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Operations Console ガイドとリファレンス

第 1 章 ワークロード管理
ワークロード管理キューを使用して、パラレル・ジョブおよびサーバー・ジョブの
開始を制御できます。
デフォルトでは、ワークロード管理システムは使用可能になっています。ワークロ
ード管理システムを使用する前に、ワークロード管理システムのデフォルトの構成
を確認します。また、IBM® InfoSphere® DataStage® and QualityStage® Operations
Console を使用して指定された、ワークロード管理システム・ポリシーを確認しま
す。詳しくは、「システム・ポリシー」パネルを参照してください。
ワークロード管理システムを使用しない場合は、構成オプション WLMON=0 を設定し
て、使用不可にする必要があります。詳しくは、 3 ページの『ワークロード管理の
構成』を参照してください。

ワークロード管理の概要
IBM InfoSphere Information Server エンジン層をインストールすると、InfoSphere
DataStage コンポーネントがインストールされます。これらのコンポーネントには、
エンジン・システム上でワークロード管理システムを使用するために必要な実行可
能ファイルと構成ファイルが含まれています。
エンジン・システム上でワークロード管理システムを使用するには、以下のコンポ
ーネントが必要です。
v サーバー・プロセス WLMServer。ワークロード管理キューに関する情報を IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleに提供します。
v Operations Console。各エンジン・システムのワークロード管理キューに関する情
報を表示します。

ワークロード管理キュー
ワークロード管理システムは、一連のユーザー定義キューを使用して、パラレル・
ジョブおよびサーバー・ジョブの開始を制御します。ジョブは、開始されると指定
されたキューにサブミットされます。ジョブのサブミット先のキューは、ジョブに
対して指定されている場合もあれば、そのジョブを含むプロジェクトから継承され
ている場合や、デフォルトのキューである場合もあります。

ワークロード管理システムのポリシー
ワークロード管理システムは、一連のシステム・ポリシーを使用して、別のジョブ
の処理が開始可能かどうかを決定します。ワークロード管理キューは、処理が開始
可能な特定のジョブを決定するために使用されます。
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1

ワークロード管理の事前定義キュー
多数のワークロード管理キューが事前定義されており、そのうちのいくつかは、
IBM InfoSphere Information Server 内の製品モジュールによって使用されます。以下
のワークロード管理キューが事前定義されています。
表 1. 事前定義されたワークロード管理キュー
キュー名

説明

ISD

InfoSphere Information Services Director によ
って使用される

IA

IBM InfoSphere Information Analyzer によっ
て使用される

DataClick

IBM InfoSphere Data Click によって使用され
る

LowPriorityJobs

低い優先順位のキュー

MediumPriorityJobs

中間の優先順位のキュー

HighPriorityJobs

高い優先順位のキュー

ワークロード管理システムの概要
ワークロード管理システムを使用する前に、以下のタスクを完了する必要がありま
す。

このタスクについて
Operations Consoleを使用して、ワークロード管理キューを定義し、モニターしま
す。

手順
1. ワークロード管理の構成プロパティーを構成します。 『ワークロード管理の構
成』を参照してください。
2. ワークロード管理キューに関する情報を提供する WLMServer というワークロー
ド管理プロセスを開始します。 『ワークロード管理プロセスの開始』を参照し
てください。
3. Operations Consoleを開始します。 『Operations Consoleの開始』を参照してくだ
さい。
4. ワークロード管理システムのポリシーを指定します。『「システム・ポリシー」
パネル』を参照してください。
5. ワークロード管理キューを定義します。『「キュー管理」パネル』を参照してく
ださい。
6. プロジェクトおよびジョブで使用するワークロード管理キューを指定します。
『ワークロード管理キューの設定』および『「ジョブ実行オプション」ウィンド
ウ』を参照してください。
7. InfoSphere ジョブを実行します。
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ワークロード管理の構成
ワークロード管理キューを使用してパラレル・ジョブおよびサーバー・ジョブの開
始を制御するには、事前にワークロード管理システムを構成する必要があります。

このタスクについて
ワークロード管理構成オプションは、DSODBConfig.cfg 構成ファイルに設定されて
います。この構成ファイルは、インストール・ディレクトリー内の Server/DSODB
ディレクトリーに保管されています。

手順
1. ワークロード管理システムを使用可能にするか、または使用不可にするかを指定
します。
2. ワークロード・システムを使用可能にした場合は、ワークロード管理構成オプシ
ョンを構成します。

ワークロード管理の構成オプション
ワークロード管理システムを制御するオプションを構成できます。
ワークロード管理構成オプションは、DSODBConfig.cfg 構成ファイルに設定されて
います。この構成ファイルは、インストール・ディレクトリー内の Server/DSODB
ディレクトリーに保管されています。
ワークロード・モニター・システムを使用する場合は、最低でも WLMON=1 を設定す
る必要があります。他のオプションについては、ほとんどの環境で、デフォルト値
でもワークロード管理システムを十分使用できます。
表 2. ワークロード管理システムを制御するオプション
オプション

値

目的

WLMON

0 また
は 1

ワークロード管理システムを使用可
能にするかどうかを制御します。デ
フォルトでは、ワークロード管理シ
ステムは使用可能になっています。
ワークロード管理システムを使用し
ない場合は、WLMON=0 に設定しま
す。
ワークロード管理システムを使用す
る場合は、WLMON=1 に設定します。
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表 2. ワークロード管理システムを制御するオプション (続き)
オプション

値

目的

WLM_CONTINUE_ON_COMMS_ERROR

0 また
は 1

ワークロード管理システムとの通信
が使用可能でない場合に、ジョブを
実行するかどうかを制御します。
ジョブを実行しない場合は、
WLM_CONTINUE_ON_COMMS_ERROR=0 を
設定します。
ジョブを実行する場合は、
WLM_CONTINUE_ON_COMMS_ERROR=1 を
設定します。デフォルト値は 1 で
す。この値を設定することは、ワー
クロード管理を使用不可に設定して
実行するのと同等です。

WLM_CONTINUE_ON_QUEUE_ERROR

0 また
は 1

指定されたキュー名が存在しない場
合に、ジョブを実行するかどうかを
制御します。
ジョブを実行しない場合は、
WLM_CONTINUE_ON_QUEUE_ERROR=0 を
設定します。
ジョブを実行する場合は、
WLM_CONTINUE_ON_QUEUE_ERROR=1 を
設定します。デフォルト値は 1 で
す。プロジェクトのデフォルト・キ
ューが指定されており、存在してい
る場合は、それが使用されます。そ
れ以外の場合は、ワークロード管理
のデフォルト・キューが使用されま
す。

WLM_QUEUE_WAIT_TIMEOUT

整数

ジョブが停止されてキューから削除
されるまで、ジョブがキューに残っ
ている秒数を指定します。ジョブを
キュー内に無制限に残す場合は、
WLM_QUEUE_WAIT_TIMEOUT=0 を設定し
ます。

ワークロード管理プロセスの開始および停止
ワークロード管理プロセス WLMServer は、DataStage エンジンのスタートアップの
一環として自動的に開始および停止されます。

このタスクについて
ワークロード管理システムを使用可能または使用不可にする場合には、DataStage エ
ンジンを再始動する必要があります。
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第 2 章 ジョブのモニタリング
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用すると、ジョブ
実行、サービス、システム・リソース、およびワークロード管理キューをいくつか
の IBM InfoSphere Information Server エンジンでモニターできます。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用すると、ジョブ
実行の開始と停止、およびワークロード管理キューの定義と管理を行うことができ
ます。
Operations Console は、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター・
クライアントが提供する機能に補足のモニター機能を提供します。

モニター・ジョブの概要
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用して IBM
InfoSphere Information Server エンジン・システムをモニターする前に、このエンジ
ン・システムを構成する必要があります。
エンジン層をインストールすると、エンジン・システムのモニターに必要な実行可
能ファイルと構成ファイルを含む InfoSphere DataStage コンポーネントがインスト
ールされます。また、インストールでは、いくつかのディレクトリーに対する許可
も確認または設定されます。
エンジン・システムのモニターには、次のコンポーネントが関連します。
v オペレーション・データベース。1 つ以上のエンジン・システムで実行中、また
は実行していた DataStage ジョブに関する情報を保持します。データベースは、
そのシステムのある期間で、システム・リソースがどのように使用されているか
の情報も保持します。
v ジョブ・ランタイム・イベントをキャプチャーするための DataStage ジョブ・ラ
ンタイム・システムの拡張。
v サーバー・プロセス EngMonApp。ジョブ・ランタイム・イベントをオペレーシ
ョン・データベースに転送します。
v サーバー・プロセス ResMonApp。システム・リソースの使用状況をモニターし
て、オペレーション・データベースに結果を記録します。
v サーバー・プロセス ResTrackApp。ローカル・システムに関する使用状況のデー
タを ResMonApp プロセスに提供します。
v サーバー・プロセス ODBQueryApp。オペレーション・データベースからの情報
をOperations Consoleに提供します。
v サーバー・プロセス WLMServer。ワークロード管理キューに関する情報を
Operations Consoleに提供します。
v Operations Console。各エンジン・システムのジョブ、ジョブ・アクティビティ
ー、およびシステム・リソースに関する情報を表示します。
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ジョブ実行サービス、およびエンジン・システムのシステム・リソースのモニター
を使用可能にするには、エンジン層をインストールした後で次の手順を実行する必
要があります。
1. オペレーション・データベースのスキーマと表をセットアップするか、このシス
テムが共有できる既存のオペレーション・データベースを識別します。
2. エンジン・システム・モニターを、オペレーション・データベースに接続するよ
う構成します。
3. デフォルトを使用しない場合は、収集するデータと頻度を認識するようモニター
を構成します。
4. モニター・サーバー・プロセスが各エンジンで開始され、モニターがオンに切り
替えられていることを確認します。
これらの手順を実行しない場合は、エンジン層は使用できますが、モニターが使用
可能になりません。
エンジン・システムのワークロード管理キューのモニターを使用可能にするには、
エンジン層をインストールした後で次の手順を実行する必要があります。
1. ワークロード管理の構成プロパティーを構成します。
2. WLMServer というワークロード管理サーバー・プロセスが各エンジンで開始さ
れ、ワークロード管理モニターがオンに切り替わっていることを確認します。
これらの手順を実行しない場合は、エンジン層は使用できますが、ワークロード管
理キューのモニターが使用可能になりません。

Operations Console の入門
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用して InfoSphere
Information Server システムをモニターする前に、次のタスクを完了する必要があり
ます。

このタスクについて
Operations Consoleを使用すると、ジョブ実行、サービス、およびシステム・リソー
ス、またはワークロード管理キューのいずれかをモニターすることも、両方をモニ
ターすることもできます。

手順
1. ジョブ実行、サービス、およびシステム・リソースをモニターするには、次のタ
スクを完了する必要があります。
a. オペレーション・データベース・スキーマを作成します。 8 ページの『オペ
レーション・データベース・スキーマの作成』を参照してください。
b. オペレーション・データベースに格納されているモニター・データを構成し
ます。DSODBON=1 を設定して、モニター・データを収集できるようにする必
要があります。 24 ページの『モニター・データの構成』を参照してくださ
い。
c. モニター・システムの構成を確認して、オペレーション・データベースへの
接続が適切に構成されるようにします。 46 ページの『モニター・システム
の構成の確認』を参照してください。
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d. データ・コレクション・プロセスを開始および管理する DSAppWatcher プロ
セスを開始します。 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始と停止』を参
照してください。
e. データ・コレクション・プロセスが実行されていることを確認します。 43
ページの『AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスの状況の表
示』を参照してください。
2. ワークロード管理キューをモニターするには、次のタスクを完了する必要があり
ます。
a. ワークロード管理の構成プロパティーを構成します。 『ワークロード管理の
構成』を参照してください。
b. ワークロード管理キューに関する情報を提供する WLMServer というワーク
ロード管理プロセスを開始します。 『ワークロード管理プロセスの開始』を
参照してください。
3. Operations Consoleを開始します。 52 ページの『Operations Consoleの開始』を
参照してください。
4. InfoSphere DataStage and QualityStage のジョブを実行します。

オペレーション・データベースの作成および構成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用して IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブをモニターする前に、オペレーショ
ン・データベースを作成し、構成しておく必要があります。

このタスクについて
注: オペレーション・データベースは、このバージョンの IBM InfoSphere
Information Server の DB2® 上でのみサポートされます。 Oracle および SQL
Server 用のスクリプトは提供されません。

オペレーション・データベース
オペレーション・データベースは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Operations Consoleで表示されるモニター・データを保存します。
オペレーション・データベースは、1 つ以上の InfoSphere Information Server エン
ジン・システムで実行中である、または実行していた InfoSphere DataStage ジョブ
に関する情報を保持します。オペレーション・データベースは、そのエンジン・シ
ステムのある期間で、システム・リソースがどのように使用されているかの情報も
保持します。
Operations Consoleは、オペレーション・データベースに保存される情報の一部しか
表示しません。特に、JobRunStage、JobRunLink、および DataLocator の各表の内容
は、MonitorLinks=1 構成オプションを設定した場合にのみデータが設定されるた
め、現在Operations Consoleによって使用されません。また、システム・リソースの
使用状況について、現在Operations Consoleに表示されているより詳細な情報がキャ
プチャーされています。
どのデータベースにオペレーション・データベースを含めるか選択する必要があり
ます。
第 2 章 ジョブのモニタリング
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v

メタデータ・リポジトリー・データベース:
– パフォーマンス上の理由から、メタデータ・リポジトリー・データベースは、
注意深く検討した上で、実動システムで使用してください。
– オペレーション・データベース・スキーマがメタデータ・リポジトリー・デー
タベースに存在しない場合は、オペレーション・データベース・スキーマを作
成するスクリプトを実行して、そのスキーマを指すよう構成接続プロパティー
を設定します。
– オペレーション・データベース・スキーマがメタデータ・リポジトリー・デー
タベースに存在する場合は、そのスキーマを指すようエンジンを構成します。

v この InfoSphere Information Server エンジンに固有の別のデータベース:
– オペレーション・データベース・スキーマを作成するスクリプトを実行しま
す。
– そのスキーマを指すようエンジンを構成します。
v 複数の InfoSphere Information Server エンジンの間で共有される別のデータベー
ス:
– 既存のスキーマが配置される場所の詳細を収集して、そのスキーマを指すよう
エンジンを構成します。

オペレーション・データベース・スキーマの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleで表示されるモニタ
ー・データを保存する、オペレーション・データベース・スキーマを作成する必要
があります。

始める前に
オペレーション・データベースに使用するデータベース・システムを特定します。
サポートされるデータベース・システムについては、システム要件を参照してくだ
さい。
注: オペレーション・データベースは、このバージョンの IBM InfoSphere
Information Server の DB2 上でのみサポートされます。 Oracle および SQL Server
用のスクリプトは提供されません。
インストール中に DB2 を使用してオペレーション・データベースを作成した場
合、このステップを実行する必要はありません。
既存のオペレーション・データベースを使用する場合は、 20 ページの『既存のオペ
レーション・データベースの識別』を参照してください。
注: オペレーション・データベース・スキーマを作成するためのすべてのスクリプ
トは、同じ端末セッションで実行する必要があります。別の端末セッションでスク
リプトを実行する場合は、残りのスクリプトを実行する前に、以下のコマンドを実
行します。
1. db2
2. connect to dbname ここで、dbname はメタデータ・リポジトリー・データベー
スの名前です。
3. exit
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手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
ス用に使用されるリポジトリーを登録します。『オペレーション・データベース
用リポジトリーの登録』を参照してください。 このステップは、DataStage and
QualityStage アドミニストレーター・ロールを持っているどのユーザーでも実行
できます。
2. サービス層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
ス・スキーマの作成および削除に使用するスクリプトを生成します。 12 ページ
の『オペレーション・データベース・スキーマ用スクリプトの生成』を参照して
ください。 このステップは、DataStage and QualityStage アドミニストレータ
ー・ロールを持っているどのユーザーでも実行できます。
3. コマンド・ラインを使用して、生成されたスクリプトを適切なデータベース・シ
ステムに対して実行します。 この手順は、スキーマを作成するための管理権限
を持つユーザーが実行する必要があります。
生成されたスクリプトの実行について詳しくは、ご使用のデータベース・システ
ムおよびオペレーティング・システムの当該トピックを参照してください。
v

13 ページの『Windows システムでの DB2 データベースのオペレーション・
データベース・スキーマの作成』

v

13 ページの『UNIX または Linux システムでの DB2 データベースのオペレ
ーション・データベース・スキーマの作成』

v

14 ページの『Windows システムでの Oracle データベースのオペレーショ
ン・データベース・スキーマの作成』

v

15 ページの『UNIX または Linux システムでの Oracle データベースのオペ
レーション・データベース・スキーマの作成』

v

15 ページの『SQL Server データベースのオペレーション・データベース・ス
キーマの作成』

4. 生成されたスクリプトによってエラーが発生する場合は、 16 ページの『オペレ
ーション・データベース・スキーマ用スクリプトによるエラーからのリカバリ
ー』を参照してください。 このステップは、DataStage and QualityStage アドミ
ニストレーター・ロールを持っているどのユーザーでも実行できます。
5. エンジン層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
スの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。 19 ページの『オペレーショ
ン・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成』を参照してください。
このステップは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持
っているどのユーザーでも実行できます。

オペレーション・データベース用リポジトリーの登録
オペレーション・データベース用に使用されるリポジトリーの登録

このタスクについて
サービス層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベース用リポジトリーの登録:
第 2 章 ジョブのモニタリング
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手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 以下のようにして、オペレーション・データベースのリポジトリーが既に登録さ
れているかどうかを確認します。
a. 次のコマンドを実行して、登録済みリポジトリーをリストします。
RepositoryAdmin.sh -listRepositories

b. 次のコマンドを実行して、リスト内の任意のリポジトリーの詳細を表示しま
す。
RepositoryAdmin.sh -displayRepository -reposName name

ここで、name はリポジトリーの名前です。
3. オペレーション・データベースのリポジトリーがまだ登録されていない場合は、
以下のようにして、リポジトリーを登録します。
a. DSODBrepos_registration.properties テンプレート・ファイルを、エンジン
層をホストしているコンピューター上のインストール・ディレクトリーから
現行ディレクトリーにコピーします。インストール・ディレクトリー
は、/InformationServer/Server/DSODB (Linux または UNIX の場合)、ある
いは ¥InformationServer¥Server¥DSODB (Windows の場合) です。
b. ファイル内に含まれている指示を使用して、
DSODBrepos_registration.properties ファイルを編集します。
オペレーション・データベース・スキーマのために DB2 を使用することを
計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に db2 コマンドを実行するのに使用するユーザーと
同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・リポ
ジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれかの
DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザーとも異
なっていなければなりません。
v DB2 クライアントしかインストールされていないシステムにオペレーショ
ン・データベース・スキーマを作成することはできません。
オペレーション・データベース・スキーマのために SQL Server を使用する
ことを計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に sqlcmd コマンドを実行するのに使用するユーザ
ーと同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・
リポジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれ
かの DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザー
とも異なっていなければなりません。
c. 次のコマンドを実行して、オペレーション・データベースのリポジトリーを
登録します。
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RepositoryAdmin.sh -registerRepository -propertyFile
DSODBrepos_registration.properties

Windows 上でのオペレーション・データベース用リポジトリーの登録:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 以下のようにして、オペレーション・データベースのリポジトリーが既に登録さ
れているかどうかを確認します。
a. 次のコマンドを実行して、登録済みリポジトリーをリストします。
RepositoryAdmin.bat -listRepositories

b. 次のコマンドを実行して、リスト内の任意のリポジトリーの詳細を表示しま
す。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -reposName name

ここで、name はリポジトリーの名前です。
3. オペレーション・データベースのリポジトリーがまだ登録されていない場合は、
以下のようにして、リポジトリーを登録します。
a. DSODBrepos_registration.properties テンプレート・ファイルを、エンジン
層をホストしているコンピューター上のインストール・ディレクトリーから
現行ディレクトリーにコピーします。インストール・ディレクトリー
は、/InformationServer/Server/DSODB (Linux または UNIX の場合)、ある
いは ¥InformationServer¥Server¥DSODB (Windows の場合) です。
b. ファイル内に含まれている指示を使用して、
DSODBrepos_registration.properties ファイルを編集します。
オペレーション・データベース・スキーマのために DB2 を使用することを
計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に db2 コマンドを実行するのに使用するユーザーと
同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・リポ
ジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれかの
DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザーとも異
なっていなければなりません。
v DB2 クライアントしかインストールされていないシステムにオペレーショ
ン・データベース・スキーマを作成することはできません。
オペレーション・データベース・スキーマのために SQL Server を使用する
ことを計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に sqlcmd コマンドを実行するのに使用するユーザ
ーと同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・
リポジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれ
かの DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザー
とも異なっていなければなりません。
第 2 章 ジョブのモニタリング
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c. 次のコマンドを実行して、オペレーション・データベースのリポジトリーを
登録します。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -propertyFile
DSODBrepos_registration.properties

オペレーション・データベース・スキーマ用スクリプトの生成
オペレーション・データベースの作成に使用するスクリプトを生成します。

このタスクについて
サービス層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベース用スクリプトの生成:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RepositoryAdmin ツールを実行して、必要なスクリプ
トを生成します。
RepositoryAdmin.sh -saveSQLScripts -reposName name -scriptLocation location

ここで、
v name は、リポジトリーの名前です。
v location は、スクリプトが作成されるディレクトリーです。
3. サービス層をホストしているコンピューターがオペレーション・データベースを
ホストしているコンピューターと同じでない場合は、オペレーション・データベ
ースをホストしているコンピューターにスクリプトをコピーします。
Windows 上でのオペレーション・データベース用スクリプトの生成:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RepositoryAdmin ツールを実行して、必要なスクリプ
トを生成します。
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -reposName name -scriptLocation location

ここで、
v name は、リポジトリーの名前です。
v location は、スクリプトが作成されるディレクトリーです。
3. サービス層をホストしているコンピューターがオペレーション・データベースを
ホストしているコンピューターと同じでない場合は、オペレーション・データベ
ースをホストしているコンピューターにスクリプトをコピーします。
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Windows システムでの DB2 データベースのオペレーション・デー
タベース・スキーマの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleで表示されるモニタ
ー・データを保存する、オペレーション・データベース・スキーマを作成する必要
があります。

このタスクについて
インストール中にオペレーション・データベースを作成した場合、このステップを
実行する必要はありません。
セットアップ・スクリプトによってエラーが発生する場合は、 8 ページの『オペレ
ーション・データベース・スキーマの作成』の 4 (9 ページ) のステップに進んでく
ださい。

手順
1. DB2 がインストールされているルートではないパス上にオペレーション・デー
タベースを作成する場合は、オペレーティング・システム・レベルの環境変数
DB2_CREATE_DB_ON_PATH=YES を設定する必要があります。
DB2_CREATE_DB_ON_PATH 環境変数を設定した後、IBM WebSphere®
Application Server および DB2 を停止してから再始動する必要があります。
2. DB2 のコマンド・ラインからセットアップ・スクリプトを実行します。
a. db2 コマンドを実行できるユーザーであり、かつ前のステップで生成された
スクリプトへのアクセス権限があるユーザーとして、ログインしていること
を確認します。
b. DB2 がインストールされているルートではないパス上にオペレーション・デ
ータベースを作成する場合は、以下のようにして、環境変数
DB2_CREATE_DB_ON_PATH が YES に設定されているか確認してくださ
い。
SET DB2_CREATE_DB_ON_PATH

c. メタデータ・リポジトリーなどの既存データベース内ではなく、新規 DB2
データベース内にオペレーション・データベースを作成する場合は、次のコ
マンドを実行してデータベースを作成します。
db2 -l dsodb_setup_db.log -stf dsodb_db_creation.sql

d. データベース・スキーマおよびデータベース表を作成するには、次のコマン
ドを入力します。
db2 -l dsodb_setup_tablespace.log -stf dsodb_tablespace_creation.sql
db2 -l dsodb_setup_table.log -stf dsodb_table_creation.sql

e. ユーザー許可を構成するには、次のコマンドを入力します。
db2 -l dsodb_setup_user.log -stf dsodb_user_config.sql

UNIX または Linux システムでの DB2 データベースのオペレーシ
ョン・データベース・スキーマの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleで表示されるモニタ
ー・データを保存する、オペレーション・データベース・スキーマを作成する必要
があります。

第 2 章 ジョブのモニタリング
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このタスクについて
インストール中にオペレーション・データベースを作成した場合、このステップを
実行する必要はありません。
セットアップ・スクリプトによってエラーが発生する場合は、 8 ページの『オペレ
ーション・データベース・スキーマの作成』の 4 (9 ページ) のステップに進んでく
ださい。

手順
セットアップ・スクリプトを実行します。
1. db2 コマンドを実行できるユーザーであり、かつ前のステップで生成されたスク
リプトへのアクセス権限があるユーザーとして、ログインしていることを確認し
ます。
2. メタデータ・リポジトリーなどの既存データベース内ではなく、新規 DB2 デー
タベース内にオペレーション・データベースを作成する場合は、次のコマンドを
実行してデータベースを作成します。
db2 -l dsodb_setup_db.log -stf dsodb_db_creation.sql

3. データベース・スキーマおよびデータベース表を作成するには、次のコマンドを
入力します。
db2 -l dsodb_setup_tablespace.log -stf dsodb_tablespace_creation.sql
db2 -l dsodb_setup_table.log -stf dsodb_table_creation.sql

4. ユーザー許可を構成するには、次のコマンドを入力します。
db2 -l dsodb_setup_user.log -stf dsodb_user_config.sql

Windows システムでの Oracle データベースのオペレーション・デ
ータベース・スキーマの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleで表示されるモニタ
ー・データを保存する、オペレーション・データベース・スキーマを作成する必要
があります。

このタスクについて
セットアップ・スクリプトによってエラーが発生する場合は、 8 ページの『オペレ
ーション・データベース・スキーマの作成』の 4 (9 ページ) のステップに進んでく
ださい。

手順
セットアップ・スクリプトを実行します。
1. sqlplus コマンドを実行できるユーザーであり、かつ前のステップで生成された
スクリプトへのアクセス権限があるユーザーとして、ログインしていることを確
認します。
2. ユーザー許可を構成するには、次のコマンドを入力します。
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_user_config.sql

例えば、次のコマンドを入力します。
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sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_user_config.sql

3. スキーマおよび表を作成するには、次のコマンドを入力します。
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_tablespace_creation <dsodbpassword>
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_table_creation <dsodbpassword>

例えば、次のコマンドを入力します。
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_tablespace_creation.sql test
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_table_creation.sql test

UNIX または Linux システムでの Oracle データベースのオペレー
ション・データベース・スキーマの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleで表示されるモニタ
ー・データを保存する、オペレーション・データベース・スキーマを作成する必要
があります。

このタスクについて
セットアップ・スクリプトによってエラーが発生する場合は、 8 ページの『オペレ
ーション・データベース・スキーマの作成』の 4 (9 ページ) のステップに進んでく
ださい。

手順
セットアップ・スクリプトを実行します。
1. sqlplus コマンドを実行できるユーザーであり、かつ前のステップで生成された
スクリプトへのアクセス権限があるユーザーとして、ログインしていることを確
認します。
2. ユーザー許可を構成するには、次のコマンドを入力します。
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_user_config.sql

例えば、次のコマンドを入力します。
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_user_config.sql

3. スキーマおよび表を作成するには、次のコマンドを入力します。
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_tablespace_creation <dsodbpassword>
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_table_creation <dsodbpassword>

例えば、次のコマンドを入力します。
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_tablespace_creation.sql test
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_table_creation.sql test

SQL Server データベースのオペレーション・データベース・スキー
マの作成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleで表示されるモニタ
ー・データを保存する、オペレーション・データベース・スキーマを作成する必要
があります。

第 2 章 ジョブのモニタリング
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このタスクについて
セットアップ・スクリプトによってエラーが発生する場合は、 8 ページの『オペレ
ーション・データベース・スキーマの作成』の 4 (9 ページ) のステップに進んでく
ださい。

手順
1. サービス層をホストしているコンピューターがオペレーション・データベースを
ホストしているコンピューターと同じでない場合は、オペレーション・データベ
ースをホストしているコンピューターにスクリプトをコピーします。
2. セットアップ・スクリプトを実行します。
a. sqlcmd コマンドを実行できるユーザーであり、かつ最初のステップで生成さ
れたスクリプトへのアクセス権限があるユーザーとして、ログインしている
ことを確認します。
b. メタデータ・リポジトリーなどの既存データベース内ではなく、新規 SQL
Server データベース内にオペレーション・データベースを作成する場合は、
次のコマンドを実行してデータベースを作成します。
sqlcmd -b -i dsodb_db_creation.sql >> logfile

例えば、次のコマンドを入力します。
sqlcmd -b -i dsodb_db_creation.sql >> c:¥DSODB_setup.log

c. データベース・スキーマおよびデータベース表を作成するには、次のコマン
ドを入力します。
sqlcmd -b -i dsodb_table_creation.sql >> logfile

例えば、次のコマンドを入力します。
sqlcmd -b -i dsodb_table_creation.sql >> c:¥DSODB_setup.table.log

d. ユーザー許可を構成するには、次のコマンドを入力します。
sqlcmd -b -i dsodb_user_config.sql >> logfile

例えば、次のコマンドを入力します。
sqlcmd -b -i dsodb_user_config.sql >> c:¥DSODB_setup.user.log

オペレーション・データベース・スキーマ用スクリプトによるエラー
からのリカバリー
オペレーション・データベース・スキーマ用のスクリプトを実行した際に発生する
エラーからリカバリーします。

このタスクについて
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
オペレーション・データベース・リポジトリーおよびオペレーション・データベー
スのプロパティーは、DSODBrepos_registration.properties ファイルに指定されて
います。
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手順
1. オペレーション・データベース・リポジトリーについての無効なパラメーターが
指定されたために、いずれかのスクリプトで問題が発生した場合は、以下のいず
れかの一連のタスクを実行します。
a. オペレーション・データベース・リポジトリーの既存の定義を更新します。
以下のステップを実行します。
1) オペレーション・データベース・リポジトリーの定義を更新します。下記
に記載されている、サービス層で使用しているオペレーティング・システ
ムの説明に従ってください。
2)

8 ページの『オペレーション・データベース・スキーマの作成』の 2 (9
ページ) のステップからプロセスを再実行します。

b. オペレーション・データベース・リポジトリーの登録を抹消し、リポジトリ
ーの定義を更新して、リポジトリーを再登録します。以下のステップを実行
します。
1) オペレーション・データベース・リポジトリーの登録を抹消します。下記
に記載されている、サービス層で使用しているオペレーティング・システ
ムの説明に従ってください。
2)

8 ページの『オペレーション・データベース・スキーマの作成』の 1 (9
ページ) のステップからプロセスを再実行します。

2. オペレーション・データベースについての無効なパラメーターが指定されたため
に、いずれかのスクリプトで問題が発生した場合は、以下のタスクを実行しま
す。
a. オペレーション・データベース・リポジトリーの登録を抹消します。下記に
記載されている、サービス層で使用しているオペレーティング・システムの
説明に従ってください。
b.

8 ページの『オペレーション・データベース・スキーマの作成』の 1 (9 ペー
ジ) のステップからプロセスを再実行します。

Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベース・リポジトリーの定義の
更新:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して、オペレーション・データベース・リポジトリーの詳細
を表示します。
RepositoryAdmin.sh -displayRepository -reposName name

ここで、name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
3. 次のコマンドを使用して、誤って指定したパラメーターを更新します。
RepositoryAdmin.sh -updateRepository -reposName name -parameter newvalue

ここで、
v name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
v parameter は、更新されるパラメーターの名前です。
v newvalue は、パラメーターの新しい値です。
第 2 章 ジョブのモニタリング
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次のコマンドを実行すると、更新可能なパラメーターの完全なリストを表示でき
ます。
RepositoryAdmin.sh -help

Windows 上でのオペレーション・データベース・リポジトリーの定義の更新:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して、オペレーション・データベース・リポジトリーの詳細
を表示します。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -reposName name

ここで、name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
3. 次のコマンドを使用して、誤って指定したパラメーターを更新します。
RepositoryAdmin.bat -updateRepository -reposName name -parameter newvalue

ここで、
v name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
v parameter は、更新されるパラメーターの名前です。
v newvalue は、パラメーターの新しい値です。
次のコマンドを実行すると、更新可能なパラメーターの完全なリストを表示でき
ます。
RepositoryAdmin.bat -help

Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベース・リポジトリーの登録抹
消:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
2. オペレーション・データベース・リポジトリーの登録を抹消するには、次のコマ
ンドを実行します。
RepositoryAdmin.sh -unregisterRepository -reposName name

ここで、name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
3. メタデータ・リポジトリーなどの既存のデータベース内ではなく、新規データベ
ース内にオペレーション・データベースを作成する場合は、次のコマンドを実行
してオペレーション・データベースの登録を抹消します。
RepositoryAdmin.sh -unregisterDatabase -dbName dbname

ここで、dbname は、DSODBrepos_registration.properties ファイルに指定され
ているオペレーション・データベースの名前です。
Windows 上でのオペレーション・データベース・リポジトリーの登録抹消:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
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2. オペレーション・データベース・リポジトリーの登録を抹消するには、次のコマ
ンドを実行します。
RepositoryAdmin.bat -unregisterRepository -reposName name

ここで、name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
3. メタデータ・リポジトリーなどの既存のデータベース内ではなく、新規データベ
ース内にオペレーション・データベースを作成する場合は、次のコマンドを実行
してオペレーション・データベースの登録を抹消します。
RepositoryAdmin.bat -unregisterDatabase -dbName dbname

ここで、dbname は、DSODBrepos_registration.properties ファイルに指定され
ているオペレーション・データベースの名前です。

オペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成
オペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルは、エンジン層がオペ
レーション・データベースに接続するために使用します。

このタスクについて
エンジン層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベースのリポジトリー接続ファ
イルの生成:
手順
1. エンジン層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/Server/
DSODB ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RegistrationCommand ツールを実行して、オペレーシ
ョン・データベースの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -user isadmin -password pswd -gcf
-repository name -cf DSODBConnect.tmpl
-results DSODBConnect.cfg

ここで、
v isadmin は、Information Server 管理者ユーザーです。
v pswd は、isadmin ユーザーのパスワードです。
v name は、オペレーション・データベースのリポジトリーです。
構成ファイル DSODBConnect.cfg が /InformationServer/Server/DSODB ディレ
クトリーに作成されます。
Windows 上でのオペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成
:
手順
1. エンジン層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/Server/
DSODB ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RegistrationCommand ツールを実行して、オペレーシ
ョン・データベースの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。
第 2 章 ジョブのモニタリング
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..¥..¥ASBNode¥bin¥RegistrationCommand.bat -user isadmin -password pswd -gcf
-repository name -cf DSODBConnect.tmpl
-results DSODBConnect.cfg

ここで、
v isadmin は、Information Server 管理者ユーザーです。
v pswd は、isadmin ユーザーのパスワードです。
v name は、オペレーション・データベースのリポジトリーです。
構成ファイル DSODBConnect.cfg が ¥InformationServer¥Server¥DSODB ディレ
クトリーに作成されます。

既存のオペレーション・データベースの識別
InfoSphere Information Server エンジン・システムを、既存のオペレーション・デー
タベースに接続するよう構成できます。

このタスクについて
このステップは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持っ
ているどのユーザーでも実行できます。

手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
ス用に使用されるリポジトリーを登録します。 9 ページの『オペレーション・デ
ータベース用リポジトリーの登録』を参照してください。
2. エンジン層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
スの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。 19 ページの『オペレーショ
ン・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成』を参照してください。

オペレーション・データベース用リポジトリーの登録
オペレーション・データベース用に使用されるリポジトリーの登録

このタスクについて
サービス層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベース用リポジトリーの登録:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 以下のようにして、オペレーション・データベースのリポジトリーが既に登録さ
れているかどうかを確認します。
a. 次のコマンドを実行して、登録済みリポジトリーをリストします。
RepositoryAdmin.sh -listRepositories

b. 次のコマンドを実行して、リスト内の任意のリポジトリーの詳細を表示しま
す。
RepositoryAdmin.sh -displayRepository -reposName name
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ここで、name はリポジトリーの名前です。
3. オペレーション・データベースのリポジトリーがまだ登録されていない場合は、
以下のようにして、リポジトリーを登録します。
a. DSODBrepos_registration.properties テンプレート・ファイルを、エンジン
層をホストしているコンピューター上のインストール・ディレクトリーから
現行ディレクトリーにコピーします。インストール・ディレクトリー
は、/InformationServer/Server/DSODB (Linux または UNIX の場合)、ある
いは ¥InformationServer¥Server¥DSODB (Windows の場合) です。
b. ファイル内に含まれている指示を使用して、
DSODBrepos_registration.properties ファイルを編集します。
オペレーション・データベース・スキーマのために DB2 を使用することを
計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に db2 コマンドを実行するのに使用するユーザーと
同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・リポ
ジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれかの
DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザーとも異
なっていなければなりません。
v DB2 クライアントしかインストールされていないシステムにオペレーショ
ン・データベース・スキーマを作成することはできません。
オペレーション・データベース・スキーマのために SQL Server を使用する
ことを計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に sqlcmd コマンドを実行するのに使用するユーザ
ーと同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・
リポジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれ
かの DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザー
とも異なっていなければなりません。
c. 次のコマンドを実行して、オペレーション・データベースのリポジトリーを
登録します。
RepositoryAdmin.sh -registerRepository -propertyFile
DSODBrepos_registration.properties

Windows 上でのオペレーション・データベース用リポジトリーの登録:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 以下のようにして、オペレーション・データベースのリポジトリーが既に登録さ
れているかどうかを確認します。
a. 次のコマンドを実行して、登録済みリポジトリーをリストします。
RepositoryAdmin.bat -listRepositories

b. 次のコマンドを実行して、リスト内の任意のリポジトリーの詳細を表示しま
す。
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RepositoryAdmin.bat -displayRepository -reposName name

ここで、name はリポジトリーの名前です。
3. オペレーション・データベースのリポジトリーがまだ登録されていない場合は、
以下のようにして、リポジトリーを登録します。
a. DSODBrepos_registration.properties テンプレート・ファイルを、エンジン
層をホストしているコンピューター上のインストール・ディレクトリーから
現行ディレクトリーにコピーします。インストール・ディレクトリー
は、/InformationServer/Server/DSODB (Linux または UNIX の場合)、ある
いは ¥InformationServer¥Server¥DSODB (Windows の場合) です。
b. ファイル内に含まれている指示を使用して、
DSODBrepos_registration.properties ファイルを編集します。
オペレーション・データベース・スキーマのために DB2 を使用することを
計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に db2 コマンドを実行するのに使用するユーザーと
同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・リポ
ジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれかの
DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザーとも異
なっていなければなりません。
v DB2 クライアントしかインストールされていないシステムにオペレーショ
ン・データベース・スキーマを作成することはできません。
オペレーション・データベース・スキーマのために SQL Server を使用する
ことを計画している場合は、以下の制約事項が適用されます。
v オペレーション・データベースへのアクセスのために指定するユーザー
は、既存のオペレーティング・システム・ユーザーでなければならず、ス
キーマ作成プロセス中に sqlcmd コマンドを実行するのに使用するユーザ
ーと同じにすることはできません。また、このユーザーは、メタデータ・
リポジトリーまたは Information Analyzer リポジトリーなど、他のいずれ
かの DataStage コンポーネント・リポジトリーに指定されているユーザー
とも異なっていなければなりません。
c. 次のコマンドを実行して、オペレーション・データベースのリポジトリーを
登録します。
RepositoryAdmin.bat -registerRepository -propertyFile
DSODBrepos_registration.properties

オペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成
オペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルは、エンジン層がオペ
レーション・データベースに接続するために使用します。

このタスクについて
エンジン層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
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Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベースのリポジトリー接続ファ
イルの生成:
手順
1. エンジン層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/Server/
DSODB ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RegistrationCommand ツールを実行して、オペレーシ
ョン・データベースの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -user isadmin -password pswd -gcf
-repository name -cf DSODBConnect.tmpl
-results DSODBConnect.cfg

ここで、
v isadmin は、Information Server 管理者ユーザーです。
v pswd は、isadmin ユーザーのパスワードです。
v name は、オペレーション・データベースのリポジトリーです。
構成ファイル DSODBConnect.cfg が /InformationServer/Server/DSODB ディレ
クトリーに作成されます。
Windows 上でのオペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成
:
手順
1. エンジン層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/Server/
DSODB ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RegistrationCommand ツールを実行して、オペレーシ
ョン・データベースの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。
..¥..¥ASBNode¥bin¥RegistrationCommand.bat -user isadmin -password pswd -gcf
-repository name -cf DSODBConnect.tmpl
-results DSODBConnect.cfg

ここで、
v isadmin は、Information Server 管理者ユーザーです。
v pswd は、isadmin ユーザーのパスワードです。
v name は、オペレーション・データベースのリポジトリーです。
構成ファイル DSODBConnect.cfg が ¥InformationServer¥Server¥DSODB ディレ
クトリーに作成されます。

オペレーション・データベースの構成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用して InfoSphere
DataStage and QualityStage ジョブをモニターする前に、オペレーション・データベ
ースを構成する必要があります。

このタスクについて
データをデータベースに保存する前に、オペレーション・データベースへの接続を
構成する必要があります。
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モニター・データの構成
オペレーション・データベースに保存されているモニター・データをカスタマイズ
できます。

このタスクについて
すべてのプロジェクトのすべてのジョブのデータ・モニター・オプションは、
DSODBConfig.cfg 構成ファイルで設定されます。この構成ファイルは、インストー
ル・ディレクトリーの /Server/DSODB ディレクトリーに保存されています。
データ・モニターのオプションの詳細は、 26 ページの『モニター・データの構成オ
プション』を参照してください。

手順
1. IBM InfoSphere DataStage ジョブ実行がモニターされる方法を制御するオプショ
ンを構成します。
通常、実行のすべての致命的メッセージ、すべての制御メッセージ、および最初
の N 個の警告メッセージがキャプチャーされます。N は、MaxWarnings オプシ
ョンによって指定されます。これらのメッセージのキャプチャーは、CaptureLog
オプションと IgnoreLog オプションによって変更できます。メッセージの重大
度は、メッセージ・ハンドラーが呼び出された後で表示されますが、このハンド
ラーがメッセージの重大度を調整していたり、メッセージを廃棄していたりする
場合があります。
2. InfoSphere DataStage ジョブ実行の使用状況がモニターされる方法を制御するオ
プションを構成します。
3. InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況がモニターされる方法を制
御するオプションを構成します。
4. さまざまなプロセスの間の通信に使用されるソケットの、デフォルトのポート番
号を定義するオプションを構成します。

プロジェクトのモニター・データの構成
特定のプロジェクトに対して、オペレーション・データベースに保存されるモニタ
ー・データを構成します。

このタスクについて
すべてのプロジェクトのすべてのジョブのモニター・データの収集を構成するのに
使用されるオプションは、DSODBConfig.cfg 構成ファイルで設定されます。このシ
ステム・レベルの構成ファイルは、インストール・ディレクトリーの
/Server/DSODB ディレクトリーに保存されています。
システム・レベルの構成ファイルのオプションのいくつかは、プロジェクト・ディ
レクトリーに DSODBConfig.cfg と同じ名前のプロジェクト・レベルの構成ファイル
を置くことによって、特定のプロジェクトに対してオーバーライドすることができ
ます。
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手順
1. モニター・データを構成するプロジェクトのプロジェクト・ディレクトリーに、
プロジェクト・レベルの構成ファイルを作成します。 プロジェクト・ディレク
トリーにシステム・レベルの構成ファイルをコピーするか、DSODBConfig.cfg と
いうファイルを作成します。
2. プロジェクトの IBM InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御するオ
プションを構成します。

MPP またはグリッド環境用の構成
MPP またはグリッド環境でパラレル・ジョブを使用する場合、リモート・ノードへ
の通信を構成する必要があります。

手順
1. セキュア・シェル (ssh) プログラムではなく、リモート・シェル (rsh) プログ
ラムを使用するよう Operations Consoleを構成します。
a. /InformationServer/Server/PXEngine/DSResourceTracker/ ディレクトリー
の RemoteShell.sh ファイルを編集します。
b. ssh プログラムではなく、rsh プログラムを使用するよう Operations Console
を構成します。
最初は、ファイルには次の内容が含まれています。
#!/bin/sh
# Set to rsh / ssh as appropriate
ssh "$@

次の内容を含むようファイルを変更します。
#!/bin/sh
# Set to rsh / ssh as appropriate
rsh "$@"

2. リモート・ノードのシステム・リソースの使用状況のモニターを制御するオプシ
ョンを構成します。 必要に応じて ResouceNode オプションと
ResourceRemoteFS オプションを設定します。
3. リモート・ノードの ResTrackApp プロセスを開始して通信するように、ヘッ
ド・ノードの ResTrackApp プロセスが使用するポート番号を指定します。
ResourceRemotePortNum を目的の値に設定します。

チューニングとトラブルシューティングのオプションの構成
モニター・データの収集のチューニングとトラブルシューティングのオプションを
構成します。

このタスクについて
モニター・データのチューニングとトラブルシューティングの構成に使用するオプ
ションは、DSODBTuning.cfg 構成ファイルで設定されます。この構成ファイルは、
インストール・ディレクトリーの /Server/DSODB ディレクトリーに保存されていま
す。
通常の環境では、このファイルを更新する必要はありません。 IBM ソフトウェ
ア・サポートのガイダンスのもとでのみ更新してください。
第 2 章 ジョブのモニタリング
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手順
IBM InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターのチューニングとトラブルシュー
ティングのオプションを構成します。

参照: 構成オプション
参照のトピックでは、モニター・データの収集の構成に使用できるオプションの詳
細について説明します。
モニター・データの構成オプション:
オペレーション・データベースに保存されるモニター・データを制御するオプショ
ンを構成できます。
構成ファイル
すべてのプロジェクトのすべてのジョブのデータ・モニター・オプションは、
DSODBConfig.cfg 構成ファイルで設定されます。この構成ファイルは、インストー
ル・ディレクトリーの /Server/DSODB ディレクトリーに保存されています。

ジョブ実行のオプションの構成:
IBM InfoSphere DataStage ジョブ実行がモニターされる方法を制御するオプション
を構成できます。
始めに
モニター・データをキャプチャーするには、最小で DSODBON=1 と設定する必要があ
ります。ほとんどの環境で、他のオプションはデフォルト値でモニター情報のキャ
プチャーを十分使用可能にできます。
表 3. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御するオプション
オプション

値

目的

DSODBON

0 または 1

モニター・データをキャプチャーするか制御します。
モニター・データをキャプチャーしない場合は、
DSODBON=0 と設定します。デフォルト値は 0 です。
モニター・データをキャプチャーする場合は、
DSODBON=1 と設定します。このオプションを設定する
前に、オペレーション・データベースを作成して構成
する必要があります。
オペレーション・データベースへの接続に失敗した場
合、ジョブは引き続き実行されますが、モニター・デ
ータは収集されません。
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表 3. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御するオプション (続き)
オプション

値

目的

MaxWarnings

整数

ジョブ実行ごとにキャプチャーする警告メッセージの
数を指定します。
CaptureLog オプションで指定されていない限り、こ
の数の警告メッセージがイベントに変換された後、警
告メッセージはそれ以上キャプチャーされません。
デフォルト値は 10 です。指定可能な最大値は 1000
です。1000 を超える値は 1000 として扱われます。

CaptureLog

コンマ区切りのス メッセージ・タイプ、または警告メッセージの
トリング
MaxWarnings 制限に達したかどうかに関係なく、オペ
レーション・データベースでキャプチャーする必要が
あるログ・メッセージのメッセージ ID を指定しま
す。コンマで区切られたメッセージ ID のリストも指
定することができます。
メッセージ ID には、最大 20 文字の ContentType
ストリングを、スラッシュ (/) で ID と区切って続け
ることができます。このストリングが存在する場合、
JobRunLog 表の ContentType 列のログ・イベントに
タグを付けるために使用されます。
このオプションは繰り返すことができます。
例:
CaptureLog=IIS-DSTAGE-RUN-I-0126/ENV_VARS
CaptureLog=IIS-DSTAGE-RUN-I-0470/OSH_SCRIPT,
IIS-DSEE-TFSU-00016/OSH_SCORE_DUMP
メッセージ ID は、CaptureLog オプションまたは
IgnoreLog オプションで 1 回だけ指定してくださ
い。
IgnoreLog オプションのエントリーは、CaptureLog
オプションのエントリーより優先されます。
フォーマット DSTAGE_XXX_X_nnnn のメッセージ ID
は、オペレーション・データベースで
IIS-DSTAGE-XXX-X-nnnn として保存されます。どちら
のフォーマットでもメッセージ ID を指定できます。
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表 3. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御するオプション (続き)
オプション

値

目的

IgnoreLog

コンマ区切りのス タイプが致命的または警告でも、オペレーション・デ
トリング
ータベースでキャプチャーしないログ・メッセージの
メッセージ ID を指定します。コンマで区切られたメ
ッセージ ID のリストも指定することができます。
このオプションは繰り返すことができます。
メッセージ ID は、CaptureLog オプションと同じフ
ォーマットで指定されます。この場合、スラッシュ
(/) 区切り文字の後には、説明的なストリングしか続
きません。
IgnoreLog オプションのエントリーは、CaptureLog
オプションのエントリーより優先されます。
構成ファイルは、最初はこれらの致命的メッセージの
ID を無視するよう設定されています。
IgnoreLog=IIS-DSTAGE-RUN-I-0180/Attempting
to Cleanup after ABORT
IgnoreLog=IIS-DSEE-TFSR-00019/Could not check
all operators because of previous error(s
IgnoreLog=IIS-DSEE-TCOS-00029/Creation of a
step finished with status = FAILED

UpdateIntSecs

整数

読み取り/書き込みされる行の合計など、ジョブ実行
全体の統計を更新する連続したイベントの間で経過す
る最小の時間間隔を、秒単位で指定します。
デフォルト値は 10 で、このようなイベントが 10 秒
より短い間隔で書き込まれないことを意味します。

MonitorLinks

0 または 1

ステージ・レベルとリンク・レベルの統計、およびデ
ータ・ロケーターへの参照が、各ジョブ実行の終わり
にキャプチャーされるかを制御します。
このデータをキャプチャーしない場合は、
MonitorLinks=0 と設定すると、キャプチャーされま
せん。デフォルト値は 0 です。
このデータをキャプチャーする場合は、
MonitorLinks=1 と設定します。
ステージ・レベルとリンク・レベルのモニター・デー
タは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Operations Consoleでは使用されないため、SQL ステ
ートメントを使用してこのデータを抽出する場合にの
み、このオプションを使用可能にします。
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表 3. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御するオプション (続き)
オプション

値

目的

CustomBatchId

ストリング

JobRun 表のエントリーにタグを付けるのに使用する
ジョブ・パラメーターの名前を指定します。

CustomJobType
CustomContact
CustomSequence
CustomField1

指定されている場合、これらのオプションの値が、実
行時に各ジョブのパラメーターの名前と比較されま
す。指定された名前のパラメーターがジョブにある場
合、パラメーター値は、実行に関連付けられた
JobRun 表の行で、オプションと同じ名前の列に保存
されます。

CustomField2
次のオプションを使用して、目的に合わせて実行をグ
ループ化します。オプションの名前、および対応する
列は、このタグ付けの一般的な理由を示す以外の特別
な意味はありません。
デフォルトで、これらのオプションは空です。
EventsDir

ディレクトリー・ ジョブ実行のイベント・ファイルが作成されるディレ
パス
クトリーを指定します。ディレクトリーが存在し、ジ
ョブを実行できるユーザーが書き込み権限を持ち、絶
対パスとして指定される必要があります。 Windows
を含むすべてのプラットフォームで、区切り文字とし
てスラッシュ (/) を使用します。また、Windows で
は、ドライブ名が必要です。
省略した場合、デフォルトは /InformationServer/
Server/DSODB/events ディレクトリーです。
例えば、Windows では次のようになります。
EventsDir=C:/IBM/InformationServer/Server
/DSODB/events
例えば、UNIX と Linux では次のようになります。
EventsDir=/opt/InformationServer/Server
/DSODB/events
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表 3. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御するオプション (続き)
オプション

値

目的

TraceMax

整数

ジョブ実行のイベントのトレースをモニターするか制
御し、トレース・ファイルに書き込む行数を指定しま
す。
TraceMax が 0 より大きい値に設定されると、トレ
ースが使用可能になります。
トレース・ファイルに書き込む最大行数を制限するた
めに、TraceMax を 1000 から 100000 の間の値に設
定します。この範囲外の数値でも、イベントのトレー
スのモニターは使用可能になります。
JobRuntime.log という名前のファイルが、インスト
ール・ディレクトリーの /Server/DSODB/logs ディレ
クトリーに書き込まれます。
デフォルトで、TraceMax は 0 に設定され、ジョブ
実行のイベントのトレースのモニターが使用不可であ
ることを意味します。

ジョブ実行の使用状況の構成オプション:
InfoSphere DataStage ジョブ実行の使用状況がモニターされる方法を制御するオプシ
ョンを構成できます。
表 4. InfoSphere DataStage ジョブ実行の使用状況のモニターを制御するオプション
オプション

値

目的

JobRunCheckInterval

整数

現在実行中のジョブの自動検証を行う頻度を
分単位で指定します。
各確認の間隔で、各ジョブのオペレーショ
ン・データベースでの実行の状況が確認さ
れ、関連するプロセスがまだ存在する場合
に、現在実行中か表示されます。ジョブがも
う実行中でない場合は、オペレーション・デ
ータベースでジョブに完了のマークが付き、
ジョブが機能不良と検出されたことを表示す
る特別な状況が示されます。
デフォルト値は JobRunCheckInterval=60 (分)
で、最小値は JobRunCheckInterval=10 (分)
です。
JobRunCheckInterval=0 に設定すると、確認
は行われません。
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表 4. InfoSphere DataStage ジョブ実行の使用状況のモニターを制御するオプション (続き)
オプション

値

目的

JobRunUsage

0 または 1

ジョブ実行の使用状況のデータを収集するか
制御します。
このデータをキャプチャーしない場合は、
JobRunUsage=0 と設定します。
このデータをキャプチャーする場合は、
JobRunUsage=1 と設定します。デフォルト値
は 1 です。

JobRunAggSnaps

整数

JobRunUsage 表で新しい行を開始する前に、
単一の行に含めるスナップショットの値の数
を制御します。JobRunUsage=1 の場合にの
み関連があります。
以前のレポートから経過した秒数が
UpdateIntSecs のオプションの値以上の場
合、ジョブが処理した行数の変更を報告した
ときは、常にスナップショットの値が生成さ
れます。変更の数が JobRunAggSnaps の値を
超えない場合に、スナップショットを使用し
て JobRunUsage 表の最新の行が更新されま
す。変更の数がこの値を超えた場合は、新し
い行が挿入されます。
このオプションは、表の行数の間のバランス
を取るため、結果として書き込まれる頻度、
および表が現在の時間に遅れる長さのバラン
スも取ります。
デフォルトは、1 行あたり 15 です。

システム・リソースの使用状況の構成オプション:
InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況がモニターされる方法を制御す
るオプションを構成できます。
表 5. InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況のモニターを制御するオプション
オプション

値

目的

ResourceMonitor

0 または 1

システム・リソースの使用状況のデータ
を収集するか制御します。
このデータをキャプチャーしない場合
は、ResourceMonitor=0 と設定します。
このデータをキャプチャーする場合は、
ResourceMonitor=1 と設定します。デフ
ォルト値は 1 です。
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表 5. InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況のモニターを制御するオプション
(続き)
オプション

値

目的

ResourceNode

ストリング

リソースが現在のエンジン・システムか
らモニターされる対象のリモート・ノー
ドの名前を指定します。ローカル・シス
テムは常にモニターされるため、ここに
含める必要はありません。
各ノードに指定する名前は、パラレル・
ジョブの構成ファイルで使用している名
前と一致する必要があります。
このオプションは、複数のリモート・ノ
ードをモニターする場合は繰り返すこと
ができます。

ResourceLocalFS

ディレクトリ ディスクのマウント・ポイントの使用済
ー・パス
みスペースとフリー・スペースをモニタ
ーする対象のファイル・システムのパス
を指定します。
このオプションを繰り返すことにより、
複数のディスクを指定できます。パスが
同じディスクにマウントされていないこ
とを必ず確認してください。同じディス
クにマウントされていると、重複した情
報が収集されます。
例: ResourceLocalFS=/scratch

ResourceRemoteFS

ノード + デ
ィレクトリ
ー・パス

ディスクのマウント・ポイントの使用済
みスペースとフリー・スペースをモニタ
ーする対象のリモート・ノードのファイ
ル・システムのパスを指定します。
ノード名とファイル・システムのパスを
正符号 (+) で区切って指定します。
リモート・ノードの名前は、対応する
ResourceNode オプションで指定した名
前と一致する必要があります。
このオプションを繰り返すことにより、
複数のリモート・ディスクを指定できま
す。
例: ResourceRemoteFS=nodeA+/scratch
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表 5. InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況のモニターを制御するオプション
(続き)
オプション

値

目的

ResourcePollPeriod

整数

システム・リソースのスナップショット
が取得される頻度を秒単位で指定しま
す。
各ポーリング間隔で、ローカル・ノード
のデータと、ResourceNode オプション
で指定された経由可能なすべてのリモー
ト・ノードのデータが、ResourceSnap
表で更新されます。
デフォルト値は 10 秒です。

ResourceSampleSize

整数

これらの値のアグリゲートされたレコー
ドが保存される前に取得する、システ
ム・リソースのスナップショットの数を
指定します。
この数のスナップショットが収集される
と、モニターされる各ノードの新しい行
が ResourceUsage 表に挿入されます。
このパターンは、システム・リソースの
使用状況に関する履歴情報の基本である
ため、最大で ResourcePollPeriod に
ResourceSampleSize を乗算した長さの
秒数だけ、オペレーション・データベー
スが実際の時間より常に遅れることにな
ります。
デフォルト値は 6 です。このため、
ResourcePollPeriod と
ResourceSampleSize のデフォルト値を使
用すると、アグリゲートされたレコード
が 10*6 秒ごと、つまり 1 分ごとに挿
入されます。
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表 5. InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況のモニターを制御するオプション
(続き)
オプション

値

目的

ResourceAllAggregatedUsage

0 または 1

ResourceSampleSize での説明のよう
に、アグリゲートされたリソースの使用
状況のデータを常に保存するか指定しま
す。
ResourceAllAggregatedUsage=1 の場合、
アグリゲートされたレコードが常に保存
されます。
ResourceAllAggregatedUsage=0 の場合、
アグリゲートされたデータは DataStage
ジョブ・アクティビティーが存在すると
きにしか保存されません。
ResourceAllAggregatedUsage=0 を設定す
ると、実行しているジョブがないときに
多数のレコードを保存することがありま
せん。
デフォルト値は 1 で、アグリゲートさ
れたリソースの使用状況のデータを継続
的に保存します。

ResourceAggRunPollPeriod

整数

ジョブ・アクティビティーが検出された
前後に保存する、アグリゲートされたス
ナップショットの数を指定します。この
オプションは、
ResourceAllAggregatedUsage=0 のときに
のみ関連があります。
この数のアグリゲートされた値が、ジョ
ブ・アクティビティーが再び発生するか
確認する前に保存されます。このため、
対象となる時間は、この値にアグリゲー
トされたスナップショットの時間を乗算
した値です。
デフォルト値は 10 です。デフォルト値
を使用すると、ジョブ・アクティビティ
ーの前後で保存される最短の時間は、
10*(10*6) 秒、つまり 10 分です。
ResourceAggNonRunPollPeriod の値は、
ResourceAggRunPollPeriod より小さい
値にする必要があります。
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表 5. InfoSphere DataStage システム・リソースの使用状況のモニターを制御するオプション
(続き)
オプション

値

目的

ResourceAggNonRunPollPeriod

整数

最近のジョブ・アクティビティーがない
か、ジョブ・アクティビティーを確認す
る頻度を指定します。このオプション
は、ResourceAllAggregatedUsage=0 のと
きにのみ関連があります。
スナップショットのデータは常に
ResourceAggRunPollPeriod オプション
に従って保存されますが、このオプショ
ンは、ジョブ・アクティビティーの確認
の頻度を指定します。
この値にアグリゲートされたスナップシ
ョットの時間を乗算した値が、時間にな
ります。
デフォルト値は 1 です。デフォルト値
を使用すると、ジョブ・アクティビティ
ーは 1*(10*6) 秒ごと、つまり 1 分ご
とに確認されます。
ResourceAggNonRunPollPeriod の値は、
ResourceAggRunPollPeriod より小さい
値にする必要があります。

デフォルトのポート番号の構成オプション:
さまざまなプロセスの間の通信に使用されるソケットの、デフォルトのポート番号
を定義するオプションを構成できます。
表 6. さまざまなプロセスの間の通信に使用されるソケットの、デフォルトのポート番号を
定義するオプション
オプション

値

目的

ResourcePortNum

整数

リソースのトラッキング・プロセスの
ResTrackApp が、ローカル・システムで通信
に使用するポート番号を指定します。
デフォルトは、13450 です。

ResourceRemotePortNum

整数

リソースのトラッキング・プロセスの
ResTrackApp が、エンジン・システムとリモ
ート・ノードの間の通信に使用するポート番
号を指定します。
デフォルトは、13450 です。

ODBQAPPPORTNUM

整数

ODBQueryApp プロセスが、Operations
Console からの要求の処理に使用するポート
番号を指定します。
デフォルトは 13451 です。
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プロジェクトのモニター・データの構成オプション:
オペレーション・データベースに保存される、プロジェクトのモニター・データを
制御するオプションを構成できます。
構成ファイル
すべてのプロジェクトのすべてのジョブのモニター・データの収集を構成するのに
使用されるオプションは、DSODBConfig.cfg 構成ファイルで設定されます。このシ
ステム・レベルの構成ファイルは、インストール・ディレクトリーの
/Server/DSODB ディレクトリーに保存されています。
システム・レベルの構成ファイルのオプションのいくつかは、プロジェクト・ディ
レクトリーに DSODBConfig.cfg と同じ名前のプロジェクト・レベルの構成ファイル
を置くことによって、特定のプロジェクトに対してオーバーライドすることができ
ます。
表 7 に示すオプションは、プロジェクト・レベルの構成ファイルを使用してオーバ
ーライドできます。この他のオプションは無視されるため、プロジェクト・レベル
の構成ファイルには他のオプションを指定しないでください。
表 7. 特定のプロジェクトに対する InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御する
オプション
オプション

プロジェクト・レベルのオーバーライド

DSODBON

システム・レベルの構成ファイルで DSODBON=1 を設定し、モニタ
ー・データのキャプチャーを使用可能にしている場合で、このプロ
ジェクトのモニター・データをキャプチャーしない場合は、
DSODBON=0 を設定します。
システム・レベルの構成ファイルで DSODBON=0 を設定し、モニタ
ー・データのキャプチャーを使用不可にすると、DSODBON=1 を設定
していても、このプロジェクトのモニター・データはキャプチャー
されません。

MaxWarnings

プロジェクト・レベルのファイルの設定が優先されます。

CaptureLog

プロジェクト・レベルのファイルの設定が優先されます。
プロジェクト・レベルのファイルに ID が存在しないが、システ
ム・レベルのファイルには存在する場合、システム・レベルの設定
が適用されます。

IgnoreLog

プロジェクト・レベルのファイルの設定が優先されます。
プロジェクト・レベルのファイルに ID が存在しないが、システ
ム・レベルのファイルには存在する場合、システム・レベルの設定
が適用されます。
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UpdateIntSecs

プロジェクト・レベルのファイルの設定が優先されます。

MonitorLinks

プロジェクト・レベルのファイルの設定が優先されます。
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表 7. 特定のプロジェクトに対する InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターを制御する
オプション (続き)
オプション

プロジェクト・レベルのオーバーライド

CustomBatchId

プロジェクト・レベルのファイルの設定が優先されます。

CustomJobType

プロジェクト・レベルのファイルにオプションが存在しないが、シ
ステム・レベルのファイルには存在する場合、システム・レベルの
設定が適用されます。

CustomContact
CustomSequence
CustomField1
CustomField2

チューニングとトラブルシューティングの構成オプション:
モニター・データの収集のチューニングとトラブルシューティングのオプションを
構成できます。
構成ファイル
モニター・データのチューニングとトラブルシューティングの構成に使用するオプ
ションは、DSODBTuning.cfg 構成ファイルで設定されます。この構成ファイルは、
インストール・ディレクトリーの /Server/DSODB ディレクトリーに保存されていま
す。
通常の環境では、このファイルを更新する必要はありません。 IBM ソフトウェ
ア・サポートのガイダンスのもとでのみ更新してください。
表 8. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターのチューニングとトラブルシューティング
のオプション
オプション

値

目的

EMAAllowSQLErrors

0 または 1

SQL エラーが発生したときに EngMonApp
プロセスを停止するか制御します。
SQL エラーが発生したときに EngMonApp
プロセスを停止する場合は、
EMAAllowSQLErrors=0 と設定します。
EMAAllowSQLErrors=0 はデフォルト値で
す。
SQL エラーが発生したときに EngMonApp
プロセスを停止しない場合は、
EMAAllowSQLErrors=1 と設定します。
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表 8. InfoSphere DataStage ジョブ実行のモニターのチューニングとトラブルシューティング
のオプション (続き)
オプション

値

目的

OpsConsole.MaxInterval

整数

Operations Consoleで選択できる時間間隔の
最大値を日単位で指定します。
OpsConsole.MaxInterval に設定した値が大
きすぎると、オペレーション・データベース
に毎日記録されるジョブ実行の数に応じて、
Operations Consoleによって発行される照会
の処理に時間がかかりすぎるか、タイムアウ
トになります。
例えば、毎日 10,000 から 15,000 個のジョ
ブ実行を処理すると仮定すると、この制限を
10 日以下に設定する必要があります。ワー
クロードが小さい場合は、それに比例して制
限を高くしても構いません。デフォルトは
90 日で、1 日当たり 1000 から 1500 個の
実行に相当します。

serviceName

ストリング

serviceName=NO と設定すると、Operations
Consoleによるサービスの状況の確認が使用
不可になります。
次のサービスの状況の確認を使用不可にでき
ます。
v appwatcher
v jobmonapp
v dsrpcd
v odbqueryapp
v engmonapp
v resmonapp
例えば、jobmonapp=NO と設定します。
このオプションを削除すると、Operations
Consoleによるサービスの状況の確認が再度
使用可能になります。

データ・コレクション・プロセスの管理
通常の環境では、AppWatcher プロセスを使用して、データ・コレクション・プロセ
スが常に実行中であることを確認します。

このタスクについて
モニター・データのキャプチャーを使用可能にした場合は、エンジン・システムの
起動時に AppWatcher プロセスが自動的に開始されます。
AppWatcher プロセスとデータ・コレクション・プロセスは、手動で停止および開始
できます。
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データ・コレクション・プロセス
データ・コレクション・プロセスは、オペレーション・データベースにデータを追
加します。
構成ファイルを使用して、データ・コレクション・プロセスによってどのデータを
収集するか制御できます。詳しくは、 24 ページの『モニター・データの構成』を参
照してください。

EngMonApp プロセス
モニターが IBM InfoSphere Information Server エンジンで使用可能である場合は、
ランタイム・システムが Events ディレクトリーのファイルに選択した状況とロギ
ング・イベントを書き込みます。これらのイベントは、どのジョブ実行がそのエン
ジンで開始したか、およびどのような状況だったかのレコードを形成します。
EngMonApp サーバー・プロセスは、これらのイベント・ファイルの内容をオペレー
ション・データベースに転送して、内容がデータベースにコミットされた後でファ
イルを削除します。
EngMonApp プロセスが実行中でない場合も、ジョブは引き続き実行し、イベント・
ファイルも Events ディレクトリーに書き込まれます。
EngMonApp プロセスが実行中だが、データベースが何らかの理由で利用できない場
合、イベント・ファイルが保存され、定期的にそれらを転送しようとします。

ResMonApp プロセス
ResMonApp プロセスは、システム・リソースの使用状況を定期的にモニターし、結
果を オペレーション・データベースに記録します。
ResMonApp プロセスはローカル ResTrackApp プロセスを使用して、ローカル・シ
ステムに関する情報を収集します。グリッドまたは MPP システムのヘッド・ノー
ドで、ローカル ResTrackApp プロセスが各リモート・システムの ResTrackApp プ
ロセスを管理して、そのシステムに関する情報を収集します。
ResMonApp プロセスが実行中でないが、データベースが何らかの理由で利用できな
い場合、システム・リソースの使用状況の情報はその時間記録されません。

ResTrackApp プロセス
ResTrackApp プロセスは、ローカル・オペレーティング・システムに、システム・
リソースの使用状況に関する情報を照会し、管理元の ResMonApp プロセスに渡し
ます。

ODBQueryApp
ODBQueryApp プロセスは、Operations Consoleからの要求に対応して、オペレーシ
ョン・データベースからの情報にアクセスします。 ASBAgent プロセスは、
Operations Consoleと ODBQueryApp プロセスの間の中継の役割を果たします。
ODBQueryApp プロセスは、ジョブ実行イベントとシステム・リソースの使用状況
に関する情報にアクセスします。
第 2 章 ジョブのモニタリング

39

ODBQueryApp プロセスは、istool ODBAdmin コマンドを使用して行われる オペレ
ーション・データベースのメンテナンスもサポートします。

AppWatcher プロセスの開始と停止
AppWatcher プロセスは、他のデータ・コレクション・プロセスを管理し、データ・
コレクション・プロセスが実行していない場合は再開します。

このタスクについて
モニター・データのキャプチャーが使用可能な場合、エンジン・システムの起動時
に AppWatcher プロセスが自動的に開始します。InfoSphere Information Server のバ
ージョン 11.3 より前のリリースのために AppWatcher プロセスを開始するメソッ
ドを実装していた場合、それは不要になりました。
AppWatcher プロセスは、/InformationServer/Server/DSODB/logs ディレクトリー
にログ・ファイルを作成します。 AppWatcher のすべての開始要求と停止要求が、
AppWatcher_Cmd.log ファイルに記録されます。
AppWatcher が開始されると、AppWatcher_Svc-YYYYMMDDHHMMSS.log という名
前のログ・ファイルが作成されます。ここで、YYYYMMDDHHMMSS は、
AppWatcher インスタンスが開始された日付と時刻です。このファイルは、
AppWatcher のこのインスタンスに発生した問題の記録に使用されます。

AppWatcher プロセスの開始
次のコマンドを使用すると、AppWatcher プロセスを開始できます。

手順
AppWatcher プロセスを開始します。
オプション

説明

UNIX および Linux の場合

/InformationServer/Server/DSODB/bin ディ
レクトリーから次のコマンドを発行します。
DSAppWatcher.sh -start
このコマンドは、dsadm または同等のユーザ
ーとして実行する必要があります。
AppWatcher プロセスがバックグラウンドで
実行され、他のプロセスの開始が終了する
と、直ちにコマンドが戻されます。コマンド
は、他のプロセスが RUNNING の状態に入
るのを待ちません。
このコマンドは、InfoSphere Information
Server エンジンの開始スクリプトの uvadmin
-start コマンドと同じ場所に追加します。
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オプション

説明

Windows

次のコマンドを発行して、Windows サービス
を開始します。
net start "DataStage AppWatcher Service"
コマンドが失敗すると、サービス固有の次の
リターン・コードが、失敗のメッセージに表
示されることがあります。
1

AppWatcher サービスは既に実行中
です。

3

モニター・データの収集が構成ファ
イルで使用可能になっていないた
め、 AppWatcher サービスが開始さ
れませんでした。

21

AppWatcher プロセスの開始要求が
タイムアウトになりました。

Windows の「サービス」ダイアログで「スタ
ートアップの種類」を「自動」に設定する
と、システムをリブートしたときに
AppWatcher サービスが開始されるように設
定できます。

AppWatcher プロセスの停止
次のコマンドを使用すると、AppWatcher プロセスを停止できます。

手順
AppWatcher プロセスを停止します。
オプション

説明

UNIX および Linux の場合

/InformationServer/Server/DSODB/bin ディ
レクトリーから次のコマンドを発行します。
DSAppWatcher.sh -stop
コマンドが、AppWatcher プロセスとこのプ
ロセスが管理するすべてのデータ・コレクシ
ョン・プロセスを停止します。

Windows

次のコマンドを発行して、Windows サービス
を停止します。
net stop "DataStage AppWatcher Service"
コマンドが、AppWatcher プロセスとこのプ
ロセスが管理するすべてのデータ・コレクシ
ョン・プロセスを停止します。
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DSAppWatcher.sh スクリプトを使用したデータ・コレクショ
ン・プロセスの管理
DSAppWatcher.sh スクリプトを使用して、データ・コレクション・プロセスを管理
します。

このタスクについて
DSAppWatcher.sh スクリプトは、次のパラメーターのいずれかを取ります。
v -start [ AppName | all ]
v -stop [ AppName ]
v -status [ AppName ]
v -test
ここで、AppName は EngMonApp、ResMonApp、または ODBQueryApp のいずれか
です。AppName パラメーターでは、大/小文字の区別がありません。

AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスの開始
UNIX と Linux では、DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、AppWatcher プ
ロセスとそのすべての管理対象プロセスを開始できます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始と停止』で説明するよう
に AppWatcher プロセスを開始します。

手順
次のコマンドを発行して、AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスを
開始します。
DSAppWatcher.sh -start

コマンドによって、開始しようとするプロセスのリストが表示されます。例:
AppWatcher:STARTED
EngMonApp:STARTING
ODBQueryApp:STARTING
ResMonApp:STARTING

コマンドは、次のコードのいずれかを返します。
0

AppWatcher プロセスが開始しましたが、データ・コレクション・プロセス
が開始していないか、まだ実行していない可能性があります。

>0

エラーが発生しました。
v 1 - AppWatcher プロセスが既に実行中です。
v 3 - モニターがオフのため、AppWatcher プロセスが開始されませんでし
た。
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AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスの停止
UNIX と Linux では、DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、AppWatcher プ
ロセスとそのすべての管理対象プロセスを停止できます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始と停止』で説明するよう
に AppWatcher プロセスを停止します。

手順
次のコマンドを発行して、AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスを
停止します。
DSAppWatcher.sh -stop

コマンドによって、停止しようとするプロセスが表示され、停止要求がいつ完了す
るかが返されます。プロセスは、開始したときとは逆の順序で停止されます。例:
AppWatcher:STOPPED
ResMonApp:STOPPING
ResMonApp:STOPPED
ODBQueryApp:STOPPING
ODBQueryApp:STOPPED
EngMonApp:STOPPING
EngMonApp:STOPPED

コマンドは、次のコードのいずれかを返します。
0

AppWatcher プロセスが停止したか、既に停止しています。AppWatcher プ
ロセスが管理対象プロセスを停止しようとしましたが、それらはまだ停止し
ていない可能性があります。

>0

エラーが発生しました。

v 0 - AppWatcher プロセスが停止したか、既に停止しています。AppWatcher プロ
セスが管理対象プロセスを停止しようとしましたが、それらはまだ停止していな
い可能性があります。
v >0 - エラーが発生しました。

AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスの状況の表示
DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、AppWatcher プロセスとそのすべての管
理対象プロセスの状況を表示できます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、MKS を使用して ¥InformationServer¥Server¥DSODB¥bin ディレク
トリーから DSAppWatcher.sh を実行します。
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手順
次のコマンドを発行して、AppWatcher プロセスとそのすべての管理対象プロセスの
状況を表示します。
DSAppWatcher.sh -status

例:
AppWatcher:RUNNING
EngMonApp:RUNNING
ODBQueryApp:STOPPED
ResMonApp:RUNNING

指定されたプロセスの状況の表示
DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、指定されたプロセスの状況を表示でき
ます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、MKS を使用して ¥InformationServer¥Server¥DSODB¥bin ディレク
トリーから DSAppWatcher.sh を実行します。

手順
次のコマンドを発行して、指定されたプロセスの状況を表示します。
DSAppWatcher.sh -status AppName

ここで、AppName は AppWatcher、EngMonApp、ResMonApp、または
ODBQueryApp のいずれかです。AppName パラメーターでは、大/小文字の区別があ
りません。 例:
EngMonApp:RUNNING

コマンドは、次のコードのいずれかを返します。
1

プロセスは実行中です。

2

プロセスは実行されていません。

3

モニターが使用可能ではありません。

指定されたプロセスの停止
DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、指定されたプロセスを停止できます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、MKS を使用して ¥InformationServer¥Server¥DSODB¥bin ディレク
トリーから DSAppWatcher.sh を実行します。
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手順
次のコマンドを発行して、指定されたプロセスを停止します。このプロセスは、要
求がない限り AppWatcher プロセスによって再開されません。
DSAppWatcher.sh -stop AppName

ここで、AppName は EngMonApp、ResMonApp、または ODBQueryApp のいずれか
です。AppName パラメーターでは、大/小文字の区別がありません。 例:
EngMonApp:STOPPING

コマンドは、次のコードのいずれかを返します。
0

プロセスは停止しました。

>0

エラーが発生しました。

指定されたプロセスの開始
DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、指定されたプロセスを開始できます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、MKS を使用して ¥InformationServer¥Server¥DSODB¥bin ディレク
トリーから DSAppWatcher.sh を実行します。

手順
次のコマンドを発行して、指定されたプロセスを再開します。このプロセスは、
AppWatcher プロセスによって通常どおりモニターされます。
DSAppWatcher.sh -start AppName

ここで、AppName は EngMonApp、ResMonApp、または ODBQueryApp のいずれか
です。AppName パラメーターでは、大/小文字の区別がありません。 例:
EngMonApp:STARTING

コマンドは、次のコードのいずれかを返します。
0

プロセスが既に実行中であるか、AppWatcher プロセスがプロセスを開始し
ようとしました。プロセスはもう実行中でない可能性があります。

>0

エラーが発生しました。

実行していないすべてのプロセスの開始
AppWatcher プロセスが実行中の場合、DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、
実行していないプロセスをすべて開始できます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
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Windows では、MKS を使用して ¥InformationServer¥Server¥DSODB¥bin ディレク
トリーから DSAppWatcher.sh を実行します。

手順
次のコマンドを発行して、現在実行中でないプロセスをすべて再開し、通常どおり
モニターします。
DSAppWatcher.sh -start all

例:
EngMonApp:ALREADY_STARTED
ODBQueryApp:STARTING
ResMonApp:STARTING

モニター・システムの構成の確認
DSAppWatcher.sh スクリプトを使用すると、モニター・システムの構成を確認でき
ます。

このタスクについて
UNIX および Linux では、/InformationServer/Server/DSODB/bin ディレクトリー
から DSAppWatcher.sh を実行します。
Windows では、MKS を使用して ¥InformationServer¥Server¥DSODB¥bin ディレク
トリーから DSAppWatcher.sh を実行します。

手順
次のコマンドを発行して、モニター・システムの構成を確認します。
DSAppWatcher.sh -test

コマンドによって、どのタイプのモニターが使用可能であるかが表示され、構成設
定を使用してオペレーション・データベースに接続できるかが確認されます。
例えば、構成設定がオペレーション・データベースに接続できる場合は、次のよう
になります。
DSODB is ON in the DSODBConfig.cfg file.
Link Monitoring is ON.
Job Run Usage is ON.
Resource Monitoring is ON.
Checking Database Connection:
Successfully loaded the database driver.
Successfully connected to the database.
DB Schema version number: 1
Test Successful.

例えば、オペレーション・データベースのユーザー名またはパスワードの設定が間
違って設定されている場合は、次のようになります。
DSODB is ON in the DSODBConfig.cfg file.
Link Monitoring is ON.
Job Run Usage is ON.
Resource Monitoring is ON.
Checking Database Connection:
Successfully loaded the database driver.
Test Failed: Invalid username or password in the DSODBConnect.cfg file.
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コマンドは、次のコードのいずれかを返します。
v 0 - すべて正常です。
v >0 - テストが失敗しました。いくつかの失敗には、次の固有のコードがありま
す。
–

1 - 予期しないエラー

– 2 - DSODB がオフ
– 3 - JDBC ドライバーの障害
– 4 - 接続障害
– 5 - データベースのログオンの失敗
– 6 - DSODBConnect.cfg の DBTYPE 設定が無効
– 8 - DBSchema の不一致
– 9 - データベース表の設定が不適切

データ・コレクション・プロセスのエラーの処理
データ・コレクション・プロセスからエラーを受け取った場合は、そのエラーをト
ラブルシューティングして修正する必要があります。

このタスクについて
EngMonApp プロセスと ResMonApp プロセスは、インストール・ディレクトリー
の /Server/DSODB/logs ディレクトリーにエラー・ファイルとログ・ファイルを書
き込みます。

EngMonApp の致命的エラーの処理
EngMonApp プロセスからエラーを受け取った場合は、そのエラーをトラブルシュー
ティングして修正する必要があります。

このタスクについて
EngMonApp プロセスで、イベント・ファイルを処理できない致命的エラーが発生す
ると、このプロセスは、インストール・ディレクトリーの /Server/DSODB/logs デ
ィレクトリーに EngMonApp.err というエラー・ファイルを作成して終了します。そ
のようなエラーには、無効なユーザー名やパスワードなどの構成ファイルのエラー
が含まれ、EngMonApp プロセスを再開する前にユーザー介入が必要です。
EngMonApp プロセスで致命的でないエラーが発生した場合は、エラーとイベント・
ファイルの内容がログに記録されて、イベント・ファイルが削除され、EngMonApp
プロセスは処理を続行します。そのようなエラーには、ジョブ実行レコードが
JobRun 表で見つからないなど、イベント・ファイルとオペレーション・データベー
スの間のデータの不整合が含まれます。
EngMonApp プロセスがオペレーション・データベースから SQL エラーを受け取っ
た場合は、エラーとイベント・ファイルの内容がログに記録されて、イベント・フ
ァイルが削除され、EngMonApp プロセスが停止します。イベント・ファイルが削除
されるため、EngMonApp プロセスは再開したときに次のイベント・ファイルを使用
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して続行します。DSODBTuning.cfg 構成ファイルの EMAAllowSQLErrors オプショ
ンを、SQL エラーを受け取ったときに EngMonApp プロセスが処理を続行するよう
設定できます。
EngMonApp プロセスが実行中か確認するには、次のコマンドを使用します。
DSAppWatcher.sh -status EngMonApp

AppWatcher プロセスが実行中の場合は、EngMonApp.err ファイルが存在している間
は EngMonApp プロセスを再開しません。AppWatcher プロセスが再開されると、
EngMonApp.err ファイルを削除して、EngMonApp プロセスを再開します。

手順
1. AppWatcher プロセスが実行中でない場合は、AppWatcher プロセスが停止された
ために EngMonApp プロセスが停止されたことを示す EngMonApp.err ファイル
が存在する可能性があります。
2. AppWatcher プロセスが実行中だが EngMonApp プロセスが実行中でない場合
は、EngMonApp.err ファイルに記述されている問題を修正します。また、エラー
条件の詳細な説明を含む最新の EngMonApp ログ・ファイルを確認しなければな
らない場合もあります。ログ・ファイルは
EngMonApp_YYYYMMDDHHMMSS.log という名前で、YYYYMMDDHHMMSS
は EngMonApp プロセスが開始された日付と時刻です。
3. 次のコマンドを発行して、EngMonApp プロセスを再開します。
DSAppWatcher.sh -start EngMonApp

エラー条件が解決されない場合、EngMonApp プロセスが新しい EngMonApp.err
ファイルを作成して終了します。

ResMonApp の致命的エラーの処理
ResMonApp プロセスからエラーを受け取った場合は、そのエラーをトラブルシュー
ティングして修正する必要があります。

このタスクについて
ResMonApp プロセスで、システム・リソース情報を処理できない致命的エラーが発
生すると、このプロセスは、インストール・ディレクトリーの /Server/DSODB/logs
ディレクトリーに ResMonApp.err というエラー・ファイルを作成して終了します。
そのようなエラーには、無効なユーザー名やパスワードなどの構成ファイルのエラ
ーが含まれ、ResMonApp を再開する前にユーザー介入が必要です。
ResMonApp プロセスが実行中か確認するには、次のコマンドを使用します。
DSAppWatcher.sh -status ResMonApp

AppWatcher プロセスが実行中でない場合は、ResMonApp.err ファイルが存在してい
る間は ResMonApp プロセスを再開しません。AppWatcher プロセスが再開される
と、ResMonApp.err ファイルを削除して、ResMonApp プロセスを再開します。
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手順
1. AppWatcher プロセスが実行中でない場合は、AppWatcher プロセスが停止された
ために ResMonApp プロセスが停止されたことを示す ResMonApp.err ファイル
が存在する可能性があります。
2. AppWatcher プロセスが実行中だが ResMonApp プロセスが実行中でない場合
は、ResMonApp.err ファイルに記述されている問題を修正します。また、エラー
条件の詳細な説明を含む最新の ResMonApp ログ・ファイルを確認しなければな
らない場合もあります。ログ・ファイルは
ResMonApp_YYYYMMDDHHMMSS.log という名前で、YYYYMMDDHHMMSS
は ResMonApp プロセスが開始された日付と時刻です。
3. 次のコマンドを発行して、ResMonApp プロセスを再開します。
DSAppWatcher.sh -start ResMonApp

エラー条件が解決されない場合、ResMonApp プロセスが新しい ResMonApp.err
ファイルを作成して終了します。

ジョブ・ランタイム・エラー
イベント・ファイルを生成するジョブ・ランタイム・システムにエラーが発生する
ことがあります。
イベントを生成するジョブ・ランタイム・システムにエラーが発生した場
合、/InformationServer/Server/DSODB/logs ディレクトリーの JobRuntime.err と
いう名前のファイルに理由が追加されます。また、ジョブを実行しているプロジェ
クト・ディレクトリーへの書き込み権限が、ジョブを実行しているユーザーにある
場合は、そのディレクトリーの DSODB_JobRuntime.err という名前のファイルにメ
ッセージが書き込まれます。これらのファイルのサイズの制御を維持するために、
最新の 100 件のエラーのみが記録されます。
このレベルのエラーによってジョブが実行されなくなることはありませんが、不完
全または不整合なモニター情報がオペレーション・データベースに保存される可能
性があります。特に、ジョブ実行が終了していても、オペレーション・データベー
スで実行中のように見えることがあります。この状態は、ジョブ実行の状況を
FINISHED/SYNCHRONIZED に設定する EngMonApp によって解決されます。詳し
くは、DSOBDConfig.cfg 構成ファイルの JobRunCheckInterval オプションを参照し
てください。

Operations Consoleを使用したジョブとジョブ実行のモニター
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを使用して、IBM
InfoSphere Information Server エンジンのジョブ、ジョブ・アクティビティー、シス
テム・リソース、およびワークロード管理キューをモニターします。

Operations Consoleの概要
Operations Consoleを使用すると、各 IBM InfoSphere Information Server エンジンの
ジョブ、ジョブ・アクティビティー、システム・リソース、およびワークロード管
理キューに関する情報にアクセスできます。
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Operations Consoleは、ジョブ実行、システム・リソース、ワークロード管理キュ
ー、およびエンジンの状況に関するエンジン全体の情報を提供します。所有する各
システムの個別のエンジンとジョブ実行を表示すると、この情報をすべて取得でき
ます。ただし、この情報を組み合わせて、環境を全体的に確認することは、難しい
場合があります。
コンソールに表示される IBM InfoSphere Information Server エンジンの状況の情報
とジョブ実行の情報は、オペレーション・データベースによって提供されます。オ
ペレーション・データベースには、データベースに接続したすべてのエンジンから
の情報が追加されます。コンソールには一度に 1 つの IBM InfoSphere Information
Server エンジンしか表示できませんが、オペレーション・データベースに接続さ
れ、現在のサービス層のマシンに関連付けられている複数のエンジンを、簡単に切
り替えることができます。
コンソールに表示されるワークロード管理キューの情報は、WLMServer と呼ばれる
ワークロード管理プロセスによって提供されます。コンソールには一度に 1 つの
IBM InfoSphere Information Server エンジンしか表示できませんが、現在のサービス
層のマシンに関連付けられている複数のエンジンを、簡単に切り替えることができ
ます。
Operations Consoleの各タブには、選択したアクティブなエンジンに関するさまざま
なタイプの情報が表示されるパネルがいくつかあります。これらのパネルの情報を
使用して、サービスのエラー、失敗したジョブ、およびパフォーマンスの問題を識
別できます。

Operations Consoleを使用するシナリオ
Operations Consoleは、複数のビジネス・シナリオのエンジンをモニターするのに役
立ちます。
Operations Consoleでは、ジョブ実行、システム・リソース、および IBM InfoSphere
Information Server エンジンの状況に関する情報をすべて 1 カ所で提供するため、
環境の全体的な状況を素早く識別して、問題が発生したときに警告を受け取ること
ができます。
Operations Consoleは、履歴の特定の期間の環境に対しても同じように全体的なビュ
ーを提供します。この履歴ビューでは、環境をアクティブにモニターしていなかっ
た間に発生した競合やパフォーマンスの問題を識別できます。
Operations Consoleは、ワークロード管理キューの現在の状況に関する情報も提供し
ます。
この情報はすべて、システムのワークロードのバランスを取り、エンジンの問題を
トラブルシューティングし、ジョブ実行を効率よくスケジュールするのに役立ちま
す。
以下のシナリオは、Operations Consoleが InfoSphere Information Server 環境のより
よいビューをどのように提供するかを示しています。
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失敗したジョブ実行のトラブルシューティング
ジョブはさまざまな理由で失敗する可能性があります。環境のエンジン全体のビュ
ーがないと、これらの理由の識別が難しい場合があります。Operations Consoleで
は、ジョブ実行が失敗したときに警告するため、これらの問題が発生したらすぐに
修正できます。ジョブ実行が失敗したときに、失敗の前後や失敗の間に発生した
InfoSphere Information Server エンジンのすべてのアクティビティーのリストを素早
く表示できます。
失敗したジョブが、異常に長い実行時間のために完了していない他のジョブに従属
していると特定する場合があります。ジョブでこれらの問題が発生した場合に収集
された、他のジョブ実行とシステム・リソースの使用状況に関する情報を、すべて
表示できます。この情報によって問題を解決でき、次にジョブ実行が行われるよう
スケジュールされているときには、問題は発生しなくなります。

ジョブ実行のパフォーマンスの向上
システム全体のビューがないと、ジョブのパフォーマンスの低下の原因を判別する
のは困難です。Operations Consoleは、システム・リソースの情報、およびジョブ実
行のスケジュールとジョブ・デザインの情報を提供します。コンソールのこの情報
は、システム・リソースで高いワークロードがいつ発生しているか、またはジョブ
実行が予期された量を超えたシステム・リソースをいつ使用しているかを識別する
のに役立ちます。
また、Operations Consoleでは、ジョブ実行を以前のジョブ実行と簡単に比較できる
ため、パフォーマンスの低下やジョブの失敗の原因となっている変更を識別できま
す。

エンジンのアクティブなモニター
InfoSphere Information Server 環境で問題が発生したら、問題を解決できるようすぐ
に知る必要があります。「ダッシュボード」タブのダッシュボードは、エンジン・
サービスの停止、失敗したジョブ、使用可能なシステム・リソースの低下を通知し
ます。環境の状況をアクティブにモニターする場合は、「ダッシュボード」タブの
パネルを、必要な頻度でのみ更新されるようにカスタマイズできます。特定のレベ
ルのシステム・リソースが使用されているときに警告するようパネルを設定できま
す。この情報をすべて 1 カ所で確認できるため、環境の問題を素早く識別して修正
できます。
ビジネス・ニーズによって、企業内の複数のシステムと複数の InfoSphere
Information Server エンジンのモニターが要求されることがあります。複数の場所の
システム、ジョブ実行、およびエンジン・サービスの情報のモニターは煩雑になる
場合があります。 Operations Consoleによって、InfoSphere Information Server シス
テムに登録されている複数の InfoSphere Information Server エンジンを、単一のイ
ンターフェースで追跡できます。単一のインターフェースを使用して複数のエンジ
ンをモニターすることで、大規模な InfoSphere DataStage and QualityStage 環境のモ
ニター、トラブルシューティング、およびパフォーマンスのタスクを単純化できま
す。また、相互依存型のシステムとエンジンの間の情報の追跡も、単一のインター
フェースによって容易になります。
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複数の InfoSphere Information Server システムに登録されている InfoSphere
Information Server エンジンを追跡するには、各 InfoSphere Information Server シス
テムでOperations Consoleのインスタンスを使用する必要があります。

Operations Consoleへのユーザー・アクセス
ユーザーはタスクに対して適切なユーザー・ロールを持っている場合にのみ、
Operations Consoleにアクセスして、コンソールで特定の情報のセットを表示できま
す。 IBM InfoSphere Information Server Web コンソールまたは IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレータークライアントを使用して、ユーザ
ー・ロールを管理できます。
コンソールに情報を表示するには、ユーザーは現在のサービス層のマシン上にあ
る、少なくとも 1 つのプロジェクトまたは IBM InfoSphere Information Server エン
ジンへの適切なアクセス権限を持っている必要があります。DataStage and
QualityStage オペレーション・ビューアー・ロール、またはそれより上位のロールを
持っている InfoSphere DataStage ユーザーは、オペレーション・データベースに含
まれるプロジェクトでは、コンソールに接続できます。
ユーザーは、適切なアクセス権限が付与されているプロジェクトの情報のみを表示
できます。ジョブ実行のワークロード、エンジン・サービス、およびシステム・リ
ソースに関する情報は、コンソールへのログインが許可されているユーザーに表示
されます。ただし、特定のジョブ実行とプロジェクトの詳細は、それらの各プロジ
ェクトに対して十分なアクセス権限を持つユーザーにしか表示されません。
DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持つユーザーは、すべ
てのプロジェクトとジョブ実行の詳細な情報をコンソールに表示できます。
DataStage and QualityStage オペレーション・ビューアー・ロールを持つユーザー
は、コンソールに情報を表示することのみ可能です。それより上位のロールを持つ
ユーザーは、十分なアクセス権限を持つプロジェクトのジョブ実行を開始および停
止することもできます。
DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持つユーザーは、ワー
クロード管理キューを定義および管理することもできます。

Operations Console のシステム要件
Operations Consoleを開始する前に、ご使用のシステムが最小要件を満たしているこ
とを確認します。
サポートされる最小の画面解像度は 1024 x 768 です。システム要件については、
システム要件を参照してください。

Operations Consoleの開始
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleを開始します。

手順
1. HTTPS を使用して Operations Console を開始するには、サポートされているブ
ラウザーから次の URL を入力します。
https://domain:port/ibm/iis/ds/console/login.html
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ここで、
v domain は、InfoSphere Information Server システムの名前または IP アドレス
です。
v port は、InfoSphere Information Server システムで使用するよう構成されてい
るポート番号です。HTTPS のデフォルトのポート番号は、9443 です。
2. 「ログイン」をクリックして、ログイン証明情報を入力します。 信頼されてい
ないサーバーからセキュリティー証明書に関するメッセージが表示された場合、
プロンプトに従って証明書を受け入れます。証明書のツリー構造が表示された場
合は、ルート証明書を選択します。
3. Microsoft Internet Explorer を使用していて、サーバーからのセキュリティー証明
書は信頼されないというメッセージが表示された場合は、以下のステップを実行
して証明書を受け入れます。
a. 「このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)」をクリックします。
b. 「証明書エラー」をクリックします。
c. 「証明書の表示」を選択して、セキュリティー証明書を表示します。
d. 「証明のパス」タブをクリックして、ルート証明書を選択します。
e. 「全般」タブをクリックします。
f. 「証明書のインストール」をクリックして、「次へ」をクリックします。
g. 「証明書をすべて次のストアに配置する」を選択します。
h. 「参照」をクリックし、「信頼されたルート証明機関」を選択します。
i. 「次へ」をクリックしてから、「完了」をクリックします。証明書がインポー
トされます。
4. Mozilla Firefox を使用していて、信頼されていないサーバーからの接続に関する
メッセージが表示された場合、以下のステップを実行してセキュリティー例外を
確認します。
a. 「危険性を理解した上で接続するには」をクリックします。
b. 「例外を追加」をクリックします。
c. 「証明書を取得」をクリックします。
d. 「次回以降もこの例外を有効にする」を選択し、「セキュリティ例外を承
認」をクリックします。

Operations Consoleでのログ・メッセージの表示
Operations Consoleを使用すると、表示のための適切な許可があるジョブ実行のメッ
セージを表示できます。

始める前に
Operations Consoleでメッセージ・リストを表示するときに、表示されないジョブ実
行ログのメッセージがあります。表示するメッセージのみをキャプチャーするよ
う、オペレーション・データベースを構成する必要があります。デフォルトで、デ
ータベースはジョブの開始と停止のメッセージのみをキャプチャーし、警告メッセ
ージや致命的メッセージは 10 個以下しかキャプチャーしません。
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このタスクについて
ジョブ実行のメッセージは、「実行詳細」ウィンドウに表示され、このウィンドウ
は、Operations Consoleのジョブ実行リストの 1 つからアクセスできます。ジョブ実
行リストは、次のパネルで使用できます。
v 「ホーム」タブの「ジョブ・アクティビティー」パネル
v メインの「アクティビティー」タブ内の「ジョブ実行」タブ
v 「プロジェクト」タブでジョブを選択するときに表示される「ジョブ実行」パネ
ル

手順
1. ジョブ名とジョブのアイコンの左側の空いているスペースをクリックして、ジョ
ブ実行リストからジョブ実行を選択します。
2. 「詳細の表示」ボタンをクリックします。 「詳細の表示」ボタンは、表示して
いるジョブ実行リストに応じて、ジョブ実行リストの上、または選択したジョブ
実行と同じ行のいずれかにあります。
3. 「実行詳細」ウィンドウで、「ログ・メッセージ」タブをクリックします。
4. オプション: 「全メッセージ」チェック・ボックスを選択して、オペレーショ
ン・データベースではなくサーバーからのメッセージを表示します。
5. リストのメッセージの詳細を表示するには、リスト内のメッセージを選択しま
す。

コンソールのデータ表示の構成
IBM InfoSphere Information Server 環境のニーズを満たすよう、Operations Console
のパネルを構成できます。

このタスクについて
Operations Consoleのパネルには、アクティブな IBM InfoSphere Information Server
エンジンについて、ジョブ実行、エンジンの状況、およびシステム・リソースの使
用状況に関する情報が表示されます。これらのパネルの情報の範囲を絞って、必要
な頻度でのみ情報を更新するよう更新頻度を設定できます。また、エンジンのイベ
ント履歴の特定の時間の情報を表示するよう構成できるパネルもいくつかありま
す。

アクティブなエンジンとプロジェクトの選択
表示する現在のサービス層とプロジェクトに関連付けられた特定の IBM InfoSphere
Information Server エンジンを選択することによって、Operations Consoleに表示され
る情報の範囲を設定できます。

このタスクについて
選択するエンジン、およびそのエンジンに対して定義するプロジェクトの範囲は、
Operations Consoleのすべてのパネルにどの情報と制御が表示されるかに影響を与え
ます。 Operations Consoleの上部にある「エンジンの選択」メニューと「プロジェク
トの表示」ボタンを使用すると、コンソールに表示される情報の範囲を制御できま
す。
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手順
1. 「エンジンの選択」メニューでアクティブなエンジンをクリックします。
2. 表示するリストからエンジンを選択します。 コンソールが、選択したエンジン
のデータで更新されます。「プロジェクトの表示」ボタンの範囲は、ユーザーに
表示が許可されているアクティブなエンジンのすべてのプロジェクトが表示され
るよう設定されます。
3. 「プロジェクトの表示」ボタンをクリックします。
4. 各プロジェクトをクリックして、表示するプロジェクトのリストから選択または
クリアし、「OK」をクリックします。 コンソールが更新され、選択したプロジ
ェクトのみのデータが表示されます。

パネルのイベント履歴の範囲の設定
各パネルに表示されるイベント履歴の長さを狭めたり拡張したりすると、自身に関
連のある情報のみを表示することができます。

このタスクについて
Operations Consoleのいくつかのパネルは、システムの履歴の特定の長さの情報やイ
ベントを表示するよう設定できます。特定の長さの時間のイベント履歴を表示する
ようパネルを構成できる場合、現在のイベント履歴の長さがパネルの上部に既に表
示されています。

手順
パネルのイベント履歴の範囲を設定するには、次のようにします。
1. パネルに現在表示されているイベント履歴の長さを示すリンクをクリックしま
す。
2. イベント履歴の選択ウィンドウで、イベント履歴を設定するのに使用する時間の
測定単位を選択して、履歴の長さに必要とする適切な値を入力します。
3. ウィンドウの右上隅の「閉じる」ボタンをクリックして、イベント履歴の選択ウ
ィンドウを閉じます。 パネルが更新され、指定したイベント履歴の長さのみの
データが表示されます。

パネルの情報の更新頻度の設定
必要な頻度でのみ情報を更新するように、パネルの更新頻度を設定できます。

このタスクについて
自動的に更新可能なパネルには、パネルの上部に現在の更新頻度が表示されます。
システムで最も読みやすい方法で情報を表示し、かつシステムの Operations Console
のパフォーマンスを制限しない更新頻度を決定できます。

手順
1. パネルの現在の更新頻度を示すリンクをクリックします。
2. 更新頻度の選択ウィンドウで、更新頻度を設定するのに使用する時間の測定単位
を選択して、必要な更新頻度の適切な値を入力します。
3. ウィンドウの右上隅の「閉じる」ボタンをクリックして、更新頻度の選択ウィン
ドウを閉じます。 パネルが指定した頻度で更新されます。
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「アクティビティー」タブの情報の範囲の設定
「アクティビティー」タブとそのタブ内のパネルの情報の範囲を絞り込むと、特定
の時間フレームの間に発生したジョブ実行とシステムのパフォーマンスの問題のト
ラブルシューティングが容易になります。

このタスクについて
「アクティビティー」タブの上部のオプションを使用して、「アクティビティー」
タブの情報の範囲を設定できます。

手順
1. 「現行アクティビティー」ボタンをクリックして、現在発生しているアクティビ
ティーの履歴の範囲を指定します。「過去のアクティビティー」ボタンをクリッ
クして、過去に発生したアクティビティーの履歴の範囲を指定します。 表示す
るアクティビティーの履歴の長さや範囲を指定するのに使用できるフィールドが
表示されます。
2. 表示するアクティビティーの履歴の長さや範囲を指定します。
をクリックして、「アクティビティー」タブの
3. 「ビューの更新」ボタン
パネルに表示される現行ビューを設定し、情報を更新します。

「実行詳細」ウィンドウと「実行詳細の比較」ウィンドウのチャート
の構成
ジョブ実行の詳細を表示したり、2 つのジョブ実行からの情報を比較するときの、
システム・リソースの情報と行の統計の表示を構成できます。

始める前に
終了したジョブ実行リストからジョブ実行を選択した後、「詳細の表示」をクリッ
クして、「実行詳細」ウィンドウの「パフォーマンス」タブにアクセスします。ジ
ョブ実行リストには、次のパネルからアクセスできます。
v 「ホーム」タブの「ジョブ・アクティビティー」パネル
v メインの「アクティビティー」タブ内の「ジョブ実行」タブ
v 「プロジェクト」タブでジョブを選択するときに表示される「ジョブ実行」パネ
ル
また、ジョブ実行の詳細を比較するときに、「プロジェクト」タブで単一ジョブの
2 つのジョブ実行を選択して、「比較」をクリックしても、「パフォーマンス」タ
ブにアクセスできます。

このタスクについて
ジョブ実行の詳細を表示、または 2 つのジョブ実行を比較しているときに、表示ま
たは比較する必要があるジョブ実行の統計またはシステム・リソースの情報を表示
するように、「パフォーマンス」タブのグラフを構成できます。
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手順
1. 削除するジョブ実行の統計の下の「X」をクリックして、不要なジョブ実行の統
計をデフォルトのチャートから削除します。 スロットが空き、統計をチャート
に追加できます。
2. 「ジョブ実行」または「リソース」セクションからグラフの空いたスロットの 1
つに、利用可能なチャートの統計をクリックしてドラッグします。 組み込んだ
統計からの情報でチャートが更新されます。

Operations Consoleのタブとパネル
Operations Consoleの各タブには、ジョブ実行アクティビティー、エンジンの状況の
情報、およびシステム・リソースの使用状況に関する情報が表示されるパネルがい
くつかあります。
パネルの情報を使用すると、ジョブのエラーや失敗、パフォーマンスの問題、およ
びエンジンのサービス状況の情報を識別できます。各パネルには、選択したエンジ
ン、およびそのエンジン内の選択したプロジェクトからの情報のみが表示されま
す。
ジョブ・モニターが使用可能でない場合は、「ダッシュボード」、「プロジェク
ト」、「アクティビティー」の各タブ、および「エンジンの状況」バーが利用でき
ません。
ワークロード管理が使用可能でない場合、「ワークロード管理」タブが利用できま
せん。

「ダッシュボード」タブ
「ダッシュボード」タブには、選択したエンジンの状況が表示されます。このタブ
を使用すると、ジョブ実行のワークロード、最近完了したジョブ実行、エンジン・
サービスの状況、およびシステム・リソースの使用状況を素早く表示できます。
「アクティビティー」パネル:
「アクティビティー」パネルは、選択した IBM InfoSphere Information Server エン
ジンまたは選択したプロジェクトのすべてのジョブのワークロードとジョブ状況に
関する詳細を提供します。このアクティビティー情報は、失敗したか、または終了
したが警告のあるジョブをトラブルシューティングする際に役立ちます。
「アクティビティー」パネルは、最近のジョブ実行ワークロードを表示するグラフ
を提供します。デフォルトで、パネルにはエンジン全体の情報が表示されますが、
コンソールの右上隅の「プロジェクトの表示」ボタンを使用して、この情報の範囲
を、選択したプロジェクトのみを表示するよう絞り込むことができます。
ジョブ実行のワークロードを表示するグラフには、指定された時間内に発生したア
クティビティーのみが表示され、指定した頻度でのみ更新されます。グラフに表示
される情報の範囲を設定して、グラフの更新頻度を変更できます。
「アクティビティー」パネルは、最近失敗したジョブ実行、終了したが警告がある
ジョブ実行、または警告なしで終了したジョブ実行の数も提供します。最近完了し
たジョブのリストは、各ジョブ実行の結果の数をクリックすると表示できます。
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ジョブ実行リストは、各ジョブ実行の情報を提供します。 「詳細の表示」リンクを
クリックすると、リストの特定のジョブ実行に関する詳細なプロパティー、パラメ
ーター、パフォーマンス、およびメッセージを表示できます。また、リストのジョ
ブまたはプロジェクトの名前をクリックしても、ジョブまたはプロジェクトの詳細
を表示できます。
「エンジンの状況」パネル:
「エンジンの状況」パネルには、エンジン・サービスに関する詳細が表示されま
す。このサービス状況の情報は、IBM InfoSphere Information Server エンジン・サー
ビスの問題を特定し、エンジンの安定性に関する問題をトラブルシューティングす
る際に役立ちます。
アクティブなエンジンのサービスがオフラインである場合や、エラーがある場合
は、サービスの状況またはサービスのエラーがこのパネルに表示されます。また、
このパネルには、アクティブなエンジンが実行中のシステムの全般プロパティーも
表示されます。
「オペレーティング・システム・リソース」パネル:
「オペレーティング・システム・リソース」パネルには、システム・リソースに関
する詳細が表示されます。このリソース情報は、システム・リソースを管理し、シ
ステム・パフォーマンスの問題を特定する際に役立ちます。
システム・リソースの情報を表示するだけでなく、リソースが使用状況の定義され
たしきい値を超過したときに通知するように、このパネルを構成できます。パネル
の右上隅の「構成」ボタンをクリックすると、 CPU 使用率、仮想メモリーの使用
状況、物理メモリーの使用状況のしきい値を設定できます。
システム・リソースが指定されたしきい値を超過した場合、システム・リソースの
値が赤で強調表示されて通知されます。注意する必要がある重要なリソースの使用
状況の値を通知するように、しきい値を設定できます。
エンジンがグリッドまたは MPP 環境で運用され、現在のエンジン・システムと複
数の計算ノードを関連付けるようオペレーション・データベースを構成している場
合、個別の計算ノードからのデータを表示するように、「オペレーティング・シス
テム・リソース」パネルを設定できます。個別の計算ノードをモニターするようシ
ステムが構成されている場合、「オペレーティング・システム・リソース」パネル
の右上隅にドロップダウン・メニューが表示され、どのノードをモニターするか選
択できます。

「プロジェクト」タブ
「プロジェクト」タブでは、アクティブな IBM InfoSphere Information Server エン
ジンに関連付けられたすべてのジョブとプロジェクトの概要を確認できます。
リポジトリー・ツリーには、InfoSphere Information Server エンジンのプロジェク
ト、フォルダー、およびシーケンス・ジョブを含むジョブ (メインフレーム・ジョ
ブを除く) が表示されます。表定義など、リポジトリーの他のオブジェクトは表示
されないため、一部のフォルダーが空と表示される場合があります。フォルダーの
完全な内容を表示するには、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー・ク
ライアントを使用します。
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「詳細」パネル:
「詳細」パネルは、プロジェクトとそのサブフォルダーの内容に関する詳細、およ
び各ジョブのジョブ・アクティビティーについての詳細を提供します。この情報
は、接続されたジョブ・リポジトリー内のジョブを管理し、特定のジョブをトラブ
ルシューティングする際に役立ちます。プロジェクト、またはプロジェクトのフォ
ルダーをリポジトリー・ツリーから選択したときに、そのプロジェクトまたはフォ
ルダーのプロパティーと内容に関する情報を表示できます。
フォルダーを選択すると、「詳細」パネルにフォルダーが作成された日付、および
選択したフォルダーに含まれるサブフォルダーとジョブの数が表示されます。
ジョブを選択すると、そのジョブのプロパティーに関する詳細情報と、そのジョブ
の最新の実行のアクティビティーと状況に関する情報を表示できます。この情報に
は、ジョブの実行に必要な時間の長さ、ジョブ実行中の In 行数と Out 行数、およ
びジョブ実行中に発生したメッセージ数が記述されます。
ジョブを選択すると、次のアクションを使用できます。
v ジョブを実行するには、「実行」をクリックします。「ジョブ実行」ダイアログ
が表示されます。
v ジョブが実行中の場合に停止するには、「停止」をクリックします。
v 停止または異常終了したジョブをリセットするには、「リセット」をクリックし
ます。
v ジョブのデザインを表示するには、「ジョブ・デザインの表示」をクリックしま
す。
シーケンス・ジョブとバッチ・ジョブ
シーケンス・ジョブ、バッチ・ジョブ、およびジョブ制御コードの中で他のジョブ
を呼び出すジョブには、それらのジョブが依存するジョブがあります。「詳細」パ
ネルには、選択したジョブと、システムの他のジョブとの間の従属性の数に関する
情報が表示されます。
「ジョブに依存」をクリックして、選択したジョブが依存しているジョブのリスト
を表示します。リストの中のジョブの名前をクリックすると、そのジョブの詳細が
表示されます。
「ジョブにより使用」をクリックして、選択したジョブを使用するジョブのリスト
を表示します。リストの中のジョブの名前をクリックすると、そのジョブの詳細が
表示されます。

「ジョブ実行」ダイアログ:
「ジョブ実行」ダイアログを使用して、サーバーやパラレル・ジョブのパラメータ
ーと制限を指定します。
「ジョブ実行」ダイアログには、ジョブに適用可能な制御、フィールド、およびタ
ブのみが含まれます。ジョブに適用できない制御、フィールド、およびタブは表示
されません。
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呼び出し ID
マルチ・インスタンス・ジョブに対して、以前使用された呼び出し ID を選
択するか、または新しい呼び出し ID を入力します。
キュー ジョブがサブミットされているワークロード管理キューを選択します。
「パラメーター」タブ
ジョブを実行するときにジョブ・パラメーターが取る値を指定するには、
「パラメーター」タブを使用します。
ジョブのパラメーターのリストは、パネルの上部に表示されます。パラメー
ター・セットであるリストのパラメーターを選択すると、パラメーター・セ
ットのパラメーターがパネルの下部に表示されます。
「パラメーター」タブには、次の制御とフィールドがあります。
デフォルトに設定
選択したパラメーターをデフォルト値に設定する場合にクリックし
ます。
すべてをデフォルトに設定
すべてのパラメーターをデフォルト値に設定する場合にクリックし
ます。
名前

パラメーターの名前を表示します。

値

パラメーターの値を表示します。値を編集するにはダブルクリック
します。

「オプション」タブ
ジョブの実行時に制約を与える、制限や一般的なジョブの設定を指定する場
合に、「オプション」タブを使用します。
制限
次の条件でステージを停止
このオプションを選択して、ステージが処理できるデータの
最大行数を指定します。
次の条件でジョブを異常終了
このオプションを選択して、ジョブを停止させる警告の数を
指定します。
全般
オペレーショナル・メタデータを生成
このオプションを選択すると、ジョブでオペレーショナル・
メタデータが生成されます。オペレーショナル・メタデータ
には、ジョブを実行するときに、発生するイベントやプロセ
ス、および影響をうけるオブジェクトが記述されます。
プロジェクト・レベルのメッセージ・ハンドリングを使用不可にす
る
プロジェクトに対して定義されているメッセージ・ハンドラ
ーを使用不可にする場合に、このオプションを選択します。
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ジョブ・レベルでコンパイルされたメッセージ・ハンドリングを使
用不可にする
ローカル・メッセージ・ハンドラーを使用不可にする場合
に、このオプションを選択します。
モード
検証モードでジョブを実行
ジョブのみを検証する場合に、このオプションを選択しま
す。
OK

ジョブをサブミットする場合にクリックします。

キャンセル
ジョブをサブミットせずに「ジョブ実行」ダイアログを閉じる場合にクリッ
クします。
「環境変数」パネル:
「環境変数」パネルは、選択したプロジェクトに関連する環境変数の情報を提供し
ます。この情報を使用して、欠落または不適切な環境変数を IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーター クライアントで変更する前に、そ
れらの環境変数を識別します。
「ナビゲーション」パネルのリポジトリー・ツリーからプロジェクトを選択する
と、そのプロジェクトに関連付けられたすべての環境変数が、「環境変数」パネル
に表示されます。環境変数のリストの 3 つの列のいずれかで、環境変数をソートで
きます。
「ジョブ・デザイン」パネル:
「ジョブ・デザイン」パネルには、選択されたフォルダー内の、すべてのジョブの
ジョブ・デザイン情報が表示されます。 IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
デザイナーのジョブ・デザインの分析と変更を行う前に、ジョブ・デザインの問題
を素早く識別するには、このジョブ・デザイン情報を使用します。
「ナビゲーション」パネルのリポジトリー・ツリーからフォルダーを選択すると、
そのフォルダーのすべてのジョブのリストが「ジョブ・デザイン」パネルに表示さ
れ、各ジョブのデザインのレイアウトがジョブごとに表示されます。リストのジョ
ブをクリックすると、ジョブ・デザインの拡大図が表示されます。このパネルか
ら、コンソールのジョブ・デザイン情報にアクセスでき、デザインの問題を識別し
て修正できます。
「ジョブ実行」パネル:
「ジョブ実行」パネルには、選択されたジョブのジョブ実行履歴情報が表示されま
す。この実行履歴情報を使用して、各ジョブの問題のトラブルシューティング、お
よびジョブ実行のパフォーマンスの分析を行います。
「ナビゲーション」パネルのリポジトリー・ツリーからジョブを選択すると、「ジ
ョブ実行」パネルが表示され、その特定のジョブのジョブ実行の履歴が示されま
す。選択したジョブの実行のリストのどの列でも、ジョブをソートできます。
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ジョブ実行リストが複数のページの場合は、ページ 1 (続く) というテキストがジ
ョブ実行リストの上に表示されます。ジョブ実行リストの上にある矢印を使用し
て、これらのページ間をナビゲートできます。
実行のリストの各実行を選択すると、次のアクションを使用できます。
v ジョブが実行中の場合に停止するには、「停止」をクリックします。
v 実行についての詳細情報を表示するには、「詳細の表示」をクリックします。
「実行詳細」ウィンドウが表示され、選択したジョブ実行の詳細なプロパティ
ー、パラメーター、パフォーマンス、およびメッセージが表示されます。
v 「時間フレームの分析」をクリックすると、「アクティビティー」タブが表示さ
れ、選択したジョブ実行と同じ時間フレーム中に実行していたジョブ実行リスト
が表示されます。このリストは、ジョブのパフォーマンスの問題の原因を識別す
るのに役立つ場合があります。
実行のリストで 2 つのジョブ実行を選択して、「比較」をクリックすると、2 つの
ジョブ実行を横並びにして比較できます。この機能は、2 つのジョブ実行の間の違
いを判断し、ジョブ実行の問題を分析するときに役立ちます。

「アクティビティー」タブ
「アクティビティー」タブを使用すると、アクティブなエンジンのすべてのジョ
ブ・アクティビティーの概要を取得できます。
「ジョブ実行」タブ:
「ジョブ実行」パネルは、設定した時間中に選択した IBM InfoSphere Information
Server エンジンで実行されたすべてのジョブのジョブ実行履歴に関する詳細を提供
します。このアクティビティー情報を使用して、特定時間内に失敗したか、終了し
たが警告のあるジョブをトラブルシューティングします。
「ジョブ実行」タブでジョブ・アクティビティー情報を表示する前に、「アクティ
ビティー」タブ全体で表示するアクティビティーの範囲を指定する必要がありま
す。
ジョブ実行リストのどの列でも、ジョブ実行をソートできます。ジョブ実行リスト
が複数のページの場合は、ページ 1 (続く) というテキストがジョブ実行リストの
上に表示されます。ジョブ実行リストの上にある矢印を使用して、これらのページ
間をナビゲートできます。
実行のリストの各実行を選択すると、次のアクションを使用できます。
v ジョブが実行中の場合に停止するには、「停止」をクリックします。
v 実行についての詳細情報を表示するには、「詳細の表示」をクリックします。
「実行詳細」ウィンドウが表示され、選択したジョブ実行の詳細なプロパティ
ー、パラメーター、パフォーマンス、およびメッセージが表示されます。
プロジェクト・フィルターを使用して、表示する特定のプロジェクトを選択し、情
報の範囲を絞り込んだ場合は、フィルターに含まれないプロジェクトからのジョブ
実行は表示されません。プロジェクト・フィルターによって表示が絞り込まれてお
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らず、表示のアクセス許可がないプロジェクトに一致するジョブ実行が存在する場
合、そのジョブ実行は非表示になります。ただし、ビューから一部のジョブが非表
示になっていることが通知されます。
「リソース」タブ:
「リソース」タブは、設定された時間中の選択されたエンジンに関する詳細なシス
テム・リソースの情報を表示します。このリソース情報を使用して、使用負荷が高
い期間のシステム・リソースの詳細な管理や、特定の時間に発生するパフォーマン
スの問題のトラブルシューティングを行います。
「リソース」タブでリソース・アクティビティー情報を表示する前に、「アクティ
ビティー」タブ全体で表示するアクティビティーの範囲を指定する必要がありま
す。
チャート選択メニューを使用して、「リソース」タブにチャートを追加したり、
「リソース」タブからチャートを削除したりできます。
追加するチャートを選択するには、リスト上でそのチャートにチェック・マークを
付け、削除するにはリストのチャートのチェック・マークを外します。オプション
で、チャートのウィンドウの右上隅の x をクリックして、チャートを削除すること
ができます。
デフォルトで、リストから選択できるチャートはありません。オペレーション・デ
ータベースでモニター・データを構成すると、リストで選択できるチャートを追
加、削除、および構成できます。
エンジンがグリッドまたは MPP 環境で運用され、現在のエンジン・システムに複
数の計算ノードを関連付けるようオペレーション・データベースを構成している場
合は、個別の計算ノードのデータを表示するように、「リソース」タブを設定でき
ます。個別の計算ノードをモニターするようシステムが構成されている場合、「リ
ソース」タブの右上隅にドロップダウン・メニューが表示され、どのノードをモニ
ターするか選択できます。

「ワークロード管理」タブ
「ワークロード管理」タブを使用して、システム・ポリシーの設定、キューに入っ
ているジョブのモニター、およびワークロード管理キューの管理を行います。
「システム・ポリシー」パネル:
「システム・ポリシー」パネルを使用して、ワークロード管理システムのポリシー
を変更します。これらのポリシーについて、対応する現行システムの使用状況が表
示されます。
ジョブ・カウント、CPU 使用率、メモリー使用量、およびジョブ開始のシステム・
ポリシーのしきい値を設定できます。しきい値として必要な値を設定し、「適用」
をクリックします。
次のシステム・ポリシーのしきい値を設定できます。
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ジョブ・カウント
システムで許可される同時実行ジョブの最大数を指定します。デフォルト値
は、20 個の同時実行ジョブです。
CPU 使用率
システムで許可される CPU 使用率の最大数を指定します。 現行の CPU
使用率がこの値を超えると、ジョブの開始が許可されません。デフォルト値
は、80 パーセントの CPU 使用率です。
メモリー使用率
システムで許可されるメモリー使用率の最大数を指定します。メモリー使用
率がこの値を超えると、ジョブの開始が許可されません。デフォルト値は、
80 パーセントのメモリー使用率です。
ジョブ開始
指定された秒数で開始が許可されるジョブの最大数を指定します。デフォル
ト値は、10 秒間で 100 個のジョブです。
ワークロード管理プロセスは、別のジョブを開始できるかどうか判別するために、4
つのシステム・ポリシーと照らし合わせてシステム・リソースの使用状況をチェッ
クします。すべてのチェックが正常に完了すると、ワークロード管理プロセスは、
キュー定義をチェックして、どのジョブが開始されるか判別します。チェックのい
ずれかが正常に完了しないと、より多くのリソースが利用可能になるまで、ジョブ
は開始されません。
ジョブ・モニターが使用可能になると、ジョブ・カウント、CPU 使用率、メモリー
使用率のシステム・ポリシーでも、現在のシステムの値が表示されます。現在のシ
ステムの値をクリックすると、詳細を表示できます。現在のシステムの値がシステ
ム・ポリシーのしきい値を超えると、その値が赤い背景で表示されます。
「キュー内のジョブ」パネル:
「キュー内のジョブ」パネルを使用して、ワークロード管理キュー内のジョブを表
示し、ジョブを別のキューまたは現在のキューの先頭に移動します。
特定のワークロード管理キューでは、リストにジョブが開始される順序が表示され
ます。リストの先頭のジョブは、最初に開始されます。
ユーザーは、適切なアクセス権限が付与されているプロジェクトの情報のみを表示
できます。DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持つユーザ
ーは、すべてのプロジェクトの情報を表示できます。
DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持っている場合、キュ
ー内のジョブを管理できます。ジョブを 1 つ以上選択すると、次のアクションを使
用できます。
v ジョブを別のキューに移動するには、「キューへ」をクリックします。
v ジョブをキューの先頭に移動するには、「先頭へ」をクリックします。
v ジョブをキューから削除するには、「削除」をクリックします。ジョブは停止さ
れます。
これらのアクションのいくつかは、事前定義されたシステム・キューなど、特定の
タイプのキューでは利用できません。
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ジョブ・モニターが使用可能な場合、「実行中ジョブ」をクリックすると、現在実
行中のジョブの詳細を表示できます。「実行中ジョブ」ダイアログが表示され、こ
こでジョブを停止したり、ジョブの詳細を確認したりできます。
「キュー管理」パネル:
「キュー管理」を使用して、ワークロード管理キューの追加や削除、またはキュー
の定義の変更を行います。
ワークロード管理キューを構成できるのは、DataStage and QualityStage アドミニス
トレーター・ロールを持つユーザーのみです。Operations Console の他のユーザー
は、キューの定義を表示できます。
システム・ポリシーで別のジョブの開始が許可されている場合は、実行中のジョブ
の最大数を持たない各キューの最上位のジョブが調べられます。優先順位が最も高
いジョブが開始されます。キュー優先順位のルールは、ジョブの優先順位を判断す
るのに使用され、優先順位の低いキューからのジョブが必ず後で開始されます。
「キュー優先順位ルール」の次の値のいずれかを選択します。
v 「ジョブ実行比率」を選択して、「高と中」と「中と低」の率を指定します。ジ
ョブの優先順位は、サブミット先のキューの優先順位から派生します。これらの
率は、中間の優先順位のキューからジョブが開始される前に、高い優先順位のキ
ューから開始されるジョブの数、および低い優先順位のキューからジョブが開始
される前に、中間の優先順位のキューから開始されるジョブの数を判断します。
v 「経過時間」を選択します。ジョブの優先順位は、ジョブがキューにサブミット
されてから経過した時間から派生します。このルールによって、どのキューがサ
ブミット先かに関係なく、最初にサブミットされたジョブが最も高い優先順位に
なります。
v 「優先順位のウェイト」を選択します。ジョブの優先順位は、サブミット先のキ
ューの優先順位、およびジョブがキューにサブミットされてから経過した時間か
ら派生します。このルールはデフォルト・ルールです。
「キュー管理」パネルの下部のリストは、定義されたすべてのワークロード管理キ
ューの定義を示しています。次のアクションを指定できます。
v 「新規キュー」をクリックして、キューを追加します。キューの定義を指定しま
す。
v キューのリストでキューを選択し、「削除」をクリックしてキューを削除しま
す。事前定義された特定のキューは削除できません。また、ジョブを含むキュー
も削除できません。
v リストのキューのいずれかのフィールドをダブルクリックして、フィールドの値
を変更します。事前定義された特定のキューの定義は変更できません。
「保存」をクリックして、キューの定義の変更を保存します。

エンジンのステータス・バー
エンジンのステータス・バーはOperations Consoleの下部にあり、サービス層のマシ
ンに関連付けられたすべてのエンジンの状況に関する情報を提供します。
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また、エンジンのステータス・バーは、Operations Consoleで現在アクティブなエン
ジンとして指定されていないエンジンで問題が発生したときに、通知を出します。
Operations Consoleの左下にあるエンジンのステータス・バーの「すべてのエンジ
ン」リンクをクリックすると、エンジンの現在の状況を含む完全なリストを表示で
きます。

オペレーション・データベースからのモニター・データの抽出
オペレーション・データベースに対して SQL 照会を実行し、モニター・データを
抽出します。

特定のエンジンで実行されているすべてのジョブの名前を抽出する
この SQL 照会は、特定のエンジンで実行されているすべてのジョブの名前を抽出
します。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
H.HostName
, J.ProjectName
, J.JobName
, R.InvocationId
FROM
,
,
WHERE
AND
AND
AND
;

DSODB.JobExec AS J
DSODB.JobRun as R
DSODB.Host as H
H.HOSTID = J.HOSTID
R.JOBID = J.JOBID
R.RunMajorStatus = ’RUN’
H.HostName = ’HOSTNAME’

-- i.e. status = “running” --

ホストで特定の時間の後に開始されたすべてのジョブの完全な状況
を抽出する
この SQL 照会は、ホストで特定の時間の後に開始されたすべてのジョブの完全な
状況を抽出します。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
,
,
,
,
,

H.HostName
J.ProjectName
J.JobName
R.InvocationId
S.MajorStatusName
R.RunStartTimeStamp

FROM
,
,
,
WHERE
AND
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AND R.RunMajorStatus = S.MajorStatusCode
AND R.RunStartTimeStamp >= ’2011-09-26’
ORDER BY R.RunStartTimeStamp
;

今までに実行されたすべてのジョブの詳細を抽出し、実行タイプを
読み取り可能なストリングとして表示する
この SQL 照会は、今までに実行されたすべてのジョブの詳細を抽出し、実行タイ
プを読み取り可能なストリングとして表示します。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
,
,
,
,
,

H.HostName
J.ProjectName
J.JobName
R.InvocationId
R.RunStartTimeStamp
T.RunTypeName

-- code converted to a readable name --

FROM
DSODB.JobExec AS J
, DSODB.JobRun AS R
, DSODB.Host AS H
, DSODB.RunTypeRef AS T
WHERE H.HOSTID = J.HOSTID
AND R.JOBID = J.JOBID
AND R.RunType = T.RunTypeCode
ORDER BY R.RunStartTimeStamp
;

特定のジョブ実行に対するジョブ実行ログを抽出する
この SQL 照会は、特定のジョブ実行に対するジョブ実行ログを抽出します。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
L.LogTimestamp
, T.LogTypeName
, L.MessageId
, L.MessageText

-- code converted to a readable name --

FROM
DSODB.JobExec AS J
, DSODB.JobRun AS R
, DSODB.JobRunLog AS L
, DSODB.LogTypeRef AS T
WHERE J.ProjectName = ’projectname’
AND J.JobName = ’job1name’
AND R.InvocationId = ’id’
AND R.JOBID = J.JOBID
AND L.RUNID = R.RUNID
AND L.LogType = T.LogTypeCode
AND R.CreationTimestamp > ’2011-09-26’
ORDER BY L.EventId
;
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特定の値に設定された特定のパラメーターを持つすべてのジョブ実
行の詳細を抽出する
この SQL 照会は、特定の値に設定された特定のパラメーターを持つすべてのジョ
ブ実行の詳細を抽出します。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
,
,
,
,
,
,
,

H.HostName
J.ProjectName
J.JobName
R.InvocationId
R.RunStartTimeStamp
S1.MajorStatusName
S2.MinorStatusName
R.ElapsedRunSecs

FROM
DSODB.JobExec AS J
, DSODB.JobRun AS R
, DSODB.Host AS H
, DSODB.JobRunParamsView AS P
, DSODB.RunMajorStatusRef AS S1
, DSODB.RunMinorStatusRef AS S2
WHERE H.HOSTID = J.HOSTID
AND R.JOBID = J.JOBID
AND R.RUNID = P.RUNID
AND P.ParamName = ’paramname’ AND P.ParamValue = ’paramvalue’
AND R.RunMajorStatus = S1.MajorStatusCode
AND R.RunMinorStatus = S2.MinorStatusCode
ORDER BY R.RunStartTimeStamp
;

特定のホストの指定された時間の後にアクティブなすべてのジョブ
実行の詳細を抽出する
この SQL 照会は、特定のエンジンで実行されているすべてのジョブの名前を抽出
します。

このタスクについて
これらの条件を満たすジョブ実行のセットには、次の 3 つがあります。
1. 指定された時間の後で開始されたジョブ実行
2. 指定された時間の後で終了したジョブ実行
3. まだ実行中のジョブ実行
これらの 3 つのセットのジョブは、WHERE 節の最後の条件で識別されます。これ
らはオーバーラップする可能性があるため、OR 演算されます。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
R.RUNSTARTTIMESTAMP
, R.INVOCATIONID
, J.PROJECTNAME
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, J.JOBNAME
FROM
DSODB.JOBRUN AS R
, DSODB.JOBEXEC AS J
, DSODB.HOST AS H
WHERE
R.JOBID = J.JOBID
AND J.HOSTID = H.HOSTID
AND H.HOSTNAME = ’HOSTNAME’
AND R.CREATIONTIMESTAMP >= ’2011-09-26’
OR R.RUNENDTIMESTAMP >= ’2011-09-26’
OR R.RUNENDTIMESTAMP IS NULL
;

特定のホストの指定された期間にアクティブなすべてのジョブ実行
の詳細を抽出する
この SQL 照会は、特定のエンジンで実行されているすべてのジョブの名前を抽出
します。

このタスクについて
これらの条件を満たすジョブ実行のセットには、次の 3 つがあります。
1. 指定された期間に開始されたジョブ実行
2. 指定された期間に終了したジョブ実行
3. 指定された期間が終了する前に開始し、まだ実行中のジョブ実行
これらの 3 つのセットのジョブは、WHERE 節の最後の条件で識別されます。これ
らはオーバーラップする可能性があるため、OR 演算されます。

手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
R.RUNSTARTTIMESTAMP
, R.INVOCATIONID
, J.PROJECTNAME
, J.JOBNAME
FROM
DSODB.JOBRUN AS R
, DSODB.JOBEXEC AS J
, DSODB.HOST AS H
WHERE
R.JOBID = J.JOBID
AND J.HOSTID = H.HOSTID
AND H.HOSTNAME = ’HOSTNAME’
AND ( R.CREATIONTIMESTAMP >= ’2011-09-26’
AND R.CREATIONTIMESTAMP <= ’2011-09-27’ )
OR ( R.RUNENDTIMESTAMP >= ’2011-09-26’
AND R.RUNENDTIMESTAMP <= ’2011-09-27’ )
OR ( R.CREATIONTIMESTAMP <= ’2011-09-27’
AND R.RUNENDTIMESTAMP IS NULL )
;

最後の実行に基づいてプロジェクト内の最も遅いジョブを抽出する
この SQL 照会は、最後の実行に基づいてプロジェクト内の最も遅いジョブを抽出
します。
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手順
次の SQL 照会を実行します。
SELECT
J.JOBNAME
, MAX(R.RUNSTARTTIMESTAMP) AS LATESTRUN
, MAX(R.ELAPSEDRUNSECS)
AS MAXTIME
FROM
DSODB.JOBRUN AS R
, DSODB.JOBEXEC AS J
, DSODB.HOST AS H
WHERE
R.JOBID = J.JOBID
AND J.HOSTID = H.HOSTID
AND J.PROJECTNAME = ’projectname’
AND H.HOSTNAME = ’HOSTNAME’
GROUP BY J.JOBNAME
ORDER BY MAXTIME DESC
;

オペレーション・データベースのメンテナンス
データ・コレクション・プロセスによって、情報がオペレーション・データベース
に追加されますが、履歴データを自動的に削除またはアーカイブする方式はありま
せん。オペレーション・データベースのサイズを管理するには、履歴データを削除
またはアーカイブする方式をセットアップする必要があります。
istool ODBAdmin コマンドに countdb パラメーターを指定して使用するか、SQL
照会を使用すると、オペレーション・データベースのメイン表の行数に関する情報
を取得できます。
istool ODBAdmin コマンドに purgedb パラメーターを指定して使用するか、SQL
照会を使用すると、オペレーション・データベースから履歴データを削除できま
す。

データベースの内容のレポート作成
istool ODBAdmin コマンドに countdb パラメーターを指定して使用し、オペレーシ
ョン・データベースのメイン表の行数に関する情報を取得します。

このタスクについて
istool ODBAdmin コマンドに countdb パラメーターを指定して使用すると、istool
ODBAdmin コマンドに purgedb パラメーターを指定して使用することで オペレーシ
ョン・データベースから削除されるデータの量を決定できます。

手順
次のフォーマットのコマンドを使用して、レポートを作成します。
istool ODBAdmin countdb server selector time_range output

ここで、
v server は、コマンドの実行に使用されるシステムを指定します。
例えば、-server servername です。
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server パラメーターは、デフォルトで selector パラメーターで指定されたエン
ジン名に設定されます。 selector パラメーターが指定されていない場合は、
server パラメーターを指定する必要があります。
v (オプション) selector は、単一のエンジンのレポート作成を制限します。
例: -engine enginename
v time_range は、報告される時間を制限します。この時間の前に記録されたデータ
のみのレポートが作成されます。
time_range パラメーターは、次のフォーマットのいずれかを取ります。
– -upto Number -hours | -days | -months | -years
-upto パラメーターは、定義ではまだ完了していない現在の期間を、期間の 数
の 1 つとして扱います。
例えば、最後の 2 日間の前に記録されたすべてのデータのレポートを作成す
るには、次のようにします。
-upto 2 days

– -all
v (オプション) output は、レポートが書かれたファイルを指定します。
例: -text filename.txt

サーバー S から、すべてのエンジンに関するすべてのデータベース
の内容をカウントする
このコマンドは、サーバー S から、すべてのエンジンに関するすべてのデータベー
スの内容をカウントします。

手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin countdb -domain D -authfile af.txt -server S -all

サーバー E から、エンジン E に関するすべてのデータベースの内容
をカウントする
このコマンドは、サーバー E から、エンジン E に関するすべてのデータベースの
内容をカウントします。

手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin countdb -domain D -authfile af.txt -engine E -all

サーバー S から、エンジン E に関するすべてのデータベースの内容
をカウントする
このコマンドは、サーバー S から、エンジン E に関するすべてのデータベースの
内容をカウントします。

第 2 章 ジョブのモニタリング

71

手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin countdb -domain D -authfile af.txt -server S -engine E -all

サーバー E から、エンジン E に関する 1 年より前に作成されたデ
ータベースの内容をカウントする
このコマンドは、サーバー E から、エンジン E に関する 1 年より前に作成された
データベースの内容をカウントします。

手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin countdb -domain D -authfile af.txt -engine E -upto 1 -years

オペレーション・データベースからの履歴データの削除
オペレーション・データベースから履歴データを削除して、データベースのサイズ
を調整します。

このタスクについて
オペレーション・データベース・スキーマは、他の関連表で外部キーによって参照
されている行を削除すると、その行を参照する行も削除されるよう定義されていま
す。表 9 に、この方法で定義される表を示しています。
表 9. 削除する 1 次表と関連表
1 次表

関連表

ホスト

v
v
v
v
v

JobExec

v JobRun
v JobStage
v JobLink

JobRun

v
v
v
v
v
v

HostDetail
ResourceSnap
ResourceUsage
JobExec
ParallelConfig

JobRunStage
JobRunLink
JobRunLog
JobRunParams
JobRunUsage
1 次 JobRun ジョブによって開始されるシ
ーケンスの一部であるジョブの JobRun

ジョブ・シーケンスの実行を削除すると、そのシーケンスから開始されるすべての
ジョブ実行も削除されます。
DataLocator 表の行は、他の表に従属していません。JobRunLink 表の行から参照さ
れない DataLocator 表の行はそれ以上使用されず、削除の候補になります。
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istool ODBAdmin コマンドを使用したデータの削除
istool ODBAdmin コマンドに purgedb パラメーターを指定して使用し、オペレーシ
ョン・データベースから履歴データを削除します。

このタスクについて
オペレーション・データベース・スキーマは、他の関連表で外部キーによって参照
されている行を削除すると、その行を参照する行も削除されるよう定義されていま
す。詳しくは、 72 ページの『オペレーション・データベースからの履歴データの削
除』を参照してください。

手順
次のフォーマットのコマンドを使用して、オペレーション・データベースから履歴
データを削除します。
istool ODBAdmin purgedb server area selector time_range output

ここで、
v server は、コマンドの実行に使用されるシステムを指定します。
例えば、-server servername です。
server パラメーターは、デフォルトで selector パラメーターで指定されたエン
ジン名に設定されます。 selector パラメーターが指定されていない場合は、
server パラメーターを指定する必要があります。
v area は、削除するデータのタイプを指定します。次のいずれかの値を指定しま
す。
– -runs は、ジョブ実行データを削除します。
– -resource は、リソースの使用状況のデータを削除します。
– -full は、ジョブ実行データとリソースの使用状況のデータ、および重複したロ
ケーターを削除します。
– -host hostname は、単一のホストの行を削除します。このコマンドは、ホスト
に対してジョブ実行データまたはリソースの使用状況のデータが存在する場合
は、エラーを返します。
v (オプション) selector は、データの削除を制限します。area パラメーターの値
ごとに別の値を適用できます。
area パラメーターが -runs の場合、次の値のいずれかを指定できます。
– -engine enginename。このオプションは、指定されたエンジン上での実行にデー
タの削除を制限します。 server パラメーターが指定されている場合を除き、
このマシンでパージ・アクションが発生します。
–

-project projectname。このオプションは、-engine オプションも指定する必要
があります。このオプションは、指定されたエンジン上での指定されたプロジ
ェクトでの実行にデータの削除を制限します。

area パラメーターが -resources の場合、次の値のいずれかを指定できます。
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– -engine enginename。このオプションは、指定されたエンジンがヘッド・ノード
であるリソースの使用状況にデータの削除を制限します。 server パラメータ
ーが指定されている場合を除き、このマシンでパージ・アクションが発生しま
す。
– -node nodename。このオプションは、-engine オプションも指定する必要があり
ます。このオプションは、指定されたエンジンによって管理される、指定され
たノードに関連付けられたリソースの使用状況にデータの削除を制限します。
area パラメーターが -full の場合、次の値を指定できます。
– -engine enginename。このオプションは、指定されたエンジンのリソースの使用
状況にデータの削除を制限します。
area パラメーターが -host の場合、このパラメーターは適用されません。
v time_range は、報告される時間を制限します。この時間の前に記録されたデータ
のみが削除されます。
time_range パラメーターは、次のフォーマットのいずれかを取ります。
– -upto Number -hours | -days | -months | -years
-upto パラメーターは、定義ではまだ完了していない現在の期間を、期間の 数
の 1 つとして扱います。
例えば、最後の 2 日間の前に記録されたデータをすべて削除するには、次の
ようにします。
-upto 2 days

– -all
v (オプション) output は、レポートが書かれたファイルを指定します。
例: -text filename.txt
昨日以前に終了したエンジン E でのプロジェクト P 内のすべての実行をサーバー
E からパージする:
このコマンドは、昨日以前に終了したエンジン E でのプロジェクト P 内のすべて
の実行をサーバー E からパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin purgedb -domain D -authfile af.txt
-runs -engine E -project P -upto 1 -days

24 時間より前に終了したエンジン E でのすべての実行をサーバー E からパージ
する:
このコマンドは、24 時間より前に終了したエンジン E でのすべての実行をサーバ
ー E からパージします。
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手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin purgedb -domain D -authfile af.txt -runs -engine E -upto 24 -hours

1 週間より前のすべての実行とリソースの使用状況のデータ、および重複するすべ
てのロケーターをサーバー E からパージする:
このコマンドは、1 週間より前のすべての実行とリソースの使用状況のデータ、お
よび重複するすべてのロケーターをサーバー E からパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin purgedb -domain D -authfile af.txt -full -engine E -upto 7 -days

エンジン E のノード N のすべてのリソースの使用状況のデータをサーバー E か
らパージする:
このコマンドは、エンジン E のノード N のすべてのリソースの使用状況のデータ
をサーバー E からパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin purgedb -domain D -authfile af.txt -resource -node N -engine E -all

エンジン E でのすべての実行とリソースの使用状況のデータ、および重複するすべ
てのロケーターをサーバー E からパージする:
このコマンドは、エンジン E でのすべての実行とリソースの使用状況のデータ、お
よび重複するすべてのロケーターをサーバー E からパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin purgedb -domain D -authfile af.txt -full -engine E -all

前のコマンドで示したように、すべての実行とリソースの使用状況のデータが削除
されていると想定して、ホスト表からサーバー E、エンジン E をパージする:
このコマンドは、前のコマンドで示したように、すべての実行とリソースの使用状
況のデータが削除されていると想定して、ホスト表からサーバー E、エンジン E を
パージします。
手順
次のコマンドを実行します。
istool ODBAdmin purgedb -domain D -authfile af.txt -host E
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SQL 照会を使用したデータの削除
SQL 照会を使用して、オペレーション・データベースから履歴データを削除しま
す。

このタスクについて
オペレーション・データベース・スキーマは、他の関連表で外部キーによって参照
されている行を削除すると、その行を参照する行も削除されるよう定義されていま
す。詳しくは、 72 ページの『オペレーション・データベースからの履歴データの削
除』を参照してください。
特定のジョブのすべての実行をパージする:
このコマンドは、特定のジョブのすべての実行をパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
DELETE
FROM JobExec
WHERE JOBID IN
( SELECT
FROM
WHERE
AND
AND
AND
)
;

J.JOBID
JobExec AS J, Host as H
J.HOSTID = H.HOSTID
J.JobName = ’jobname’
J.ProjectName = ’projectname’
H.HostName = ’hostname’

実行時に呼び出し ID が指定された特定のジョブのすべての実行をパージする:
このコマンドは、実行時に呼び出し ID が指定された特定のジョブのすべての実行
をパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
DELETE
FROM JobRun
WHERE RUNID IN
( SELECT
FROM
WHERE
AND
AND
AND
AND
AND
)
;

R.RUNID
JobExec AS J, JobRun AS R, Host as H
R.JOBID = J.JOBID
J.HOSTID = H.HOSTID
JobName = ’jobname’
ProjectName = ’projectname’
InvocationId = ’id’
H.HostName = ’hostname’

指定された DataStage プロジェクト内のすべての実行をパージする:
このコマンドは、指定された DataStage プロジェクト内のすべての実行をパージし
ます。
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手順
次のコマンドを実行します。
DELETE
FROM JobExec
WHERE JOBID IN
( SELECT J.JOBID
FROM JobExec AS J, Host as H
WHERE J.HOSTID = H.HOSTID
AND J.ProjectName = ’projectname’
AND H.HostName = ’hostname’
)
;

特定の日付の前に終了したすべての実行をパージする:
このコマンドは、ホストに関係なく特定の日付の前に終了したすべての実行をパー
ジします。
手順
次のコマンドを実行します。
DELETE
FROM JobRun
WHERE RunEndTimestamp < ’2011-09-26’
;

指定されたプロジェクト内の特定の日付の前に終了したすべての実行をパージする
:
このコマンドは、指定されたプロジェクト内の特定の日付の前に終了したすべての
実行をパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
DELETE
FROM JobRun
WHERE RUNID IN
( SELECT
FROM
WHERE
AND
AND
AND
AND
)
;

R.RUNID
JobExec as J, JobRun as R, Host as H
J.JOBID = R.JOBID
J.HOSTID = H.HOSTID
R.RunEndTimestamp < ’2011-09-26’
J.ProjectName = ’projectname’
H.HostName = ’hostname’

関連付けられた実行が存在しなくなったすべてのジョブをパージする:
このコマンドは、ホスト・エンジンに対して、関連付けられた実行が存在しなくな
ったすべてのジョブ・レコードをパージします。
手順
次のコマンドを実行します。
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DELETE
FROM JobExec
WHERE JOBID IN
(
SELECT
FROM
WHERE
GROUP
HAVING
)
;

J.JOBID
JobExec AS J, JobRun AS R
J.JOBID = R.JOBID
BY J.JOBID
COUNT(*) = 0

オペレーション・データベースのユーザー・パスワードの変更
オペレーション・データベースのユーザー・パスワードを変更する場合、オペレー
ション・データベースのリポジトリー接続ファイルを再生成する必要があります。

このタスクについて
オペレーション・データベースのユーザー・パスワードは、データベースの作成時
に指定され、リポジトリーと、各エンジン層コンピューター上のリポジトリー接続
ファイル内に保管されました。以下のステップを使用して、両方の場所を変更しま
す。
サービス層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。

Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベースのユーザ
ー・パスワードの変更
手順
1. AppWatcher プロセスを停止します。 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始
と停止』を参照してください。
2. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
3. RepositoryAdmin ツールを実行して、オペレーション・データベース・リポジト
リーの名前を取得します。
RepositoryAdmin.sh -listRepositories

4. オペレーション・データベース・リポジトリー接続の名前を取得するために、オ
ペレーション・データベースの現在の登録を確認します。
RepositoryAdmin.sh -displayRepository -reposName name

ここで、name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
オペレーション・データベース・リポジトリー接続の名前は、
RepositoryConnection プロパティーに表示されます。
5. 次のコマンドを実行して、オペレーション・データベースのユーザー・パスワー
ドを更新します。
RepositoryAdmin.sh -updateRepositoryConnection
-connectionName connectionName
-reposName name
-connectionPassword newvalue
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ここで、
v connectionName は、オペレーション・データベース・リポジトリー接続の名
前です。
v name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
v newvalue は、パスワードの新しい値です。、パスワードを暗号化します。
6. エンジン層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
スの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。 19 ページの『オペレーショ
ン・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成』を参照してください。
7. AppWatcher プロセスを再開します。 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始
と停止』を参照してください。

Windows 上でのオペレーション・データベースのユーザー・パスワ
ードの変更
手順
1. AppWatcher プロセスを停止します。 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始
と停止』を参照してください。
2. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
3. RepositoryAdmin ツールを実行して、オペレーション・データベース・リポジト
リーの名前を取得します。
RepositoryAdmin.bat -listRepositories

4. オペレーション・データベース・リポジトリー接続の名前を取得するために、オ
ペレーション・データベースの現在の登録を確認します。
RepositoryAdmin.bat -displayRepository -reposName name

ここで、name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
オペレーション・データベース・リポジトリー接続の名前は、
RepositoryConnection プロパティーに表示されます。
5. 次のコマンドを実行して、オペレーション・データベースのユーザー・パスワー
ドを更新します。
RepositoryAdmin.bat -updateRepositoryConnection
-connectionName connectionName
-reposName name
-connectionPassword newvalue

ここで、
v connectionName は、オペレーション・データベース・リポジトリー接続の名
前です。
v name は、オペレーション・データベース・リポジトリーの名前です。
v newvalue は、パスワードの新しい値です。、パスワードを暗号化します。
6. エンジン層をホストしているコンピューター上で、オペレーション・データベー
スの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。 19 ページの『オペレーショ
ン・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成』を参照してください。
7. AppWatcher プロセスを再開します。 40 ページの『AppWatcher プロセスの開始
と停止』を参照してください。
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オペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成
オペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルは、エンジン層がオペ
レーション・データベースに接続するために使用します。

このタスクについて
エンジン層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベースのリポジトリー接続ファ
イルの生成:
手順
1. エンジン層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/Server/
DSODB ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RegistrationCommand ツールを実行して、オペレーシ
ョン・データベースの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。
../../ASBNode/bin/RegistrationCommand.sh -user isadmin -password pswd -gcf
-repository name -cf DSODBConnect.tmpl
-results DSODBConnect.cfg

ここで、
v isadmin は、Information Server 管理者ユーザーです。
v pswd は、isadmin ユーザーのパスワードです。
v name は、オペレーション・データベースのリポジトリーです。
構成ファイル DSODBConnect.cfg が /InformationServer/Server/DSODB ディレ
クトリーに作成されます。
Windows 上でのオペレーション・データベースのリポジトリー接続ファイルの生成
:
手順
1. エンジン層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/Server/
DSODB ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RegistrationCommand ツールを実行して、オペレーシ
ョン・データベースの新規リポジトリー接続ファイルを生成します。
..¥..¥ASBNode¥bin¥RegistrationCommand.bat -user isadmin -password pswd -gcf
-repository name -cf DSODBConnect.tmpl
-results DSODBConnect.cfg

ここで、
v isadmin は、Information Server 管理者ユーザーです。
v pswd は、isadmin ユーザーのパスワードです。
v name は、オペレーション・データベースのリポジトリーです。
構成ファイル DSODBConnect.cfg が ¥InformationServer¥Server¥DSODB ディレ
クトリーに作成されます。
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オペレーション・データベースの削除
モニター・データを収集しなくなった場合は、オペレーション・データベースを削
除します。

手順
1. モニター・データの収集を停止するには、構成ファイルで DSODBON=0 を設定し
ます。
2. システムがリブートしたときに AppWatcher プロセスが確実に開始されるため
に、実行したアクションを元に戻します。
3. オペレーション・データベースを作成したときに生成されたスクリプトがない場
合は、オペレーション・データベース・スキーマの作成および削除に使用するス
クリプトを生成します。 12 ページの『オペレーション・データベース・スキー
マ用スクリプトの生成』を参照してください。
4. オペレーション・データベースとして DB2 を使用している場合は、次のコマン
ドを実行します。
db2
db2
db2
db2

-l
-l
-l
-l

dsodb_remove_user.log -stf dsodb_remove_user
dsodb_remove_functions.log -stf dsodb_remove_functions
dsodb_drop_tables.log -stf dsodb_drop_tables
dsodb_remove_schema.log -stf dsodb_remove_schema

オペレーション・データベースに対して新規データベースを作成した場合は、次
のコマンドを実行してそのデータベースを削除します。
db2 -l dsodb_remove_db.log -stf dsodb_remove_db

5. オペレーション・データベースとして Oracle を使用している場合は、次のコマ
ンドを実行します。
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_remove_functions
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_drop_tables
sqlplus <oracle_system_user/oracle_system_password@database_service_name>
@dsodb_remove_all

例えば、次のコマンドを実行します。
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_remove_functions
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_drop_tables
sqlplus system/manager@ORCL @dsodb_remove_all

6. オペレーション・データベースとして SQL Server を使用している場合は、次の
コマンドを実行します。
sqlcmd -b -i dsodb_remove_functions.sql >> logfile
sqlcmd -b -i dsodb_drop_tables.sql >> logfile
sqlcmd -b -i dsodb_remove_all.sql >> logfile

例えば、次のコマンドを実行します。
sqlcmd -b -i dsodb_remove_functions.sql >> dsodb_remove_functions.log
sqlcmd -b -i dsodb_drop_tables.sql >> dsodb_drop_tables.log
sqlcmd -b -i dsodb_remove_all.sql >> dsodb_remove_all.log

オペレーション・データベース・スキーマ用スクリプトの生成
オペレーション・データベースの作成に使用するスクリプトを生成します。
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このタスクについて
サービス層で使用しているオペレーティング・システムの説明に従ってください。
このタスクは、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロールを持って
いるどのユーザーでも実行できます。
Linux または UNIX 上でのオペレーション・データベース用スクリプトの生成:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、/InformationServer/
ASBServer/bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RepositoryAdmin ツールを実行して、必要なスクリプ
トを生成します。
RepositoryAdmin.sh -saveSQLScripts -reposName name -scriptLocation location

ここで、
v name は、リポジトリーの名前です。
v location は、スクリプトが作成されるディレクトリーです。
3. サービス層をホストしているコンピューターがオペレーション・データベースを
ホストしているコンピューターと同じでない場合は、オペレーション・データベ
ースをホストしているコンピューターにスクリプトをコピーします。
Windows 上でのオペレーション・データベース用スクリプトの生成:
手順
1. サービス層をホストしているコンピューター上で、
¥InformationServer¥ASBServer¥bin ディレクトリーに切り替えます。
2. 次のコマンドを使用して RepositoryAdmin ツールを実行して、必要なスクリプ
トを生成します。
RepositoryAdmin.bat -saveSQLScripts -reposName name -scriptLocation location

ここで、
v name は、リポジトリーの名前です。
v location は、スクリプトが作成されるディレクトリーです。
3. サービス層をホストしているコンピューターがオペレーション・データベースを
ホストしているコンピューターと同じでない場合は、オペレーション・データベ
ースをホストしているコンピューターにスクリプトをコピーします。
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第 3 章 オペレーション・データベース・スキーマ・リファレン
ス
オペレーション・データベースは、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Operations Consoleで表示されるモニター・データを保存します。

オペレーション・データベース
オペレーション・データベースには、モニター対象システム上のすべてのジョブ実
行に関する情報が格納されています。オペレーション・データベースには、それら
のシステム上のシステム・リソースの使用状況についての情報も格納されていま
す。

列タイプ
複数のデータベース・システムが IBM InfoSphere Information Server によってサポ
ートされているためと、列タイプがデータベース・システム間で異なるために、オ
ペレーション・データベースの表内の列を記述するために列タイプ・コードが使用
されます。
表の説明に使用される列タイプ・コードを 表 10 で説明します。
表 10. 列タイプ
列タイプ・
コード
説明

DB2

Oracle

Microsoft SQL
Server

SK

代理キー

BIGINT

NUMBER (19, 0) BIGINT

Int

整数

INTEGER

NUMBER (11, 0) INT

Big

BigInt

BIGINT

NUMBER (19, 0) BIGINT

Txt

ラージ・テキスト・
ストリング1

DBCLOB(512M)

CLOB

NTEXT

XML

XML 構造として保
持される列

XML

XMLTYPE

XML

Tim

タイム・スタンプ2

TIMESTAMP

TIMESTAMP

DATETIME

CHAR(3)

CHAR(3)

CHAR(3)

VARGRAPHIC(n)

VARCHAR2(n)

NVARCHAR(n)

2、3

Ref

参照キー

n

可変長ストリング、
最大長 n3

p,s

10 進数の精度および DECIMAL(p,s)
位取り

DECIMAL(p,s)

DECIMAL(p,s)

Bool

整数値として保持さ
れるブール値、1 は
TRUE を意味し、0
または NULL は
FALSE を意味する

NUMBER(6,0)

SMALLINT

© Copyright IBM Corp. 2011, 2014

SMALLINT
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1

テキスト・ストリングは、行区切り文字に LINEFEED (LF) 文字 (U+001A) を使
用します。

2

すべてのタイム・スタンプは、オペレーション・データベースに協定世界時
(UTC) で格納されます。HostDetail 表には、特定のシステムのタイム・ゾーン設定
に関する情報が保管されています。
3

テキストが最大列長より長い場合、ストリングの真ん中の文字が省略符号 (...) で
置換されて、テキストは短縮されます。

ジョブ実行の監査データの表およびビュー
ジョブ実行の監査データ表には、現在実行中、あるいは、実行が終了した IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブについての情報が含まれています。

JobRun 表
JobRun 表には、すべてのジョブ実行の詳細が含まれています。
表 11. JobRun 表

列名

列タイ
プ・コー
ド
説明

RUNID

SK

ジョブ実行を識別するための代理主キー。

CONTROLLING_RUNID

SK

シーケンス・ジョブなど、ジョブ実行が別の実行から
開始された場合は、この表内のその別の実行の
RUNID の外部キー。

JOBID

SK

JobExec 表内の、このジョブ実行用のジョブ実行可能
ファイルの外部キー。

CONFIGID

SK

パラレル・ジョブ実行の場合は、ParallelConfig 表内
の、ジョブ実行で使用された構成ファイルの詳細の外
部キー。

InvocationId

255

マルチインスタンス・ジョブの場合は、インスタンス
を識別するストリング。
マルチインスタンスでないジョブの場合、この列に
は、呼び出し ID がないことを示す単一のハイフン文
字 (-) が含まれます。

CreationTimestamp

Tim

実行イベントがエンジンによって作成された時刻に設
定されます。
特定の時刻に開始可能なジョブ実行は、特定の呼び出
し ID を持つ、特定のジョブ実行可能ファイルの 1
つのジョブ実行のみであるため、
JOBID、CreationTimestamp、および InvocationId の組
み合わせは、その実行を一意的に識別します。
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LastUpdateTimestamp

Tim

表内のこの行が最後に更新された時刻。

RunStartTimestamp

Tim

実行が開始された時刻。開始されていない場合、値は
NULL です。
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表 11. JobRun 表 (続き)

列名

列タイ
プ・コー
ド
説明

RunEndTimestamp

Tim

実行が終了した時刻。終了していない場合、値は
NULL です。
RunMajorStatus の値が FIN で、RunMinorStatus の値
が SYN の場合、終了時刻として実行が同期された時
刻は不明です。

ElapsedRunSecs

Int

ジョブが終了していない場合は、今までジョブが実行
された時間の長さ (秒)。
ジョブが終了している場合は、ジョブが実行された時
間の長さ (秒)。時間の長さは、RunStartTimestamp 列
と RunEndTimestamp 列から計算されます。
ただし、RunMinorStatus の値が SYN の場合、
ElapsedRunSecs の値はジョブ実行によってレポート
された最後の値に設定されます。

RunType

Ref

通常の実行を検証の実行やリセットの実行と区別しま
す。指定可能な値については、『RunTypeRef ビュ
ー』を参照してください。

RunMajorStatus

Ref

キュー内のジョブ、実行中のジョブ、終了したジョブ
実行をそれぞれ区別します。指定可能な値について
は、『RunMajorStatusRef ビュー』を参照してくださ
い。

RunMinorStatus

Ref

ジョブ実行の状況。この列は、最初の警告メッセージ
または致命的メッセージが出されたときに更新されま
す。指定可能な値については、RunMinorStatusRef を
参照してください。

UserStatus

40

DSSetUserStatus() 関数によって設定される値。この値
は、実行の終了時に記録されます。

MasterPid

Big

DSD.RUN プロセスのプロセス ID。

ConductorPid

Big

パラレル・ジョブの場合のみ、OSH コンダクター・
プロセスのプロセス ID (このプロセスが認識された
後)。

NumMessagesTotal

Int

ジョブ実行によって記録されたメッセージの数。実行
が完了していない場合、合計は、ログ・イベントが発
生した後にその都度更新されるのではなく、定期的に
更新されます。

NumMessagesWarning

Int

ジョブ実行によって記録された警告の数。構成によっ
ては、これらの警告の一部は JobRunLog 表に記録さ
れます。実行が完了していない場合、合計は、ログ・
イベントが発生した後にその都度更新されるのではな
く、一定の間隔で更新されます。
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表 11. JobRun 表 (続き)

列名

列タイ
プ・コー
ド
説明

NumMessagesFatal

Int

ジョブ実行によって記録された致命的メッセージの
数。実行が完了していない場合、合計は、ログ・イベ
ントが発生した後にその都度更新されるのではなく、
一定の間隔で更新されます。異なって構成されていな
い限り、すべての致命的メッセージは JobRunLog 表
に記録されます。

TotalRowsConsumed

Big

すべての行の合計は、Source ステージ・リンクから
カウントします。実行が完了していない場合、合計は
定期的に更新されます。

TotalRowsProduced

Big

すべての行の合計は、Target ステージ・リンクから
カウントします。実行が完了していない場合、合計は
定期的に更新されます。

TotalCPU

Big

すべてのステージおよび制御プロセスで使用された
CPU の合計 (ミリ秒)。

ConfigFileName

255

パラレル・ジョブの場合のみ、実行に使用された
APT_CONFIG_FILE のパス。

TotalPhysicalNodes

Int

パラレル・ジョブの場合のみ、構成ファイルにある異
なる物理ノード名 (fastnames) の数。ノードの詳細
は、ParallelConfig 表にあります。

TotalLogicalNodes

Int

パラレル・ジョブの場合のみ、構成ファイルにある異
なる論理ノード名の数。ノードの詳細は、
ParallelConfig 表にあります。

ISUserName

40

実行を開始した Information Server ユーザー。

DSUserName

40

証明情報がマップされた InfoSphere DataStage ユーザ
ー。

CustomBatchId

40

オプションで各ジョブ実行と一緒に提供されるストリ
ング。このストリングを使用して、必要であればどの
ような方法ででも、実行をグループ化できます。構成
ファイルは、指定されたジョブ・パラメーターをこの
列と関連付けるために使用されます。

CustomJobType、
CustomContact、
CustomSequence、
CustomField1、
CustomField2

40

CustomBatchId 列と同様に、指定されたジョブ・パラ
メーターのカスタム値。

QueueName

80

指定された任意のジョブ・パラメーターから値を選出
するようこれらの列を構成できます。あるいは、
NULL のままにすることも可能です。
ジョブ実行がサブミットされたワークロード管理キュ
ーの名前。

JobExec 表
JobExec 表には、JobRun 表内のジョブ実行によって使用されたジョブ・バージョン
の詳細が含まれています。
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表 12. JobExec 表
列名

列タイプ・コード

説明

JOBID

SK

実行済みのジョブの、個々の
特定の実行可能なバージョン
を識別する代理主キー。

HOSTID

SK

このジョブのプロジェクトを
保持しているホスト・システ
ムの、Host 表内の外部キ
ー。

ProjectName

80

この実行可能ファイルが実行
されたプロジェクト。

JobName

255

ジョブの名前。この名前は、
プロジェクト内で固有です。

CompilationTimestamp

Tim

実行中のジョブ実行可能ファ
イルのバージョンをコンパイ
ルした時刻。同じジョブの実
行でも、実行可能ファイルを
作成したコンパイル時刻が異
なる場合は、異なる JOBID
が使用されます。
HOSTID、 ProjectName、
JobName、および
CompilationTimestamp の組み
合わせは固有です。

FolderPath

255

ジョブがプロジェクト内にあ
るフォルダー。ジョブがリコ
ンパイルされることなく移動
された場合、この列にはジョ
ブの最後の実行のパスが示さ
れます。

JobType

Ref

ジョブのタイプ。指定可能な
値については、『JobTypeRef
ビュー』を参照してくださ
い。

JobShortDescription

Txt

ジョブ実行可能ファイルの説
明。ジョブの説明を変更する
ということは、ジョブをリコ
ンパイルしなければならない
ことを意味します。したがっ
て、CompilationTimestamp も
変更されます。

第 3 章 オペレーション・データベース・スキーマ・リファレンス

87

表 12. JobExec 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

JobLongDescription

Txt

ジョブ実行可能ファイルの詳
細説明。ジョブの詳細説明を
変更するということは、ジョ
ブをリコンパイルしなければ
ならないことを意味します。
したがって、
CompilationTimestamp も変更
されます。

DesignProjectName

80

デザインされたジョブのプロ
ジェクト。

DesignHostName

80

ジョブがデザインされたホス
ト・システム。

IsMultiInstance

Bool

ジョブをマルチ・インスタン
ス・ジョブにすることが可能
である場合は、「真」に設定
されます。

WebServicesEnabled

Bool

ジョブが WebServices ジョ
ブ、すなわち、RTI/WISD ス
テージのあるジョブである場
合は、「真」に設定されま
す。

Host 表
Host 表には、ジョブが開始済みのエンジン・システムの詳細、および、パラレル・
ジョブを分散するために、エンジン・システムによって使用されたリモート・ノー
ドの詳細が含まれています。
HostDetail 表には、Host 表内のすべてのエンジン・システムおよび計算ノードの使
用可能なシステム・リソースに関する情報が含まれています。
表 13. Host 表
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列名

列タイプ・コード

説明

HostName

80

DataStage エンジンまたはリ
モート・システムの名前。こ
の名前は、hostname コマン
ドを実行して取得するか、設
定済みの場合は
DS_HOSTNAME_ALIAS 環境変数
から取得します。名前は大文
字に正規化されます。
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表 13. Host 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

InstallationDir

255

ホスト上の DataStage エンジ
ンのインストールに関連付け
られた DSODB ディレクトリ
ーの場所。これを使用して、
同じシステム上の複数の
IBM InfoSphere Information
Server のインストールを区別
できます。
この列が単一のハイフン (-)
から成るストリングである場
合、ホストはエンジン・ノー
ドではなくリモート・ノード
を表します。
HostName と InstallationDir
の組み合わせは固有です。

CreatedTimestamp

Tim

表にこの行が挿入された時
刻。

MonStartTimestamp

Tim

EngMonApp プロセスが開始
し、この行をそれ自体のイン
ストールを表す行として特定
した直近の時刻。

JobRunParams 表
JobRunParams 表には、XML フラグメントとして保管されている、JobRun 表内のそ
れぞれのジョブ実行ごとに使用されるパラメーターが含まれています。
表 14. JobRunParams 表
列名

列タイプ・コード

説明

RUNID

SK

このパラメーター値セットが
属している、JobRun 表内の
ジョブ実行の外部キー。

ParamList

XML

パラメーター値を収容してい
る XML フラグメント。この
情報を抽出するには、
JobRunParamsView ビューを
使用します。

JobRunParamsView ビュー
JobRunParamsView ビューは、JobRunParams 表の ParamList 列が拡張されたもので
す。JobRunParamsView ビューでは、JobRun 表内のすべてのジョブ実行でのパラメ
ーター名とパラメーター値がそれぞれ拡張されています。
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表 15. JobRunParamsView ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

RUNID

SK

このパラメーター値セットが
属している、JobRun 表内の
ジョブ実行の外部キー。

ParamName

255

パラメーターの名前。

ParamValue

255

パラメーターの値。

JobRunLog 表
JobRunLog 表には、モニター構成設定と一致した、JobRun 表内のジョブ実行によっ
て出されたすべてのイベントが含まれています。
表 16. JobRunLog 表
列名

列タイプ・コード

説明

RUNID

SK

このログを出したジョブ実行
について、JobRun 表内のジ
ョブ実行の外部キー。

EventId

Int

実行のログ・イベントをソー
トするために使用可能な番
号。EventId は、RT_LOG ファ
イル 内にあるイベント番号
とは限りません。
RUNID と EventID の組み合
わせは固有です。
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LogTimestamp

Tim

ジョブ実行によってログ・イ
ベントが出された時刻を最も
近い時刻に丸めたもの。

LogType

Ref

ログ・イベントのメッセー
ジ・タイプ。指定可能な値に
ついては、『LogTypeRef ビ
ュー』を参照してください。

MessageID

24

メッセージの ID ストリン
グ。例: IIS-DSEE-TFSC-00010
または IIS-DSTAGE-RUN-I0158。

ContentType

24

特定のメッセージが特別な意
味を持っていることを示すた
めに使用します。この列に表
示される値は、CaptureLog
オプションを使用して構成フ
ァイルで用意します。

MessageText

Txt

ログに記録されたメッセージ
の全文。
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ParallelConfig 表
ParallelConfig 表には、ジョブ実行で使用された各パラレル・ジョブ構成ファイル内
のすべてのエンジンの詳細が含まれています。この構成ファイルには、XML フラグ
メントとして保管されている物理ノードと論理ノードの固有のセットが含まれてい
ます。
表 17. ParallelConfig 表
列名

列タイプ・コード

説明

CONFIGID

SK

代理主キー。

HOSTID

SK

この定義を使用したジョブ実
行をホストしたエンジンの
Host 表内の Host の外部キ
ー。

CreationTimestamp

Tim

表にこの行が挿入された時
刻。

NodeListHash

Int

Nodelist 列のハッシュ・キ
ー。HOSTID 列と組み合わせ
ると、この表の固有キーとな
ります。

NodeList

XML

物理ノードと論理ノードを収
容している XML フラグメン
ト。この情報を抽出するに
は、ParallelConfigNodes ビュ
ーを使用します。

ParallelConfigNodes ビュー
ParallelConfigNodes ビューは、ParellelConfig 表の NodeList 列を拡張したもので
す。ParallelConfigNodes ビューには、ジョブ実行内で使用された各パラレル・ジョ
ブ構成ファイル内のすべてのエンジンの詳細が表示されます。この構成ファイルに
は、個々の物理ノードに示されている、物理ノードと論理ノードの固有のセットが
含まれています。
表 18. ParallelConfigNodes ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

CONFIGID

SK

代理主キー。

HOSTID

SK

この定義を使用したジョブ実
行をホストしたエンジンの
Host 表内の Host の外部キ
ー。

PhysicalName

255

fastname と呼ばれる物理ノ
ードの名前。

NumLogicalNodes

Int

この物理ノードに割り当てら
れている論理ノードの数。
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ジョブ実行のメトリック表およびビュー
ジョブ実行のメトリック表には、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョブ
実行で使用されたリソースについての情報が含まれています。

JobStage 表
JobStage 表には、イベントを出したすべてのジョブ・ステージについての静的な詳
細情報、つまり、コンパイル時刻に設定されたステージの詳細情報が含まれていま
す。
JobRunStage 表には、すべてのジョブ実行におけるすべてのステージの処理の詳細が
含まれています。
表 19. JobStage 表
列名

列タイプ・コード

説明

STAGEID

SK

ジョブ・ステージの代理主キ
ー。

JOBID

SK

このステージがコンパイルさ
れたときに属していた、
JobExec 表内のジョブの外部
キー。

StageName

80

ステージの名前。

ContainerPath

255

ステージがコンテナーに収容
されている場合は、コンテナ
ーのパス。
ステージがジョブの最上位に
ある場合は、この列にハイフ
ン (-) が含まれます。
JOBID、StageName、および
ContainerPath の組み合わせは
固有です。

StageDescription

Txt

ステージの説明。

StageTypeName

40

Designer クライアントに表示
されている、ステージのステ
ージ・タイプ。

JobRunStage 表
JobRunStage 表には、すべてのジョブ実行におけるすべてのステージの処理の詳細が
含まれています。
表 20. JobRunStage 表
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列名

列タイプ・コー
ド

説明

RUNID

SK

JobRun 表内のジョブ実行の外部キー。
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表 20. JobRunStage 表 (続き)
列名

列タイプ・コー
ド

説明

STAGEID

SK

JobStage 表内のステージの外部キー。
RUNID と STAGEID の組み合わせは固有
です。

StageStartTimeStamp

Tim

ステージが開始した時刻。

StageEndTimeStamp

Tim

ステージが終了した時刻。ステージがまだ
実行されている場合、この列は NULL に
設定されます。

LastUpdateTimeStamp

Tim

表内のこの行が最後に更新された時刻。

ElapsedRunSecs

Int

ステージが実行された時間の長さ (秒)。
時間の長さは、StageStartTimeStamp 列と
StageEndTimeStamp 列から計算されます。

StageStatus

Ref

ステージの状況。指定可能な値について
は、『StageStatusRef ビュー』を参照して
ください。

NumInstances

Int

パラレル・ジョブの場合は、使用されたス
テージのインスタンスの数。サーバー・ジ
ョブの場合、インスタンスの数は常に 1
です。
NumInstances 列には、InstancePidList 列と
InstanceCPUList 列内にあるエントリーの
数が示されます。

InstancePidList

512

プロセス ID の、コンマ区切りのリス
ト。

InstanceCPUList

512

InstancePidList 列内の各プロセスのステー
ジのインスタンスによって使用された
CPU 時間 (ミリ秒) の、コンマ区切りの
リスト。

TotalCPU

Int

InstanceCPUList 列内のすべてのエントリ
ーを合わせた、CPU 時間の合計 (ミリ
秒)。

JobLink 表
JobLink 表には、イベントが出されたすべてのリンクについての静的な詳細情報、つ
まり、コンパイル時に設定されたリンクの詳細情報が含まれています。
JobRunLink 表には、すべてのジョブ実行におけるすべてのリンクの使用の詳細情報
が含まれています。
表 21. JobLink 表
列名

列タイプ・コード

説明

LINKID

SK

リンクの代理主キー。
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表 21. JobLink 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

FROMSTAGEID

SK

このリンクの出力元であるス
テージについて、JobRunStage
表内のステージの外部キー。

TOSTAGEID

SK

このリンクの入力先であるス
テージについて、JobRunStage
表内のステージの外部キー。

LinkName

80

リンクの名前。この名前は、
リンクが接続するステージの
ペアにおいて固有です。
FROMSTAGEID、
TOSTAGEID、および
LinkName の組み合わせは固
有です。

LinkType

Ref

リンクのタイプ。指定可能な
値については、
『LinkTypeRef ビュー』を参
照してください。

LinkDescription

Txt

リンクの説明。

IsSource

Bool

リンクが外部データ・ソース
から読み取っている場合は、
「真」に設定されます。

IsTarget

Bool

リンクが外部ターゲットに書
き込んでいる場合は、「真」
に設定されます。

JobRunLink 表
JobRunLink 表には、すべてのジョブ実行におけるすべてのリンクの使用の詳細情報
が含まれています。
表 22. JobRunLink 表
列名

列タイプ・コード

説明

RUNID

SK

JobRun 表内のジョブ実行の
外部キー。

LINKID

SK

JobLink 表内のリンクの外部
キー。
RUNID と LINKID の組み合
わせは固有です。
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LOCATORID

SK

DataLocator 表内のロケータ
ーの外部キー (リンクがその
情報をレポートする場合)。

LastUpdateTimeStamp

Tim

表内のこの行が最後に更新さ
れた時刻。
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表 22. JobRunLink 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

InstanceRowsList

512

リンクによって処理された行
の数。この列は、例えば、複
数ノード上で実行されている
パラレル・ジョブによってリ
ンクの複数のインスタンスが
使用された場合は、コンマ区
切りのリストとなります。

TotalRows

Big

InstanceRowsList 列内の、リ
ンクのすべてのインスタンス
によって処理されたすべての
行の合計。

DataLocator 表
DataLocator 表には、すべてのジョブ実行におけるすべてのリンクのすべてのソース
またはすべてのターゲットの詳細が含まれています。
DataLocator 表を使用して、同じデータ・ソースを読み取るジョブ実行、または同じ
データ・ソースに書き込むジョブ実行を接続します。
表 23. DataLocator 表
列名

列タイプ・コード

説明

LOCATORID

SK

ロケーターの代理主キー。

CreationTimestamp

Tim

表にこの行が挿入された時
刻。

ComputerName

80

データ・ソースまたはデー
タ・ターゲットをホストして
いるシステムの名前。

SoftwareProductName

60

リソースを含むソフトウェ
ア・システムの名前。例: DB2
または FileSystem。

DataStoreSubclass

20

データ・ストアのタイプ。例:
DATABASE または
DIRECTORY。

DataStoreName

80

データ・ストアの名前。

DataSchemaSubclass

20

データ・スキーマのタイプ。
例: SCHEMA または FILE。

DataSchemaName

80

データ・スキーマの名前 (あ
る場合)。

DataCollectionSubclass

20

データ・コレクションのサブ
クラス。通常、サブクラスは
TABLE または FILE です。

DataCollectionName

80

データ・コレクションの名
前。通常は、表の名前または
ファイルのパスです。
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ロケーターの例
ローカル順次ファイルに書き込むパラレル・ジョブのロケーターは、次のような値
を持っています。
ComputerName
SoftwareProductName
DataStoreSublass
DataStoreName
DataSchemaSubClass
DataSchemaName
DataCollectionSubClass
DataCollectionName

=
=
=
=
=
=
=
=

NAME1
FileSystem
DIRECTORY
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects¥dstage0
FILE
PXFILE1.txt
FILE
PXFILE1.txt

Microsoft Windows 上の ODBC ソースから読み取るパラレル・ジョブのロケーター
は、次のような値を持っています。
ComputerName
SoftwareProductName
DataStoreSubClass
DataStoreName
DataSchemaSubClass
DataSchemaName
DataCollectionSubClass
DataCollectionName

=
=
=
=
=
=
=
=

NAME1
PX-ODBC
DATABASE
XMETADSN
SCHEMA
db2admin
TABLE
DB2_TEST1

参照表および参照ビュー
参照表は、ジョブ実行監査データ表およびジョブ実行のメトリック表に含まれてい
るコードの読み取り可能なストリング (英語) を提供します。

MasterRef 表
MasterRef 表には、ジョブ実行監査表およびジョブ実行のメトリック表で使用されて
いる列挙についてのわかりやすい説明が含まれています。
JobTypeRef、 RunTypeRef、 RunMajorStatus、 RunMinorStatus、 LogTypeRef、
StageStatusRef、 および LinkTypeRef のビューを使用すると、 列挙を使用する表に
格納されているコードの意味がわかります。
表 24. MasterRef 表
列名

列タイプ・コード

説明

列挙

20

列挙の名前。

コード

3

列挙の 3 文字のコード。こ
れらのストリングは、列挙を
使用する表内に格納されてい
ます。

名前

32

コードのロング・ネーム。

説明

255

コードの説明。

スキーマのバージョン
以下のように、MasterRef 表には、インストール済みのオペレーション・データベー
ス・スキーマのバージョンを示すレコードも含まれています。

96

Operations Console ガイドとリファレンス

表 25. エラー・コード
列挙名

コード

名前

説明

バージョン

SCH

1

YYYY-MM-DD から
のスキーマのバージ
ョン

以下の SQL 照会を実行することによって、スキーマのバージョンを抽出できま
す。
SELECT
FROM
WHERE
AND

Name
MasterRef
Enumeration = ’Version’
Code = ’SCH’;

エラー・コード
予期しない値がジョブ実行イベントによって生成されると、列挙は以下の 2 つのエ
ラー・コードも返します。
表 26. エラー・コード
コード

名前

説明

?!?

無効な値

非数値の値が見つかりました

!!!

不明な値

範囲外の数値が見つかりまし
た

JobTypeRef ビュー
JobTypeRef ビューには、JobExec 表で使用されている JobType 値が列挙されます。
表 27. JobTypeRef ビュー
JobTypeCode

JobTypeName

JobTypeDescription

SRV

サーバー

サーバー・ジョブ

PAR

パラレル

パラレル・ジョブ

SEQ

シーケンス

ジョブ・シーケンス

RunTypeRef ビュー
RunTypeRef ビューには、JobRun 表で使用されている RunType 値が列挙されま
す。
表 28. RunTypeRef ビュー
RunTypeCode

RunTypeName

RunTypeDescription

RUN

実行

通常の実行モード

VAL

検証

検証のみの実行

RES

リセット

リセットの実行

RunMajorStatus ビュー
RunMajorStatus ビューには、JobRun 表で使用されている RunMajorStatus 値が列挙
されます。
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表 29. RunMajorStatus ビュー
MajorStatusCode

MajorStatusName

MajorStatusDescription

SUB

サブミット済み

実行はサブミットされました
が、まだ開始されていません

STA

開始済み

実行は開始済みです

FIN

完了

実行は完了しました

RunMinorStatus ビュー
RunMinorStatus ビューには、JobRun 表で使用されている RunMinorStatus 値が列挙
されます。
表 30. RunMinorStatus ビュー
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MinorStatusCode

MinorStatusName

MinorStatusDescription

QUE

サブミット済み - 待機状態

実行はキューで待機中です
(MajorStatusCode = SUB)

STR

サブミット済み - 開始中

実行は開始されようとしてい
ます (MajorStatusCode =
SUB)

RUN

実行中 - 警告なし

実行中であり、まだログに警
告メッセージまたは致命的メ
ッセージは記録されていませ
ん (MajorStatusCode = RUN)

RNW

実行中 - 警告あり

実行中であり、ログに少なく
とも 1 つの警告メッセージ
が記録されていますが、致命
的メッセージはありません
(MajorStatusCode = RUN)

RNF

実行中 - 致命的あり

実行中であり、ログに少なく
とも 1 つの致命的メッセー
ジが記録されています
(MajorStatusCode = RUN)

RNS

実行中 - 停止要求

実行中ですが、外部停止要求
を受け取りました
(MajorStatusCode = RUN)

FOK

完了 - OK

警告メッセージまたは致命的
メッセージがログに記録され
ることなく、実行が終了しま
した (MajorStatusCode = FIN)

FWW

終了 - 警告あり

実行が終了し、ログに少なく
とも 1 つの警告メッセージ
が記録されていますが、致命
的メッセージはありません
(MajorStatusCode = FIN)

FWF

終了 - 異常終了

実行が終了し、ログに少なく
とも 1 つの致命的メッセー
ジが記録されました
(MajorStatusCode = FIN)
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表 30. RunMinorStatus ビュー (続き)
MinorStatusCode

MinorStatusName

MinorStatusDescription

CRA

終了 - クラッシュ

予期せず実行が終了しました
(MajorStatusCode = FIN)

STP

終了 - 要求によって停止

外部停止要求のために、実行
は終了しました
(MajorStatusCode = FIN)

SYN

終了 - 同期

保守点検のため、実行は強制
的に終了状態に設定されてい
ます (MajorStatusCode = FIN)

LogTypeRef ビュー
LogTypeRef ビューには、JobRunLog 表で使用されている LogType 値が列挙されま
す。
表 31. LogTypeRef ビュー
LogTypeCode

LogTypeName

LogTypeDescription

INF

情報

単なる通知メッセージです

WAR

警告

警告メッセージ

FAT

致命的

致命的メッセージ - ジョブは
異常終了します

REJ

リジェクト

ステージ・リジェクト・メッ
セージ

CTL

制御

ジョブの開始または終了

PUR

パージ

ログ・ファイル内の前のメッ
セージがパージされました

RUN

RunJob

ジョブ実行がシーケンスの制
御下で開始されました、また
は呼び出し元に戻りました

StageStatusRef ビュー
StageStatusRef ビューには、JobRunStage 表で使用されている StageStatus 値が列挙
されます。
表 32. StageStatusRef ビュー
StageStatusCode

StageStatusName

StageStatusDescription

RDY

準備完了

ステージを実行する準備がで
きましたが、まだ開始されて
いません。あるいは、このス
テージは、常にこの状態にあ
る Server job passive ステー
ジ (ソース/ターゲット) で
す。

RUN

実行中

ステージは実行中です。

FIN

完了

ステージは完了しました。
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LinkTypeRef ビュー
LinkTypeRef ビューには、JobLink 表で使用されている LinkType 値が列挙されま
す。
表 33. LinkTypeRef ビュー
LinkTypeCode

LinkTypeName

LinkTypeDescription

PRI

1 次

2 つのステージ間の 1 次リ
ンク

REF

参照資料

ステージへの参照入力

REJ

リジェクト

ステージからのリジェクト出
力

ジョブ実行時系列データの表およびビュー
ジョブ実行時系列データの表には、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ジョ
ブ実行の実行期間にわたる進行状況についての情報が含まれています。

JobRunUsage 表
JobRunUsage 表には、XML フラグメントとして保管されている、ジョブ実行の期間
にわたる、ジョブ実行によって消費および生成された行の数のスナップショットが
含まれています。
各行内のスナップショットの数は、行のサイズが固定最大サイズを超えないよう制
限されています。この制限は、構成ファイルで指定できます。撮られたスナップシ
ョットは、現在行に追加されます。現行行に追加すると行の最大サイズを超える場
合は、新規行として挿入されます。
表 34. JobRunUsage 表
列名

列タイプ・コード

説明

StartTimestamp

Tim

行内の最初のスナップショッ
トが記録された時刻。

RUNID

SK

このスナップショット・セッ
トが属している、JobRun 表
内のジョブ実行の外部キー。
RUNID 列および
StartTimestamp 列の組み合わ
せは、この表内で固有のキー
です。
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EndTimestamp

Tim

行内の最後のスナップショッ
トが記録された時刻。

ResourceInfo

Txt

スナップショット・データを
収容している XML フラグメ
ント。この情報を抽出するに
は、JobRunTotalRowUsage ビ
ューを使用します。
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JobRunTotalRowUsage ビュー
JobRunTotalRowUsage ビューは、JobRunUsage 表の ResouceInfo 列を拡張したもの
です。JobRunTotalRowUsage ビューには、JobRunUsage 表内の、各スナップショッ
トによって消費および生成された行の数が表示されます。
表 35. JobRunTotalRowUsage ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

RUNID

SK

このスナップショット・セッ
トが属している、JobRun 表
内のジョブ実行の外部キー。
RUNID 列および
StartTimestamp 列の組み合わ
せは、この表内で固有のキー
です。

StartTimestamp

Tim

行内の最初のスナップショッ
トが記録された時刻。

EndTimestamp

Tim

行内の最後のスナップショッ
トが記録された時刻。

RunElapsedSecs

Int

実行を開始してから経過した
時間 (秒)。

TotalRowsConsumed

Big

スナップショットの時点での
すべてのソース・ステージ・
リンクの行カウントの合計。

TotalRowsProduced

Big

スナップショットの時点での
すべてのターゲット・ステー
ジ・リンクの行カウントの合
計。

システム・リソース使用状況の表およびビュー
システム・リソース使用状況表には、すべてのエンジン・システムのシステム・リ
ソース使用状況と、エンジン・システムがパラレル・ジョブのデプロイに使用する
計算ノードのシステム・リソース使用状況に関する情報が含まれています。

HostDetail 表
HostDetail 表には、Host 表内のすべてのエンジン・システムおよび計算ノードの使
用可能なシステム・リソースに関する情報が含まれています。
表 36. HostDetail 表
列名

列タイプ・コード

説明

CreatedTimestamp

Tim

この行が作成された時刻。

HOSTED

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。
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表 36. HostDetail 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

LastCheckedTimestamp

Tim

ホスト・システムが最後にこ
の情報を報告し、情報が変更
されていないことを検出した
時刻。LastCheckedTimestamp
列は、最初は
CreatedTimestamp 列と同じ値
に設定されます。

UTCOffsetMins

Int

現行タイム・ゾーンと現行協
定世界時 (UTC) 間のオフセ
ット (分)。

TimezoneName

80

LastCheckedTimestamp の時点
でのタイム・ゾーンの名前。

PlatformName

80

オペレーティング・システム
の記述名。

PlatformVersion

80

オペレーティング・システム
のバージョン・ストリング。

NumCPUs

Int

ホスト・システム上の CPU
の数。

CPUModel

80

ハードウェアの記述名。

PhysicalMemoryKB

Big

ホスト・システムの物理メモ
リーのサイズ (キロバイト)。

VirtualMemoryKB

Big

ホスト・システムの仮想メモ
リーのサイズ (キロバイト)。

特定の時刻におけるホストの状態は、その時刻の直前の CreatedTimestamp のある行
を抽出することによって明らかになります。
注: HEAD_HOSTID 列によって指されているホストの LastCheckedTimestamp が
Host.MonStartTimestamp より早い場合、EngMonApp プロセスが開始されて以降、こ
のホストはその詳細をレポートしていません。この場合、ホストの詳細は信頼でき
る情報ではありません。
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現在のシステム・リソース使用状況の表およびビュー
現在のシステム・リソース使用状況の表には、すべてのエンジン・システムの現在
のシステム・リソース使用状況と、エンジン・システムがパラレル・ジョブのデプ
ロイに使用する計算ノードの現在のシステム・リソース使用状況に関する情報が含
まれています。

ResourceSnap 表
ResourceSnap 表には、すべてのモニター対象システムについての現在のシステム・
リソース使用状況に関する情報が含まれています。
ResourceSnap 表から情報を抽出するには、ResourceSnapSystem ビューと
ResourceSnapDisks ビューを使用します。
表 37. ResourceSnap 表
列名

列タイプ・コード

説明

HOSTID

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

LastUpdateTimestamp

Tim

この行が最終更新された時
刻。
注: HEAD_HOSTID 列によっ
て指されているホストの
LastUpdatedTimestamp が
Host.MonStartTimestamp より
早い場合、このホストはもは
やモニターされていません。

CPUPctUser

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の比率 (%)。

CPUPctPrivileged

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の比率 (%)。

CPUPctIdle

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の比率 (%)。

CPUPctStolen

4,1

流用された CPU 時間の比率
(%)(Linux のみ)。

CPUPctIOWait

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の比率 (%)
(Windows 上以外)。

ProcNumRunning

Int

実行中のプロセスの数
(Windows 上以外)。
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表 37. ResourceSnap 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

ProcNumWaiting

Int

リソース上で待機しているプ
ロセスの数 (Windows 上以
外)。

ProcNumSleeping

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの数
(Windows 上以外)。

ProcNumZombied

Int

ゾンビ・プロセスの数
(Windows 上以外)。

ProcNumBlocked

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の数 (Windows 上以外)。

MemFreeKBPhysical

Int

未使用の物理 RAM のサイズ
(キロバイト)。

MemFreeKBVirtual

Int

未使用スワップ・メモリーの
サイズ (キロバイト)。

PageNumIn

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの数。

PageNumOut

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの数。

PageNumInterrupts

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの数。

PageNumSwitches

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの数。

DiskSnap

XML

ディスク使用状況のスナップ
ショット・データを収容して
いる XML フラグメント。こ
の情報を抽出するには、
ResourceSnapDisks ビューを
使用します。

注: すべてのプラットフォーム上のホスト・システムについてのすべての列に値が
設定されているわけではありません。設定されていない列には NULL が含まれま
す。
Windows の場合、CPUPctStolen、 CPUPctIOWait、 ProcNumWaiting、
ProcNumSleeping、 ProcNumZombied、および ProcNumBlocked の列が設定されませ
ん。
CPUPctStolen 列は、Linux 上でのみ設定されます。

ResourceSnapSystem ビュー
ResourceSnapSystem ビューには、ResourceSnap 表内のすべてのシステムの現在のシ
ステム・リソース使用状況に関する情報が表示されます。

104

Operations Console ガイドとリファレンス

表 38. ResourceSnapSystem ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

HOSTID

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

LastUpdateTimestamp

Tim

この行が最終更新された時
刻。
注: HEAD_HOSTID 列によっ
て指されているホストの
LastUpdatedTimestamp が
Host.MonStartTimestamp より
早い場合、このホストはもは
やモニターされていません。

CPUPctUser

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の比率 (%)。

CPUPctPrivileged

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の比率 (%)。

CPUPctIdle

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の比率 (%)。

CPUPctStolen

4,1

流用された CPU 時間の比率
(%)(Linux のみ)。

CPUPctIOWait

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の比率 (%)
(Windows 上以外)。

ProcNumRunning

Int

実行中のプロセスの数
(Windows 上以外)。

ProcNumWaiting

Int

リソース上で待機しているプ
ロセスの数 (Windows 上以
外)。

ProcNumSleeping

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの数
(Windows 上以外)。

ProcNumZombied

Int

ゾンビ・プロセスの数
(Windows 上以外)。

ProcNumBlocked

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の数 (Windows 上以外)。

MemFreeKBPhysical

Int

未使用の物理 RAM のサイズ
(キロバイト)。
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表 38. ResourceSnapSystem ビュー (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

MemFreeKBVirtual

Int

未使用スワップ・メモリーの
サイズ (キロバイト)。

PageNumIn

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの数。

PageNumOut

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの数。

PageNumInterrupts

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの数。

PageNumSwitches

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの数。

注: すべてのプラットフォーム上のホスト・システムについてのすべての列に値が
設定されているわけではありません。設定されていない列には NULL が含まれま
す。
Windows の場合、CPUPctStolen、 CPUPctIOWait、 ProcNumWaiting、
ProcNumSleeping、 ProcNumZombied、および ProcNumBlocked の列が設定されませ
ん。
CPUPctStolen 列は、Linux 上でのみ設定されます。

ResourceSnapDisks ビュー
ResourceSnapDisks ビューには、ResourceSnap 表内のすべてのシステムの現在のファ
イル・システム使用状況に関する情報が表示されます。
表 39. ResourceSnapDisks ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

HOSTID

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

LastUpdateTimestamp
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Tim

この行が最終更新された時
刻。
注: HEAD_HOSTID 列によっ
て指されているホストの
LastUpdatedTimestamp が
Host.MonStartTimestamp より
早い場合、このホストはもは
やモニターされていません。

表 39. ResourceSnapDisks ビュー (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

DiskPathMonitored

255

構成ファイルに指定されてい
る、モニター対象ディスクの
ファイル・システム・パス。

DiskTotalKB

Big

ディスクのキロバイト数。

DiskFreeKB

Big

ディスク上の空きキロバイト
数。

過去のシステム・リソース使用状況の表およびビュー
過去のシステム・リソース使用状況の表には、すべてのエンジン・システムの過去
のシステム・リソース使用状況と、エンジン・システムがパラレル・ジョブのデプ
ロイに使用する計算ノードの過去のシステム・リソース使用状況に関する情報が含
まれています。

ResourceUsage 表
ResourceUsage 表には、すべてのモニター対象システムについての過去のシステム・
リソース使用状況に関する情報が含まれています。
ResourceUsage 表の行に保持される値は、HOSTID 列と HEAD_HOSTID 列の組み
合わせが同じである ResourceSnap 表への継続的な更新から得られるものです。
ResourceSnap 表が更新されると、構成された数の更新の分について、更新に関連す
る値がアグリゲートされ、値のサンプル・セットが収集された期間に対して、1 つ
の行が ResourceUsage 表に挿入されます。 ResourceSnap 表で収集される各デー
タ・ポイントで、サンプル・セットの最大値、最小値、および平均値が計算され、
これらのアグリゲート値が ResourceUsage 表に保管されます。
ResourceUsage 表から情報を抽出するには、ResourceUsageSystem ビューと
ResourceUsageDisks ビューを使用します。
表 40. ResourceUsage 表
列名

列タイプ・コード

説明

HOSTID

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

StartTimestamp

Tim

この行が関連しているサンプ
ル期間の始まり。
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表 40. ResourceUsage 表 (続き)
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列名

列タイプ・コード

説明

EndTimestamp

Tim

この行が関連しているサンプ
ル期間の終り。
注: HEAD_HOSTID 列によっ
て指されているホストの
EndTimestamp が
MonStartTimestamp より早い
場合、このホストはもはやモ
ニターされていません。

NumSamples

Int

このアグリゲート行に含める
サンプルの数。

CPUPctUserAvg

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の平均比率
(%)。

CPUPctUserMax

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の最大比率
(%)。

CPUPctUserMin

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の最小比率
(%)。

CPUPctPrivilegedAvg

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の平均比率
(%)。

CPUPctPrivilegedMax

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の最大比率
(%)。

CPUPctPrivilegedMin

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の最小比率
(%)。

CPUPctIdleAvg

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の平均比率 (%)。

CPUPctIdleMax

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の最大比率 (%)。

CPUPctIdleMin

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の最小比率 (%)。

CPUPctStolenAvg

4,1

流用された CPU 時間の平均
比率 (%)(Linux のみ)。

CPUPctStolenMax

4,1

流用された CPU 時間の最大
比率 (%)(Linux のみ)。

CPUPctStolenMin

4,1

流用された CPU 時間の最小
比率 (%)(Linux のみ)。

CPUPctIOWaitAvg

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の平均比率 (%)
(Windows 上以外)。
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表 40. ResourceUsage 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

CPUPctIOWaitMax

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の最大比率 (%)
(Windows 上以外)。

CPUPctIOWaitMin

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の最小比率 (%)
(Windows 上以外)。

ProcNumRunningAvg

Int

実行中のプロセスの平均数
(Windows 上以外)。

ProcNumRunningMax

Int

実行中のプロセスの最大数
(Windows 上以外)。

ProcNumRunningMin

Int

実行中のプロセスの最小数
(Windows 上以外)。

ProcNumWaitingAvg

Int

リソースで待機しているプロ
セスの平均数 (Windows 上以
外)。

ProcNumWaitingMax

Int

リソースで待機しているプロ
セスの最大数 (Windows 上以
外)。

ProcNumWaitingMin

Int

リソースで待機しているプロ
セスの最小数 (Windows 上以
外)。

ProcNumSleepingAvg

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの平
均数 (Windows 上以外)。

ProcNumSleepingMax

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの最
大数 (Windows 上以外)。

ProcNumSleepingMin

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの最
小数 (Windows 上以外)。

ProcNumZombiedAvg

Int

ゾンビ・プロセスの平均数
(Windows 上以外)。

ProcNumZombiedMax

Int

ゾンビ・プロセスの最大数
(Windows 上以外)。

ProcNumZombiedMin

Int

ゾンビ・プロセスの最小数
(Windows 上以外)。

ProcNumBlockedAvg

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の平均数 (Windows 上以
外)。

ProcNumBlockedMax

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の最大数 (Windows 上以
外)。
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表 40. ResourceUsage 表 (続き)
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列名

列タイプ・コード

説明

ProcNumBlockedMin

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の最小数 (Windows 上以
外)。

MemFreeKBPhysicalAvg

Big

未使用の物理 RAM の平均キ
ロバイト数。

MemFreeKBPhysicalMax

Big

未使用の物理 RAM の最大キ
ロバイト数。

MemFreeKBPhysicalMin

Big

未使用の物理 RAM の最小キ
ロバイト数。

MemFreeKBVirtualAvg

Big

未使用スワップ・メモリーの
平均キロバイト数。

MemFreeKBVirtualMax

Big

未使用スワップ・メモリーの
最大キロバイト数。

MemFreeKBVirtualMin

Big

未使用スワップ・メモリーの
最小キロバイト数。

PageNumInAvg

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの平均数。

PageNumInMax

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの最大数。

PageNumInMin

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの最小数。

PageNumOutAvg

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの平均数。

PageNumOutMax

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの最大数。

PageNumOutMin

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの最小数。

PageNumInterruptsAvg

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの平均数。

PageNumInterruptsMax

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの最大数。

PageNumInterruptsMin

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの最小数。

PageNumSwitchesAvg

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの平均数。

PageNumSwitchesMax

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの最大数。

PageNumSwitchesMin

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの最小数。
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表 40. ResourceUsage 表 (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

DiskUsage

XML

ディスク使用状況のデータを
収容している XML フラグメ
ント。この情報を抽出するに
は、ResourceUsageDisks ビュ
ーを使用します。

注: すべてのプラットフォーム上のホスト・システムについてのすべての列に値が
設定されているわけではありません。設定されていない列には NULL が含まれま
す。
Windows の場合、CPUPctStolen、 CPUPctIOWait、 ProcNumWaiting、
ProcNumSleeping、 ProcNumZombied、および ProcNumBlocked の列が設定されませ
ん。
CPUPctStolen 列は、Linux 上でのみ設定されます。

ResourceUsageSystem ビュー
ResourceUsageSystem ビューには、ResourceUsage 表内のすべてのシステムについて
の過去のシステム・リソース使用状況に関する情報が示されます。
表 41. ResourceUsageSystem ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

HOSTID

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

StartTimestamp

Tim

この行が関連しているサンプ
ル期間の始まり。

EndTimestamp

Tim

この行が関連しているサンプ
ル期間の終り。
注: HEAD_HOSTID 列によっ
て指されているホストの
EndTimestamp が
MonStartTimestamp より早い
場合、このホストはもはやモ
ニターされていません。

NumSamples

Int

このアグリゲート行に含める
サンプルの数。
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表 41. ResourceUsageSystem ビュー (続き)
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列名

列タイプ・コード

説明

CPUPctUserAvg

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の平均比率
(%)。

CPUPctUserMax

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の最大比率
(%)。

CPUPctUserMin

4,1

ユーザー・モードで使用され
た CPU 時間の最小比率
(%)。

CPUPctPrivilegedAvg

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の平均比率
(%)。

CPUPctPrivilegedMax

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の最大比率
(%)。

CPUPctPrivilegedMin

4,1

システム・モードで使用され
た CPU 時間の最小比率
(%)。

CPUPctIdleAvg

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の平均比率 (%)。

CPUPctIdleMax

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の最大比率 (%)。

CPUPctIdleMin

4,1

アイドル状態で使用された
CPU 時間の最小比率 (%)。

CPUPctStolenAvg

4,1

流用された CPU 時間の平均
比率 (%)(Linux のみ)。

CPUPctStolenMax

4,1

流用された CPU 時間の最大
比率 (%)(Linux のみ)。

CPUPctStolenMin

4,1

流用された CPU 時間の最小
比率 (%)(Linux のみ)。

CPUPctIOWaitAvg

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の平均比率 (%)
(Windows 上以外)。

CPUPctIOWaitMax

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の最大比率 (%)
(Windows 上以外)。

CPUPctIOWaitMin

4,1

I/O の待機中に使用された
CPU 時間の最小比率 (%)
(Windows 上以外)。

ProcNumRunningAvg

Int

実行中のプロセスの平均数
(Windows 上以外)。

ProcNumRunningMax

Int

実行中のプロセスの最大数
(Windows 上以外)。

ProcNumRunningMin

Int

実行中のプロセスの最小数
(Windows 上以外)。
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表 41. ResourceUsageSystem ビュー (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

ProcNumWaitingAvg

Int

リソースで待機しているプロ
セスの平均数 (Windows 上以
外)。

ProcNumWaitingMax

Int

リソースで待機しているプロ
セスの最大数 (Windows 上以
外)。

ProcNumWaitingMin

Int

リソースで待機しているプロ
セスの最小数 (Windows 上以
外)。

ProcNumSleepingAvg

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの平
均数 (Windows 上以外)。

ProcNumSleepingMax

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの最
大数 (Windows 上以外)。

ProcNumSleepingMin

Int

スリープ中、またはイベント
で待機しているプロセスの最
小数 (Windows 上以外)。

ProcNumZombiedAvg

Int

ゾンビ・プロセスの平均数
(Windows 上以外)。

ProcNumZombiedMax

Int

ゾンビ・プロセスの最大数
(Windows 上以外)。

ProcNumZombiedMin

Int

ゾンビ・プロセスの最小数
(Windows 上以外)。

ProcNumBlockedAvg

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の平均数 (Windows 上以
外)。

ProcNumBlockedMax

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の最大数 (Windows 上以
外)。

ProcNumBlockedMin

Int

シグナルのためにブロックま
たは停止されているプロセス
の最小数 (Windows 上以
外)。

MemFreeKBPhysicalAvg

Big

未使用の物理 RAM の平均キ
ロバイト数。

MemFreeKBPhysicalMax

Big

未使用の物理 RAM の最大キ
ロバイト数。

MemFreeKBPhysicalMin

Big

未使用の物理 RAM の最小キ
ロバイト数。

MemFreeKBVirtualAvg

Big

未使用スワップ・メモリーの
平均キロバイト数。

第 3 章 オペレーション・データベース・スキーマ・リファレンス

113

表 41. ResourceUsageSystem ビュー (続き)
列名

列タイプ・コード

説明

MemFreeKBVirtualMax

Big

未使用スワップ・メモリーの
最大キロバイト数。

MemFreeKBVirtualMin

Big

未使用スワップ・メモリーの
最小キロバイト数。

PageNumInAvg

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの平均数。

PageNumInMax

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの最大数。

PageNumInMin

Int

1 秒当たりにページインされ
たページの最小数。

PageNumOutAvg

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの平均数。

PageNumOutMax

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの最大数。

PageNumOutMin

Int

1 秒当たりにページアウトさ
れたページの最小数。

PageNumInterruptsAvg

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの平均数。

PageNumInterruptsMax

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの最大数。

PageNumInterruptsMin

Int

1 秒当たりに処理された割り
込みの最小数。

PageNumSwitchesAvg

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの平均数。

PageNumSwitchesMax

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの最大数。

PageNumSwitchesMin

Int

1 秒当たりのコンテキスト・
スイッチの最小数。

注: すべてのプラットフォーム上のホスト・システムについてのすべての列に値が
設定されているわけではありません。設定されていない列には NULL が含まれま
す。
Windows の場合、CPUPctStolen、 CPUPctIOWait、 ProcNumWaiting、
ProcNumSleeping、 ProcNumZombied、および ProcNumBlocked の列が設定されませ
ん。
CPUPctStolen 列は、Linux 上でのみ設定されます。

ResourceUsageDisks ビュー
ResourceUsageDisks ビューには、ResourceSnap 表内のすべてのシステムの過去のフ
ァイル・システム使用状況に関する情報が表示されます。
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表 42. ResourceUsageDisks ビュー
列名

列タイプ・コード

説明

HOSTID

SK

Host 表内のホスト・システ
ムの外部キー。

HEAD_HOSTID

SK

この行を生成した、Host 表
内のホスト・システムの外部
キー。
エンジン・システムの場合、
HOSTID と HEAD_HOSTID
は同じです。計算ノードの場
合、HEAD_HOSTID はコン
ダクター・ノードを指しま
す。

StartTimestamp

Tim

この行が関連しているサンプ
ル期間の始まり。

EndTimestamp

Tim

この行が関連しているサンプ
ル期間の終り。
注: HEAD_HOSTID 列によっ
て指されているホストの
EndTimestamp が
MonStartTimestamp より早い
場合、このホストはもはやモ
ニターされていません。

NumSamples

Int

このアグリゲート行に含める
サンプルの数。

DiskPathMonitored

255

モニター対象ディスクのファ
イル・システム・パス。

DiskTotalKB

Big

ディスクのキロバイト数。

DiskFreeKBAvg

Big

ディスク上の空きキロバイト
の平均数。

DiskFreeKBMax

Big

ディスク上の空きキロバイト
の最大数。

DiskFreeKBMin

Big

ディスク上の空きキロバイト
の最小数。
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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. 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 43. IBM リソース
リソース

説明と場所

IBM サポート・ポータル

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

ソフトウェア・サービス

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

My IBM

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

研修と認定

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

IBM 担当員

ソリューションについて IBM 担当員と連絡
を取るには、www.ibm.com/connect/ibm/us/en/
にアクセスしてください。
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付録 C. 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 D. 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 44. 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 44. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

InfoSphere
QualityStage
Standardization
Rules Designer
InfoSphere
Information
Governance
Catalog
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

特記事項および商標

129

130

Operations Console ガイドとリファレンス

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。

オペレーション・データベース (続き)
ジョブ実行の監査データの表およびビ
ュー (続き)

［ア行］
エンジン
モニター 50
エンジン・システム
構成

20

お客様サポート
連絡先 119
オプション
構成

26

オプションの構成 3
オペレーション・データベース
過去のシステム・リソース使用状況の
表およびビュー 107
ResourceUsage 表 107
ResourceUsageDisks ビュー 115
ResourceUsageSystem ビュー 111
現在のシステム・リソース使用状況の
表およびビュー 103
ResourceSnap 表 103
ResourceSnapDisks ビュー 106
ResourceSnapSystem ビュー 105
構成 7
削除 81
作成 7
参照表および参照ビュー 96
JobTypeRef ビュー 97
LinkTypeRef ビュー 100
LogTypeRef ビュー 99
MasterRef 表 96
RunMajorStatus ビュー 98
RunMinorStatus ビュー 98
RunTypeRef ビュー 97
StageStatusRef ビュー 99
識別 20
システム・リソース使用状況の表およ
びビュー 101
HostDetail 表 101
ジョブ実行時系列データの表およびビ
ュー 100
JobRunTotalRowUsage ビュー 101
JobRunUsage 表 100
ジョブ実行の監査データの表およびビ
ュー 84
Host 表 88
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チャートの構成 56
失敗したジョブ実行

90
89

JobRunParamsView ビュー
ParallelConfig 表 91

90

ParallelConfigNodes ビュー

91

ジョブ実行のメトリック表およびビュ
ー 92
95

開始

50

45

状況の表示

44

停止 44
使用可能にする

「詳細」パネル
シーケンス・ジョブ

92

スキーマ 83
スクリプトの生成
接続の構成 23

トラブルシューティング
指定されたプロセス

ジョブ・モニター 5
モニター
エンジン・システム

JobLink 表 93
JobRunLink 表 94
JobRunStage 表 92
JobStage 表

45

「実行詳細」ウィンドウ

JobRunParams 表

DataLocator 表

構成オプション 31
実行していないプロセス
開始

JobExec 表 87
JobRun 表 84
JobRunLog 表

システム・リソースの使用状況

バッチ・ジョブ
商標
リスト 125

12, 82

リポジトリーの登録
Linux 9, 20
UNIX 9, 20

ジョブ実行
構成オプション

5

59

59

26

Windows 9, 20
Linux 12, 82

モニター 49
ジョブ実行の使用状況

UNIX 12, 82
Windows 12, 82

構成オプション 30
ジョブ実行のパフォーマンス
向上 50
ジョブ・ランタイム・エラー
イベント・ファイル 49
スクリプト・エラー
リカバリー元 16
製品資料
アクセス 121
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 117
ソフトウェア・サービス
連絡先 119

オペレーション・データベース・スキーマ
作成 8, 16
Linux 14, 15
Oracle データベース 14, 15
UNIX 14, 15
Windows 13, 14
SQL Server データベース 16

［カ行］
管理
ワークロード管理 1
グリッド環境
構成 25
構成
ワークロード管理 3
InfoSphere Information Server
構成オプション 26
構成ファイル 26

［サ行］
サポート
お客様

119

49

［タ行］
1

タブ 57
チューニング・オプション
構成 25, 37
データベースの内容
レポート作成 70
データ・コレクション・プロセス
エラー
トラブルシューティング 47
管理 38, 42
DSAppWatcher.sch 42

131

データ・コレクション・プロセス (続き)
EngMonApp 39
ODBQueryApp 39
ResMonApp

J

ワークロード管理

JobRuntime.err ファイル

キュー 1
構成オプション

39

ResTrackApp

39

データ・モニターのオプション
デフォルトのポート番号
構成オプション

24

事前定義キュー

1

1

MPP
構成

モニター 2
ワークロード管理プロセス

O
Operations Console

開始 4

57

イベント履歴

A

システム・リソース
ジョブ実行 5

5

ース」パネル
開始 52
概要 50

ワークロード管理 5
モニター・システムの構成
確認 46

更新頻度の設定
43

DSAppWatcher.sh スクリプト 43, 44, 45,
46
DSappWatcher.sh スクリプト 42
DSAppWatch.sch スクリプト
パラメーター 42
DSOBConfig.cfg 24
DSODBConfig.cfg 24, 26, 36
DSODTuning.cfg 25

［ヤ行］
ユーザー・パスワード
変更 78

リポジトリー接続ファイル
生成 19, 22, 80
Linux 19, 22, 80
UNIX 19, 22, 80
Windows 19, 22, 80
リモート・ノード 25
履歴データ
アーカイブ 70
削除 70, 72
istool ODBAdmin を使用した削除
SQL 照会を使用した削除 76

EngMonApp 47
EngMonApp の致命的エラー
トラブルシューティング 47
EngMonApp.err ファイル 47

I
73

istool ODBAdmin コマンド 70
countdb パラメーター 70
purgedb 73
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59

「ジョブ実行」タブ 62
「ジョブ実行」パネル 61
ジョブのモニタリング 49
「ジョブ・アクティビティー」タブ
「リソース」タブ 63
「ジョブ・デザイン」パネル 61
「ダッシュボード」タブ 57
パネルの構成 54
範囲の設定 55
「アクティビティー」タブ 56
「プロジェクト」タブ 58
プロジェクトの範囲 54
ユーザー・アクセス 52
ログ・メッセージの表示 53
「ワークロード管理」タブ 63

E

［ラ行］
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「詳細」パネル 59
情報へのアクセス 50
「ジョブ実行」ダイアログ

D
5

64

55

システム要件 52
「システム・ポリシー」パネル
シナリオ 50

モニター・データ
カスタマイズ 24
構成オプション 26
抽出 66
モニタリング、ジョブの
タスク 6

58

「環境変数」パネル 61
「キュー管理」パネル 65
「キュー内のジョブ」パネル

AppWatcher プロセス
開始 38
状況の表示
停止 38

66

「オペレーティング・システム・リソ

UNIX 43
Linux の開始 42
UNIX の開始 42

5

58

エンジンのステータス・バー
エンジンの選択 54

停止 40
Linux 43

［マ行］

55

「エンジンの状況」パネル

AppWatcher
開始 40

36

2, 57

「アクティビティー」タブ 62
「アクティビティー」パネル 57

停止 4

プロジェクトのモニター・データ
構成 24

モニター
サービス

25

定義 2

25, 37

構成オプション

49

M

ワークロード管理キュー 1
ワークロード管理システム

35

［ハ行］
パネル

3

システム・ポリシー
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トラブルシューティング・オプション
構成

［ワ行］

R
ResMonApp 47
ResMonApp の致命的エラー
トラブルシューティング 48
ResMonApp.err ファイル 48
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WLMServer
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