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Java コード統合ガイド

第 1 章 Java コードの統合 (Java Integration ステージ)
IBM® InfoSphere® DataStage® を使用して Java コードを呼び出す際、接続オプショ
ンをコレクションから選択することができます。ほとんどの新規ジョブには、より
高い機能性とパフォーマンスを提供する Java Integration ステージを使用してくださ
い。
Java Integration ステージは、以下のトポロジーで使用できます。
v 1 つ以上の出力リンクを持つソースとして
v 1 つ以上の入力リンクとゼロ個以上のリジェクト・リンクを持つターゲットとし
て
v 1 つ以上の入力リンクと 1 つ以上の出力リンクまたはリジェクト・リンクを持つ
トランスフォーマーとして
v 1 つの参照出力リンクを持つ Lookup ステージとして
Java Integration ステージは、さまざまなステージの 1 つで、Java コードを呼び出
すものです。 Java Integration ステージのほかに、以下のステージが使用可能です。
v Java Client ステージ
v Java Transformer ステージ
Java コードをサーバー・ジョブに統合したい場合は、Java Integration ステージの代
わりに古いステージの 1 つを使用する必要があります。
古いステージを使用するジョブがあり、かつ Java Integration ステージを使用したい
場合は、コネクター・マイグレーション・ツールを使用してジョブをマイグレーシ
ョンしてコネクターを使用してください。
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第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成 (Java
Integration ステージ)
Java Integration ステージを使用すると、Java Integration ステージ API を用いて
Java コードを作成することによって、コードをジョブ・デザインに統合することが
できます。Java Integration ステージ API で、InfoSphere DataStage and QualityStage
パラレル・ジョブ内で呼び出すことができる Java コードを作成するためのインター
フェースおよびクラスを定義します。
関連情報:
Java Pack API
Java Pack API の Javadoc 情報を表示するためのリンクをクリックします。Java
Integration ステージ API の Javadoc 情報も参照してください。

開発環境のセットアップ (Java Integration ステージ)
Java コードを作成する前に、開発環境をセットアップする必要があります。

手順
1. Java 6 SDK のインストール
2. ccjava-api.jar をワークスペースにコピーします。このファイルは Java コード
のコンパイルに必要です。 ccjava-api.jar ファイルは以下の場所にあります。
v <ISDIR>/Server/DSComponents/bin (Information Server エンジン層マシンを使
用している場合)
v <ISDIR>/Clients/Samples/Connectors/JavaIntegration_Samples.zip
(Information Server クライアント層マシンを使用している場合)

API の文書およびサンプルのインストール (Java Integration ス
テージ)
Java Integration ステージ API の文書およびサンプルは、Information Server クライ
アント層をインストールしたシステムにインストールされます。
以下の 2 つの API 文書が <ISInstall directory>¥Clients¥Samples¥Connectors
にインストールされます。
v JavaIntegration_API_Document.zip - このファイルには、Java Integration ステー
ジ API の Javadoc が含まれています。
v JavaIntegration_Samples.zip - このファイルには、Java Integration ステージ API
の API サンプルが含まれています。

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Processor クラスの抽象メソッドの実装
Java コードは、Processor クラスのサブクラスを実装する必要があります。
Processor クラスは、Java Integration ステージによって呼び出されるメソッドから
構成されます。Java Integration ステージが組み込まれたジョブが開始すると、この
ステージで Processor クラスがインスタンス化され、Processor 実装内のロジック
が呼び出されます。
Processor クラスは、Java Integration ステージでジョブ実行時またはデザイン時に
Java コードと対話するために呼び出すことができる以下のメソッドのリストを提供
します。
v getCapabilities()
v validateConfiguration()
v getConfigurationErrors()
v getBeanForInput()
v getBeanForOutput()
v getAdditionalOutputColumns()
v initialize()
v process()
v terminate()
v getColumnMetadataForInput()
v getColumnMetadataForOutput()
v getUserPropertyDefinitions()
少なくとも、Java コードは以下の 2 つの抽象メソッドを実装する必要があります。
v public abstract boolean validateConfiguration(Configuration
configuration, boolean isRuntime) throws Exception;
v public abstract void process() throws Exception;
以下の例は、「ディレクター・クライアント」で表示できるジョブ・ログにレコー
ドの列値を出力する単純な Peek ステージ実装を示しています。ここでは単一の入
力リンクを想定しています。
package samples;
import com.ibm.is.cc.javastage.api.*;
public class SimplePeek extends Processor
{
private InputLink m_inputLink;
public boolean validateConfiguration(
Configuration configuration, boolean isRuntime)throws Exception
{
if (configuration.getInputLinkCount() != 1)
{
// this sample code assumes stage has 1 input link.
return false;
}
m_inputLink = configuration.getInputLink(0);
return true;
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}
public void process() throws Exception
{
do
{
InputRecord inputRecord = m_inputLink.readRecord();
if (inputRecord == null)
{
// No more input. Your code must return from process() method.
break;
}
for (int i = 0; i < m_inputLink.getColumnCount(); i++)
{
Object value = inputRecord.getValue(i);
Logger.information(value.toString());
}
}
while (true);
}
}

Java Integration ステージでは、現在の構成 (リンクの数とタイプ) およびユーザ
ー・プロパティーの値を指定するために、validateConfiguration() メソッドが呼
び出されます。Java コードは所定の構成およびユーザー・プロパティーを検証し
て、それらに問題があった場合は、false を Java Integration ステージに返す必要が
あります。先の例では、このコードは、単一の入力リンクを使用するステージを想
定しているので、入力リンクの数を調べ、ステージ構成がこの要件を満たしていな
ければ、false を返します。
if (configuration.getInputLinkCount() != 1)
{
// this sample code assumes stage has 1 input link.
return false;
}

Configuration インターフェースは、現在のステージ構成 (リンクの数とタイプ) お
よびユーザー・プロパティーの値を取得するために使用されるメソッドを定義しま
す。getInputLinkCount() メソッドは、このステージに接続された入力リンクの数
を取得するために使用されます。
Java コードは、ステージ構成を受け入れると、その参照情報を後続の処理のために
InputLink オブジェクトに保存し、true を Java Integration ステージに返します。
m_inputLink = configuration.getInputLink(0);
return true;
}

ステージ構成が Java コードによって検証されると、ジョブ内の接続されたステージ
と対話できるようになります。process() メソッドは、入力リンクからのレコード
を処理し、出力リンクに送るための入り口点です。ステージのいずれかの入力リン
クで行が使用可能になると (出力リンクのタイプや数に関係なく)、ジョブが終了し
ていなければ、Java Integration ステージでこのメソッドが呼び出されます。Java コ
ードは、ステージ入力リンクからのすべての行を取り込む必要があります。
InputLink インターフェースの readRecord() メソッドを呼び出すと、Java コード
が入力リンクから行を取り込むことができます。その後で InputRecord インターフ
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ェースを実装するオブジェクトを返します。InputRecord インターフェースは、取
り込まれた行レコードから列データを取得するために使用されるメソッドを定義し
ます。
InputRecord inputRecord = m_inputLink.readRecord();
if (inputRecord == null)
{
// No more input. Your code must return from process() method.
break;
}

Java コードは、ステージ入力リンクから行レコードを取り込むと、InputRecord イ
ンターフェースの getValue(int columnIndex) メソッドを呼び出して、列レコード
値を取得できます。 InputLink の getColumnCount() ではこの入力リンクに存在す
る列の数が返されます。
for (int i = 0; i < m_inputLink.getColumnCount(); i++)
{
Object value = inputRecord.getValue(i);

最後に、Logger クラスの information() メソッドが呼び出されると、それぞれの
列値がジョブ・ログに書き込まれます。 Logger クラスにより、Java コードは、指
定されたログ・レベルでデータをジョブ・ログに書き込むことができます。以下の
コードは、各列値のストリング表現をジョブ・ログに書き込みます。
Logger.information(value.toString());

Java コードのコンパイル (Java Integration ステージ)
Java コードを作成したら、その Java コードをコンパイルする必要があります。ま
たオプションで、デプロイメント用に JAR ファイルを作成することもできます。

手順
1. ccjava-api.jar で Java コードをコンパイルするには、以下のコマンドを使用し
ます。
javac -cp .;.¥jars¥ccjava-api.jar samples¥SimplePeek.java

2. デプロイメント用に JAR ファイルを作成するには、以下のコマンドを使用しま
す。
jar -cvf .¥jars¥samples.jar samples¥SimplePeek.class

パラレル・エンジンでの Java コードの実行
Java コードは、InfoSphere DataStage パラレル・エンジン環境で 1 つ以上の Java
VM インスタンスによって呼び出されます。コンダクターは、単一の Java VM イ
ンスタンスを作成し、Java コードおよび他の Java ベース Connector ステージ・コ
ードをジョブにロードする初期 DataStage プロセスです。プレイヤー・ノードのプ
ロセッサーは、ジョブ内のステージごとに fork され、そのステージに関連づけられ
る実際のプロセスとなります。Java コードが実行される Java Integration ステージ
に関連付けられているプレイヤー・プロセスごとに、Java VM インスタンスが作成
されます。
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ステージ構成へのアクセス (Java Integration ステージ)
Configuration インターフェースのインスタンスは、現在のステージ構成 (リンク
の数とタイプなど) およびジョブに指定されているユーザー定義プロパティーの値
を定義します。
Configuration インターフェースで提供される使用可能なメソッドの詳細を表示す
るには、Java Integration ステージ API の Javadoc 情報を参照してください。
リンク構成へのアクセスのためのメソッド
v getDataChannel()
v getLinks()
v getInputLinks()
v getInputLinkCount()
v getInputLinks()
v getOutputLink()
v getOutputLinkCount()
v getOutputLinks()
v getRejectOutputLink()
v getRejectLinkCount()
v getStreamOutputLink()
v getStreamOutputLinkCount()
ノード構成へのアクセスのためのメソッド
v getNodeCount()
v getNodeNumber()
ユーザー定義ステージ・プロパティーへのアクセスのためのメソッド
v getUserProperties()
データ転送サービスへのアクセスのためのメソッド
v getDataChannel()

Java コードの機能の宣言 (Java Integration ステージ)
Capabilities クラスは、属性およびパラメーターのリストをカプセル化することで
Java コードの機能を定義します。
以下は、Capabilities クラスで提供される使用可能なメソッドのリストです。これ
らのメソッドについて詳しくは、Java Integration ステージ API に関する資料の
Javadoc 情報を参照してください。
v getMinimumInputLinkCount()
v getMaximumInputLinkCount()
v getMinimumOutputStreamLinkCount()
v getMaximumOutputStreamLinkCount()
v getMinimumRejectLinkCount()
第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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v getMaximumRejectLinkCount()
v getColumnTransferBehavior()
v isWaveGenerator()
v isRunOnConductor()
v setMinumumInputLinkCount()
v setMaximumInputLinkCount()
v setMinimumOutputStreamLinkCount()
v setMaximumOutputStreamLinkCount()
v setMinimumRejectLinkCount()
v setMaximumRejectLinkCount()
v setIsWaveGenerator()
v setColumnTransferBehavior()
v setIsRunOnConductor()
Processor コードをインスタンス化した直後に、Java Integration ステージで
Processor コード内の getCapabilities() メソッドが呼び出され、現在のジョブ・
デザインで Java コードが実行可能であるかどうかを判断するために、その関連の
Capabilities オブジェクトが取得されます。
Processor クラス内の getCapabilities() メソッドをオーバーライドすると、Java
コードを処理するための機能の値を Java コードでカスタマイズして、それを Java
Integration ステージに渡すことができます。
以下の例は、Java コードが単一の入力リンクの場合のみを受け入れることを示して
います。
public Capabilities getCapabilities()
{
Capabilities capabilities = new Capabilities();
capabilities.setMinimumInputLinkCount(1);
capabilities.setMaximumInputLinkCount(1);
capabilities.setMaximumOutputStreamLinkCount(0);
capabilities.setMaximumRejectLinkCount(0);
return capabilities;
}

現在のジョブ・デザインが指定された機能に合わないと、ジョブが終了します。
以下のコードは、最初の例と同等の機能をもたらします。Java Integration ステージ
では、ステージにアタッチされたリンクの数が getCapabilities() メソッドの実装
によって指定された制限と比較されます。リンクの数がこの指定された制限を超え
ていると、Java Integration ステージで対応するメッセージがジョブ・ログに送ら
れ、ジョブが打ち切られます。
package samples;
import com.ibm.is.cc.javastage.api.*;
public class ReworkedSimplePeek extends Processor
{
private InputLink m_inputLink;
public Capabilities getCapabilities()
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{
Capabilities capabilities = new Capabilities();
capabilities.setMinimumInputLinkCount(1);
capabilities.setMaximumInputLinkCount(1);
capabilities.setMaximumOutputStreamLinkCount(0);
capabilities.setMaximumRejectLinkCount(0);
return capabilities;
}
public boolean validateConfiguration(
Configuration configuration, boolean isRuntime)throws Exception
{
m_inputLink = configuration.getInputLink(0);
return true;
}
public void process() throws Exception
{
do
{
InputRecord inputRecord = m_inputLink.readRecord();
if (inputRecord == null)
{
// No more input. Your code must return from process() method.
break;
}
for (int i = 0; i < m_inputLink.getColumnCount(); i++)
{
Object value = inputRecord.getValue(i);
Logger.information(value.toString());
}
}
while (true);
}
}

入力リンクからのレコードの読み取り (Java Integration ステージ)
InputLink インターフェースは、Link インターフェースを拡張したもので、対応す
るステージ入力リンクと対話するために使用されるメソッドを定義します。
InputLink のインスタンスは、validateConfiguration() メソッドの引数として提
供される Configuration オブジェクトで使用可能です。
Link インターフェースによって提供されるメソッド
v getColumn()
v getColumnCount()
v getColumnMetadata()
v getLinkIndex()
v getUserProperties()
v

subtractColumnList()

InputLink インターフェースによって提供されるメソッド
v GetAssociatedRejectLink()
v readRecord()

第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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InputLink インターフェースの readRecord() メソッドを呼び出すと、Java コード
は入力リンクから行を取り込むことができます。その後で InputRecord インターフ
ェースを実装するオブジェクトを返します。
InputRecord inputRecord = m_inputLink.readRecord();

InputRecord インターフェースは、Record インターフェースを拡張したもので、取
り込まれた行レコードから列データを取得するために使用されるメソッドを定義し
ます。
InputRecord インターフェースによって提供されるメソッド
v getObject()
v getValue(String columnName)
v getValue(int columnIndex)
以下の例は、このレコードの所定の列索引「i」と対応する値を取得する方法を示し
ています。
Object value = inputRecord.getValue(i);

以下のように列名を指定して値を取得することもできます。
Object value = inputRecord.getValue(“name”);

出力リンクへのレコードの書き込み (Java Integration ステージ)
出力リンクにレコードを書き込むには、Java コードが OutputLink インターフェー
スの getOutputRecord() メソッドを使用して OutputRecord オブジェクトをインス
タンス化する必要があります。
以下の例は、取り込まれたレコードのストリング・テキストを大文字に変換して、
出力リンクに書き込む単純な Transformer ステージ実装を示しています。
package samples;
import com.ibm.is.cc.javastage.api.*;
public class ToUpperTransformer extends Processor
{
private InputLink m_inputLink;
private OutputLink m_outputLink;
public Capabilities getCapabilities()
{
Capabilities capabilities = new Capabilities();
// Set minimum number of input links to 1
capabilities.setMinimumInputLinkCount(1);
// Set maximum number of input links to 1
capabilities.setMaximumInputLinkCount(1);
// Set minimum number of output stream links to 1
capabilities.setMinimumOutputStreamLinkCount(1);
// Set maximum number of output stream links to 1
capabilities.setMaximumOutputStreamLinkCount(1);
// Set maximum number of reject links to 1
capabilities.setMaximumRejectLinkCount(0);
return capabilities;
}
public boolean validateConfiguration(
Configuration configuration, boolean isRuntime)
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throws Exception
{
// Specify current link configurations.
m_inputLink = configuration.getInputLink(0);
m_outputLink = configuration.getOutputLink(0);
return true;
}
public void process() throws Exception
{
OutputRecord outputRecord = m_outputLink.getOutputRecord();
do
{
InputRecord inputRecord = m_inputLink.readRecord();
if (inputRecord == null)
{
// No more input
break;
}
for (int i = 0; i < m_inputLink.getColumnCount(); i++)
{
Object value = inputRecord.getValue(columnIndex);
if (value instanceof String)
{
String str = (String)value;
value = str.toUpperCase();
}
outputRecord.setValue(i, value);
}
m_outputLink.writeRecord(outputRecord);
}
while (true);
}
}

出力リンクにレコードを書き込むには、Java コードが OutputLink インターフェー
スの getOutputRecord() メソッドを使用して OutputRecord オブジェクトをインス
タンス化する必要があります。
OutputRecord outputRecord = m_outputLink.getOutputRecord();

OutputRecord インターフェースによって提供されるメソッド
v putObject()
v setValue(String columnName, Object value)
v setValue(int columnIndex, Object value)
v setValueAsString(String columnName, String value)
v setValueAsString(int columnIndex, String value)
v copyColumnsFromInputRecord(InputRecord inputRecord)
v getOfLink()
OutputRecord オブジェクトをインスタンス化したら、OutputRecord インターフェ
ースの setValue(String columnName, Object value) または setValue(int
columnIndex, Object value) メソッドを使用して、各列に値を設定できます。
以下の例は、このレコードの所定の列索引「i」と対応する列に値を設定する方法を
示しています。
第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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outputRecord.setValue(i, value);

列名を以下のように指定して、値を設定することもできます。
outputRecord.setValue(“name”, value);

最後に、Java コードが OutputLink インターフェースの writeRecord() メソッドを
呼び出して、この出力レコードを書き込みます。OutputLink のインスタンスは、
validateConfiguration() メソッドの引数として提供される Configuration オブジ
ェクト内で使用可能になります。
m_outputLink.writeRecord(outputRecord);

OutputLink インターフェースによって提供されるメソッド
v getOutputRecord()
v getOutputRecord(InputRecord)
v getRejectRecord(InputRecord)
v writeRecord()
v writeRecord(RejectRecord)
v writeWaveMarker()
v isRcpEnabled()

レコードのリジェクト (Java Integration ステージ)
入力リンクからのレコードが Java コードの要件を満たしていない場合、その入力レ
コードをリジェクトすることができます。この場合、ジョブ・デザインのリジェク
ト・リンクを使用しているとみなし、リジェクトされたデータをこのリンクに書き
込むことができます。
Java コードは、リジェクト・リンクにレコードを書き込む必要がある場合、
InputLink インターフェースの getAssociatedRejectLink() メソッドを呼び出し
て、ジョブ・デザインの入力リンクに関連した OutputLink のインスタンスを取得
する必要があります。
OutputLink m_rejectLink = m_inputLink.getAssociatedRejectLink();

以下は、RejectRecord インターフェースによって提供されるメソッドのリストで
す。
v setErrorText()
v setErrorCode()
v getOfLink()
出力リンクにレコードを書き込む場合と同様に、Java コードが OutputLink インタ
ーフェースの getRejectRecord() メソッドを使用して RejectRecord オブジェクト
をインスタンス化する必要があります。Java コードは、リジェクトされる
InputRecord オブジェクトを指定する必要があります。
RejectRecord rejectRecord = m_rejectLink.getRejectRecord(inputRecord);
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ジョブ・デザインのリジェクト・リンクには「ERRORTEXT」と「ERRORCODE」
という追加列がある場合があります。Java コードは、RejectRecord インターフェー
スの setErrorText() および setErrorCode() メソッドを使用して、これらの追加
列の値を設定できます。
rejectRecord.setErrorText("Name field contains *");
rejectRecord.setErrorCode(123);

最後に、OutputLink インターフェースの writeRecord(RejectRecord) メソッドを
使用して、このリジェクト・レコードを対応するリジェクト・リンクに書き込むこ
とができます。
m_rejectLink.writeRecord(rejectRecord);

.

「スパース」ルックアップ・モードでのデータのルックアップ
Java Integration ステージはスパース・ルックアップをサポートします。入力レコー
ドの読み取りと出力レコードへの書き込みを 1 レコードずつ行うルックアップ・ロ
ジックを Java コードに実装することができます。
コネクターがスパース・ルックアップ処理を完了するために使用されるとき、コネ
クターは 1 つの入力リンク、1 つの出力リンク、およびオプションのリジェクト・
リンクを持っています。出力参照リンクを 1 つだけ持つコネクターは、1 つの入力
リンク、1 つの出力リンク、および 1 つのリジェクト・リンクを含むように内部的
に変換されます。ただし、リジェクト・リンクは、ジョブ内の Lookup ステージに
リジェクト・リンクが含まれている場合にオプションで含まれます。 process() メ
ソッドでスパース・ルックアップ・モードで実行するためには、ご使用の Java コー
ド内に実装を追加する必要があります。
process() メソッドでルックアップ・モードを識別するには、次のように
Configuration インターフェースに対して getSparseLookupMode() メソッドを呼び出
します。
SparseLookupMode m_sparseLookupMode = m_configuration.getSparseLookupMode()

戻り値は、構成されているルックアップ・モードを示します。「Lookup ステージ条
件」ペインで、「ルックアップ失敗時」列は、ルックアップ処理が失敗したときの
予期される動作を示します。 Java コードには、入力リンクからのデータの読み取り
および出力リンクまたはリジェクト・リンクへのデータの書き込みを繰り返し行う
ループを作成するロジックが含まれていなければなりません。入力リンクとリジェ
クト・リンクのスキーマは、Lookup ステージの入力リンクのスキーマと同じです。
出力リンクのスキーマは、Java Integration ステージの出力参照リンクのスキーマと
同じです。 Java コードは、入力リンク上のキー列を読み取り、ルックアップ・デー
タを持つ出力レコードを書き込む必要があります。
入力リンク上のキー列を識別するには、次のように ColumnMetadata インターフェ
ースに対して isKey() メソッドを使用します。
List<ColumnMetadata> inputColumns = m_inputLink.getColumnMetadata();
ColumnMetadata cm = inputColumns.get(columnIndex);
boolean isKey = cm.isKey();

第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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Java コードが出力レコードを書き込んだ後、出力リンクのスキーマが Lookup ステ
ージからの出力リンクのスキーマと同じになるようにするために、Java Integration
ステージとフレームワークは Lookup ステージ内のマッピング構成に従ってさらに
列を追加またはコピーします。
スパース・ルックアップのロジックを実装する際は、ユーザー・コードが、次の着
信レコードを取り出す InputLink.readRecord() メソッドを呼び出す前に、
OutputLink または RejectLink に対して writeRecord() メソッドを呼び出すように
してください。また、フレームワークは、コネクターと連携してスパース・ルック
アップの列に出力を書き込みます。コネクター・フレームワークは、ユーザー・コ
ードが読み取る入力レコードのカーソルを保持し、InputLink.readRecord() メソッ
ドが呼び出されると、カーソル位置を別のレコードに変更します。出力レコードに
正しく書き込むためには、次のレコードに対する InputLink.readRecord() メソッ
ドの前に writeRecord() メソッドが呼び出されなければなりません。
ルックアップ失敗時におけるスパース・ルックアップのための予期される動作を実
装することは必須ではありません。しかし、ユーザー・コードが
getSparseLookupMode() メソッドの戻り値を調べて、失敗したレコードを処理でき
るようになるので、予期される動作を実装することをお勧めします。各モードにつ
いて予期される動作は次のとおりです。
表 1. ルックアップ失敗時におけるスパース・ルックアップのための予期される動作
モード

予期される動作

続行

ルックアップされたデータで空のデータが列
に送られた後、ルックアップ処理は続行され
ます。値が入っていない空のレコード (複数
の場合もある) を writeRecord() メソッドに
渡す Java コードを実装することができま
す。

ドロップ

ルックアップ・テーブル上のレコードと一致
しないレコードをドロップします。コードが
次の readRecord() メソッドを呼び出すと、
入力レコードは自動的に廃棄されます。 Java
コードに実装するものはありません。

失敗

ルックアップに失敗するとジョブは終了しま
す。ジョブが終了すると、Java コードは例外
をスローします。

リジェクト

ルックアップ・テーブル上のレコードと一致
しないレコードがリジェクトされます。入力
レコードが RejectLink.writeRecord() メソ
ッドに渡されます。

次のサンプル・コードは、process() メソッドと、ルックアップ失敗時におけるス
パース・ルックアップのための予期される動作の実装を示しています。
public void process() throws Exception
{
if (m_sparseLookupMode == Configuration.SparseLookupMode.NOT_SPARSE)
{
// regular implementation for process()
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// ...
// ...
}
else
{
// Sparse lookup implementation
do
{
InputRecord inputRecord = m_inputLink.readRecord();
if (inputRecord == null)
{
// No more input
return;
}
OutputRecord outputRecord = m_outputLink.getOutputRecord();
OutputRecord emptyRecord = m_outputLink.getOutputRecord();
// -- do the lookup and fill output record
boolean fLookupFail = lookup(inputRecord, outputRecord);
if (!fLookupFail)
{
// lookup success - put the output record populated as you like
m_outputLink.writeRecord(outputRecord);
}
else
{
switch(m_sparseLookupMode)
{
case Configuration.SparseLookupMode.CONTINUE:
// "Continue" mode - send out the empty record
m_outputLink.writeRecord(emptyRecord);
break;
case Configuration.SparseLookupMode.DROP:
// "Drop" mode - do nothing and proceed to read next record.
break;
case Configuration.SparseLookupMode.FAIL:
// "Fail" mode - throw exception to abort the job
throw new ConnectorException(9998, "Lookup failed.");
case Configuration.SparseLookupMode.REJECT:
// "Reject" mode - copy input record into reject link
RejectRecord rejectRecord = m_rejectLink.getRejectRecord
(inputRecord);
m_rejectLink.writeRecord(rejectRecord);
break;
}
}
}
while(true);
}
}

このサンプル・コードでは、ユーザーが、inputRecord 引数で入力データをルック
アップすることによって独自のルックアップ・ロジックを lookup() 関数で実装
し、抽出されたデータを outputReocrd 引数に取り込んでいます。戻り値は、ルッ
クアップの成功または失敗を示します。
スパース・ルックアップ・モードは特殊リンク・トポロジーで実行されます。スパ
ース・ルックアップ・モードでは、Java Integration ステージは入力リンクおよびリ
ジェクト・リンクの数に対する機能検査を実施しません。

第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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データ・タイプ (Java Integration ステージ)
InfoSphere DataStage は、Java データ・タイプとは異なるデータ・タイプのセット
をサポートします。
Java Integration ステージによって作成された Java データ・タイプから DataStage
列が設定されるような出力リンクでは、Java Integration ステージによって Java デ
ータ・タイプから InfoSphere DataStage データ・タイプへの変換が行われます。逆
に、Java Bean のプロパティーまたは列が DataStage 列から設定されるような入力
リンクでは、InfoSphere DataStage データ・タイプから Java データ・タイプへの変
換が行われます。

DataStage から Java データ・タイプへのデータ・タイプ変換
(Java Integration ステージ)
Java Integration ステージによって取り込まれた DataStage 列から Java 型が設定さ
れるような入力リンクでは、Java Integration ステージによって InfoSphere DataStage
データ・タイプから Java データ・タイプへの変換が行われます。
以下の表は、InfoSphere DataStage データ・タイプと Java データ・タイプの間のマ
ッピング・ルールを示しています。
表 2. InfoSphere DataStage データ・タイプとその対応する Java データ・タイプ
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InfoSphere DataStage データ・タイプ

Java データ・タイプ

BigInt

java.math.BigInteger

Binary

byte[]

Bit

int/java.lang.Integer または
boolean/java.lang.Boolean
注: boolean/java.lang.Boolean は、Java Bean
または UDF の場合にのみ適用できます。

Char

java.lang.String

Date

java.sql.Date

Decimal

java.math.BigDecimal

Double

double/java.lang.Double

Float

float/java.lang.Float

Integer

long/java.lang.Long

LongNVarChar

java.lang.String

LongVarBinary

byte[]

LongVarChar

java.lang.String

NChar

java.lang.String

Numeric

java.math.BigDecimal

NVarChar

java.lang.String

Real

java.lang.Float

SmallInt

java.lang.Integer

Time

java.sql.Time

Timestamp

java.sql.Timestamp

TinyInt

java.lang.Short

Java コード統合ガイド

表 2. InfoSphere DataStage データ・タイプとその対応する Java データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage データ・タイプ

Java データ・タイプ

VarBinary

byte[]

VarChar

java.lang.String

Java から DataStage データ・タイプへのデータ・タイプ変換
(Java Integration ステージ)
Java Integration ステージによって作成された Java 型から DataStage 列が設定され
るような出力リンクでは、Java Integration ステージによって Java データ・タイプ
から InfoSphere DataStage データ・タイプへの変換が行われます。
同様に、メタデータが Java Integration ステージを通じてインポートされると、Java
データ・タイプが InfoSphere DataStage データ・タイプに変換されます。以下の表
は、Java データ・タイプと InfoSphere DataStage データ・タイプの間のマッピン
グ・ルールを示しています。
表 3. Java データ・タイプとその対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ
Java データ・タイプ

InfoSphere DataStage データ・タイプ

boolean/java.lang.Boolean
注: Java Bean または UDF の場合にのみ適
用できます。

Bit

short/java.lang.Short

TinyInt

int/java.lang.Integer

SmallInt または Bit

long/java.lang.Long

Integer

java.math.BigInteger

BigInt

float/java.lang.Float

Real または Float

double/java.lang.Double

Double

byte[]

Binary、VarBinary、または LongVarBinary

java.lang.String

Char、VarChar、LongVarChar、NChar、
NVarChar、または LongNVarChar

java.sql.Date

Date

java.sql.Time

Time

java.sql.Timestamp

TimeStamp

java.math.BigDecimal

Decimal または Numeric

マイクロ秒の分解度の時間 (Java Integration ステージ)
DataStage パラレル・エンジンの Time データ・タイプにはマイクロ秒の分解度を使
用できますが、java.sql.Time にはミリ秒の分解度しか使用できません。結果とし
てマイクロ秒の終わり 3 桁が切り捨てられます。入力リンクから出力リンクへ列を
伝搬するときにも、切り捨てが発生します。この切り捨てを避けるために、Java
Integration ステージ API は、マイクロ秒指定まで時間値を保存するクラス
com.ibm.is.cc.javastage.api.TimeMicroseconds を提供します。

第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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com.ibm.is.cc.javastage.api.TimeMicroseconds クラスは、java.sql.Time を継承
し、時、分、秒の他にマイクロ秒の分解度を持ちます。入力リンクから出力リンク
へ列を伝搬するときに、マイクロ秒は切り捨てられません。出力リンクへのデータ
をマイクロ秒の分解度で作成したい場合は、このクラスを使用します。
TimeMicroseconds クラスについて詳しくは、Java Integration ステージ API の
Javadoc 情報を参照してください。

リンク上の列メタデータの取得 (Java Integration ステージ)
ColumnMetadata インターフェースは、リンク上の各列に関連したメタデータ (列
名、データ・タイプ、データ長など) を取得するために使用されるメソッドを定義
します。Information Server DataStage® リンクに関連した列メタデータは、
Link.getColumnMetadata()、Link.getColumn(int)、および Link.getColumn
(String) メソッドを呼び出して取得できます。
ColumnMetadata インターフェースによって提供されるメソッド
v getDataElementName()
v getDerivation()
v getDescription()
v getDisplaySize()
v getIndex()
v getName()
v getNativeType()
v getPrecision()
v getScale()
v getSQLType()
v getSQLTypeName()
v getType()
v hasMicrosecondResolution()
v isKey()
v isNullable()
v isSigned()
v isUnicode()
以下の例では、リンク上の最初の列の名前と SQL 型を取得します。
ColumnMetadata columnMetadata = m_inputLink.getColumn(0);
String columnName = columnMetadata.getName();
int sqlType = columnMetadata.getSQLType();

ユーザー定義プロパティーの使用 (Java Integration ステージ)
Java コードを使用して、カスタム・プロパティーを定義し、これらのプロパティー
値を Java コードで使用できます。
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ジョブ・デザイン時、Java Integration ステージ・エディターは、Processor クラス
の getUserPropertyDefinitions() メソッドを呼び出して、ユーザー定義プロパテ
ィー定義のリストを取得し、エディター・パネルにそのプロパティーを表示して、
ユーザーが各プロパティーのストリング値を指定できるようにします。
以下の例は、getUserPropertyDefinitions() メソッドの実装例を示しています。
public List<propertyDefinition> getUserPropertyDefinitions()
{
List<PropertyDefinition> list = new ArrayList<PropertyDefinition>();
propList.add(new PropertyDefinition
("NumOfRecords",
"10",
"Number of Records",
"Specifies the number of record to be generated.",
PropertyDefinition.Scope.STAGE));
propList.add(new PropertyDefinition
("WaveCount",
"5",
"Wave Count",
"Specifies the number of record to be processed
before writing end-of-wave marker.",
PropertyDefinition.Scope.OUTPUT_LINK_ONLY));
return list;
}

Configuration インターフェースの getUserProperties() メソッドは、キーと値の
組という形式でユーザー定義プロパティーのセットを返します。Link インターフェ
ースの getUserProperties() メソッドは、キーと値の組という形式でユーザー定義
プロパティーのセットを返します。
以下のコードでは、ステージ・プロパティーとして設定されている NumOfRecords
プロパティーおよびリンク・プロパティーとして設定されている WaveCount プロ
パティーの値を取得します。
public boolean validateConfiguration(
Configuration configuration, boolean isRuntime) throws Exception
{
// Specify current link configurations.
m_outputLink = configuration.getOutputLink(0);
Properties userStageProperties = configuration.getUserProperties();
String propValue;
// Fetch the value of "NumOfRecords" user property.
// If it is not specified, use default value 10.
// The minimum number of NumOfRecords is 0.
// The maximum number of NumOfRecords is 100.
// If specified value is out of range, return error.
propValue = userStageProperties.getProperty("NumOfRecords");
if (propValue != null)
{
m_numOfRecords = Integer.valueOf(propValue);
}
if (m_numOfRecords < 0 || m_numOfRecords > 100)
{
m_errors.add("Please set the NumOfRecords value between 1 to 100.");
}
//
//
//
//

Fetch the value of "WaveCount" user property.
If it is not specified, use default value 5.
The minimum number of WaveCount is 0.
The maximum number of WaveCount is 100.
第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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// If specified value is out of range, return error.
Properties userLinkProperties = m_outputLink.getUserProperties();
propValue = userLinkProperties.getProperty("WaveCount");
if (propValue != null)
{
m_waveCount = Integer.valueOf(propValue);
}
if (m_waveCount < 0 || m_waveCount > 100)
{
m_errors.add("Please set the waveCount value between 1 to 100.");
}

ランタイム列伝搬 (Java Integration ステージ)
InfoSphere DataStage では、スキーマを部分的に定義し、ジョブの実際の実行時にメ
タデータで定義されていない余分の列が現れても、それを受け入れてジョブの残り
全体で伝搬するように指定できます。これはランタイム列伝搬 (RCP) として知られ
ています。
プロジェクトにランタイム列伝搬を使用可能にして、出力ページの「列」タブで個
別のリンクに設定できます。ランタイム列伝搬を使用可能にするには、「ランタイ
ム列伝搬」チェック・ボックスを選択します。
出力リンクへの余分の列の追加
出力リンクでランタイム列伝搬が使用可能になっていると、ユーザー・コードはこ
の出力リンクに余分の列を追加できます。余分の列は、
Processor.getAdditionalOutputColumns() メソッドで指定できます。このメソッド
は、RCP が使用可能になっている各出力リンクに呼び出されます。
以下の例は、「charCol」および「intCol」という名前の列を所定の出力リンクに追加
する方法を示しています。
public List<ColumnMetadata> getAdditionalOutputColumns
Link outputLink, List<Link> inputLinks,
Properties stageProperties)
{
List<ColumnMetadata> addtionalColumns = new
ArrayList<ColumnMetadata>();
ColumnMetadata charCol = new ColumnMetadataImpl
("charCol",ColumnMetadata.SQL_TYPE_CHAR);
addtionalColumns.add(charCol);
ColumnMetadata intCol = new ColumnMetadataImpl
("intCol",ColumnMetadata.SQL_TYPE_INTEGER);
addtionalColumns.add(intCol);
return addtionalColumns;
}

入力リンク 0 にはあるが、出力リンクにはない列を追加したい場合は、以下のよう
に InputLink インターフェースの subtractColumnList() という名前のヘルパー・
メソッドを使用できます。
public List<ColumnMetadata> getAdditionalOutputColumns(Link outputLink,
List<Link> inputLinks, Properties stageProperties)
{
return inputLinks.get(0).subtractColumnList(outputLink);^M
}
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あるいは、実行時に JavaBean を使用して出力リンクに列定義を指定することがで
きます。使用中のユーザー・コードで、RCP が使用可能になっている出力リンクに
JavaBean を使用し、「JavaBean クラス」と「列マッピング」の両方のプロパティ
ーが空である場合、Java Integration ステージで所定の JavaBean クラスの Bean プ
ロパティーから列が自動的に作成され、出力リンクに追加されます。
以下の表は、Java Integration ステージによって作成される SQL 型を要約したもの
です。対応する列定義を出力リンクに手動で追加すると、列の SQL 型を上書きす
ることができます。
Java 型

SQL 型

byte[]

Binary

boolean/java.lang.Boolean

Bit

short/java.lang.Short

TinyInt

int/java.lang.Integer

SmallInt

double/java.lang.Double

Double

float/java.lang.Float

Float

long/java.lang.Long

Integer

java.lang.String

VarChar

java.math.BigInteger

BigInt

java.math.BigDecimal

Decimal

java.sql.Date

Date

java.sql.Time

Time

com.ibm.is.cc.javastage.api.TimeMicroseconds.class

Time

java.sql.Timestamp

Timestamp

ステージに 1 つの入力リンクと 1 つ以上の出力リンクがある場合、RCP が使用可
能になっている出力リンクにはない入力リンクのすべての列が Java Integration ステ
ージによって自動的に追加されます。
入力から出力への列データの転送
Java Integration ステージ API は、実行時に列メタデータを動的に照会し、そのデー
タにアクセスする機能を提供します。入力リンク上の伝搬された列のデータを読み
取り、そのデータを RCP が使用可能になっている出力リンクに書き込むためのコ
ードを作成する必要があります。
Java Integration ステージは、ステージに 1 つの入力リンクと 1 つ以上の出力リン
クがある場合に、入力リンクの列データを自動的に出力リンクに転送する機能も提
供します。この場合、ユーザー・コードが入力リンク上の伝搬された列のデータを
転送する必要はありません。詳しくは、Java Integration ステージ API の Javadoc
情報の com.ibm.is.cc.javastage.api.ColumnTransferBehavior クラスを参照して
ください。

コンダクター・ノード上での Java コードの実行
Java Integration ステージは、ステージの初期化時と終了時において、コンダクタ
ー・ノード上での Java コードの実行をサポートします。
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コンダクター上で Java コードを実行するために、Java コードは Capabilities ク
ラスの setIsRunOnConductor メソッドを呼び出します。ステージの初期化時に、
Processor クラスは以下のメソッドを呼び出します。
1. getCapabilities()
2. validateConfiguration()
3. initialize()
以下のシナリオでは、初期化時に、Processor クラスのメソッドがさらにいくつか
呼び出されます。
v validateConfiguration メソッドが false を返すと、getConfigurationErrors メ
ソッドが呼び出されます。
v 1 つの出力リンクでランタイム列伝搬が有効になっていて、かつ JavaBean オブ
ジェクトを返すように getBeanForOutput メソッドが実装されている場合は、以
下に示す Processor クラスのメソッドが初期化時に呼び出されます。
1. getCapabilities()
2. validateConfiguration()
3. getBeanForOutput()
4. getAdditionalOutputColumns()
v JavaBean オブジェクトと関連付けられている少なくとも 1 つの出力リンクで、
コンダクター・ノード上で Java コードを実行する機能とランタイム列伝搬の両
方が有効になっている場合は、以下に示す Processor クラスのメソッドが指定さ
れた順序で初期化時に呼び出されます。 validateConfiguration メソッドはコン
ダクター・ノード上で 2 回呼び出されます。
1. getCapabilities()
2. validateConfiguration()
3. getBeanForOutput()
4. getAdditionalOutputColumns()
5. validateConfiguration()
6. initialize()
ステージの終了時に、Processor クラスの terminate() メソッドが呼び出されま
す。
次に示す Java コードの例は、コンダクター・ノード上でステージの初期化と終了の
ための Processor クラスのメソッドを実行する機能を設定するために使用されま
す。
public Capabilities getCapabilities()
{
Capabilities capabilities = new Capabilities();
capabilities.setIsRunOnConductor(true);
return capabilities;
}

Java コードは、Configuration クラスの getNodeNumber メソッドの戻り値を調べ
て、このメソッドがコンダクター・ノードで呼び出されるかプレイヤー・ノードで
呼び出されるかを識別します。戻り値が -1 であると、このメソッドはコンダクタ
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ー・ノード上で実行されます。戻り値がこれ以外の数値 (0 や 1 など) であると、
このメソッドはプレイヤー・ノード上で呼び出されます。
次の例では、Processor クラスは、コンダクター・ノードおよびプレイヤー・ノー
ドで初期化プロセスと終了プロセスを完了します。
private int m_nodeID = -1;
public boolean validateConfiguration(Configuration configuration,
boolean isRuntime) throws Exception
{
...
m_nodeID = configuration.getNodeNumber();
...
return true;
}
public void initialize() throws Exception
{
if (m_nodeID == -1) // On Conductor
{
// Perform any initialization process on the conductor node
}
else
{
// Perform any initialization process on each player node
}
}
public void terminate(boolean isAborted) throws Exception
{
if (m_nodeID == -1) // On Conductor
{
// Perform any termination process on the connector node
}
else
{
// Perform any termination process on each player node
}
}

コンダクター・ノードからプレイヤー・ノードへのデータの転送
Java Integration ステージでは、データをコンダクター・ノードからプレイヤー・ノ
ードに転送する DataChannel インターフェースを含む Java コードを提供します。
DataChannel インターフェースには以下のメソッドが用意されています。
v sendTo()
v receiveFrom()
DataChannel インターフェースのインスタンスを取得するために、Java コードは
Configuration クラスの getDataChannel メソッドを呼び出します。コンダクタ
ー・ノードからデータを送るために、Java コードは sendTo メソッドを呼び出しま
す。各プレイヤー・ノードでデータを受け取るために、Java コードは receiveFrom
メソッドを呼び出します。
ステージの初期化プロセスと終了プロセスでデータ転送サービス機能を有効にする
ために、Java コードは Capabilities クラスの setIsRunOnConductor メソッドを呼
び出します。この機能が有効になっていないと、getDataChannel メソッドは NULL
を返します。
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次の例では、Java コードは、ストリング・データをコンダクター・ノードからプレ
イヤー・ノードに渡します。
private int m_nodeID = -1;
public boolean validateConfiguration(Configuration configuration,
boolean isRuntime) throws Exception
{
...
m_nodeID = configuration.getNodeNumber();
if (isRuntime == true)
{
// Get data channel
DataChannel channel = configuration.getDataChannel();
if (m_nodeID == -1) // On Conductor node
{
// Send data to the player node
String object = new String("*** test data ***");
Logger.information(object + " is sent from Conductor to Player. ");
channel.sendTo(DataChannel.NODE_PLAYER, object);
}
else // On Player node
{
// Receive data from the conductor node
String object = (String) channel.receiveFrom(DataChannel.NODE_CONDUCTOR);
Logger.information(object + "is received on Player(" + m_nodeID + ").");
}
}
...
return true;
}

このコード例が実行されると、以下のメッセージが InfoSphere DataStage ジョブ・
ログに記録されます。
Java_Stage: *** test data *** is set on the Conductor node.
Java_Stage,0: *** test data *** is received on Player(0).
Java_Stage,1: *** test data *** is received on Player(1).

Java Integration ステージによるメッセージのロギング
Logger クラス (com.ibm.is.cc.javastage.api.Logger) を使用して、ジョブの実行時メッ
セージおよびデザイン時メッセージをログに記録することができます。
実行時に、エラー・メッセージ、警告メッセージ、および情報メッセージがジョ
ブ・ログに書き込まれます。例えばコードでは、Logger.information() を呼び出し
て情報メッセージを書き込むことができます。 Java Integration ステージ・コネクタ
ーのランタイム・コードもメッセージをジョブ・ログに記録します。
デザイン時メッセージはコネクター・アクセス・サービス・ログに保管されます。
このログは、InfoSphere Information Server Web コンソールで表示することができま
す。例えばコードでは、Logger.debug() を呼び出してデバッグ・メッセージを書き
込むことができます。 Java Integration ステージのデザイン時コードもメッセージを
コネクター・アクセス・サービス・ログに記録します。
Logger クラスには以下のメソッドが用意されています。
v debug(int messageNumber, String message)
v debug(String message)
v fatal(String message)
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v getComponentID()
v information(int messageNumber, String message)
v information(String message)
v isDebugEnabled ()
v setComponentID(String compID)
v warning(int messageNumber, String message)
v warning(String message)
Logger クラスについて詳しくは、Java Integration ステージ API の Javadoc を参照
してください。

Logger クラスのメッセージ ID 形式
Logger クラス (com.ibm.is.cc.javastage.api.Logger) は、メッセージを
IIS-categoryID-componentID-messageNumber 形式でログに記録します。
IIS は InfoSphere Information Server の接頭部です。 categoryID は、メッセージを
生成するコンポーネントのカテゴリーです。 CONN は、Java Integration ステージ
を含むコネクターの categoryID です。 componentID は、メッセージをスローする
コンポーネントです。 messageNumber はメッセージの正整数です。
次の表は、イベント・タイプおよび Java Integration ステージ内の事前定義メッセー
ジ ID のリストです。
表 4. イベント・タイプおよび Java Integration ステージ内の事前定義メッセージ ID のリス
ト
メソッド

イベント・タイプ

メッセージ ID

Logger.debug(String message)

情報

IIS-CONN-JAVA-00011

Logger.information(String
message)

情報

IIS-CONN-JAVA-00012

Logger.warning(String
message)

警告

IIS-CONN-JAVA-00013

Logger.fatal(String message)

致命的

IIS-CONN-JAVA-00015

カスタム ID を持つメッセージのロギング
実行時に Logger クラスが呼び出されると、メッセージはディレクター・クライア
ント・ログに記録されます。デザイン時に Logger クラスが呼び出されると、メッ
セージはコネクター・アクセス・サービス・ログに記録されます。実行時に、Java
Integration ステージで定義されるメッセージ ID を持つメッセージをログに記録し
たり、Java コードで定義されるカスタム・メッセージ ID を持つメッセージをログ
に記録したりすることができます。
以下に示す Logger クラスのメソッドを Java コード内で使用して、カスタム・メッ
セージ ID を持つメッセージをディレクター・クライアント・ログに記録すること
ができます。
v setComponentID(String compID)
v debug(int messageNumber, String message)
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v information(int messageNumber, String message)
v warning(int messageNumber, String message)
Logger クラスについて詳しくは、Java Integration ステージ API の Javadoc 情報を
参照してください。
次の例では、情報メッセージ Job completed successfully が
IIS-CONN-MYCONN-00123 というメッセージ ID でログに記録されます。
Logger.setComponentID("MYCONN");
Logger.information(123, "Job completed successfully");

デバッグ・メッセージのロギング
JAVASTAGE_API_DEBUG 環境変数を 1 に設定すると、Java コードを使用してデ
バッグ・メッセージをログに記録することができます。
以下に示す Logger クラスのメソッドを Java コード内で使用して、デバッグ・メッ
セージをログに記録することができます。
v debug(String message)
v debug(int messageNumber, String message)
v isDebugEnabled()
v setComponentID(String compID)
次の例は、デバッグ・メッセージをログに記録するものです。
debug test 001
debug test 002
...
debug test 999
if (Logger.isDebugEnabled())
{
Logger.debug("debug test 001");
Logger.debug("debug test 002");
...
Logger.debug("debug test 999");
}

Logger.isDebugEnabled() メソッドは、JAVASTAGE_API_DEBUG 環境変数が 1
に設定された場合に true を返します。不必要に Logger.debug メソッドを呼び出さ
ないようにするために、確実に Logger.isDebugEnabled() メソッドが true を返す
ようにしてください。

Java コードからのジョブの終了
Exception クラス・オブジェクトをスローするか、ConnectorException クラス・オブ
ジェクトをスローするか、または Logger.fatal() メソッドを呼び出して、ジョブが自
然に終了する前にジョブを停止することができます。
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Exception クラス・オブジェクトのスロー (Java Integration ス
テージ)
プロセッサー・インプリメンテーションからの Exception (java.lang.Exception)
クラスまたはそのサブクラス・オブジェクトを使用して、ジョブを停止することが
できます。
次の例は、価格を求める基本計算を行う Java コードを示しています。 count に設
定された値がゼロであると、Java コードは java.lang.ArithmeticException 例外を
スローし、メッセージ Divide by zero をログに記録します。
public
{
int
int
...
int
}

void process() throws Exception
count = 0;
total = 1000;
price = total / count;

Java コードはまた、指定されたメッセージを含む ArithmeticException オブジェク
トを構成し、これをスローしてジョブを終了することもできます。
public void process() throws Exception
{
...
if (result < 0)
{
throw new ArithmeticException("An exception occurred. result=" + result);
}
}

ConnectorException クラス・オブジェクトのスロー (Java
Integration ステージ)
プロセッサー・インプリメンテーションからの ConnectorException
(com.ibm.is.cc.javastage.api.ConnectorException) クラス・オブジェクトを使用して、実
行中のジョブを停止したり、デザイン時オペレーションをメッセージを出して終了
したりすることができます。
スタック・トレース情報が含まれていないメッセージをログに記録するとともに、
それらのメッセージにメッセージ ID も割り当てるには、ConnectorException クラ
スを使用します。
次の例では、Java コードは、Logger.setComponentID() メソッドを呼び出した後、
ConnectorException オブジェクトを構成してスローします。コネクター・フレーム
ワークは、その例外をキャッチし、エラー・メッセージ An exception
occurred.result=-1 をログに記録し、ジョブを停止します。メッセージ ID は
IIS-CONN-MYCONN-00999 です。
public class MyConnector extends Processor
{
public MyConnector()
{
super();
Logger.setComponentID(“MYCONN”);
}
public void process() throws Exception
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{
...
if (result < 0)
{
throw new ConnectorException(999, " An exception
occurred. result=" + result);
}
}
...
}

Logger.fatal() メソッドの呼び出し
プロセッサー・インプリメンテーションから com.ibm.is.cc.javastage.api.Logger.fatal()
メソッドを呼び出すことでジョブを終了することができます。
Java コードが Logger.fatal() メソッドを呼び出したとき、ジョブは Java コードに制
御を返しません。ジョブを停止する Processor.terminate() メソッドを呼び出すこ
とはできません。このため、ジョブの再始動時に問題が発生することがあります。
isAborted 引数が true に設定されると Processor.terminate() メソッドが呼び出され
るので、Java コードに終了プロセスが必要な場合は、ConnectorException オブジェ
クトまたは他の Exception オブジェクトを使用してください。
以下の例では、Java コードでの Logger.fatal() メソッドの呼び出しを示していま
す。ジョブが終了し、メッセージ My job terminates abnormally がジョブ・ログ
で報告されます。メッセージ ID は IIS-CONN-JAVA-00015 です。
Logger.fatal("My job terminates abnormally.");

JavaBeans の使用 (Java Integration ステージ)
Java Integration ステージ API は、Java Integration ステージで既存の Java コードへ
のアクセスを可能にする JavaBeans をサポートします。
Java Integration ステージでは、以下の JavaBeans 規則を想定しています。
v クラスには、共通のデフォルト・コンストラクター (引数なし) が必要です。
v

クラスには、各プロパティーの getter と setter が必要です。

Java Integration ステージでは以下の型の JavaBeans プロパティーがサポートされて
います。
v Boolean/java.lang.Boolean
v byte[]
v short/java.lang.Short
v int/java.lang.Integer
v long/java.lang.Long
v float/java.lang.Float
v double/java.lang.Double
v

java.lang.String

v java.math.BigInteger
v java.math.BigDecimal
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v java.sql.Time
v java.sql.Timestamp
v java.sql.Date
以下の例は、入力リンクに対する samples.InputBean クラスの使用法および出力リ
ンクに対する samples.OutputBean クラスの使用法を示しています。
JavaBeansTransformer.java
package samples;
import com.ibm.is.cc.javastage.api.*;
public class JavaBeansTransformer extends Processor
{
private InputLink m_inputLink;
private OutputLink m_outputLink;
private OutputLink m_rejectLink;
public Capabilities getCapabilities()
{
Capabilities capabilities = new Capabilities();
// Set minimum number of input links to 1
capabilities.setMinimumInputLinkCount(1);
// Set maximum number of input links to 1
capabilities.setMaximumInputLinkCount(1);
// Set minimum number of output stream links to 1
capabilities.setMinimumOutputStreamLinkCount(1);
// Set maximum number of output stream links to 1
capabilities.setMaximumOutputStreamLinkCount(1);
// Set maximum number of reject links to 1
capabilities.setMaximumRejectLinkCount(1);
// Set is Wave Generator to false
capabilities.setIsWaveGenerator(false);
return capabilities;
}
public boolean validateConfiguration(
Configuration configuration, boolean isRuntime)
throws Exception
{
// Specify current link configurations.
m_inputLink = configuration.getInputLink(0);
m_outputLink = configuration.getOutputLink(0);
if (configuration.getRejectLinkCount() == 1)
{
m_rejectLink = m_inputLink.getAssociatedRejectLink();
}
return true;
}
public void process() throws Exception
{
OutputRecord outputRecord = m_outputLink.getOutputRecord();
// Loop until there is no more input data
do
{
InputRecord record = m_inputLink.readRecord();
if (record == null)
{
// End of data
break;
}
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// Get the object from the input row.
InputBean inputBean = (InputBean) record.getObject();
// Get the value from name column of the input link.
// If the value contains "*" character, mark reject flag
// and send the record
// to reject link in later proceessing.
boolean fReject = false;
String name = inputBean.getFirstName();
if ((name == null) || (name.indexOf(’*’) >= 0))
{
fReject = true;
}
if (!fReject)
{
// Send record to output
OutputBean outputBean = new OutputBean();
outputBean.setEmpno(inputBean.getEmpno());
outputBean.setFirstName(inputBean.getFirstName().toUpperCase());
outputBean.setLastName(inputBean.getLastName().toUpperCase());
outputBean.setHireDate(inputBean.getHireDate());
outputBean.setEdLevel(inputBean.getEdLevel());
outputBean.setSalary(inputBean.getSalary());
outputBean.setBonus(inputBean.getBonus());
outputBean.setLastUpdate(inputBean.getLastUpdate());
outputRecord.putObject(outputBean);
m_outputLink.writeRecord(outputRecord);
}
else if (m_rejectLink != null)
{
// Reject record. This transfers the row to the reject link.
// The same kind of forwarding is also possible for regular stream
// links.
RejectRecord rejectRecord = m_rejectLink.getRejectRecord(record);
// Reject record can contain additional columns "ERRORTEXT" and "ERRORCODE".
// The field will be shown as columns in rejected output records.
rejectRecord.setErrorText("Name field contains *");
rejectRecord.setErrorCode(123);
m_rejectLink.writeRecord(rejectRecord);
}
}
while (true);
}
public Class<InputBean> getBeanForInput(Link inputLink)
{
return InputBean.class;
}
public Class<OutputBean> getBeanForOutput(Link outputLink)
{
return OutputBean.class;
}
}

InputBean.java
package samples;
import java.sql.Date;
import java.sql.Time;
public class InputBean
{
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private
private
private
private
private
private
private
private

long
String
String
Date
int
Double
double
Time

m_empno;
m_firstname;
m_lastname;
m_hiredate;
m_edlevel;
m_salary;
m_bonus;
m_lastupdate;

/**
* Fetches the value of the empno field.
*
* @return long value of empno field
*/
public long getEmpno()
{
return m_empno;
}
/**
* Set the value of the empno field.
*
* @param empno value of the empno field.
*/
public void setEmpno(long empno)
{
m_empno = empno;
}
/**
* Fetches the value of the firstname field.
*
* @return String value of firstname field
*/
public String getFirstName()
{
return m_firstname;
}
/**
* Set the value of the firstname field.
*
* @param firstname value of the firstname field.
*/
public void setFirstName(String firstname)
{
m_firstname = firstname;
}
/**
* Fetches the value of the lastname field.
*
* @return String value of lastname field
*/
public String getLastName()
{
return m_lastname;
}
/**
* Set the value of the lastname field.
*
* @param lastname value of the lastname field.
*/
public void setLastName(String lastname)
{
m_lastname = lastname;
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}
/**
* Fetches the value of the hiredate field.
*
* @return Date value of hiredate field
*/
public Date getHireDate()
{
return m_hiredate;
}
/**
* Set the value of the hiredate field.
*
* @param hiredate value of the hiredate field.
*/
public void setHireDate(Date hiredate)
{
m_hiredate = hiredate;
}
/**
* Fetches the value of the edlevel field.
*
* @return int value of edlevel field
*/
public int getEdLevel()
{
return m_edlevel;
}
/**
* Set the value of the edlevel field.
*
* @param edlevel value of the edlevel field.
*/
public void setEdLevel(int edlevel)
{
m_edlevel = edlevel;
}
/**
* Fetches the value of the salary field.
*
* @return Double value of salary field
*/
public Double getSalary()
{
return m_salary;
}
/**
* Set the value of the salary field.
*
* @param salary value of the salary field.
*/
public void setSalary(Double salary)
{
m_salary = salary;
}
/**
* Fetches the value of the bonus field.
*
* @return double value of bonus field
*/
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public double getBonus()
{
return m_bonus;
}
/**
* Set the value of the bonus field.
*
* @param bonus value of the bonus field.
*/
public void setBonus(double bonus)
{
m_bonus = bonus;
}
/**
* Fetches the value of the lastupdate field.
*
* @return Time value of lastupdate field
*/
public Time getLastUpdate()
{
return m_lastupdate;
}
/**
* Set the value of the lastupdate field.
*
* @param lastupdate value of the lastupdate field.
*/
public void setLastUpdate(Time lastupdate)
{
m_lastupdate = lastupdate;
}
}

OutputBean.java
package samples;
import java.sql.Date;
import java.sql.Time;
public class OutputBean
{
private long
m_empno;
private String
m_firstname;
private String
m_lastname;
private Date
m_hiredate;
private int
m_edlevel;
private Double
m_salary;
private double
m_bonus;
private double
m_income;
private Time
m_lastupdate;
/**
* Fetches the value of the empno field.
*
* @return long value of empno field
*/
public long getEmpno()
{
return m_empno;
}
/**
* Set the value of the empno field.
第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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*
* @param empno value of the empno field.
*/
public void setEmpno(long empno)
{
m_empno = empno;
}
/**
* Fetches the value of the firstname field.
*
* @return String value of firstname field
*/
public String getFirstName()
{
return m_firstname;
}
/**
* Set the value of the firstname field.
*
* @param firstname value of the firstname field.
*/
public void setFirstName(String firstname)
{
m_firstname = firstname;
}
/**
* Fetches the value of the lastname field.
*
* @return String value of lastname field
*/
public String getLastName()
{
return m_lastname;
}
/**
* Set the value of the lastname field.
*
* @param lastname value of the lastname field.
*/
public void setLastName(String lastname)
{
m_lastname = lastname;
}
/**
* Fetches the value of the hiredate field.
*
* @return Date value of hiredate field
*/
public Date getHireDate()
{
return m_hiredate;
}
/**
* Set the value of the hiredate field.
*
* @param hiredate value of the hiredate field.
*/
public void setHireDate(Date hiredate)
{
m_hiredate = hiredate;
}
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/**
* Fetches the value of the edlevel field.
*
* @return int value of edlevel field
*/
public int getEdLevel()
{
return m_edlevel;
}
/**
* Set the value of the edlevel field.
*
* @param edlevel value of the edlevel field.
*/
public void setEdLevel(int edlevel)
{
m_edlevel = edlevel;
}
/**
* Fetches the value of the salary field.
*
* @return Double value of salary field
*/
public Double getSalary()
{
return m_salary;
}
/**
* Set the value of the salary field.
*
* @param salary value of the salary field.
*/
public void setSalary(Double salary)
{
m_salary = salary;
}
/**
* Fetches the value of the bonus field.
*
* @return double value of bonus field
*/
public double getBonus()
{
return m_bonus;
}
/**
* Set the value of the bonus field.
*
* @param bonus value of the bonus field.
*/
public void setBonus(double bonus)
{
m_bonus = bonus;
}
/**
* Fetches the value of the lastupdate field.
*
* @return Time value of lastupdate field
*/
public Time getLastUpdate()
第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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{
return m_lastupdate;
}
/**
* Set the value of the lastupdate field.
*
* @param lastupdate value of the lastupdate field.
*/
public void setLastUpdate(Time lastupdate)
{
m_lastupdate = lastupdate;
}
}

Java コードがリンクでのレコードの表現として JavaBeans を使用する場合、
Processor クラスの getBeanForInput() メソッドおよび getBeanforOutput() メソ
ッドをオーバーライドする必要があります。Java コードは、各リンクに対応する
JavaBeans クラスの java.lang.Class を返す必要があります。Java Integration ステ
ージでは、これらのメソッドは初期化時に呼び出されます。
public Class<InputBean> getBeanForInput(Link inputLink)
{
return InputBean.class;
}
public Class<OutputBean> getBeanForOutput(Link outputLink)
{
return OutputBean.class;

入力リンクに対応する JavaBeans クラスは、Java Integration ステージでインスタン
ス化することができ、Java コードは、InputLink インターフェースの getObject()
メソッドを呼び出して、このインスタンスを取得できます。
InputBean inputBean = (InputBean) record.getObject();
String name = inputBean.getFirstName();
:
:

Java コードは、JavaBeans に関連した出力リンクにレコードを書き込む前に、その
出力リンクの JavaBeans オブジェクトをインスタンス化して、各 Bean プロパティ
ーに値を設定する必要があります。JavaBeans オブジェクトのタイプは、
getBeanForOutput() メソッドによって指定されたタイプと一致する必要がありま
す。
// Send record to output
OutputBean outputBean = new OutputBean();
outputBean.setEmpno(inputBean.getEmpno());
outputBean.setFirstName(inputBean.getFirstName().toUpperCase());
outputBean.setLastName(inputBean.getLastName().toUpperCase());
outputBean.setHireDate(inputBean.getHireDate());
outputBean.setEdLevel(inputBean.getEdLevel());
outputBean.setSalary(inputBean.getSalary());
outputBean.setBonus(inputBean.getBonus());
outputBean.setLastUpdate(inputBean.getLastUpdate());

最後に、コードは、OutputRecord インターフェースの putObject(Object) メソッ
ドを呼び出して、この JavaBeans オブジェクトを出力レコードに設定する必要があ
ります。
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outputRecord.putObject(outputBean);

ユーザー定義関数 (UDF) - Java Integration ステージ
Java Integration ステージは、呼び出しインターフェースで JavaBeans またはプリミ
ティブ型 (Java ステージでサポート) を使用する既存のユーザー定義関数の実行を
サポートしています。
既存のユーザー定義関数を実行するには、パラメーターの数が入力リンクの数と一
致する必要があり、また戻り値 Bean を出力リンクにマップする必要があります。
このルールの例外は、Java Integration ステージがターゲットとして使用される場合
で、ユーザー定義関数で値が返されるかどうかは関係ないということです。
以下のコード例は、2 つの入力レコードを結合して、結果を出力リンクに書き込む
ユーザー定義関数を示しています。
public class UserDefinedFunction
{
/**
* Passes primitive type double and a bean as UDF arguments and
* returns a bean.
*
* @param commission commission
* @param input {@link InputBean} object.
* @return output {@link UDFOutputBean} object.
*/
public UDFOutputBean AnnualIncome(double commission, InputBean input)
{UDFOutputBean output = new UDFOutputBean();
output.setEmpno(input.getEmpno());
output.setFirstName(input.getFirstName().toUpperCase());
output.setLastName(input.getLastName().toUpperCase());
double total = commission +
input.getSalary().doubleValue() +
input.getBonus();
output.setIncome(total);
return output;
}
}

第 2 章 ジョブで使用する Java コードの作成
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第 3 章 ジョブのデザイン (Java Integration ステージ)
Java Integration ステージを使用すると、Java コードを統合し、データの読み取り、
書き込み、およびロードを行うジョブを開発することができます。

手順
1. Java Integration ステージをジョブに追加します。
a. オプション: 既存の Java Pack ジョブを Java Integration ステージにマイグレ
ーションします。
2. Java Integration ステージを Java コードからデータを取得するためのソースとし
てセットアップするには、以下のようにします。
a. Java Integration ステージをソースとして構成します。
b. 列定義をセットアップします。
c. リンク索引およびリンク名をマップします。
3. Java Integration ステージを Java コードにデータを渡すためのターゲットとして
セットアップするには、以下のようにします。
a. Java Integration ステージをターゲットとして構成します。
b. 列定義をセットアップします。
c. リンク索引およびリンク名をマップします。
4. Java Integration ステージを、入力リンクでデータを変換し、そのデータを出力リ
ンクに書き込むためのトランスフォーマーとしてセットアップするには、以下の
ようにします。
a. Java Integration ステージをトランスフォーマーとして構成します。
b. 列定義をセットアップします。
c. リンク索引およびリンク名をマップします。
5. 参照リンクを使用してデータをルックアップします。
6. ジョブをコンパイルして、実行します。

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

手順
1. Designer Client で、メニューから「ファイル」 > 「新規」と選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」アイコンを選択して、「OK」を
クリックします。
3. デザイナー・クライアントの左側にある「パレット」メニューから、「リアルタ
イム」カテゴリーを選択します。
4. リストで「Java Integration」を見つけます。
5. 「Java Integration」ステージ・アイコンをジョブ・デザイン・キャンバスにド
ラッグします。
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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6. 入力リンクおよび出力リンクを「Java Integration」ステージ に接続します。
7. 「Java Integration」ステージ・アイコンをダブルクリックして、「ステージ」
タブを選択し、以下の属性を入力または変更します。
v ステージ名: 「ステージ」のデフォルトの名前を変更します。最大 255 文字
まで入力できます。もう一つの方法として、ジョブ・デザイン・キャンバスで
ステージの名前を変更できます。
v 説明: ステージの任意の説明文を入力します。
8. 「保存」をクリックします。

次のタスク
Java Integration ステージのプロパティーを定義します。

Java コードからのデータの取得 (Java Integration ステージ)
Java Integration ステージを使用して Java コードからデータを読み取るには、Java
Integration ステージによってサポートされる Java コードを統合して、データをソー
スとして処理するように Java Integration ステージを構成する必要があります。ソー
スとして、コネクターが Java コードからデータを抽出するか、読み取ります。
以下の図では、Java Integration ステージを使用してデータを読み取る例を示してい
ます。この場合、Java Integration ステージ Java_Stage_0 でデータを読み取り、そ
れをファイル Peek_1 および Peek_2 に書き込みます。データを読み取るように
Java Integration ステージを構成すると、以下の図に示すように 1 つ以上の出力リン
ク Peek_1 および Peek_2 を作成して、行を Java_Stage_0 から Peek_1 および
Peek_2 に転送できます。

図 1. データの読み取りの例

ソースとしての Java Integration ステージの構成
1 つ以上の出力リンクのソースとしてデータを処理するように Java Integration ステ
ージを構成できます。
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Java Integration ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. 「出力」タブを選択し、編集対象の出力リンクを「出力名 (downstream ステー
ジ)」ドロップダウン・リストから選択します。出力リンクを編集して、Java
Integration ステージをソースとしてセットアップします。
3. 出力リンクの任意の説明文を「全般」タブに指定します。
4. オプション: 「構成」をクリックして、追加プロパティーを構成します。使用し
ているユーザー・コードによって、「カスタム・プロパティー・エディター」、
「列マッピング・エディター」、または「列メタデータ・インポーター」ウィン
ドウが表示されます。
a. プロパティーの値を指定する必要があります。
Processor.getUserPropertyDefinitions() メソッドを使用することでユーザ
ー・コードがユーザー定義プロパティーを公開すると、「カスタム・プロパ
ティー・エディター」ウィンドウが表示され、このウィンドウで各プロパテ
ィーの値を指定することができます。
b. (Processor.getBeanForInput() および Processor.getBeanForOutput() メソ
ッドを実装することで) ユーザー・コードがインターフェースで JavaBeans
を使用している場合、「列マッピング・エディター」ウィンドウが表示され
ます。JavaBeans プロパティーに基づいて DataStage 列スキーマを追加し、
JavaBeans プロパティーを DataStage 列にマップします。リンクに列が含ま
れていないジョブを作成すると、最初の「列マッピング・エディター」には
空の表が表示されます。「オブジェクトの参照」をクリックして「Bean プロ
パティーの選択」ウィンドウを表示し、インポートする Bean プロパティー
またはユーザー定義関数 (UDF) 引数を「列マッピング・エディター」で選択
して「OK」をクリックします。「完了」をクリックします。新しい列を作成
するのではなく、JavaBean プロパティーを既存の DataStage 列にマップする
こともできます。
c. ユーザー・コードが Processor.getBeanForInput() および
Processor.getBeanForOutput() メソッドを実装する代わりに、
Processor.getColumnMetadataForInput() および
Processor.getColumnMetadataForOutput() メソッドを実装する場合、「列メ
タデータ・インポーター」ウィンドウが表示されます。「列メタデータ・イ
ンポーター」ウィンドウで、DataStage 列スキーマに追加する列メタデータ
を、それぞれのリンクについて Processor.getColumnMetadataForInput() お
よび Processor.getColumnMetadataForOutput() メソッドによって返される
ColumnMetadata インスタンスのリストから選択します。「オブジェクトの参
照」をクリックして、ジョブに追加する列メタデータを選択します。「完
了」をクリックします。
5. 必要な詳細を「プロパティー」タブおよび「詳細」タブで選択します。
6. 「OK」をクリックして、指定した接続設定を保存します。

列定義のセットアップ (Java Integration ステージ)
リンクの列定義をセットアップできます。また、列グリッドをカスタマイズした
り、後で使用するために列定義を保存したり、事前に定義した列定義をリポジトリ
ーからロードしたりできます。
第 3 章 ジョブのデザイン
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Java Integration ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. 「出力」タブを選択し、編集対象の出力リンクを「出力名 (downstream ステー
ジ)」ドロップダウン・リストから選択します。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。そのあと「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. その行の各セルについて、そのセル内を
ダブルクリックし、指定したいオプショ
ンを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウで、列
メタデータを入力します。

5. 複数列の間でメタデータを共有する場合は、メタデータを共有する列を選択しま
す。
a. 右クリックして、「値の伝搬」値を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択列で共有するプロパティーを選択しま
す。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力してから、「OK」をクリッ
クします。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。「OK」をクリックしま
す。

リンク索引とリンクとの関連付け (Java Integration ステージ)
出力リンクが複数ある場合は、リンク索引をリンクに関連付けることができます。
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、順序を変更する対象の出力リンク・アイコン
(「Java Integration ステージ」アイコンに接続) をダブルクリックします。
2. 「リンク順序」タブを選択します。このタブを使用すると、出力リンクがどのよ
うに数字のリンク・ラベルと対応するかを指定できます。数字のリンク・ラベル
は、Java Integration ステージ API を通じてアクセスされるリンクの索引と対応
しています。リンクの順序を変えるには、出力リンクを選択してから上矢印ボタ
ンまたは下矢印ボタンをクリックします。
3. 「OK」をクリックして、マッピング詳細を保存します。

Java コードへのデータの受け渡し (Java Integration ステージ)
Java Integration ステージを使用して Java コードにデータを渡すには、Java
Integration ステージによってサポートされる Java コードを統合して、データをター
ゲットとして処理するように Java Integration ステージを構成する必要があります。
以下の図では、Java Integration ステージを使用してデータを Java コードに渡す例
を示しています。この場合、行ジェネレーターが Row_Generator_5 および
Row_Generator_7 ファイルからデータを読み取り、Java Integration ステージ
Java_Stage_0 が必要に応じでデータを挿入、更新、または削除します。

図 2. データの書き込みの例

ターゲットとしての Java Integration ステージの構成
Java Integration ステージは、データを書き込むターゲットとして構成できます。タ
ーゲットとしての Java Integration ステージは、1 つ以上の入力リンクおよび 0 個
以上のリジェクト・リンクを持つことができます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Java Integration ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
第 3 章 ジョブのデザイン
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2. 「入力」タブを選択し、編集対象の入力リンクを「入力名 (upstream ステー
ジ)」ドロップダウン・リストから選択します。入力リンクを編集して、Java
Integration ステージをターゲットとしてセットアップします。
3. 入力リンクの任意の説明文を「全般」タブに指定します。
4. オプション: 「構成」をクリックして、追加プロパティーを構成します。ユーザ
ー・コードによって、「カスタム・プロパティー・エディター」、「列マッピン
グ・エディター」、または「列メタデータ・インポーター」ウィンドウが表示さ
れます。
a. プロパティーの値を指定する必要があります。
Processor.getUserPropertyDefinitions() メソッドを使用することでユーザ
ー・コードがユーザー定義プロパティーを公開すると、「カスタム・プロパ
ティー・エディター」ウィンドウが表示され、このウィンドウで各プロパテ
ィーの値を指定することができます。
b. (Processor.getBeanForInput() および Processor.getBeanForOutput() メソ
ッドを実装することで) ユーザー・コードがインターフェースで JavaBeans
を使用している場合、「列マッピング・エディター」ウィンドウが表示され
ます。JavaBeans プロパティーに基づいて DataStage 列スキーマを追加し、
JavaBeans プロパティーを DataStage 列にマップします。リンクに列が含ま
れていないジョブを作成すると、最初の「列マッピング・エディター」には
空の表が表示されます。「オブジェクトの参照」をクリックして「Bean プロ
パティーの選択」ウィンドウを表示し、インポートする Bean プロパティー
またはユーザー定義関数 (UDF) 引数を「列マッピング・エディター」で選択
して「OK」をクリックします。「完了」をクリックします。新しい列を作成
するのではなく、JavaBean プロパティーを既存の DataStage 列にマップする
こともできます。
c. ユーザー・コードが Processor.getBeanForInput() および
Processor.getBeanForOutput() メソッドを実装する代わりに、
Processor.getColumnMetadataForInput() および
Processor.getColumnMetadataForOutput() メソッドを実装する場合、「列メ
タデータ・インポーター」ウィンドウが表示されます。「列メタデータ・イ
ンポーター」ウィンドウで、DataStage 列スキーマに追加する列メタデータ
を、それぞれのリンクについて Processor.getColumnMetadataForInput() お
よび Processor.getColumnMetadataForOutput() メソッドによって返される
ColumnMetadata インスタンスのリストから選択します。「オブジェクトの参
照」をクリックして、ジョブに追加する列メタデータを選択します。「完
了」をクリックします。
5. 必要な詳細を「プロパティー」タブおよび「詳細」タブで選択します。
6. 「OK」をクリックして、指定した設定を保存します。

列定義のセットアップ (Java Integration ステージ)
リンクの列定義をセットアップできます。また、列グリッドをカスタマイズした
り、後で使用するために列定義を保存したり、事前に定義した列定義をリポジトリ
ーからロードしたりできます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Java Integration ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
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2. 「入力」タブを選択し、編集対象の入力リンクを「入力名 (upstream ステー
ジ)」ドロップダウン・リストから選択します。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。そのあと「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. その行の各セルについて、そのセル内を
ダブルクリックし、指定したいオプショ
ンを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウで、列
メタデータを入力します。

5. 複数列の間でメタデータを共有する場合は、メタデータを共有する列を選択しま
す。
a. 右クリックして、「値の伝搬」値を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択列で共有するプロパティーを選択しま
す。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力してから、「OK」をクリッ
クします。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。「OK」をクリックしま
す。

リンク索引とリンクとの関連付け (Java Integration ステージ)
入力リンクが複数ある場合は、リンク索引をリンクに関連付けることができます。
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、順序を変更する対象の入力リンク・アイコン
(「Java Integration ステージ」アイコンに接続) をダブルクリックします。
2. 「リンク順序」タブを選択します。このタブを使用すると、出力リンクがどのよ
うに数字のリンク・ラベルと対応するかを指定できます。数字のリンク・ラベル
は、Java Integration ステージ API を通じてアクセスされるリンクの索引と対応
しています。リンクの順序を変えるには、出力リンクを選択してから上矢印ボタ
ンまたは下矢印ボタンをクリックします。
3. 「OK」をクリックして、マッピング詳細を保存します。

データの変換 (Java Integration ステージ)
Java Integration ステージを使用してデータを変換するには、Java Integration ステー
ジによってサポートされる Java コードを統合して、入力リンク上でデータを変換し
てから、結果を出力リンクに書き込むように Java Integration ステージを構成する必
要があります。
以下の図では、トランスフォーマーとしての Java Integration ステージの使用例を示
しています。この場合、行ジェネレーターが Row_Generator_5 からデータを読み
取り、Java Integration ステージ Java_Stage_0 が変換後のデータを Peek_1 および
リジェクト・リンク Peek_2 に書き込みます。

図 3. データの変換例

トランスフォーマーとしての Java Integration ステージの構成
Java Integration ステージは、外部データを変換するトランスフォーマーとして構成
できます。トランスフォーマーとしての Java Integration ステージは、1 つ以上の入
力リンクおよび 1 つ以上の出力リンクまたはリジェクト・リンクを持つことができ
ます。
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Java Integration ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. 「入力」タブを選択し、編集対象の入力リンクを「入力名 (upstream ステー
ジ)」ドロップダウン・リストから選択するか、「出力」タブを選択し、編集対
象の出力リンクを「出力名 (downstream ステージ)」ドロップダウン・リストか
ら選択します。 入力リンクおよび出力リンクを編集して、Java Integration ステ
ージをトランスフォーマーとしてセットアップします。
3. 入力リンクまたは出力リンクの任意の説明文を「全般」タブに指定します。
4. オプション: 「構成」をクリックして、追加プロパティーを構成します。ユーザ
ー・コードによって、「カスタム・プロパティー・エディター」、「列マッピン
グ・エディター」、または「列メタデータ・インポーター」ウィンドウが表示さ
れます。
a. プロパティーの値を指定する必要があります。
Processor.getUserPropertyDefinitions() メソッドを使用することでユーザ
ー・コードがユーザー定義プロパティーを公開すると、「カスタム・プロパ
ティー・エディター」ウィンドウが表示され、このウィンドウで各プロパテ
ィーの値を指定することができます。
b. (Processor.getBeanForInput() および Processor.getBeanForOutput() メソ
ッドを実装することで) ユーザー・コードがインターフェースで JavaBeans
を使用している場合、「列マッピング・エディター」ウィンドウが表示され
ます。JavaBeans プロパティーに基づいて DataStage 列スキーマを追加し、
JavaBeans プロパティーを DataStage 列にマップします。リンクに列が含ま
れていないジョブを作成すると、最初の「列マッピング・エディター」には
空の表が表示されます。「オブジェクトの参照」をクリックして「Bean プロ
パティーの選択」ウィンドウを表示し、インポートする Bean プロパティー
またはユーザー定義関数 (UDF) 引数を「列マッピング・エディター」で選択
して「OK」をクリックします。「完了」をクリックします。新しい列を作成
するのではなく、JavaBean プロパティーを既存の DataStage 列にマップする
こともできます。
c. ユーザー・コードが Processor.getBeanForInput() および
Processor.getBeanForOutput() メソッドを実装する代わりに、
Processor.getColumnMetadataForInput() および
Processor.getColumnMetadataForOutput() メソッドを実装する場合、「列メ
タデータ・インポーター」ウィンドウが表示されます。「列メタデータ・イ
ンポーター」ウィンドウで、DataStage 列スキーマに追加する列メタデータ
を、それぞれのリンクについて Processor.getColumnMetadataForInput() お
よび Processor.getColumnMetadataForOutput() メソッドによって返される
ColumnMetadata インスタンスのリストから選択します。「オブジェクトの参
照」をクリックして、ジョブに追加する列メタデータを選択します。「完
了」をクリックします。
5. 必要な詳細を「プロパティー」タブおよび「詳細」タブで選択します。
6. 「OK」をクリックして、指定した設定を保存します。
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列定義のセットアップ (Java Integration ステージ)
リンクの列定義をセットアップできます。また、列グリッドをカスタマイズした
り、後で使用するために列定義を保存したり、事前に定義した列定義をリポジトリ
ーからロードしたりできます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Java Integration ステージ」アイコンをダ
ブルクリックします。
2. 「入力」タブを選択し、編集対象の入力リンクを「入力名 (upstream ステー
ジ)」ドロップダウン・リストから選択するか、「出力」タブを選択し、編集対
象の出力リンクを「出力名 (downstream ステージ)」ドロップダウン・リストか
ら選択します。
3. 「列」タブで、列グリッドを変更して、定義するメタデータを指定します。
a. グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 「グリッド・プロパティー」ウィンドウで、表示したいプロパティーとその
表示順序を指定します。そのあと「OK」をクリックします。
4. 次のいずれかの方式を使用して、表の列定義を入力します。
オプション

説明

方式 1

1. 「列名」列で、該当するセルをダブルク
リックし、列名を入力します。
2. その行の各セルについて、そのセル内を
ダブルクリックし、指定したいオプショ
ンを選択します。
3. 「説明」列で、該当するセルをダブルク
リックし、説明を入力します。

方式 2

1. グリッド内を右クリックして、メニュー
から「行の編集」を選択します。
2. 「列メタデータ編集」ウィンドウで、列
メタデータを入力します。

5. 複数列の間でメタデータを共有する場合は、メタデータを共有する列を選択しま
す。
a. 右クリックして、「値の伝搬」値を選択します。
b. 「列の値の伝搬」ウィンドウで、選択列で共有するプロパティーを選択しま
す。
6. 列定義を表定義としてリポジトリーに保存するには、「保存」をクリックしま
す。
a. 「表定義の保存」ウィンドウで適切な情報を入力してから、「OK」をクリッ
クします。
b. 「表定義に名前を付けて保存」ウィンドウで、表定義の保存先フォルダーを
選択してから「保存」をクリックします。
7. リポジトリーから列定義をロードするには、「ロード」をクリックします。
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a. 「表定義」ウィンドウで、ロードする表定義を選択し、「OK」をクリックし
ます。
b. 「列の選択」ウィンドウで、矢印ボタンを使用して、列を「使用可能な列」
リストから「選択された列」リストに移動します。「OK」をクリックしま
す。

リンク索引とリンクとの関連付け (Java Integration ステージ)
入力リンクまたは出力リンクが複数ある場合は、リンク索引をリンクに関連付ける
ことができます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、順序を変更する対象の入力リンクまたは出力
リンクのアイコン (「Java Integration ステージ」アイコンに接続) をダブルク
リックします。
2. 「リンク順序」タブを選択します。このタブを使用すると、入力リンクまたは出
力リンクがどのように数字のリンク・ラベルと対応するかを指定できます。数字
のリンク・ラベルは、Java Integration ステージ API を通じてアクセスされるリ
ンクの索引と対応しています。リンクの順序を変えるには、必要な入力リンクま
たは出力リンクを選択してから上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックしま
す。
3. 「OK」をクリックして、マッピング詳細を保存します。

参照リンクを使用したデータのルックアップ
Java Integration ステージを Lookup ステージにリンクする参照リンクを使用して、
データをルックアップすることができます。

このタスクについて
ステージ・エディターでルックアップ・タイプを「ノーマル」または「スパース」
として選択することができます。ノーマル・ルックアップの場合は、出力参照リン
クが出力ストリーム・リンクと同様に扱われるので、Java コードはいかなる実装も
必要としません。しかし、スパース・ルックアップの場合は、コネクターが 1 つの
入力リンク、1 つの出力リンク、およびオプションのリジェクト・リンクを含むよ
うにリンク・トポロジーが内部的に変更されます。「スパース」ルックアップを選
択したときは、Java Integration ステージに出力参照リンクが 1 つだけ接続されるよ
うにしてください。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバス上で、「Java Integration ステージ」アイコンと
「Lookup ステージ」アイコンをジョブ・デザイン・キャンバスにドラッグしま
す。 (「Lookup ステージ」は、「パレット」メニューの「処理」カテゴリーに
あります。)
2. Java Integration ステージから Lookup ステージへリンクをドラッグすることで、
これらのステージを結合します。
3. リンクを右クリックして、メニューから「参照に変換」を選択します。 直線が
破線に変わり、このリンクが参照リンクであることを示します。
4. 「OK」をクリックします。
第 3 章 ジョブのデザイン
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5. Java Integration ステージ・アイコンをダブルクリックします。
6. 「ステージ」タブの「プロパティー」タブで、「ノーマル」または「スパース」
のいずれかを選択します。
7. 「OK」をクリックします。
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第 4 章 既存の Java Pack ジョブの Java Integration ステー
ジへのマイグレーション
既存の Java Pack ジョブを表示したり、Java Integration ステージにマイグレーショ
ンしたりするには、「コネクター・マイグレーション・ツール」 を使用します。
Java Integration ステージは現在の Java Pack と後方互換があるので、Java
Integration ステージで変更しなくても、既存の Java クラスは機能します。Java
Integration ステージは、既存の Java Pack に公開されている既存の API もサポート
します。ただし、Java Pack API は、現在の機能を超えて拡張されることはありま
せん。サポートされるマイグレーション・パスは、Java トランスフォーマー (パラ
レル) から Java Integration ステージ (パラレル) へと、Java クライアント (パラレ
ル) から Java Integration ステージ (パラレル)へです。

手順
1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「IBM InfoSphere Information Server」 >
「コネクター・マイグレーション・ツール」を選択します。
2. デザイナー・クライアントが実行されるホストの名前を指定し、Java Pack ジョ
ブが定義されているプロジェクトを識別して、ログインします。
3. 「表示」 > 「すべてのマイグレーション可能なジョブを表示」と選択して、プ
ロジェクト内にあり、Java Integration ステージを使用するためにマイグレーショ
ンできるすべてのジョブを表示します。マイグレーションできるステージを含ん
でいないジョブは、ジョブ・リストから除外されます。 アイコンは、それぞれ
のジョブの状況を示しています。グレイのアイコンは、ジョブがマイグレーショ
ンできないことを示します。疑問符のあるグレイのアイコンは、ジョブが正常に
マイグレーションできる可能性があることを示します。
4. 次のステップを実行して、ジョブを分析します。
a. ジョブ・リストの中でジョブを強調表示します。
b. ジョブ・リストで目的のジョブを展開し、ジョブ内のステージを表示しま
す。
c. 1 つ以上のジョブを選択して、「分析」をクリックします。
分析後は、ジョブ、ステージ、またはプロパティーのアイコンの色で、マイグレ
ーション可能かどうかが示されます。
緑のアイコン
緑のアイコンは、ジョブ、ステージ、またはプロパティーがマイグレー
ション可能であることを示します。
赤のアイコン
赤のアイコンは、ジョブまたはステージがマイグレーション可能でない
ことを示します。
オレンジのアイコン
オレンジのアイコンは、ジョブまたはステージが部分的にマイグレーシ
ョン可能であり、ステージのプロパティーには Java Integration ステージ
内に同等のものがないことを示します。
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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グレイのアイコン
グレイのアイコンは、ジョブまたはステージがマイグレーション対象と
して適格ではないことを示します。
コネクター・マイグレーション・ツールは、ステージで表示される名前ではな
く、内部プロパティー名を表示します。各プロパティーの内部名および対応する
表示名について記載された表を表示するには、 IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage デザイナー・クライアントから、リポジトリー・ツリー内の「ステ
ージ・タイプ」フォルダーを開きます。ステージ・アイコンをダブルクリックし
て、「プロパティー」タブをクリッ クし、ステージ・プロパティーを表示しま
す。
5. 「環境設定」をクリックし、ジョブのマイグレーション方法を選択します。
v 「ジョブをクローンし、クローンされたジョブをマイグレーションする」をク
リックして、ジョブのコピーを作成したあと、コピーをマイグレーションしま
す。オリジナルのジョブは元の状態のままです。
v ジョブのバックアップ・コピーを作成して、オリジナル・ジョブをマイグレー
ションする場合は、「ジョブをバックアップしてオリジナル・ジョブをマイグ
レーション」をクリックします。
v バックアップを作成せずにジョブをマイグレーションする場合は、「オリジナ
ル・ジョブのマイグレーション」をクリックします。
6. マイグレーションするジョブおよびステージを選択してから、「マイグレーショ
ン」をクリックします。
選択されたジョブは、Java Integration ステージにマイグレーションされ、オリジ
ナルのジョブと同じフォルダーに配置されます。ロギングが使用可能になってい
る場合には、マイグレーション・タスクのレポートが書き込まれたログ・ファイ
ルが作成されます。ジョブが正常にマイグレーションされると、ジョブ・リスト
内のジョブ名の横に、そのジョブがマイグレーション済みであることを示す緑色
のチェック・マークが表示されます。
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第 5 章 Java Integration ステージ・ジョブのコンパイルと実行
Java Integration ステージ・ジョブをコンパイルして、スケジュールおよび実行が可
能な実行可能スクリプトを作成することができます。

手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・クライアントで、コンパイル
するジョブを開きます。
2. 「コンパイル」ボタンをクリックします。
3. 「コンパイル状況」領域にエラーが表示された場合は、ジョブを編集して、エラ
ーを解決します。エラーを解決したら、「リコンパイル」ボタンをクリックしま
す。
4. ジョブのコンパイルが正常に終了したら、「実行」ボタンをクリックし、以下の
ようにジョブ実行オプションを指定します。
a. 必要に応じてジョブ・パラメーターを入力します。
b. 実際にデータの抽出、変換、書き込みを行わずに、ジョブが正常に実行され
ることを検証する場合は、「検証」ボタンをクリックします。
c. データの抽出、変換、書き込みを行う場合は、「実行」ボタンをクリックし
ます。
5. 検証の結果あるいはジョブ実行の結果を表示するには、以下のようにします。
a. Designer Client で、「ツール」 > 「ディレクターの実行」を選択して、
Director Clientを開きます。
b. 「状況」列で、ジョブが検証されたことまたは正常に完了したことを確認し
ます。
c. ジョブの実行または検証が失敗した場合は、「表示」 > 「ログ」を選択し
て、実行時の問題を特定します。
6. ジョブの実行時に問題が発生する場合は、ジョブが正常に完了するまで、問題の
修正、ジョブのリコンパイル、検証 (オプション)、および実行を行います。

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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第 6 章 Java Integration ステージのトラブルシューティング
いくつかのよくあるエラーは、Java Integration ステージに固有のものです。

ステージ・エディターでのエラー
Java Integration ステージを使用しているときに、ある種の GUI エラーが発生する
ことがあります。

症状
v 「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で「構成」をクリッ
クすると、次の警告メッセージが発生することがあります。
Failed to instantiate the resource wrapper class

v ステージ・プロパティー「使用法」>「ユーザー・クラス」で「選択」をクリック
すると、次の警告メッセージが発生することがあります。
Failed to send the request to the handler: The agent at HOST123:31531
is not available.

問題の解決
ASB エージェントが作動しているかどうかを確認し、必要であれば ASB エージェ
ントを再始動してください。
ステージ・エディターで起こったエラーの理解には ASB エージェントのログ・フ
ァイルが役立ちます。このファイルは asb-agent-xx.out という名前で、
ASBNode/logs フォルダーに入っています。ただし、com.ibm.iis.cas.level=ALL が
ASBNode/conf/asbagent-logging.properties ファイルに追加された場合です。

ランタイム・エラー
Java Integration ステージ・ジョブを構成してコンパイルした後、ある種のランタイ
ム・エラーが発生することがあります。

ステージ構成の問題
Java Integration ステージを含むジョブを実行すると、そのステージの構成に関連し
たエラーを受け取ることがあります。

症状
「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で指定されたクラスパ
スにユーザー・クラス userClass が見つからないと、次のエラーが発生することが
あります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: java.lang.ClassNotFoundException:
userClass
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:588)
at java.lang.ClassLoader.loadClassHelper(ClassLoader.java:743)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:711)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:690)
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at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java:155)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java: 250)

ユーザー・クラスが初期化時に接続テストに失敗すると、
com.ibm.is.cc.javastage.api.Processor クラスまたは
com.ascentialsoftware.jds.Stage クラスから継承されないクラスに対して次のエ
ラーが発生することがあります。
Connection test failed (PXBridgeOp::negotiate, file pxbridge.c, line 1,684)

問題の解決
Processor クラスまたは Stage クラスから継承されるユーザー・クラス・ファイル、
あるいはそのクラスを含む .jar ファイルを、パラレル・エンジンがアクセスでき
るディレクトリーに追加します。 Java Integration ステージで、「使用法」 「Java」 - 「クラスパス」プロパティーを、当該ファイルを含むパス名に設定しま
す。
正しいクラスパスが指定されたことを確認するには、「使用法」 - 「ユーザー・ク
ラス」プロパティーで「選択」をクリックし、ユーザー・クラスを選択します。

JVM に関連した問題
Java Integration ステージを実行しているときに、JVM 作成に関連したエラーが発生
することがあります。

症状
コンダクターは単一のプロセスとして実行され、単一の JVM を作成します。この
JVM に対するオプションは、作成されたジョブ内の Java Integration ステージの 1
つで指定されます。複数の Java Integration ステージを持つジョブを実行すると、次
のエラーが発生することがあります。
JVMDUMP039I Processing dump event
"systhrow", detail "java/lang/OutOfMemoryError"
at 2013/08/15 11:46:11
com.ibm.tools.attach.enable please wait.
JVMDUMP032I JVM requested System dump using
’C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥dstage1¥core.20130815.
114611.3932.0001.dmp’
in response to an event

このエラーは、最大ヒープ・サイズが 1 つの Java Integration ステージには十分で
あるが、すべての Java Integration ステージには十分でない場合に発生することがあ
ります。

問題の解決
1. 必要な JVM オプションを確認します。
2. 環境変数 CC_MSG_LEVEL を 2 に設定します。
3. ジョブをコンパイルして実行します。
ジョブ・ログ中の次のセクションで JVM オプションを確認することができま
す。
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CC_JNICommon.cpp:(634)
The JVM is started with these options =
-Dcom.ibm.tools.attach.enable=no
-Dcom.ibm.is.cc.options=noisfjars
-Xmx256m -Djava.class.path=
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine/../DSComponents/bin/ccapi.jar;.;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2java.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥sqlj.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc_license_cu.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥bin;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥common.jar

4. JVM の必要量を確認し、JVM オプション -Xmx で最大ヒープ・サイズの値を変
更した後、JVM オプションのある環境変数 CC_JVM_OVERRIDE_OPTIONS を設定す
る必要があります。
$CC_JVM_OVERRIDE_OPTIONS =
-Dcom.ibm.tools.attach.enable=no
-Dcom.ibm.is.cc.options=noisfjars
-Xmx512m -Djava.class.path=
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine/../DSComponents/bin/ccapi.jar;.;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2java.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥sqlj.zip;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥db2jcc_license_cu.jar;
C:¥IBM¥SQLLIB¥bin;C:¥IBM¥SQLLIB¥java¥common.jar

Java Pack に関連した問題
既存の Java Pack ジョブからマイグレーションされた Java Integration ステージを
実行しているときに、致命的エラーが発生することがあります。

症状
1. コネクター・マイグレーション・ツールによってマイグレーションされた Java
Integration ステージ・ジョブの実行中に、java.lang.ClassNotFoundException
が発生する場合があります。ただしオリジナルの Java Pack ジョブはいかなるエ
ラーもスローしません。
Java_Client: java.lang.ClassNotFoundException:
myClass.MyTester at
java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:588)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:743)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:711)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:690)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java:155)
at (com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection::connect
(CC_JavaConnection.java: 250)

2. Java Pack API を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下
の致命的エラーが発生する可能性があります。
JavaPackTransformer: java.lang.IllegalAccessError:
Class com/ibm/is/cc/javastage/connector/CC_JavaPackProcessor
illegally accessing "package private" member of class
com/ascentialsoftware/jds/Stage
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaPackProcessor.<init>
(CC_JavaPackProcessor.java: 121)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java: 167)

問題の解決
最初のエラーは、Java Pack では $DSHOME ディレクトリーが「Java Pack プロパテ
ィー・エディター」のステージ・プロパティー「ユーザーのクラスパス」で指定さ
れた相対パスのルート・ディレクトリーとみなされるために発生することがありま
す。 Java Integration ステージでは、$DSHOME ディレクトリーがルート・ディレクト
第 6 章 Java Integration ステージ
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リーでない場合があります。ユーザー・クラス・ファイルが $DSHOME に対して相
対的な位置関係のディレクトリーのみに配置されていた場合、こうした例外が発生
します。
最初のエラーを訂正するためには、「Java Integration ステージ・プロパティー・
エディター」のステージ・プロパティー「使用法」 - 「Java」 - 「クラスパス」で
絶対パスを指定するか、相対的な位置関係で示されたプロジェクト・ディレクトリ
ー $DSHOME/../Projects/<project_name> にあるクラス・ファイルをコピーする必
要があります。
2 番目のエラーは、Java Integration ステージ・ランタイムが間違って Java Pack メ
ソッドを Java Integration ステージ以外に対して呼び出したために発生することがあ
ります。 Java Pack 用の tr4j.jar という名前の JAR ファイルをクラスパスに指
定した可能性があります。
2 番目のエラーを訂正するためには、Java Pack 用の JAR ファイルである
tr4j.jar を以下のものから削除する必要があります。
v オペレーティング・システム、DataStage プロジェクト・プロパティー、およびジ
ョブ・プロパティーで指定された CLASSPATH 環境。
v 「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」の「使用法 - Java クラスパス」。
v 「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」の「使用法 - Java VM オプション」で指定された -classpath または -cp オプション。

ステージ構成の問題
Java Integration ステージを含むジョブを実行すると、そのステージの構成に関連し
たエラーを受け取ることがあります。

症状
「Java Integration ステージ・プロパティー・エディター」で指定されたクラスパ
スにユーザー・クラス userClass が見つからないと、次のエラーが発生することが
あります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: java.lang.ClassNotFoundException:
userClass
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:588)
at java.lang.ClassLoader.loadClassHelper(ClassLoader.java:743)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:711)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:690)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java:155)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaConnection.connect
(CC_JavaConnection.java: 250)

ユーザー・クラスが初期化時に接続テストに失敗すると、
com.ibm.is.cc.javastage.api.Processor クラスまたは
com.ascentialsoftware.jds.Stage クラスから継承されないクラスに対して次のエ
ラーが発生することがあります。
Connection test failed (PXBridgeOp::negotiate, file pxbridge.c, line 1,684)

問題の解決
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Processor クラスまたは Stage クラスから継承されるユーザー・クラス・ファイル、
あるいはそのクラスを含む .jar ファイルを、パラレル・エンジンがアクセスでき
るディレクトリーに追加します。 Java Integration ステージで、「使用法」 「Java」 - 「クラスパス」プロパティーを、当該ファイルを含むパス名に設定しま
す。
正しいクラスパスが指定されたことを確認するには、「使用法」 - 「ユーザー・ク
ラス」プロパティーで「選択」をクリックし、ユーザー・クラスを選択します。

列マッピングに関連した問題
JavaBeans を使用して Java Integration ステージ・ジョブを実行しているときに、致
命的エラーや警告が発生することがあります。

症状
1. JavaBeans を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致
命的エラーが発生する可能性があります。
Com.ascential.e2.common.CC_Exception: Java bean could not be set.
Class name: userClass
The mapping from columns to bean properties was not defined.
Launch the Column mapping editor to define the column mappings for the bean.
Bean class name: userInputBean
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaLinkImpl.setBeanInfo
(CC_JavaLinkImpl.java: 146)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaInputLinkImpl.setBeanClass
(CC_JavaInputLinkImpl.java: 128)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.updateLinkWithBeanInfo
(CC_JavaAdapter.java: 208)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.preRunNode
(CC_JavaAdapter.java: 421)

2. JavaBeans を使用する Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の致
命的警告が発生する可能性があります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: Java bean could not be set.
Class name: userOutputBean
Type mismatch occurred. Column name: aaa, Column type class: java.sql.Date,
Bean property name: bbb, Bean property type class: java.lang.String,
Bean class name: userOutputBean
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaLinkImpl.setBeanInfo
(CC_JavaLinkImpl.java: 146)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaOutputLinkImpl.setBeanClass
(CC_JavaOutputLinkImpl.java: 278)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.updateLinkWithBeanInfo
(CC_JavaAdapter.java: 218)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.preRunNode
(CC_JavaAdapter.java: 421)

問題の解決
この致命的エラーは、ユーザー・クラス userClass で getBeanForInput() をコーデ
ィングして入力リンクに userInputBean を指定したが、そのリンクに列マッピング
を設定しなかったために発生することがあります。
警告は、出力リンクに userOutputBean を指定し、さらにそのリンクも構成した
が、列タイプが java.sql.Date である間違った DataStage 列 aaa を選択し、それ
をタイプが java.lang.String である Java Bean プロパティー bbb にマップした
ために発生することがあります。
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これらの問題を修正するには、以下のアクションを実行します。
1. リンク・プロパティー「使用法」 - 「列マッピング」を確認します。
2. 「構成」をクリックしてリンク・プロパティーを更新します。
3. 「列マッピング・エディター」で現行設定を確認することができます。各
DataStage 列のプルダウン・リストから必要な設定を選択して、マッピングを変
更します。
4. すべての JavaBean プロパティーを確認したい場合は、「オブジェクトの参照」
をクリックします。「Bean プロパティーの選択」ダイアログのチェック・ボッ
クスをクリックして、それらを表示して選択できます。
5. 新しい選択を保存したい場合は、「Bean プロパティーの選択」ダイアログで
「OK」をクリックし、「列マッピング・エディター」で「完了」をクリックし
ます。

リンクに関連した問題
複数の入力リンクまたはリジェクト・リンクを持つ Java Integration ステージ・ジョ
ブを実行しているときに、致命的エラーが発生することがあります。

症状
1. 複数の入力リンクを持つ Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下の
致命的エラーが発生する可能性があります。
[Input link 0] com.ascential.e2.common.CC_Exception:
User code returned the bean class "YourInput" for this link,
but this is not matched to "MyInput" specified in the design.
Launch the Column mapping editor to reconfigure the column mappings.
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaInputLinkImpl.setBeanClass
(CC_JavaInputLinkImpl.java: 123)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.updateLinkWithBeanInfo
(CC_JavaAdapter.java: 208)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.preRunNode
(CC_JavaAdapter.java: 421)

2. リジェクト・リンクを持つ Java Integration ステージ・ジョブの実行時に、以下
の致命的エラーが発生する可能性があります。
com.ascential.e2.common.CC_Exception: Reject link is not configured.
Configure reject link and save it.
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.
CC_JavaRecordDataSetConsumer.setRejectManager
(CC_JavaRecordDataSetConsumer.java: 182)
at com.ibm.is.cc.javastage.connector.CC_JavaAdapter.getRejectDataSetProducer
(CC_JavaAdapter.java: 349)

問題の解決
最初のエラーは、列マッピングの構成後にリンク順序を変更したために発生するこ
とがあります。
このエラーを修正するには、「Java Integration ステージ・プロパティー・エディ
ター」で「構成」ボタンをクリックし、列マッピングをもう一度構成します。ジョ
ブに入力リンクおよび出力リンクが複数ある場合は、「Java Integration ステー
ジ・プロパティー・エディター」の「リンク順序」タブで常にリンク順序を検証し
て、ジョブ・デザインと Java コードの間で矛盾が生じないようにする必要がありま
す。

60

Java コード統合ガイド

2 番目のエラーを修正するには、「リジェクト」タブを開き、「Java Integration
ステージ・プロパティー・エディター」のステージ・プロパティー「リジェクト」
- 「入力リンク」で正しい入力行が選択されたことを確認します。
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第 7 章 環境変数: Java Integration ステージ
Java Integration ステージは、以下の環境変数を使用します。

CC_IGNORE_TIME_LENGTH_AND_SCALE
パラレル・キャンバス上のコネクターの動作を変更するには、この環境変数を設定
します。
この環境変数が 1 に設定されると、パラレル・エンジンで作動しているコネクター
は、タイム・スタンプ列に対して指定された長さとスケールを無視します。例え
ば、この環境変数の値が設定されなかったとき、タイム・スタンプ列の長さが 26
で、スケールが 6 であるとすると、パラレル・キャンバス上のコネクターは、タイ
ム・スタンプがマイクロ秒の単位まであると見なします。この環境変数の値が 1 に
設定されると、タイム・スタンプ列の長さが 26 で、スケールが 6 であっても、マ
イクロ秒拡張プロパティーが設定されない限り、パラレル・キャンバス上のコネク
ターは、タイム・スタンプがマイクロ秒の単位まであるとは見なしません。

CC_JNI_EXT_DIRS
java.ext.dirs システム・プロパティーのクラスパスに接頭部を追加するには、こ
の環境変数を設定します。
この環境変数の値が設定されると、java.ext.dirs システム・プロパティーのクラ
スパスに接頭部が追加されます。

CC_JVM_OPTIONS
ジョブの実行時に使用される JVM 引数を指定するには、この環境変数を設定しま
す。
この変数の値が指定されると、それは Java ベース・コネクターのデフォルト JVM
引数の値よりも優先されます。例えば、CC_JVM_OPTIONS を -Xmx512M に設定する
と、コネクターの JVM インスタンスが作成されたとき、最大ヒープ・サイズは
512 MB に設定されます。

CC_JVM_OVERRIDE_OPTIONS
起こる可能性がある競合を回避または修正できるようにコンダクター・ノードの
JVM オプションをオーバーライドするには、この環境変数を設定します。
パラレル・ジョブ内のコンダクター・ノードでは、スキーマ調整のために Java
Connector が初期化されます。したがって、1 つのジョブ内のすべての Java
Connector は同じ JVM 内で初期化されます。単一のジョブ内では、複数のステージ
が Java で開発される場合があります。これらのステージのそれぞれが JVM オプシ
ョン (クラスパス、システム・プロパティー、ヒープ・サイズなど) を定義すること
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があります。 2 つのステージが同じ物理 JVM で実行された場合は、JVM オプシ
ョンが互いに競合する可能性があります。

CC_MSG_LEVEL
コネクターがログ・ファイルで報告するメッセージの最小重大度を指定するには、
この環境変数を設定します。
デフォルト値 3 の場合は、情報メッセージと、それより重大度の高いメッセージが
ログ・ファイルで報告されます。
以下のリストは有効な値を示したものです。
v 1 - トレース
v 2 - デバッグ
v 3 - 情報
v 4 - 警告
v 5 - エラー
v 6 - 致命的

JAVASTAGE_API_DEBUG
com.ibm.is.cc.javastage.api.Logger.debug() API によって指定されるデバッグ・
メッセージが Director ログ・ファイルで報告されるかどうかを制御するには、この
環境変数を設定します。
この変数の値が 1 であると、デバッグ・メッセージがログ・ファイルで報告されま
す。この環境変数の値が 1 以外であると、すべてのデバッグ・メッセージが無視さ
れます。詳しくは、Java Integration ステージ API の Javadoc 情報を参照してくだ
さい。
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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. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



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


optional_item

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



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

required_choice1
required_choice2



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


optional_choice1
optional_choice2

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


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

 required_item  repeatable_item



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



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

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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付録 D. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 5. 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。

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

71

72

Java コード統合ガイド

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

プライバシー・ポリシーに関する考慮事項
サービス・ソリューションとしてのソフトウェアも含めた IBM ソフトウェア製品
(「ソフトウェア・オファリング」) では、製品の使用に関する情報の収集、エン
ド・ユーザーの使用感の向上、エンド・ユーザーとの対話またはその他の目的のた
めに、Cookie はじめさまざまなテクノロジーを使用することがあります。多くの場
合、ソフトウェア・オファリングにより個人情報が収集されることはありません。
IBM の「ソフトウェア・オファリング」の一部には、個人情報を収集できる機能を
持つものがあります。ご使用の「ソフトウェア・オファリング」が、これらの
Cookie およびそれに類するテクノロジーを通じてお客様による個人情報の収集を可
能にする場合、以下の具体的事項を確認ください。
このソフトウェア・オファリングは、展開される構成に応じて、セッションごとの
Cookie または永続的な Cookie を使用する場合があります。製品またはコンポーネ
ントがリストされていない場合、その製品またはコンポーネントは Cookie を使用
しません。
表 6. 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 6. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

データ (続き)

Java Integration ステージ
アクセス
概要 1

データ・タイプ
データのインポート

17

データの書き込み
データの読み取り

［ア行］

データのロード

お客様サポート
連絡先

J

ルックアップ 49
データの取得 40

カスタム接頭部を持つメッセージのロ

16
17

グへの記録

［カ行］
環境変数
Java Integration ステージ

13
ソースとしての構成

検証
実行

53

構文
コマンド・ライン

67

Java Integration ステージ

67

マッピング
データ・タイプ
リンク索引

55

ロギング

16, 17

［ヤ行］

［サ行］

［ラ行］

サポート
お客様 71
参照リンク 49
商標
リスト 77
ジョブ
既存の Java Pack ジョブのマイグレー
ション 51
コンパイルと実行 53
ステージ・オペレーション
列定義のセットアップ 42, 44, 48
製品資料
アクセス 73
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 65
ソフトウェア・サービス
連絡先 71

ルックアップ処理 49
レコードのリジェクト 12
列定義
セットアップ 42, 44, 48

ユーザー定義プロパティーの使用

データ
取得

40
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InputLink インターフェース
Java 6 SDK 3
19

47

18

9

Java コード 3, 22
java.sql.Time 18, 24, 25
UDF

37

Java Integration ステージを使用するため
のマイグレーション 51
Java コード 12, 27, 28
機能 7
コードのコンパイル 6
データの受け渡し 43
パラレル・エンジンでの実行 7
レコードの書き込み 10
Configuration クラス 7
Processor クラスの抽象メソッドの実装
4
JavaBeans 28
JAVASTAGE_API_DEBUG 環境変数 63

28

C
ConnectorException クラス・オブジェクト
27

L
E
Exception クラス・オブジェクト

［タ行］

ランタイム列伝搬 20
リンク上の列メタデータの取得
レコードの読み取り 9

A
API

26

トランスフォーマーとしての構成
マイクロ秒の分解度 18, 24, 25
ユーザー定義関数 37

43, 46, 49

構文 67
コマンド・ライン構文
規則 67

43

データ
変換 46
デバッグ・メッセージ

［マ行］

コネクター・マイグレーション・ツール
51
コマンド

41

ターゲットとしての構成

特記事項 77
トラブルシューティング
63

53

スパース・ルックアップ・サポート

16, 17

特殊文字
コマンド・ライン構文での

25

ジョブでの使用 39
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16

DataStage 16, 17
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