requires more work.
archive || nVariable_;
APT_ASSERT(nVariable_ >= 0);
if (archive.isLoading())
{
if (nVariable_ > 0)
{
delete [] variable_;
variable_ = new ObjClass[nVariable_];
}
}
for (n = 0; n < nVariable_; n++)
{
archive || variable_[n];
}
}

コードのコメント
v 単純な for ループを使用して、固定長配列のエレメントをシリアライズします。
v 可変長配列 nVariable_ の長さをシリアライズします。
v 可変長配列の長さが 0 より大であることを確認します。
v APT_Archive::isLoading() メンバー関数を使用して、オペレーションがロードであ
るかどうかを判別します。
v これがロード・オペレーションであれば、variable_ の現行内容を削除し、新規可
変長配列を作成します。
v 可変長配列のエレメントをシリアライズします。

永続性マクロ
このセクションでは、永続性メカニズムをサポートするクラスを宣言および定義す
るときに使用するマクロについて説明します。
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT()
永続性をサポートする抽象基本クラスの定義の中で、
operator||、operator<<、operator>>、および serialize() の定義を宣言します。
#define APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT(className);
className は永続クラスの名前を指定します。
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APT_DECLARE_PERSISTENT()
永続性をサポートするクラスの定義の中で、
operator||、operator<<、operator>>、および serialize() の定義を宣言します。
#define APT_DECLARE_PERSISTENT(className);
className は永続クラスの名前を指定します。
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT()
永続性をサポートする抽象基本クラス用です。このマクロは、抽象基本クラ
スの serialize() の定義のみが必要であることを意味します。
operator||、operator<<、および operator>> を定義する必要はありません。
#define APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT(className);
className は永続クラスの名前を指定します。
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT()
永続性をサポートするクラスの serialize() に関して、operator||、operator<<、
および operator>> を実装します。このマクロは、クラスの serialize() の定
義が必要であるのみということを意味します。operator||、operator<<、および
operator>> を定義する必要はありません。
#define APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(className);
className は永続クラスの名前を指定します。
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第 13 章 実行時タイプ情報
カスタム・オペレーターの定義時に使用する派生オブジェクト・クラスは、いずれ
も実行時タイプ情報 (RTTI) 機能をサポートする必要があります。
RTTI のサポートは、直接であれ、間接であれ、基本クラスから派生させたどのクラ
スにも必要です。フレームワークが一部のデータ・タイプの関数を最適化し、汎用
関数を単純にし、ポインターの検査付きキャストを実行できるように、RTTI では、
ユーザーが実行時にオブジェクトのデータ・タイプを決めることができます。永続
性メカニズムにも RTTI のサポートが必要です。
RTTI 機能は、次の機能をサポートします。
v 多重継承
v 仮想基本クラス
v 仮想基本クラスからのダウン・キャスト
v 基本ポインターまたは派生ポインターへ、またはこれらからの検査付きキャスト
RTTI 機能の主な 2 つの目的は、オブジェクトの実行時データ・タイプを決定する
ことと、派生したタイプまたは基本タイプにポインターをキャストすることです。

オブジェクトの実行時データ・タイプの判別
最近のコンパイラーには RTTI サポートが含まれますが、クラスは、そのクラス独
自の RTTI 構造を定義して、フレームワークとの互換性を確実にする必要がありま
す。
RTTI 機能をサポートするクラスからインスタンス化されたオブジェクトの実行時デ
ータ・タイプを判別できます。この機能があれば、アプリケーションの中で、オブ
ジェクトのデータ・タイプによる条件付き分岐を行うことができます。
ポインターおよび参照は、静的および動的の両方の実行時データ・タイプを持つこ
とができます。変わることのない静的データ・タイプは、ポインターまたは参照が
インスタンス化されるときに決定されます。
以下の例で、クラス DClass は基本クラス BClass から派生されます。
DClass dObject;
BClass * basePtr;

// Static type of dObject is DClass.
// Static type of basePtr is BClass.

動的データ・タイプは、次に示すように、実行時に変更できます。
DClass dObject;
// Static type of dObject is DClass.
BClass * basePtr = &dObject; // Static type of basePtr is BClass,
// but its dynamic is DClass.
const char * sType = APT_STATIC_TYPE(*basePtr).name();
const char * dType = APT_DYNAMIC_TYPE(*basePtr).name();

// returns
// returns

BClass
DClass

この例では、次の 2 つの RTTI マクロを使用します。
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v APT_STATIC_TYPE(): オブジェクト参照の静的データ・タイプを記述する
APT_TypeInfo オブジェクトを返します。静的データ・タイプは、参照のデータ・
タイプです。参照されるオブジェクトのデータ・タイプではありません。
v APT_DYNAMIC_TYPE(): オブジェクト参照の動的データ・タイプを記述する
APT_TypeInfo オブジェクトを返します。動的データ・タイプは、参照されるオブ
ジェクトのデータ・タイプです。
クラス APT_TypeInfo には、オブジェクトのデータ・タイプを記述する情報が含ま
れます。APT_TypeInfo::name() は、データ・タイプのクラス名を含むストリングを
返します。

キャストの実行
キャストを使用して、ポインターを、異なるデータ・タイプの別のポインターに割
り当てます。
ポインターおよびキャストされたポインターのデータ・タイプは、両方とも RTTI
機能をサポートする必要があります。ポインターを新規データ・タイプのポインタ
ーに変換する APT_PTR_CAST() マクロを使用して、検査付きキャストを実行しま
す。キャストを実行できなければ、ポインターは 0 に設定されます。ポインターお
よびキャストされたポインターのデータ・タイプは、両方とも同じ継承の階層に存
在する必要があります。
例では APT_PTR_CAST() を使用します。この例は、基本クラス BClass から派生し
たクラス DClass を使用します。
BClass bObject;
BClass * bPtr = &bObject;
// cast bPtr to type DClass
DClass * dPtr = APT_PTR_CAST(DClass, bPtr);
if (dPtr)
// APT_PTR_CAST() returns 0 if the cast cannot be performed
{
...
}

派生クラスへの RTTI サポートの追加
抽象基本クラスの 1 つから派生させたクラスにはどれも RTTI サポートを組み込む
必要があります。また、基本クラスから派生させたのではないユーザー独自のオブ
ジェクト・クラスにも、RTTI 機能を組み込むことができます。
派生クラスへの RTTI 機能の組み込みを簡単にするマクロがあります。次の例は、
APT_Operator から派生したクラス ExampleOperator の定義を示しています。次の例
に示すように、example.h ファイルの中でクラスを宣言します。
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ExampleOperator: public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
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ExampleOperator();
protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
};

マクロ APT_DECLARE_RTTI() を使用して、ExampleOperator を、RTTI 機能をサ
ポートするクラスとして宣言します。必須の、APT_DECLARE_PERSISTENT マク
ロを使用して、処理ノードに伝送されるオペレーター・オブジェクトのオブジェク
ト永続性が宣言されます。
example.C の中で、ExampleOperator を定義します。
#include "example.h"
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(ExampleOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(ExampleOperator);
...

マクロ APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE() を使用して、単一基本クラスからの派
生クラスの RTTI 機能を実装し、マクロ APT_IMPLEMENT_PERSISTENT() を使用
して、永続性メカニズムを実装します。
クラスの派生階層に応じて、異なるマクロを使用します。例えば、多重継承を使用
してクラスを定義する場合、次の例に示すように、クラスの宣言と定義を行いま
す。次の .h ファイルの中で、
class MI_Class: public B1, public B2
{
APT_DECLARE_RTTI(MI_Class);
APT_DECLARE_PERSISTENT(MI_Class);
public:
...
};

クラス MI_Class は、B1 と B2 の 2 つの基本クラスから派生されます。通常、両
方の基本クラスは、RTTI 機能をサポートしている必要があります。
基本クラスが RTTI をサポートしない場合、そのクラスは検査付きキャストの一環
として使用できません。MI_Class はユーザー定義のクラスです。これは、提供され
る基本クラスから派生されません。
.C ファイルの中に、次のマクロを組み込む必要があります。
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(MI_Class);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(MI_Class, B1);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(MI_Class, B2);
APT_IMPLEMENT_RTTI_END(MI_Class);
...

APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() マクロは、MI_Class の基本クラスを定義するブ
ロックを開始します。APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE() マクロは、MI_Class の基本
クラスを指定し、APT_IMPLEMENT_RTTI_END() マクロは、定義を終了します。
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APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() - APT_IMPLEMENT_RTTI_END() ブロックに
は、APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE() マクロのシーケンスのみ含めることができま
す。
曖昧な基本クラスに検査付きキャストを行うと、APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN()
- APT_IMPLEMENT_RTTI_END() ブロックに定義された最初の基本クラスが生成さ
れます。
定義されるクラスに基本がないか、1 つしか基本がない場合、
APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE() および APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE()
マクロを代わりに使用できます。

RTTI マクロ
RTTI をサポートするマクロは、派生マクロとアプリケーション・マクロの 2 つの
カテゴリーに分類されます。

派生マクロ
RTTI をサポートするオブジェクト・クラスを宣言および定義するとき、RTTI 派生
マクロを使用します。
次のマクロを使用できます。
v APT_DECLARE_RTTI()。このマクロをクラス定義の中に入れて、RTTI 機能をサ
ポートするようにします。
APT_DECLARE_RTTI(className);

className はクラスの名前を指定します。
v APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE()。このマクロは、派生クラスのソース・コード・
ファイルの APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN() - APT_IMPLEMENT_RTTI_END()
ブロックの中に、派生クラスの基本クラスを指定します。
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(className, baseClass);

className は派生クラスの名前を指定します。baseClass は className の基本クラ
スを指定します。
v APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN()。派生クラスが 2 つ以上の基本クラスを持つ場
合、派生クラスのソース・コード・ファイルの APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN()
- APT_IMPLEMENT_RTTI_END() ブロックの中に、それぞれの基本クラスを指定
する必要があります。このマクロは、このブロックの始まりを定義します。
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(className);

className は定義クラスの名前を指定します。
v APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE()。派生クラスに基本クラスがない場合、定義
クラスのソース・コード・ファイルの中に、このマクロを挿入する必要がありま
す。
APT_IMPLEMENT_RTTI_NOBASE(className);

className は定義クラスの名前を指定します。
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マクロ APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE()
派生クラスに単一基本クラスがある場合、派生クラスのソース・コード・ファイル
の中でこのマクロを使用して、基本クラス名を指定します。
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(className, baseClass);

className は派生クラスの名前を指定します。baseClass は className の基本クラス
を指定します。
このマクロは次と同等です。
APT_IMPLEMENT_RTTI_BEGIN(className);
APT_IMPLEMENT_RTTI_BASE(className, baseClass);
APT_IMPLEMENT_RTTI_END(className);

アプリケーション・マクロ
RTTI アプリケーション・マクロを使用して、RTTI 機能をサポートするクラスから
インスタンス化されたオブジェクトのデータ・タイプを判別します。
次のマクロを使用できます。
v APT_DYNAMIC_TYPE()。このマクロは、オブジェクトの動的または実行時のデ
ータ・タイプを記述する APT_TypeInfo オブジェクトを返します。オブジェクト
は、RTTI をサポートするクラスからインスタンス化される必要があります。
const APT_TypeInfo& APT_DYNAMIC_TYPE(object);

object は、RTTI 機能をサポートするクラスからインスタンス化されたオブジェク
トを指定します。次の例は、基本クラス BClass から派生したクラス DClass に
APT_DYNAMIC_TYPE() を使用します。
DClass dObject;
BClass * basePtr = &dObject;
const char * dType = APT_DYNAMIC_TYPE(*basePtr).name(); // returns "DClass"

v APT_PTR_CAST()。このマクロによって、あるデータ・タイプのポインターを別
のデータ・タイプのポインターに割り当てるための検査付きキャストを実行でき
ます。ポインターおよびキャストされたポインターの両方とも、RTTI をサポー
トするクラスからインスタンス化されたオブジェクトを参照する必要がありま
す。
destType * APT_PTR_CAST(destPtr, sourcePtr);

destType は、キャストの結果として起こるデータ・タイプを指定します。destPtr
および sourcePtr のデータ・タイプは、同じ継承の階層の中に存在する必要があ
ります。そうでない場合、ポインターは 0 に設定されます。sourcePtr は、変換
するポインターです。sourcePtr のデータ・タイプがタイプ destType の同じ継承
の階層に存在ないか、sourcePtr が 0 である場合、APT_PTR_CAST() は 0 を返
します。
v APT_STATIC_TYPE()。このマクロは、オブジェクト参照の静的データ・タイプを
記述する APT_TypeInfo オブジェクトを返します。クラスは RTTI をサポートし
なければなりません。
const APT_TypeInfo& APT_STATIC_TYPE(object);
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object は、RTTI 機能をサポートするクラスからインスタンス化されたオブジェク
トか、オブジェクトへの参照を指定します。例は、基本クラス BClass から派生
したクラス DClass に APT_STATIC_TYPE() を使用します。
DClass dObject;
const char * dType = APT_STATIC_TYPE(dObject).name(); // returns "DClass"

v APT_TYPE_INFO()。このマクロは、クラス・タイプを記述する APT_TypeInfo オ
ブジェクトを返します。クラスは RTTI をサポートしなければなりません。
const APT_TypeInfo& APT_TYPE_INFO(className);

className は RTTI 機能をサポートするクラスを指定します。
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第 14 章 エラー・ログの使用
独自のクラスを基本クラスから派生させることができます。クラスの派生の一環と
して、基本クラス内の純粋仮想関数のオーバーライドと、オプションで、仮想関数
のオーバーライドを提供する必要があります。
派生クラスのユーザーは、メンバー関数を呼び出して、クラス・インスタンスの作
成と構成を行います。この処理の中で、ユーザーが原因でエラーまたは警告の状態
になることがあります。多くの場合、エラーは、構成が無効であるか、構成情報が
欠落しているために発生します。
派生クラスの中のエラー・ログ機能を使用して、エラーおよび警告メッセージを保
持できます。情報はジョブが実行されるときにジョブ・ログに書き込まれます。
エラーまたは警告情報をユーザーに伝えるために、メッセージをそのオブジェクト
の APT_ErrorLog に書き込みます。また、エラーでも警告でもないが、ユーザーが
問題の検出および修正を行うときに役に立つ可能性のある情報メッセージをエラ
ー・ログに書き込むこともできます。
状態が深刻でなければ、つまり、オブジェクトをまだ使用できる場合は、警告メッ
セージをエラー・ログに書き込み、関数オーバーライドから APT_StatusOk を返し
ます。オーバーライドされた関数から戻るときに、オブジェクトのエラー・ログが
検査されます。ログの中に警告メッセージが保管されている場合は、警告メッセー
ジは標準エラーに書き込まれます。デフォルトでは、標準エラーは DataStage ジョ
ブ・ログに対応します。
オブジェクトを使用できないほど状態が深刻であれば、エラー情報をログに書き込
みます。また、関数オーバーライドは、エラーの場合は APT_StatusFailed を返す必
要があります。関数が APT_StatusFailed を返すときに、ログの中のエラーまたは警
告の情報は標準エラーに書き出され、アプリケーションは終了します。このため、
エラー・メッセージには、ユーザーがエラーの原因を突き止めるのに必要な情報が
明確に記されるようにしてください。
関数は、いくつかの異なるエラーまたは警告の状態を検出することもあります。エ
ラー・ログによって、エラー、警告、および追加情報についての複数のメッセージ
をログに書き込むことができます。APT_ErrorLog のメンバー関数を使用して、ログ
に書き込まれたエラー、警告、または情報メッセージの数を返すことができます。

APT_ErrorLog クラス・インターフェース
APT_ErrorLog クラスは、エラー・ログ機能を定義します。
このクラスのヘッダー・ファイル errlog.h に、関数の説明が含まれています。
オペレーター、パーティショナー、またはコレクターの各インスタンスは、
APT_ErrorLog のインスタンスを割り当てられます。関数オーバーライドの中で、ク
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ラス・インスタンスの APT_ErrorLog オブジェクトにアクセスし、そのあと、
APT_ErrorLog メンバー関数を使用して、エラーおよび警告情報をログに書き込むこ
とができます。

基本クラスのエラー・ログ関数
基本クラスは、それぞれ、クラス・インスタンスのエラー・ログ・オブジェクトを
返すメンバー関数を提供します。
次にこれらの関数をリストします。
v APT_Operator::errorLog()
v APT_Partitioner::errorLog()
v APT_Collector::errorLog()
純粋仮想関数のオーバーライドから戻るとき、オブジェクトのエラー・ログが検査
されます。ログに、エラー、警告、または情報メッセージが含まれていれば、メッ
セージは標準エラーに書き込まれます (これはジョブ・ログに書き込まれます)。
フレームワークは、エラー・ログの内容を表示すること以外のアクションは行いま
せん。関数オーバーライドは、エラー状態を検出すると、APT_StatusFailed を返
し、エラー・ログに書き込みます。警告が発生した場合は、アプリケーションに応
じて、APT_StatusFailed または APT_StatusOk を返すことができます。

エラー・ログとアサーション障害の機能の比較
エラー・ログ機能に加えて、アサーション・メカニズムもあります。
アサーションは、エラー状態が深刻すぎてそれ以上処理を続行できないときに、エ
ラー状態をすぐにシグナル通知するために使用されます。例えば、エラー状態は、
case ステートメントのすべての条件が失敗したか、整合性検査違反の結果である場
合があります。
アサーション障害が発生すると、アプリケーションは、アプリケーションを呼び出
したノードの標準エラーにメッセージを出力し、そのあと、アプリケーションの実
行を異常終了します。メッセージには、アサーション障害が発生したファイル名と
行番号が含まれます。
それに対し、エラー・ログの書き込みでは、フレームワークは、関数から戻るとき
に累積されたエラーおよび警告情報を出力する以外にアクションは行いません。こ
れは、ジョブが異常終了した APT_StatusFailed を返す関数オーバーライドによって
のみ行われます。
多くの関数オーバーライドは、アサーションとエラー・ログの両方を組み合わせま
す。
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エラー・ログ構造
APT_ErrorLog オブジェクトは、アキュムレーター、エラー・ログ、警告ログ、およ
び情報ログの 4 つのバッファーから成ります。
APT_ErrorLog オブジェクトの構造を図に示します。
この図に示すように、operator* 関数を使用して、エラー、警告、またはその他の情
報を含んだストリングをアキュムレーターに書き込みます。operator* 関数によっ
て、次の構文を使用して、エラー・ログを作成し、アキュムレーターに書き込むこ
とができます。

図 52. エラー・ログ構造
APT_ErrorLog eLog(APT_userErrorSourceModule);
*eLog << "a string";
// Use the appropriate function to copy the accumulator to a log
// buffer

この例で、APT_userErrorSourceModule はエラー・ログのモジュール ID を定義しま
す。
アキュムレーターに書き込んだあと、logError()、logWarning()、または logInfo() を
呼び出して、アキュムレーターから適切なログ・バッファーに情報をコピーしま
す。これらの関数を呼び出すと、アキュムレーターの中の情報が適切なバッファー
の現行内容に追加され、そのあと、アキュムレーターが消去されます。
エラー・ログ・バッファーにある情報にアクセスするには、UgetError() を使用しま
す。この関数は、バッファーの内容を含んだ ustring を返します。また、メンバー関
数 APT_ErrorLog::dump() を使用して、エラー・ログに保管されている情報を表示す
ることもできます。この関数は、APT_ErrorLog に含まれているすべての情報を、ア
プリケーションを呼び出したワークステーションの標準エラーに書き込み、そのあ
と、すべてのログ・バッファーをリセットして空の状態にします。
dump() の使い方の 1 つは、多くのメッセージを含んでいる可能性のある
APT_ErrorLog を、定期的にパージすることです。例えば、オペレーターが処理する
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189

各レコードによって引き起こされたエラーまたは警告がある場合があります。オペ
レーターは膨大な数のレコードを処理できるため、それに対応して、APT_ErrorLog
オブジェクトが消費するメモリー量が非常に大きくなっている可能性があります。
dump() を使用して、APT_ErrorLog オブジェクトをパージし、オブジェクトがメモ
リー・オーバーフローしないようにできます。

メッセージ ID の定義
エラー・ログには、ユーザーに送られるエラー、警告、および情報メッセージが含
まれます。
メッセージを単にエラー、警告、および情報のカテゴリーに分けるよりもさらに使
いやすく分類するために、ログに書き込む各メッセージに個別の ID を定義できま
す。そうすると、メッセージをカタログしてトラッキングできます。
メッセージ ID は、モジュール ID とメッセージ索引番号の 2 つの部分に分かれま
す。モジュール ID は、メッセージを発行した機能コンポーネントを定義します。
メッセージ索引は、各モジュール ID 内での各メッセージの固有値です。
派生したオペレーター、パーティショナー、またはコレクターの APT_ErrorLog オ
ブジェクトを作成する必要はありません。APT_ErrorLog オブジェクトは、オブジェ
クトが派生クラスからインスタンス化されるときに、モジュール ID が
APT_userErrorSourceModule で作成されます。独自の APT_ErrorLog オブジェクトを
作成する場合は、モジュール ID を指定するだけです。
使用可能なモジュール ID のリストは、拡張可能です。
メッセージ索引番号は、与えられたモジュール ID のエラー・ログに書き込む、そ
れぞれのエラー、警告、または情報メッセージに付けられた固有値です。通常、メ
ッセージ索引の基本値を定義し、そのあと、ログに書き込まれるユニークなメッセ
ージごとに、この値を変更します。
例えば、次のコードは、ログに書き込まれるすべてのメッセージの基本値を定義し
ます。
#define MESSAGE_ID_BASE 0

エラー・ログにエラー・メッセージを書き込むときに、次に示すように、メッセー
ジ索引値を指定します。
APT_ErrorLog eLog(APT_userErrorSourceModule);// create an error log
*eLog << "a string"; // write a message to error log
eLog.logError(MESSAGE_ID_BASE + 1); // log the error message and index

ログに書き込まれるそのあとのメッセージには、MESSAGE_ID_BASE +
2、MESSAGE_ID_BASE + 3、というように索引が付けられます。すべてのメッセ
ージは、各モジュール ID の中で固有索引を持ちます。エラー・メッセージのそれ
ぞれに固有索引を作成したあと、メッセージをカタログし、トラッキングできま
す。
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派生したオペレーターの中でのエラー・ログの使用
この例は、APT_Operator から派生したオペレーター・クラスの中で、エラー・ログ
を使用します。
この例では、ExampleOperator::describeOperator() オーバーライドは、ユーザーが少な
くとも 1 つのキー・フィールドを指定したことを確認します。そうでなければ、
ExampleOperator::describeOperator() はメッセージをエラー・ログに書き込み、
APT_StatusFailed を返します。
以下のセクションで、この例のクラス宣言を示します。コードのあとにコメントが
続きます。
表 39. 派生したオペレーターの中でのエラー・ログの使用
コメント

コード
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class ExampleOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(ExampleOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(ExampleOperator);
public:
ExampleOperator();
void setKey(const APT_String& name);
void setStable();

8

protected:
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList
&args, APT_Operator::InitializeContext context);
private:
int numkeys;
// other data members

15
17

#define MESSAGE_ID_BASE 0
APT_Status ExampleOperator::describeOperator()
{
setKind(APT_Operator::eParallel);
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",
0);
setOutputInterfaceSchema("record (iField:int32; sField:string)",
0);

25

if (numKeys == 0)
{
APT_ErrorLog& eLog = errorLog();
*eLog << "no keys specified for operator.";
eLog.logError(MESSAGE_ID_BASE + 1);
return APT_StatusFailed;
}

26
27
28
29

Return APT_StatusOK;
}

8

メンバー関数 setKey() を使用して、キー・フィールドを設定します。
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15

変数 numKeys は private 変数で、setKey() を使用して指定されたキー・フ
ィールドの数が含まれます。

25

キーの数が 0 であれば、ユーザーはキー・フィールドを指定しておらず、
エラー状態が存在します。

26

APT_Operator::errorLog() を使用して、オペレーター・インスタンスの
APT_ErrorLog オブジェクトにアクセスします。この関数は APT_ErrorLog
オブジェクトへの参照を返します。あるいは、行 26 と 27 の代わりに、次
のステートメントを使用することもできます。*errorLog() << "No keys
specified for operator."; APT_ErrorLog::operator*() は、メッセージを書
き込むことができる ostream を返します。

27

APT_ErrorLog::operator*() を使用して、アキュムレーターにエラー・メッセ
ージを書き込みます。

28

APT_ErrorLog::logError() を使用して、アキュムレーターの内容をメッセー
ジ索引も含めてエラー・ログ・バッファーにコピーします。

29

オーバーライドから APT_StatusFailed を返します。APT_ErrorLog オブジェ
クトは、戻り時にクラスを検査され、警告またはエラー情報が含まれていれ
ばそれを表示します。
また、関数が APT_StatusFailed を返したため、ジョブは終了します。

単一エラーまたは警告を検出したあと、関数から戻る必要はありません。戻る前
に、複数のエラーまたは警告をロギングして、関数全体を実行したいことがありま
す。この場合、エラーが発生したことをシグナル通知するフラグを定義し、そのフ
ラグを関数から戻る前に検査することができます。
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第 15 章 拡張機能
パラレル・ジョブのカスタム・コンポーネントを定義する際に、いくつかの拡張機
能を使用できます。

汎用関数、アクセサー、および動的スキーマ
ファイル types.C および types.h を表す 2 つのコード例で、これらの 3 つの拡
張機能を説明します。
ファイルは、入力データ・タイプについての情報を表示するオペレーターを実装し
ます。
汎用関数を実装するために、抽象基本クラス APT_GenericFunction のすぐ下に、2
レベルのクラス階層を定義します。第 1 レベル・クラスは、1 つ以上の純粋仮想メ
ンバー関数から成る汎用関数のインターフェースを定義します。派生した第 2 レベ
ル・クラスは、汎用関数のインターフェースの具象実装を提供します。
function.h は、APT_GenericFunction のヘッダー・ファイルです。
事前定義の第 1 レベル・クラスがいくつかあります。
APT_GFEquality、APT_GFComparison、および APT_GFPrint がその例です。これら
のクラスを拡張することもできますし、例としてこのセクションのコードを使用し
て、独自の 2 レベルの汎用関数クラス階層を定義することもできます。コード例で
は、このクラス階層を定義します。
APT_GenericFunction

TypeOpGF

TypeOpStringGF

TypeOpInt32GF

図 53. APT_GenericFunction

このコードでは、APT_InputAccessorBase ポインターを string アクセサーおよび
int32 アクセサーの両方にキャストして、強力にタイプ指定されたアクセサーに、ど
のように汎用アクセサーをキャストするかについても説明しています。また、この
コードでは、デフォルトの変換メカニズムを使用して、int8 フィールド値を int32
値に変換します。さらに、このコードでは、レコード全体を変更せずに入力から出
力に転送できるように、どのようにスキーマ変数フィールドをビルドして、スキー
マに追加するかについても説明しています。
次の表は、types.C のコードを示しています。コードの後に、コードの行番号が付い
た、コメントが続きます。
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表 40. types.C
コメント

コード

1

#include "types.h"

2

class TypeOpGF : public APT_GenericFunction
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpGF);
APT_DECLARE_ABSTRACT_PERSISTENT(TypeOpGF);

7

public:
TypeOpGF(char *type) : APT_GenericFunction(type, "typeop", ""){};
virtual APT_String display(APT_InputAccessorBase *)=0;
};
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpGF, APT_GenericFunction);
APT_IMPLEMENT_ABSTRACT_PERSISTENT(TypeOpGF);
void TypeOpGF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{
// TypeOPGF has no internal state to serialize
}

15

class TypeOpStringGF : public TypeOpGF
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpStringGF);
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypeOpStringGF);
public:
TypeOpStringGF() : TypeOpGF("string")
{}
virtual APT_GenericFunction* clone() const
{
return new TypeOpStringGF(*this);
}

30

APT_String display(APT_InputAccessorBase *inAcc)
{
return "This is a string; its value is: " +
((APT_InputAccessorToString*)inAcc)->value();
}
};
void TypeOpStringGF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{
// TypeOPStringGF has no internal state to serialize.
}
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpStringGF, TypeOpGF);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypeOpStringGF);
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表 40. types.C (続き)
コメント

コード

36

class TypeOpInt32GF : public TypeOpGF
{
APT_DECLARE_RTTI(TypeOpInt32GF);
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypeOpInt32GF);
public:
TypeOpInt32GF() :
TypeOpGF("int32")
{}
virtual APT_GenericFunction* clone() const
{
return new TypeOpInt32GF(*this);
}

53

APT_String display(APT_InputAccessorBase *inAcc)
{
char tmp[25];
sprintf(tmp, "%d", ((APT_InputAccessorToInt32*)inAcc)->value());
return APT_String("This is an int32; its value is: ") +tmp;
}
};
void TypeOpInt32GF::serialize(APT_Archive & ar, APT_UInt8 version)
{}
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypeOpInt32GF, TypeOpGF);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypeOpInt32GF);
int registerGFs()
{
APT_GenericFunction *tmp = new TypeOpStringGF();
APT_GenericFunctionRegistry::get().addGenericFunction(tmp);
tmp = new TypeOpInt32GF();
APT_GenericFunctionRegistry::get().addGenericFunction(tmp);
return 0;
}
static int sTypeOp = registerGFs();

67

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(TypesOp, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(TypesOp);

69

#define ARG_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(TypesOp, fieldtypes, ARG_DESC);

71

TypesOp::TypesOp()
{}

73

APT_Status TypesOp::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
APT_Status status=APT_StatusOk;
return status;
}

78

void TypesOp::serialize(APT_Archive& archive, APT_UInt8)
{}
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表 40. types.C (続き)
コメント

コード

80

APT_Status TypesOp::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
APT_Schema schema=viewAdaptedSchema(0);
for (int i=0; i &lt; schema.numFields(); i++)
{
APT_SchemaField &field=schema.field(i);
const APT_FieldTypeDescriptor *fd = field.typeDescriptor();

89

if (APT_PTR_CAST(APT_Int8Descriptor, fd))
{
APT_FieldTypeDescriptor
*int32fd=APT_FieldTypeRegistry::get().lookupBySchemaTypeName("int32");
field.setTypeDescriptor(int32fd);
}

94

}

95

APT_SchemaField schemaVar;
schemaVar.setIdentifier("in");
schemaVar.setKind(APT_SchemaField::eSchemaVariable);
schema.addField(schemaVar);
setInputInterfaceSchema(schema, 0);
setOutputInterfaceSchema("record (out:*)", 0);
declareTransfer("in", "out", 0, 0);
setCheckpointStateHandling(eNoState);
return APT_StatusOk;
}

105

APT_Status TypesOp::runLocally()
{
APT_Status status = APT_StatusOk;
APT_Schema schema = inputInterfaceSchema(0);

115
116

122
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int count=0;
for(; count < schema.numFields();)
{
if(schema.field(count).kind() != APT_SchemaField::eValue)
schema.removeField(count);
else
count++;
}
APT_InputAccessorBase *accessors = new APT_InputAccessorBase[count];
TypeOpGF **gfs = new TypeOpGF *[count];
for (int q=0; q < count; q++)
{
gfs[q]=APT_PTR_CAST(TypeOpGF,
APT_GenericFunctionRegistry::get().lookupDefault(schema.field(q).
typeDescriptor()->schemaTypeName(), "typeop"));
}
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表 40. types.C (続き)
コメント

コード

124

APT_InputCursor inCur;
setupInputCursor(&inCur, 0);
for (int p=0; p < schema.numFields(); p++)
inCur.setupAccessor(schema.field(p).path(), &accessors[p]);
APT_OutputCursor outCur;
setupOutputCursor(&outCur, 0);

130

while (inCur.getRecord() && status == APT_StatusOk)
{
for (int z=0; z < schema.numFields(); z++)
{
if (gfs[z])
{
*errorLog() << gfs[z] ->display(&accessors[z]);
errorLog().logInfo(1);
}
}
transfer(0);
outCur.putRecord();
}

142

delete[] gfs;
delete[] accessors;
return status;
}

1

ヘッダー・ファイル types.h を組み込みます。これは、APT_Operator から
直接派生した、TypesOp オペレーターを定義します。

2

第 1 レベル汎用関数クラス TypeOpGF を作成し、TypeOpGF から派生した
2 つのクラスの汎用関数クラスの public インターフェースを提供します。

7

APT_GenericFunction の 3 つの引数は次のとおりです。
v type: スキーマ・タイプを識別するスキーマ・タイプ名
v "typeop": 同じスキーマ・タイプのすべてのインターフェースの中で、汎
用関数のインターフェースを一意的に識別するインターフェース名
v " ": 3 番目の引数に、実装名、または空ストリングを指定できます。名前
を指定すると、実装は、名前によって明示的に選択される必要がありま
す。空ストリングを指定すると、汎用インターフェースは、そのスキー
マ・タイプとインターフェース名のデフォルトの実装になります。2 番目
と 3 番目の両方の引数を使用して、使用される汎用関数が決定されま
す。runLocally() メソッドから呼び出される lookupDefault() への呼び出し
と、TypesOp の describeOperator() メソッドの中の
lookupBySchemaTypeName() への呼び出しを参照してください。

15-30 および 36-53
これらのコード行は、汎用関数の string および int32 の実装を提供する、
TypeOpStringGF および TypeOpInt32GF クラスを定義します。データ・タイ
プを除いて、2 つの実装は類似しています。clone() のオーバーライドは、
APT_GenericFunction 基本クラスが必要とします。display() 関数は、デー
タ・タイプと値を表示します。この種の関数を呼び出して、いくつでも引数
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が付いた多くの種類のオペレーションを実行できます。この場合の display()
関数は、戻り値がどのようなデータ・タイプのポインターへも安全にキャス
トできるように、汎用アクセサー基本ポインターを取ります。
67-68

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE マクロは実行時タイプ情報をサポート
します。 APT_IMPLEMENT_PERSISTENT マクロは永続性メカニズムを定
義します。

69

オペレーターは引数を取らないため、TypesOp の引数記述ストリングは空で
す。

71

TypesOp::TypesOp() は、オペレーターのコンストラクターです。

73

オペレーターに引数がないため、その osh 初期化関数 initializeFromArgs_
simply は、APT_StatusOk を返します。

78

serialize メソッドは永続性メカニズムの一部です。オペレーターが並列化さ
れる前にこのメソッドが呼び出されてメンバー変数の値をアーカイブしま
す。並列化のあとに再度呼び出されて、オペレーターの各パラレル・コピー
の中のアーカイブされた値から、これらの変数を復元します。この場合、シ
リアライズするメンバーはありません。

80

オペレーターが並列化される直前に、describeOperator() メソッドを呼び出し
て、重要なオペレーターのプロパティーを設定します。

89-94

InfoSphere DataStage は int8 と int32 の間のデフォルトの変換を提供するた
め、単純な代入を使用して int8 から int32 に変換します。デフォルトの変
換がない場合は、アダプターを使用して変換を行う必要があります。

105-115
パラレル実行メソッド runlocally() の中で、スキーマ変数にアクセサーが割
り当てられないように、スキーマのコピーからスキーマ変数が除外されま
す。また、このメソッドは、サブレコードおよびタグ付きフィールドをスキ
ップオーバーします。そのあと、runlocally() メソッドは、必要なアクセサ
ーの数を決定し、アクセサーで使用する、汎用関数へのポインターを宣言し
ます。
116-122
また、メソッドは入力データ・セットのカーソルを定義し、アクセサーを対
応するフィールドにセットアップし、出力データ・セットのカーソルを定義
します。
130-142
while ループは、汎用関数を呼び出しながら、使用可能な入力レコードの中
を反復します。ループには、そこで switch() を実行する列挙を返す、
APT_InputAccessorBase::type() を使用することもできます。しかし、その技
法は、ほとんどの場合、特にフィールドに多のレコードがある場合は、汎用
関数を使用するほど効率的とはいえません。汎用関数は必ずしもすべてのデ
ータ・タイプに対応するように作成されているわけではないので、コード
は、割り振られていない汎用関数に対しては、実行時に実行されません。
次の表には、TypesOp サンプル・オペレーターを定義する type.h ヘッダー・ファイ
ルが含まれています。
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表 41. types.h
#include <apt_framework/orchestrate.h>
class TypesOp : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_PERSISTENT(TypesOp);
APT_DECLARE_RTTI(TypesOp);
public:
// constructor
TypesOp();
// C++ initialization methods for this operator which are
// called from the initializeFromArgs_ method.
protected:
// osh initialization function which makes the operator "osh-aware".
virtual APT_Status initializeFromArgs_(
const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
// pre-parallel initialization
virtual APT_Status describeOperator();
// parallel execution method
virtual APT_Status runLocally();
// There are no member variables.
};

結合可能オペレーター
結合可能オペレーターは、結合可能オペレーター・コントローラーによって管理さ
れるオペレーターです。
結合可能オペレーターは入力レコードを処理し、そのあと、制御をコントローラー
に返します。これによって、フレームワークは、オペレーターがすべての入力を取
り込むのを待機する必要がなくなります。すべての結合可能オペレーターは、抽象
基本クラス APT_CombinableOperator に基づきます。
結合可能 API に書き込むときに、フレームワークの内部結合可能最適化メカニズム
を使用可能にします。フレームワークは、可能な場合は、オペレーターを結合し、
意味をなさない結合は回避します。フロー・ベースのデータ・バッファリングが必
要な場合、再パーティション化が必要な場合、オペレーターの並列処理の度合いが
異なる場合などでは、フレームワークはオペレーターを結合しません。

結合可能オペレーターを使用するとき
結合可能オペレーターを使用するとき、いくつかのオペレーターを 1 つに結合し
て、ステップのプロセスの総数を削減します。
結合可能オペレーターを使用することによって、一定の状況でパフォーマンスを向
上させることができます。結合可能オペレーターを使用するかどうかを決めるに
は、これらのオペレーターの利点と欠点を熟考する必要があります。
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利点
結合可能オペレーターは、オペレーター間のレコード通過時間が削減されるため、
ある種のオペレーションのパフォーマンスを実質的に改善できます。これは、デー
タがオペレーター間を通過するときに、結合不可オペレーターがレコードをバッフ
ァーに入れるのに必要な時間をなくすことによって行われます。
さらに、レコード結合可能オペレーターによって、サイズが 128 KB 制限を超える
レコードを処理できます。2 つの結合不可オペレーターの間でデータが流れるとき
は、レコード・サイズが 128 KB までに制限されたバッファーに保管されます。結
合可能オペレーターではバッファーの制限はありません。したがって、結合可能オ
ペレーターが結合不可オペレーターに出力するか、再パーティション化するまで、
レコード・サイズは無制限です。

欠点
結合可能オペレーターにはデータ・フローにおいてパフォーマンス上のかなりの利
点がありますが、結合可能オペレーターは、内部 API の複雑さを表に出すため、そ
の分、使用には一定のリスクが伴います。しかし、これらのリスクは、ガイドライ
ンに従うことにより最小にできます。また、結合可能オペレーターが、必ずしも適
切な選択であるとは限りません。例えば、結合可能オペレーターを使用するとパイ
プライン並列処理が削減され、それによって、実際にデータ・フローがスローダウ
ンすることがあります。

結合可能オペレーターの使用
結合可能オペレーターを正しく使用しないと、診断が難しい誤動作をもたらしま
す。
結合可能オペレーターの使用についての情報は、ヘッダー・ファイル coperator.h
を参照してください。
各入力レコードに対して複数のレコードを出力できる結合可能オペレーター
(requestWriteOutputRecord() および writeOutputRecord() メソッドを使用) を作成する
方法の例は、トピック 『結合可能オペレーターが使用するメソッド』にあります。
結合可能オペレーターを実装するとき、オペレーターは次のとおりである必要があ
ります。
1. 初期化して、オペレーターが入力および出力を処理する準備をします。
2. 受け取った各レコードの処理を扱うメソッドが含まれています。
3. 各レコード入力に、最大で 1 レコードを出力します。各入力レコードに、複数
のレコードが出力される場合、プログラムは、必要な各出力レコードに対してコ
ールバックを要求する必要があります。

結合可能オペレーターが使用するメソッド
次の 2 つのセクションで、結合可能オペレーターを作成するときに有用なメソッド
を説明します。それぞれのセクションの中で、メソッドは、関数名のアルファベッ
ト順にリストされています。
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仮想メソッド
仮想メソッドは、ユーザーが実装しなければならないメソッドです。リストされた
仮想メソッドは、フレームワークが呼び出します。
v APT_Status doFinalProcessing()
このメソッドは、オペレーター・インスタンスごとに 1 回呼び出されます。この
メソッドが 1 レコードのみを出力する場合、transferAndPutRecord() を使用しま
す。オペレーター・インスタンスに複数の出力がある場合、制御をフレームワー
クに戻して出力を処理するときに、代わりに、requestWriteOutputRecord() を使用
します。
v APT_Status doInitialProcessing()
このメソッドによって、入力処理を行う前に出力レコードを生成できます。この
メソッドは、オペレーター・インスタンスごとに 1 回呼び出されます。このメソ
ッドが 1 レコードのみを出力する場合、transferAndPutRecord() を使用します。オ
ペレーター・インスタンスに複数の出力がある場合、代わりに、
requestWriteOutputRecord() を使用します。これは、出力を処理するために制御を
フレームワークに戻します。
v void outputAbandoned(int outputDS)
このメソッドは、出力が必要なくなったことの通知を結合可能オペレーターに送
信します。このメソッドは、このオペレーターのあとに続くオペレーターが必要
な入力をすべて受け取ったときに、フレームワークによって呼び出されます。
v void processEOF(int inputDS)
このメソッドを使用して、入力データ・セットの最終レコードが受け取られたあ
とに必要な処理を行います。フレームワークは、それぞれの入力に 1 回、このメ
ソッドを呼び出します。
v void processInputRecord(int inputDS)
このメソッドを使用して、1 レコードずつ処理を行います。各入力レコードの出
力データ・セットごとに、1 つの putRecord() または transferAndPutRecord() 以外
は使用しません。メソッド内の追加の各レコード出力のために、
requestWriteOutputRecord() を呼び出します。
v APT_Status writeOutputRecord()
コントローラーが次の出力レコードの準備できたときに、フレームワークは、
requestWriteOutputRecord() へのオペレーター呼び出しに応答して、このメソッド
を呼び出します。この関数の呼び出しごとに、1 レコードを出力できます。必要
であれば、requestWriteOutputRecord() を再度呼び出すことができます。

非仮想メソッド
非仮想メソッドは、実装する必要のないメソッドです。作成する結合可能オペレー
ターは、次の非仮想メソッドを呼び出すことができます。
v void abandonInput(int inputDS)
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このメソッドは、inputDS からオペレーターへのレコードの送信を停止すること
をフレームワークに通知します。この関数が呼び出されたあと、入力の atEOF()
は true を返します。この入力を引数として processInputRecord() を呼び出すこと
はできません。atEOF(inputDS) が true であれば、この関数は何も行いません。概
念的には、オペレーターが終了するときに、すべての入力のために abandonInput()
が自動的に呼び出されます。inputDS が inputDataSets() より小で、
inputConsumptionPattern() が eSpecificInput と等しいときにのみ、このメソッドを
呼び出します。
v int activeInput() const
現在アクティブな入力の数を返します。この値は、processInputRecord() または
processEOF() の動的スコープ全体で、ステーブルのままです。 setActiveInput() ま
たは advanceToNextInput() への呼び出しは、activeInput() の値に影響を及ぼしま
す。
v void clearCombiningOverrideFlag()
オペレーターの結合オーバーライド・フラグを false に設定し、
hasCombiningOverrideFlag() フラグを true に設定します。
v bool combiningOverrideFlag()
この関数は、オペレーターの結合オーバーライド・フラグを返します。これは、
setCombiningOverrideFlag() が呼び出された場合は true を、
clearCombiningOverrideFlag() が呼び出された場合は false を返します。この関数
は、hasCombiningOverrideFlag() が true でない限り呼び出さないでください。
v bool hasCombiningOverrideFlag()
この関数は、オペレーターの結合オーバーライド・フラグ値が設定されたかどう
かを示します。このフラグが true に設定され、combiningOverrideFlag() が false
を返す場合、オペレーターの結合は抑えられ、結合可能オペレーターは通常のオ
ペレーターのように扱われます。関連する関数 combiningOverrideFlag()
、setCombiningOverrideFlag()、および clearCombiningOverrideFlag() も参照してく
ださい。
v APT_InputAccessorInterface* inputAccessorInterface(int inputDS)
このメソッドは、このオペレーターに定義された各入力に関連付けられた、入力
アクセサー・インターフェースへのアクセスを提供します。これは、入力アクセ
サーのセットアップに使用されます。入力カーソルを表に出す代わりに、このメ
ソッドを doInitialProcessing() の中で呼び出します。
このメソッドを呼び出すには、inputDS は負でなく、inputDataSets() より小でなけ
ればなりません。
v InputConsumptionPattern inputConsumptionPattern()
このメソッドは、setInputConsumptionPattern() への呼び出しにより
describeOperator() の中に設定された入力取り込みパターンを返します。これは、
フレームワークが describeOperator() を呼び出したあとであればいつでも呼び出す
ことができます。
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describeOperator() 内部から setInputConsumptionPattern() のみ呼び出すことができ
ます。
setInputConsumptionPattern() は次の 3 つの値を取ります。
– eSpecificInput
この値は、オペレーターが、setActiveInput() または advanceToNextInput() 関数
を使用して取り込みパターンを直接制御することを指定します。これはデフォ
ルト値です。
– eBalancedInput
この値は、フレームワークに、ファイルの終わりマーカーではなく各入力から
輪状に 1 つのレコードを取り込みながら、取り込みパターンをバランスよく
駆動するよう要求します。オペレーターは、setActiveInput() も
advanceToNextInput() も呼び出してはなりません。
– eAnyInput
オペレーターはレコードの取り込みの順番は問題にしません。フレームワーク
は、どの入力からのレコードも処理するようにオペレーターに指示できます。
オペレーターは、setActiveInput() も advanceToNextInput() も呼び出してはなり
ません。
v APT_OutputCursor* outputCursor(int outputDS)
このメソッドは、このオペレーターに定義された各出力に関連付けられた、出力
カーソルへのアクセスを提供します。これを使用して、出力アクセサーをセット
アップし、putRecord() を呼び出します。パフォーマンス上の理由から、この関数
を doInitialProcessing() の中で 1 回呼び出し、そのあと、返されたポインター
を、頻繁にアクセスできるように、例えば processInputRecord() の中に保管しま
す。このメソッドを使用するには、outputDS は負でなく、outputDataSets() より小
でなければなりません。
v int remainingOutputs() const
このオペレーターが持つ、廃棄されなかった出力の数を返します。
v void requestWriteOutputRecord()
このメソッドは、結合可能オペレーター・メソッドが、単一入力レコードに対し
て複数のレコードを出力する必要がある場合に使用します。
関数 doInitialProcessing()、processInputRecord()、processEOF()
、doFinalProcessing()、および writeOutputRecord() の中で、1 つの出力ポートにつ
き、多くても 1 つの one putRecord() または transferAndPutRecord() オペレーシ
ョンしか実行できません。
オペレーターがさらに putRecord() オペレーションを必要とする場合、
requestWriteOutputRecord() を呼び出して、writeOutputRecord() への呼び出しのス
ケジュールを行う必要があります。要求された writeOutputRecord() への呼び出し
は、このオペレーターへの他のどの呼び出しよりも先に行われます。
doInitialProcessing()、processInputRecord()、processEOF()、doFinalProcessing()、およ
び writeOutputRecord() の一回のアクティベーションの中でこのメソッドを複数回
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呼び出すことは、1 回の呼び出しと同じ結果になります。複数のレコードを書き
込むには、前のレコードが出力されたあとで、writeOutputRecord() から
requestWriteOutputRecord() を呼び出します。
v void setCombiningOverrideFlag()
オペレーターの combiningOverrideFlag() と hasCombiningOverrideFlag() の両方の
フラグに、true を設定します。
v void terminateOperator(APT_Status s)
このメソッドは、オペレーターの終了状況を指定されたとおりに設定し、現行関
数が戻るとすぐに終了します。すべての入力が取り込まれなかった場合、警告が
発行され、残りの入力が取り込まれます。
このメソッドは、doInitialProcessing()、processInputRecord()、processEOF()、または
writeOutputRecord() の動的スコープの内部からのみ呼び出す必要があります。こ
れは、doFinalProcessing() の実行中または実行後に呼び出すことはできません。

結合可能コントローラー
結合可能コントローラーは、結合可能オペレーターの出力レコードを、ジョブが指
定するフローに基づいて、他のオペレーターの入力にリンクします。
結合可能コントローラーは、実行される結合可能オペレーターをこのコントローラ
ーに提供するフレームワークによって呼び出されます。
1 つの結合可能オペレーター・コントローラーは、ノードごとに、結合可能オペレ
ーターのグループごとに実行されます。結合可能コントローラーは、レコードを処
理する際に以下のステップを使用します。
1. 最初のオペレーターがアクティブにされ、レコードを出力します。
2. 順番に、そのあとのオペレーターがアクティブにされ、前のオペレーターの出力
を入力として取り、レコードを出力します。
3. 最後のオペレーターがアクティブにされ、前のオペレーターの出力を取ります。
4. 結合可能コントローラーは、最後のオペレーターから始めて逆順に処理して、各
オペレーターの出力に取り込み済みのマークを付けます。複数の書き込み要求を
処理するために requestWriteOutputRecord() が呼び出されていた場合、これらの
要求は、この時点で処理されます。

制限とリスク
結合可能オペレーターを使用するときは、以下の制限とリスクを受け入れる必要が
あります。
v 結合されたオペレーターは、同じ並列処理の度合いを持つ、同じノードで実行す
る必要があります。このため、アプリケーションによっては結合されたオペレー
ターの使用が不適切となる場合があります。
v 結合されたオペレーターは、マルチプロセス・パイプラインを形成できません。
それによって、パイプライン並列処理でパフォーマンスが向上する場合に、結合
可能オペレーターが結合不可オペレーターよりも低速になる可能性があります。
v 以前の書き込みによる出力への上書きによってレコードが失われないことと、入
力が再使用されないことを保障するのは、プログラマーの責任です。1 つの入力
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に複数の出力がある場合、他の出力は、あとで使用するために、
requestWriteOutputRecord() を使用してキューに入れる必要があります。
v 結合可能オペレーターは、静的変数もグローバル変数も使用してはなりません。
それは、このような 2 つのオペレーターが同じプロセスに結合されると、それら
は同じグローバル変数を共有するためです。
v 結合可能オペレーターを作成する場合、runLocally() は使用しません。runLocally()
の代わりに、結合可能オペレーターは関数 processInputRecord() を実装して入力レ
コードを 1 つ 1 つ取り込みます。
v 結合可能オペレーターを作成するとき、getRecord() は使用しません。結合可能オ
ペレーターは、決して getRecord() を呼び出してはなりません。そうしないで、
フレームワークが結合可能オペレーターの代わりに getRecord() を呼び出し、そ
のあと、各レコードについて processInputRecord() を呼び出します。
v putRecord() または transferAndPutRecord() を呼び出したあと、結合可能オペレー
ターは、制御がフレームワークに戻る前に、出力レコードを変えることを一切し
てはなりません。putRecord() または transferAndPutRecord() を呼び出したあとに
行う最も安全なことは、フレームワークに戻ることです。

ウェーブの終わりバッチ処理
ウェーブの終わり機能を使用して、トランザクションのような処理の最小のセット
を実行できます。
この機能によって、ウェーブ と呼ばれる個別のグループにレコードを入れることが
できます。ウェーブは、アグリゲート、ソート、変換などを行うオペレーターによ
るバッチ処理のために流れています。
ウェーブの終わりの障害が発生したときのロールバックや、特定の永続データ・セ
ット・エントリーからの読み取りの再開能力など、いくつかの標準的なトランザク
ション機能は現在サポートされていません。また、パラレルから順次へのパーティ
ション・コレクションに必要なワークフローに、現在、ウェーブの終わり処理は適
用されません。
オペレーターがウェーブの終わりマーカーを検出すると、getRecord() は
APT_InputCursor::eAtEndOfWave を返し、レコードの各セットは、バッチとして出力
データ・セットまたはデータベース表に追加されます。
ウェーブは、おそらく異なる引数を使用して入力データの異なるセットを読み取り
ながら、osh を繰り返し呼び出すような機能を提供します。しかし、ウェーブは、
ジョブの再実行のオーバーヘッドを回避します。通常の非トランザクションのよう
なデータ処理の場合、全体の入力データは、1 つのウェーブとして扱われますが、
ファイルの終わりの前にウェーブの終わりマーカーはありません。1 つのウェーブ
のトランザクションのようなデータ処理の場合、ウェーブはファイルとして扱われ
ますが、ファイルの終わりの前にウェーブの終わりマーカーがあります。

ウェーブを処理するためのオペレーターの準備
ウェーブの終わり機能が正しく機能するには、ウェーブを処理するためにオペレー
ターを準備する必要があります。

第 15 章 拡張機能

205

ウェーブ認識 であるオペレーターを作成するには、以下のステップを実行します。
1. describeOperator() の内部で setWaveAware() を呼び出し、フレームワークに、オ
ペレーターがウェーブの終わりの適切な処理方法を知っていることを伝えます。
2. オペレーターの最初の処理時に、すべてのメンバー変数を初期化します。
3. ウェーブからウェーブで状況を変える必要のあるメンバー変数をリセットしま
す。
4. 必要であれば、ウェーブごとの初期処理ロジックを追加します。
5. 必要であれば、ウェーブの終わり処理ロジックを追加します。
フレームワークは、呼び出すことでオペレーターをウェーブ認識にできる、一連の
関数を提供します。オペレーターのタイプによって、オペレーターをウェーブ認識
にするために呼び出すことができるインターフェースが異なります。次の関数は、
APT_Operator クラスによって提供されます。これは、結合不可オペレーターと結合
可能オペレーターの両方によって呼び出すことができます。
void setWaveAware()
フレームワークに、オペレーターが EOW の適切な処理方法を知っている
ことを伝えます。このメソッドは、describeOperator() からのみ呼び出すこと
ができます。この関数が呼び出されなければ、フレームワークは、オペレー
ターのデフォルトのウェーブの終わり動作を提供します。結合不可オペレー
ターの場合、フレームワークは、オペレーターをリセットし、オペレーター
の initializeFromArgs_() とそのあとに runLocally() を呼び出し、次のウェー
ブでオペレーターを再実行します。結合可能オペレーターの場合、フレーム
ワークは、オペレーターの doFinalProcessing() を呼び出し、オペレーターを
リセットし、オペレーターの initializeFromArgs_() とそのあとに
doInitialProcessing() を呼び出し、次のウェーブでオペレーターを再実行しま
す。
bool isWaveAware() const
setWaveAware() を呼び出して、このオペレーターが EOW を適切に処理す
る方法を知っていることをフレームワークに通知した場合、true を返しま
す。それ以外の場合は、false を返します。
bool isFirstWave() const
オペレーターが最初のウェーブを処理している場合は、true を返します。そ
れ以外の場合は、false を返します。このメソッドは、結合不可オペレータ
ーの場合は、runLocally() の動的スコープの中からのみ呼び出します。結合
可能オペレーターの場合は、doInitialProcessing() の開始と
doFinalProcessing() の終わりの間に呼び出します。この関数の値は、ウェー
ブの内部で変化しません。これは、最初のウェーブが完了したときに、true
から false になります。これは、フレームワークによって自動的に行われま
す。
APT_InputCursor クラスは、ウェーブの終わりマーカーが検出されたかどうかを示
す、position() 関数を提供します。
inputCursorPosition position() const
前の getRecord() への呼び出しの後の、カーソルの位置を返します。
getRecord() が true を返すと、eNotAtEnd が返されます。そうでない場合
は、eAtEndOfWave または eAtEndOfFile が返されます。
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結合可能オペレーターの場合、APT_CombinableOperator クラスは、
APT_InputCursor::position() へのラッパーとして position() を提供します。
APT_InputCursor::inputCursorPosition position(int inputDS) const
与えられた入力のカーソルの位置 eNotAtEnd、eAtEndOfWave、または
eAtEndOfFile を返します。inputDS は負でなく、inputDataSets() より小でな
ければなりません。
また、APT_CombinableOperator クラスは、初期ウェーブ処理およびウェーブの終わ
り処理をサポートする、次の 2 つの仮想関数を提供します。
virtual APT_Status initializeWave()
この関数は、最初のウェーブの doInitialProcessing() の直後に呼び出しま
す。そして、すべての入力について、processEOW() が呼び出されたあと
に、そのあとのウェーブに対して呼び出します。この関数は、ウェーブごと
のセットアップ処理 (例えば、ウェーブからウェーブで変わる変数のリセッ
ト) のためにオーバーライドする必要があります。デフォルトの実装は、
APT_StatusOk を返します。
virtual void processEOW(int inputDS)
与えられた入力のすべてのレコードがウェーブの終わりで使い果たされたと
きに、この関数が呼び出されます。複数の入力を持つオペレーターは、状況
の変化を認識し、通常は戻る前に setActiveInput() または
advanceToNextInput() を呼び出す必要がある場合があります。ウェーブの終
わりマーカーを含まないステップは、1 つのウェーブと見なされます。これ
は、この関数が、常に、1 ステップに少なくとも 1 回呼び出されることを
意味します。デフォルトの実装は、processEOF() を呼び出して、後方互換性
を維持します。出力ポートにつき、最大 1 つの putRecord() (または
transferAndPutRecord()) または markEndOfWave() オペレーションが、
processEOW() の中で実行される可能性があります。
requestWriteOutputRecord() を参照してください。 remainingInputs() がゼロ
でない場合、setActiveInput() または advanceToNextInput() のどちらかが、戻
る前に呼び出される必要があります。
この例は、単純なオペレーターをウェーブ認識にする方法を示しています。
EndOfWaveOperator は、APT_Operator クラスから派生した、結合不可オペレーター
です。これは引数は取りません。
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表 42. オペレーターをウェーブ認識にする
コメント

コード

1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class EndOfWaveOperator : public APT_Operator
{
APT_DECLARE_RTTI(EndOfWaveOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(EndOfWaveOperator);

4
5

public:
EndOfWaveOperator();
protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status runLocally();

9
11
13
14
15

private:
APT_InputCursor inCur_;
int numWaves_;
int numRecords_;
};

17
18
19
20

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(EndOfWaveOperator, eowOp, (APT_UString)ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(EndOfWaveOperator, APT_Operator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(EndOfWaveOperator);

21
22

EndOfWaveOperator::EndOfWaveOperator()
:numWaves_(1), numRecords_(0)
{
}

25

APT_Status EndOfWaveOperator::initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

29

void EndOfWaveOperator::serialize(APT_Archive& ar, APT_UInt8)
{
}

32

APT_Status EndOfWaveOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(inRec0:*;)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(outRec0:*;)", 0);
declareTransfer("inRec0", "outRec0", 0, 0);
setWaveAware();
return APT_StatusOk;
}
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表 42. オペレーターをウェーブ認識にする (続き)
コメント

コード

42

APT_Status EndOfWaveOperator::runLocally()
{
if ( isFirstWave() )
{
setupInputCursor(&inCur_, 0);
}
else numWaves_++;
while (inCur_.getRecord())
{
APT_ASSERT(inCur_.position() == APT_InputCursor::eNotAtEnd);
numRecords_++;
transferAndPutRecord(0);
}
if ( inCur_.position() == APT_InputCursor::eAtEndOfWave )
{
numRecords_ = 0;
}
else
{
APT_ASSERT(inCur_.position() == APT_InputCursor::eAtEndOfFile);
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
APT_ASSERT(numWaves_ >= 2);
}
return APT_StatusOk;
}

1

orchestrate.h ヘッダー・ファイルを含めます。

2

すべてのオペレーターは、直接または間接に、APT_Operator から派生され
ます。

4

必須のマクロ APT_DECLARE_RTTI を使用して、オペレーターの実行時タ
イプ情報を宣言します。

5

必須のマクロ APT_DECLARE_PERSISTENT を使用して、処理ノードに送
信されるオペレーター・オブジェクトのオブジェクト永続性を宣言します。

9-11

仮想関数 initializeFromArgs_ と、2 つの純粋仮想関数 describeOperator() お
よび runLocally() をオーバーライドする必要があります。この例の中にオー
バーライドがあります。

13

入力カーソルを定義します。

14

ウェーブの総数を定義します。

15

ウェーブあたりのレコード数を定義します。

17

ARGS_DESC ストリングについてのドキュメンテーションは、ヘッダー・
ファイル install_directory/Server/PXEngine/include/apt_util/argvcheck.h を参照
してください。

18

APT_DEFINE_OSH_NAME を使用して、osh からオペレーターの呼び出し
に使用される名前にクラス名を接続し、引数記述ストリングを DataStage に
渡します。
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19-20

APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE および
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT は、実行時タイプ情報と永続オブジェクト
処理を実装する必須のマクロです。

21

EndOfWaveOperator::EndOfWaveOperator() は、オペレーターのデフォルトの
コンストラクターを定義します。すべてのオペレーターは、たとえコンスト
ラクターが空だとしても、public のデフォルト・コンストラクターを持って
いる必要があります。

22

メンバー変数を初期化します。

25

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、情報を引数からクラ
ス・インスタンスに転送します。この例では引数がないため、
initializeFromArgs_() は単に APT_StatusOk を戻します。

29

serialize() 関数は、派生クラスの中に複雑な永続性を定義します。シリアラ
イズ・オペレーターの operator||、operator<<、および operator>> は、
APT_Persistent::serialize() に関して、マクロによって宣言および定義されま
す。 EndOfWaveOperator の中にシリアライズする必要のあるデータ変数は
ありません。したがって、serialize() は空です。

32

describeOperator() のオーバーライドを使用して、EndOfWaveOperator の構成
情報を記述します。この例の実装では、次のことを指定します。
v オペレーターはパラレルで実行されます。パラレル・モードはデフォルト
です。したがって、setKind() でパラレル・モードを明示的に設定する必
要はありません。
v 1 つの入力データ・セットと 1 つの出力データ・セットがあります。
v 入力および出力スキーマは、setInputInterfaceSchema() および
setOutputInterfaceSchema() によって定義されます。
v データは、単に入力から出力に転送されます。
v オペレーターはウェーブ認識です。

42

runLocally() のオーバーライドを使用して、実行時にオペレーターが行うこ
とを定義します。この実装の例では、関数 setupInputCursor() が最初のウェ
ーブで呼び出されて、入力カーソルを初期化します。これは、入力カーソル
は、ウェーブからウェーブで状況が変わらないためです。例の中の while
ステートメントは、すべてのレコードでループし、各レコードについて次の
タスクを実行します。
v 入力カーソルの位置が APT_InputCursor::eNotAtEnd であることを確認し
ます。
v 現行ウェーブのレコード数を 1 増やします。
v

現行レコードを入力から出力へ転送します。

入力データがなくなると、getRecord() は false を返し、コードの実行は
while ループから抜けます。そのあと、コード例は、入力がウェーブの終わ
りマーカーを検出したか、ファイルの終わりマーカーを検出したかを検査し
ます。ウェーブの終わりマーカーが検出されると、numRecords_ が 0 にリ
セットされ、次のウェーブのレコード数をカウントできるようになります。
ファイルの終わりマーカーが検出されると、コードは、ファイルの終わりマ
ーカーの前にウェーブの終わりマーカーがあり、この 2 つのマーカーの間
にレコードがないことを確認します。
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次は、結合可能オペレーターの中のウェーブの終わりの処理の例です。
表 43.
コメント

コード

1

#include <apt_framework/orchestrate.h>

2

class EndOfWaveCombinableOperator : public APT_CombinableOperator
{
APT_DECLARE_RTTI(EndOfWaveCombinableOperator);
APT_DECLARE_PERSISTENT(EndOfWaveCombinableOperator);

4
5

public:
EndOfWaveCombinableOperator();
9

15
17
18
19
20

protected:
virtual APT_Status initializeFromArgs_(const APT_PropertyList &args,
APT_Operator::InitializeContext context);
virtual APT_Status describeOperator();
virtual APT_Status doInitialProcessing();
virtual APT_Status initializeWave();
virtual void processInputRecord(int inputDS);
virtual void processEOW(int inputDS);
virtual APT_Status doFinalProcessing();
private:
APT_InputAccessorInterface* inCur_;
APT_InputAccessorToInt32 input0Int32a_;
int numWaves_;
int numRecords_;
};

22
23
24
25

#define ARGS_DESC "{}"
APT_DEFINE_OSH_NAME(EndOfWaveCombinableOperator,
eowCombOp, (APT_UString)ARGS_DESC);
APT_IMPLEMENT_RTTI_ONEBASE(EndOfWaveCombinableOperator,
APT_CombinableOperator);
APT_IMPLEMENT_PERSISTENT(EndOfWaveCombinableOperator);

26
27

EndOfWaveCombinableOperator::EndOfWaveCombinableOperator()
:inCur_(0), numWaves_(0), numRecords_(0)
{
}

30

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::initializeFromArgs_(const
APT_PropertyList &args, APT_Operator::InitializeContext context)
{
return APT_StatusOk;
}

34

void EndOfWaveCombinableOperator::serialize(APT_Archive& ar, APT_UInt8)
{
}

37

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::describeOperator()
{
setInputDataSets(1);
setOutputDataSets(1);
setInputInterfaceSchema("record(a:int32;inRec0:*)", 0);
setOutputInterfaceSchema("record(outRec0:*)", 0);
declareTransfer("inRec0", "outRec0", 0, 0);
setWaveAware();
return APT_StatusOk;
}
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表 43. (続き)
コメント

コード

47

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::doInitialProcessing()
{
inCur_ = inputAccessorInterface(0);
inCur_->setupAccessor(APT_UString("a"), &input0Int32a_);
return APT_StatusOk;
}

55

APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::initializeWave()
{
numRecords_ = 0;
return APT_StatusOk;
}

58

void EndOfWaveCombinableOperator::processInputRecord(int inputDS)
{
APT_ASSERT(position(0) == APT_InputCursor::eNotAtEnd);
if ( isFirstWave() )
cout << "input0Int32a_[0]=" << input0Int32a_[0] << endl;
numRecords_++;
transferAndPutRecord(0);
return;
}

67

void EndOfWaveCombinableOperator::processEOW(int inputDS)
{
if ( position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfWave )
{
numWaves_++;
}
else if ( position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfFile )
{
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
}
else
APT_ASSERT(0);
return;
}

78

81
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APT_Status EndOfWaveCombinableOperator::doFinalProcessing()
{
APT_ASSERT(position(0) == APT_InputCursor::eAtEndOfFile);
APT_ASSERT(numRecords_ == 0);
return APT_StatusOk;
}

1

orchestrate.h ヘッダー・ファイルを含めます。

2

EndOfWaveCombinableOperator は、APT_CombinableOperator から派生され
ます。

4

必須のマクロ APT_DECLARE_RTTI を使用して、オペレーターの実行時タ
イプ情報を宣言します。

5

必須のマクロ APT_DECLARE_PERSISTENT を使用して、処理ノードに送
信されるオペレーター・オブジェクトのオブジェクト永続性を宣言します。

9-15

仮想関数 initializeFromArgs_ と、純粋仮想関数 describeOperator() をオーバ
ーライドする必要があります。この例の中にオーバーライドがあります。

17

入力カーソルを定義します。

18

入力アクセサーを定義します。
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19

ウェーブの総数を定義します。

20

ウェーブあたりのレコード数を定義します。

30

initializeFromArgs_() のオーバーライドを使用して、情報を引数からクラ
ス・インスタンスに転送します。この例では引数がないため、
initializeFromArgs_() は単に APT_StatusOk を戻します。

34

serialize() 関数は、派生クラスの中に複雑な永続性を定義します。シリアラ
イズ・オペレーターの operator||、operator<<、および operator>> は、
APT_Persistent::serialize() に関して、マクロによって宣言および定義されま
す。 EndOfWaveOperator の中にシリアライズする必要のあるデータ変数は
ありません。したがって、serialize() は空です。

37

describeOperator() のオーバーライドを使用して、
EndOfWaveCombinableOperator の構成情報を記述します。この例の実装で
は、次のことを指定します。
1. オペレーターはパラレルで実行されます。パラレル・モードはデフォル
トです。したがって、setKind() でパラレル・モードを明示的に設定する
必要はありません。
2. 1 つの入力データ・セットと 1 つの出力データ・セットがあります。
3. 入力および出力スキーマは、setInputInterfaceSchema() および
setOutputInterfaceSchema() によって定義されます。
4. データは、単に入力から出力に転送されます。
5.

オペレーターはウェーブ認識です。

47

入力カーソルを初期化し、入力アクセサーを doInitialProcessing() の中にセ
ットアップします。両方のデータ変数は、ウェーブからウェーブで状況を変
えません。

55

それぞれのウェーブの始まりで、レコード数をリセットします。

58

processInputRecord() のオーバーライドを使用して、実行時にオペレーターが
行うことを定義します。この例の実装では、各レコードに次のことを行いま
す。
1. 入力カーソルの位置が APT_InputCursor::eNotAtEnd であることを確認し
ます。
2. 最初のウェーブの各レコードについて、フィールド a の値を出力しま
す。現行ウェーブのレコード数を 1 増やします。
3. 現行レコードを入力から出力へ転送します。

67

入力データがなくなると、コードの実行は processInputRecord() を終了し、
processEOW() を始めます。そのあと、コード例は、入力がウェーブの終わ
りマーカーを検出したか、ファイルの終わりマーカーを検出したかを検査し
ます。ウェーブの終わりマーカーが検出されると、numWaves_ が 1 増やさ
れます。ファイルの終わりマーカーが検出されると、コードは、ファイルの
終わりマーカーの前にウェーブの終わりマーカーがあり、この 2 つのマー
カーの間にレコードがないことを確認します。

78

processEOW() の動的スコープの中で、ウェーブの終わりマーカーもファイ
ルの終わりマーカーも検出されなければ、致命的エラーが発行されます。
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81

トランザクションのようなデータ処理では、doFinalProcessing() は、すべて
の入力データ・セットがファイルの終わりマーカーを検出したときに限り、
呼び出されます。

パーティションごとの処理
runLocally() が呼び出されたあと、各データ・セット・パーティションに対して
postFinalRunLocally() 関数が呼び出されます。
ウェーブの終わり処理が終了すると、runLocally() 関数を複数回呼び出すことができ
ます。この場合、postFinalRunLocally() 関数は、runLocally() の最後の呼び出しのあ
とに呼び出されます。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

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

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

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

{ }

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

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。
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付録 C. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 44. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 45. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション
v 永続

収集するデータ

データの目的

Cookie の無効化

ユーザー名

v セッション管理 無効にできない
v 認証
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表 45. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

アクセサー

コレクターの派生

オペレーターの登録

コンパイル

156

189

アグリゲート・フィールド
インターフェース
非推奨の除去 73

プロパティー・リストのエンコード

インターフェース・スキーマ 14, 29
ウェーブ 206
ウェーブの終わり処理 205, 214
ウェーブの終わりマーカー
永続オブジェクト
保管およびロード 170

シリアライズ

171

スキーマ変数

16, 28

206

ローカライズ

169

トークン 90
エラー処理
オペレーターの 89
エラー・ログ 187, 189, 191
エラー・ログ関数
基本クラス 188
応答メッセージ 48
お客様サポート
連絡先 219
オブジェクト
保存および復元 171
オブジェクト・シリアライゼーション
169
オペレーター 1, 13, 123
ウェーブの終わり処理 205
エラー処理 89
オペレーター
入力インターフェース 45
拡張機能 193
カスタム・コレクター 151
結合可能 199, 200, 201
結合可能コントローラー 204
合成 51, 54
コレクション方式 148, 149, 151
コレクション方式の選択 147
© Copyright IBM Corp. 2009, 2014
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［カ行］

96
131

カーソル 23, 99
レコード 102
カスタム・コレクター
カスタム・メッセージ

31

動的インターフェース 45
動的インターフェース・スキーマ
42
名前によるアクセス 26
入力スキーマおよび出力スキーマ

永続性
オブジェクトを使用可能にする
単純および複雑 169
エラー

転送の実行 33
転送の宣言 34
転送メカニズム

89
オペレーター・メッセージ

90

データのパーティション化

171

2

例 29
オペレーター引数

94

75

ソート・キー 21
タイプ変換の作成

124

120

オペレーター派生

1

使用可能化 2
使用法ストリング

99, 193

apt_archive

Unicode ユーティリティー
オペレーターの作成 3

実行時の検証

171

作成 170
アキュムレーター

オペレーター (続き)

コレクター 151, 154, 155
コレクターの作成 147

事前定義のタイプ変換
実行 91

［ア行］
アーカイブ

オペレーター (続き)

16,

14

パーティション 20, 132, 133, 136
パーティションの保持 132
パーティション方式 17
パーティション方式の定義 139
引数リスト処理機能 75
ビュー・アダプター 160
フィールドを使用したレコードの順序
の決定 153
フィールド・アクセサー 103, 105
フィールド・アクセサーのデータ・タ
イプ 104
フィールド・リスト 163, 164, 165
フィルター 35
プロパティー・リスト 77
プロパティー・リストのトラバース
89
2 つの入力 37
APT_Decimal クラス・インターフェー
ス 108
APT_ErrorLog クラス 187
APT_FieldList クラス 164
APT_MultiFieldAccessor 43
APT_persistent クラス 175
APT_SortedMergeCollector 149
APT_string クラス 176
RAW フィールドの作成 121
RTTI マクロ 184
subprocess 59

各国語サポート
可変長ベクトル

151
50

67
111

キャスト 182
クラス
複雑な永続の定義

174

apt_rawfield 121
クラス・インターフェース
APT_CompositeOperator 53
APT_Operator

4

APT_Partitioner 136
APT_SubProcessOperator 59
警告ログ 189
結合可能オペレーター 199, 200
制限とリスク 204
メソッド 201
結合可能オペレーターの制限とリスク
204
結合可能コントローラー 204
合成オペレーター 51
例 54
構文
コマンド・ライン 217
例 77
固定長ベクトル・フィールド 108
コマンド
構文 217
コマンド・ライン構文
規則 217
コレクション方式 22, 147
順次 148
ソート・マージ 149
任意 148
ラウンドロビン 148
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フィールド・アクセサー (続き)

特殊文字
コマンド・ライン構文での

1, 22, 147, 151

コレクターの派生
コンパイラー 1
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スキーマ変数 28
10 進数フィールド

217

225
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Date、Time、Timestamp

［サ行］
サブカーソル

［ハ行］
パーティショナー

23

サブプロセス・オペレーター
派生の例 61
サブレコード・フィールド

59
127

サポート

実行時タイプ情報

メッセージ

キーのない

19, 20
214

133

APT_Operator
派生要件
APT_Operator

90

ジョブ・モニター 48
シリアライズ・オペレーター

170, 171

構造

177

製品資料
アクセス 221
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 215
ソート 19
ソート・キー 21
ソフトウェア・サービス
連絡先 219

［タ行］
タイプ変換 96
デフォルト以外で事前定義 93
デフォルト以外のタイプ変換関数 93
単純な永続 173
データ・タイプ
数値 105
転送メカニズム 31, 33, 34
トークン
エラー 90
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