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IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイ
グレーション
既存のソース・インストールを InfoSphere® Information Server バージョン 11.3 に
移動するには、以下の手順を使用します。
InfoSphere Information Server をターゲット・コンピューターにインストールする前
に、製品セットのマイグレーション・プロセスとソース・コンピューターのバージ
ョンを確認する必要があります。マイグレーションの要件について詳しくは、『マ
イグレーションの実行』を参照してください。

マイグレーション要件の確認
IBM® InfoSphere Information Server の新しいバージョンにマイグレーションする前
に、マイグレーション・トポロジーをデザインし、必要な情報を収集します。

要件の確認
マイグレーションを開始する前に、ソース製品をエクスポートするため、および新
しいバージョンをインストールするための要件を確認します。
InfoSphere Information Server の古いバージョンから新しいバージョンにマイグレー
ションする推奨方法は、両方のバージョンを同時に実行できるようにするために、
元のインストールを保持し、新しいバージョンをインストールする方法です。
Windows インストールの場合、新しいバージョンを、新しいハードウェアまたは新
しい仮想マシンに配置する必要があります。Linux または UNIX のインストールの
場合、ディスク・スペースおよびメモリーが十分であれば、同じマシンの新しい場
所に新しいバージョンをインストールするオプションもあります。
同時に両方のバージョンを保持すると、次の利点があります。
v 新しいシステムの機能を検証する一方で、既存のシステムを継続使用してビジネ
ス・ニーズに対応できます。
v 新しいシステムに切り替えるときに、システムのダウン時間を短縮できます。
v テスト・リソースが使用可能かどうかに基づき、製品またはプロジェクトごとに
マイグレーションを段階的に実行できます。
v ソース・システムを引き続き使用でき、アンインストールおよび再インストール
前に必要なものをすべてエクスポートまたはバックアップする必要がないため、
エクスポート・プロセスの要件が軽減されます。
新しいハードウェアに新しいバージョンをインストールする場合、マイグレーショ
ン・プロセス中の両システムのライセンス交付に対応するために、ライセンス免除
について IBM アカウント担当者に問い合わせる必要があります。新しいインスト
ールのトポロジー・オプションについて詳しくは、『マイグレーション・トポロジ
ーのデザイン』を参照してください。
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マイグレーションのためのハードウェア・リソースを計画することに加えて、マイ
グレーションする必要がある製品のマイグレーション・エクスポート・プロセスを
検討する必要もあります。InfoSphere Information Server の各バージョンの資産交換
機能はそれぞれ異なります。ソース・システムのエクスポート機能がマイグレーシ
ョン要件を十分に満たしているか確認する必要があります。InfoSphere Information
Server のすべてのバージョンについて、InfoSphere DataStage®、InfoSphere
QualityStage®、および InfoSphere Information Services Director 製品を、資料に記載
されているマイグレーションの指示に従いマイグレーションできます。ほとんどの
ケースで、バージョン 8.5 以降からマイグレーションする場合には、資産交換を使
用してすべての製品のシステムをマイグレーションできます。バージョン 8.0.1 ま
たは 8.1 からマイグレーションする場合で、InfoSphere Information
Analyzer、InfoSphere Metadata Workbench、InfoSphere FastTrack、または InfoSphere
Business Glossary を使用している場合、エクスポート機能の制限により、これらの
製品を完全にマイグレーションできない場合があります。『マイグレーションの実
行』セクションの記述を熟読し、ご使用の製品セットに対してエクスポートがサポ
ートされているかどうか確認する必要があります。サポートされていない場合、新
しいシステムをインストールする前に IBM お客様サポートに問い合わせて支援を
受けてください。マイグレーションを成功させるために、新しいインストールで特
定の構成オプションが必要な場合があります。

マイグレーション・トポロジーのデザイン
重要な計画ステップは、ソース・トポロジーとターゲット・トポロジーの両方を説
明するマイグレーション・トポロジーをデザインすることです。
それぞれのマイグレーション・トポロジーは、エンジン層、サービス層、およびメ
タデータ・リポジトリー層の 3 つの層で構成されます。前のバージョンの IBM
InfoSphere Information Server に慣れている場合、サービス層はドメインと呼ばれて
いました。
これらの 3 つの層をインストールするには、以下の選択肢があります。
v 層を 1 つの新規コンピューターにインストールするか、層を分散させる場合は複
数の新規コンピューターにインストールします。
v 前のバージョンの InfoSphere Information Server を削除した後で、既存のコンピ
ューターに層をインストールします。
v Windows オペレーティング・システムを使用しない場合、ソース・インストール
を保存できるようにするために、バージョン 11.3 の層を前のバージョンととも
に既存のコンピューターにインストールします。
前のバージョンを保存するといくつかの利点があります。第一に、エクスポートが
完了した後、前のバージョンを引き続き使用できます。第二に、バージョン 11.3 イ
ンストールを検証するときに、前のバージョンを参照として使用できます。
2 つのバージョンを並行してインストールすることを選択した場合は、以下の点に
留意してください。
v バージョン 11.3 と前のバージョンの両方について、システム要件を満たしてい
る必要があります。
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v ターゲット・コンピューターには、両方のバージョンを同時に実行するのに十分
なディスク・スペース、I/O、プロセッサー能力、メモリー、およびスワップ・ス
ペースが必要です。
v 2 番目のインストールでは 1 番目と同じポートを使用できません。このため、2
番目のインストールには、クライアント接続および内部接続のためにデフォルト
以外のポートが割り当てられます。したがって、クライアント・ユーザーは、サ
ービス層とエンジン層の接続にデフォルト以外のポートを指定する必要があり、
またファイアウォールで追加のポートを開く必要があります。
v パッチのインストール、サービスのシャットダウンと再開など、システム管理ア
クションを実行するには、管理者は、環境変数を正しいバージョンのインストー
ルに合わせて設定するよう注意する必要があります。
トポロジーについて詳しくは、トピック『 基本インストール・トポロジー』を参照
してください。

複数のエンジン層の使用
ソースまたはターゲット・トポロジーには、複数のエンジン層を含めることができ
ます。
注:
v このトピックでは、用語「エンジン層」を使用します。現在 InfoSphere DataStage
バージョン 7.5.3 以前を使用している場合は、エンジン層は DataStage サーバー
と呼ばれています。
複数のエンジン層を使用する場合、以下の 2 とおりの構成があります。
v エンジン層をそれぞれ別個のコンピューター上に配置できますが、すべてのエン
ジン層を同じ IBM InfoSphere Information Server サービス層に登録する必要があ
ります。
v それぞれ異なるバージョンの InfoSphere Information Serverが実行されている複数
のエンジン層を同じ UNIX または Linux コンピューター上に配置できますが、
各エンジンをそれぞれ異なるサービス層に登録する必要があります。この構成
は、ITAG インストールと呼ばれます。
InfoSphere Information Server バージョン 11.3 をインストールすると、インストー
ル・ウィザードによって既存のエンジン層が検出されます。バージョン 11.3 インス
トールに使用する固有の ITAG 値とポート番号を指定する必要があります。
複数のエンジン層について詳しくは、トピック『基本インストール・トポロジー』
を参照してください。

InfoSphere Information Server の並列バージョンのマイグレーショ
ン (Linux および UNIX のみ)
エンジン層が Linux または UNIX コンピューターにある場合、そのインスタンス
を保持し、さらにその同じコンピューターに InfoSphere Information Server バージ
ョン 11.3 をインストールできます。また、複数の InfoSphere Information Server エ
ンジン層を異なるコンピューターにインストールし、それらのすべてを 1 つの
InfoSphere Information Server サービス層に登録することもできます。

IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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同じコンピューターにインストールされている各エンジン層は、InfoSphere
Information Server サービス層の異なるインスタンスに登録する必要があります。
注: DataStage 7 と InfoSphere DataStage バージョン 8.0.1 以降の間で用語に変更が
あります。エンジン・コンポーネントは、以前のバージョンでは「DataStage サーバ
ー」と呼ばれていましたが、リリース 8.0.1 以降では「エンジン層」と呼ばれま
す。
各種エンジン層の異なるリリース、または同じエンジン層の複数のインスタンスを
保持する場合、これらのインスタンスをすべて保持できます。
エンジン層の各インスタンスはタグ ID (ITAG) で識別され、異なるポートが割り振
られます。エンジン層ごとに異なるインストール・ディレクトリーを指定する必要
があります。各エンジン層には、そのサーバーを通じてアクセスする InfoSphere
DataStage プロジェクトの異なるセットがあります。UNIX サーバー ID に加えてポ
ート番号を指定することで、それぞれのサーバーに接続します。
既存のエンジン層インスタンスでは、デフォルトのポート番号の 31538 が保存さ
れ、デフォルトの ITAG の ADE が使用されます。複数のサーバー・インスタンス
が既にある場合は、別個のポートと ITAG を使用する複数のサーバーが既にありま
す。
DataStageの各バージョンには、同じバージョンのクライアントが必要です。
Windows クライアント・コンピューターにおいて、異なるクライアント・バージョ
ン間で切り替えを行うには、マルチクライアント・マネージャー・プログラムを使
用する必要があります。
次の表に、マルチサーバー・インストールのシナリオを示し、ポート番号と ITAG
の使用について説明します。
表 1. シナリオ 1: InfoSphere Information Server バージョン 11.3サーバーのエンジン層を、
既存の DataStage 7.5.1 サーバーと同じコンピューターにインストールする場合
エンジン層インスタンス

サーバーの詳細

®

WebSphere DataStage リリース 7.5.1 サーバ v Itag ADE
ー
v ポート 31538
v /disk1/Ascential/DataStage
InfoSphere Information Server バージョン
11.3 エンジン層

v Itag 123
v ポート 31540
v /opt/IBM/InformationServer/Server

次の表に、サーバーが 3 つあるマルチサーバー・インストールのシナリオを示し、
ポート番号と ITAG の使用について説明します。
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表 2. シナリオ 2: InfoSphere Information Server バージョン 11.3 エンジン層を、既存の
DataStage 7.5 サーバーおよび既存の InfoSphere Information Server バージョン 8.1 エンジ
ン層と同じコンピューターにインストールする場合
エンジン層インスタンス

サーバーの詳細

WebSphere DataStage リリース 7.5 サーバー

v Itag ADE
v ポート 31538
v /disk1/Ascential/DataStage

InfoSphere Information Server バージョン 8.1
エンジン層

v Itag A23
v ポート 31546
v /opt/IBM/InformationServer/Server

InfoSphere Information Server バージョン
11.3 エンジン層

v Itag 123
v ポート 31540
v /opt113/IBM/InformationServer/Server

次の表に、InfoSphere Information Server バージョン 11.3 エンジン層が 3 つあるシ
ナリオを示し、バージョン 11.3 インストールのポート番号と ITAG の使用につい
て説明します。
表 3. シナリオ 3: InfoSphere Information Server バージョン 11.3 エンジン層の 3 つのイン
スタンスを同じコンピューターにインストールする場合
エンジン層インスタンス

サーバーの詳細

InfoSphere Information Server バージョン
11.3 エンジン層

v Itag ADE
v ポート 31538
v /opt/IBM/InformationServer/Server

InfoSphere Information Server バージョン
11.3 エンジン層

v Itag BED
v ポート 31540
v /opt2/IBM/InformationServer/Server

InfoSphere Information Server バージョン
11.3 エンジン層

v Itag 123
v ポート 31542
v /opt3/IBM/InformationServer/Server

複数の InfoSphere Information Server 製品のマイグレーション
順の決定 (istool 使用時)
マイグレーション・プロセスの一部として複数の InfoSphere Information Server 製
品のマイグレーションを計画する場合、最良のパフォーマンスを得るために、製品
をマイグレーションする順序を考慮する必要があります。
istool コマンド・ラインを使用して複数の InfoSphere Information Server 製品のマイ
グレーションを開始する前に、共通メタデータ資産のマイグレーション方法を決定
する必要があります。次の選択肢があります。
v 個々の製品ごとに istool コマンドを使用して、スイート全体のすべての共通メタ
データを一度にマイグレーションする。共通メタデータに依存する製品資産の前
にすべての共通メタデータをマイグレーションすると、エクスポートとインポー
IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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トの全体的なパフォーマンスを大幅に改善できます。ただし、メタデータのグロ
ーバル・エクスポートとグローバル・インポートには、必要なくなったメタデー
タ資産が含まれる可能性があり、移動されるデータの数量が原因で、このステッ
プは必要以上に長くなる場合があります。共通メタデータをマイグレーションす
る場合、マイグレーションするデータベース、データ・ファイル、およびデー
タ・ファイル・フォルダーへのすべてのデータ接続を含めることができます (た
だし、InfoSphere DataStage で作成されるデータ接続は除く)。すべての共通メタ
データをマイグレーションした後、InfoSphere DataStage、InfoSphere Information
Analyzer、InfoSphere Business Glossary などの個別製品ごとに istool コマンドを
使用して、それらの個別製品の資産をエクスポートできます。
v 最良のパフォーマンスを得るために、ソース・コンピューター上で、マイグレー
ションしないすべての共通メタデータ資産を削除し、その後 istool を使用して残
りの共通メタデータ資産をすべてマイグレーションする。個々の InfoSphere
Information Server 製品で使用されるすべての共通メタデータ資産を確認し、ター
ゲット・コンピューターに必要ないすべての資産を削除します。移動しないすべ
ての資産を削除した後、すべての共通メタデータ資産をエクスポートできます。
v ソース・コンピューターを変更しない場合、すべての共通メタデータをエクスポ
ートおよびインポートし、その後、ターゲット・コンピューター上で必要のない
共通メタデータを削除し、それから製品資産をインポートする。共通メタデータ
のエクスポートおよびインポートは低速になる場合がありますが、製品資産のイ
ンポートは、メタデータ・リポジトリーが小さいほど高速です。istool のフィル
タリング・オプションを使用して、必要なメタデータのみエクスポートすること
もできます。これは最も効果的なオプションですが、データを移動するために多
数の istool コマンドを生成する必要がある場合があります。
v 製品ごとに istool のエクスポート・コマンドとインポート・コマンドを使用し
て、個々の InfoSphere Information Server 製品の資産をマイグレーションする。
個々の製品に関連するすべての共通メタデータをエクスポートするには、エクス
ポート時に -includeCommonMetadata オプションを指定します。複数の製品をマ
イグレーションする場合に、-includeCommonMetadata オプションを指定すると、
それらの製品で同じ共通メタデータが使用されている場合には、同じ共通メタデ
ータが複数回転送されることになる場合があります。これにより、パフォーマン
スは低下します。
データをエクスポートする方法を決定した後、個々の InfoSphere Information Server
製品の資産のエクスポートを開始できます。個々の製品の資産をアーカイブ・ファ
イルにエクスポートします。アーカイブ・ファイルには、複数のツールを使用した
複数のエクスポートからの資産を含めることができます。最良のパフォーマンスの
ために、アーカイブ・ファイルからインポートするとき、または複数のアーカイ
ブ・ファイル内の各種資産をマイグレーションするとき、個別のコマンドを実行し
て、次のタイプの資産を次の順番でインポートします。
1. ユーザーおよびグループ
2. 共通メタデータ
3. InfoSphere DataStage and QualityStage 資産
4. レポート
5. InfoSphere Information Analyzer 資産
6. InfoSphere FastTrack 資産
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7. InfoSphere Metadata Workbench の拡張データ・ソースおよび拡張マッピング文
書のカスタム属性。InfoSphere Information Governance Catalog の「管理」タブ
を使用してインポートします。
8. InfoSphere Metadata Workbench の拡張データ・ソース
9. InfoSphere Metadata Workbench の拡張マッピング
10. InfoSphere Business Glossary 資産
リストされていない資産タイプは任意の順序でインポートできます。

InfoSphere Information Server の新規バージョンのインストール
重要なのは、各種の InfoSphere Information Server 層をインストールする順序で
す。マイグレーション・プロセスを実行する前に、エンジン層およびサービス層を
インストールする必要があります。この時点でクライアント層をインストールする
こともできますし、マイグレーション・プロセスが完了した後にクライアント層を
インストールすることもできます。

ターゲット・コンピューターへの InfoSphere Information
Server の新規バージョンのインストール
マイグレーション・プロセスの一部として、InfoSphere Information Server の新規バ
ージョンをインストールする必要があります。ターゲット・コンピューターとして
使用する新規システムがない場合、並列マイグレーションを実行できます (ただ
し、Windows コンピューターを使用している場合は除く)。InfoSphere Information
Server の既存のバージョンを新規バージョンに置き換える前に、ソース・コンピュ
ーターですべての資産をエクスポートする必要があります。エクスポートが完了し
た後、既存のバージョンをアンインストールでき、その後、新規バージョンをイン
ストールできます。新規インストールで元のインストールと同じポートおよびロケ
ーションを使用する場合、または同じ Windows システムを使用する場合、新規バ
ージョンをインストールする前にアンインストールを行う必要があります。

手順
1. オプション: 既存のバージョンをアンインストールします。 既存のバージョンの
アンインストールについて詳しくは、次のいずれかのトピックを参照してくださ
い。
v

InfoSphere Information Server の削除 (バージョン 8.0.1 および 8.1)
注: バージョン 8.1 の指示は、バージョン 8.0.1 に対しても有効です。

v

InfoSphere Information Server software, Version 8.5.

v InfoSphere Information Server ソフトウェアの削除 (バージョン 8.7)
v InfoSphere Information Server ソフトウェアの削除 (バージョン 9.1)
v InfoSphere Information Server ソフトウェアの削除 (バージョン 11.3)
注: Windows コンピューターにマイグレーションする場合で、InfoSphere
Information Server を同じホストにインストールする場合、このステップは必須
です。InfoSphere Information Server をアンインストールし、InfoSphere
Information Server のアンインストールが完了した後、コンピューターをリブー
トする必要があります。
IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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2. 新規バージョンをインストールします。 新規バージョンのインストールについ
て詳しくは、『http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_install_start_install_gui.html』を参照してください。

InfoSphere Information Server の並列バージョンのインストー
ル
Windows コンピューターにインストールしない場合で、InfoSphere Information
Server の旧バージョンをアンインストールしない場合、同じ 1 つ以上のコンピュー
ターで両方のインストールを並列に保持できます。Windows コンピューターでは、
サイドバイサイド (並列) インストールはサポートされていません。

始める前に
2 番目のインストールを成功させるには、新規バージョンのシステム要件、ディス
ク・スペースの制約、IBM DB2®、IBM WebSphere Application Server、および
InfoSphere Information Server のポート競合の可能性などの問題を考慮する必要があ
ります。これらの競合は、インストール時に実行される前提条件チェックで特定さ
れます。両方の一連のシステム要件チェックを通じて、インストール・ウィザード
により質問が行われますが、この間、元のインストールはそのまま実行しておくこ
とをお勧めします。これは、スイートのインストーラーが使用中のすべてのポート
を正確に検出できるようにするためです。システムに新規インストールに必要な最
小のメモリーしかない場合、2 番目のシステム要件チェックが完了した後、インス
トール・プロセス時に元のシステムをシャットダウンする必要があります。必要に
応じて、ファイアウォールで新しいポートを開く必要があります。詳しくは、『ネ
ットワークの構成』を参照してください。
以下は、サイドバイサイド (並列) インストールに関連する各層の前提条件情報で
す。
リポジトリー層
InfoSphere Information Server スイート・インストーラーを使用して DB2
の 2 番目のコピーをインストールする場合、次の前提条件のエラー・メッ
セージは無視してかまいません。
WARNING: There should be no active DB2-processes that might
disturb the installation.
WARNING: Delete the file global.reg in use by the current installation.
FAIL - Ensure directory /var/db2 is empty or does not exist.

サービス層
InfoSphere Information Server スイート・インストールの一部として IBM
WebSphere Application Server をインストールする場合、「WebSphere
Application Server プロファイル・ポートのカスタマイズ」がチェックされ
ていること、および選択したポートで既存のインストールのポートが再使用
されないことを確認します。次の前提条件のエラー・メッセージは無視して
かまいません。
FAIL - The IBM WebSphere Application Server installation directory
/opt/IBM/WebSphere/AppServer must not be present in the
WebSphere Application Server registry files.
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事前インストールされている IBM WebSphere Application Server Network
Deployment を使用する場合、ご使用のソース・バージョンが InfoSphere
Information Server バージョン 11.3 でサポートされている場合でも、そのバ
ージョンと同じインストールは使用しないことをお勧めします。IBM
WebSphere Application Server の新規コピーを別のパスにインストールする
と、InfoSphere Information Server の各バージョンにマップするプロセスを
簡単に見分けることができます。この方法では、ディスク・スペースが若干
多く使用されますが、検証が完了した後に元のコンピューターをアンインス
トールすると、そのスペースは返却されます。
エンジン層
InfoSphere Information Server バージョン 11.3 をインストールする前
に、/.dshome ファイルを削除します。このファイルにより、現行システム
上の InfoSphere Information Server エンジンのデフォルトの場所が定義され
ます。複数のエンジンが同じシステムにインストールされている場合、その
存在が原因で、管理タスクが誤ったエンジンに対して実行される可能性があ
ります。また、InfoSphere Information Server バージョン 11.3 をインストー
ルした後、/.dshome ファイルを再び削除する必要があります。また、
DSHOME 環境変数の自動設定、および dsenv ファイルの旧バージョンの入手
も削除する必要があります (dsadm プロファイルにこれを追加した場合)。
InfoSphere バージョン固有の設定は dsadm プロファイルに追加しないでく
ださい (ただし、バージョンごとに InfoSphere DataStage アドミニストレー
ターの異なるユーザー ID を使用する場合は除きます)。InfoSphere
Information Server の旧バージョンのスクリプトと同様にバージョン 11.3 ス
クリプトを作成すること、および現行タスクに基づいて適切なバージョンを
入手することができます。管理タスクの前に、正しい dsenv ファイルを入
手する必要があります。
ITAG 値を InfoSphere Information Server エンジンに対して指定する必要が
あります。これは 3 文字の 16 進値です。fff、ace、および dcd は選択し
ないでください。
InfoSphere Information Server スイート・インストーラーは、サービス・フ
ァイルに登録されているポートとともに、使用中のポートを自動的にチェッ
クします。ジョブ・モニターはサービス・ファイルに登録されません。この
モニターが実行されていない場合、ポート競合は特定されません。パラレ
ル・ジョブ・モニターの競合を回避するために、インストール・パネルで
13401 よりも大きい固有ポートを選択してください。次の前提条件のエラ
ー・メッセージは無視してかまいません。
WARNING: No processes of the IBM InfoSphere Information Server-Engine
can run on the target computer

手順
バージョン 11.3 のインストールについて詳しくは、トピック『ウィザードを使用し
た InfoSphere Information Server のインストール (グラフィカル・モード)』を参照
してください。
注: サイドバイサイド (並列) インストールのためにインストーラーを呼び出す場
合、コマンド・ラインに -force オプションを追加します。この場合、サイドバイ
サイド (並列) インストールで受け取る前提条件チェックのエラーは無視してかまい
IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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ません。無視できる警告メッセージまたは失敗メッセージは、それらのメッセージ
が適用される層の情報内に記載されています。

クライアント・コンピューターへの InfoSphere Information
Server の新規バージョンのインストール
クライアントをマイグレーションする代わりに、クライアント・プログラムの新規
バージョンをクライアント層にインストールします。

手順
1. バージョン 11.3 のインストールについて詳しくは、次のトピックを参照してく
ださい: http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/wsisinst_chk_server.html
2. トポロジーに複数のバージョンの IBM InfoSphere Information Server が含まれる
場合、バージョン 11.3 クライアント層を別の Microsoft Windows コンピュータ
ーにインストールすることも、クライアントの前のバージョンと同じコンピュー
ターにインストールすることもできます。InfoSphere DataStage では、マルチク
ライアント・マネージャーを使用してバージョン間で切り替えを行います。バー
ジョン 11.3 クライアント層を前のクライアントとともにインストールすること
を選択した場合は、Microsoft Windows の「プログラムの追加と削除」ユーティ
リティーを使用して、既存の MKS Toolkit を削除してから、バージョン 11.3
クライアント層をインストールします。バージョン 11.3 をインストールした
後、前のバージョンもバージョン 11.3 も、クライアント層とともにインストー
ルされる最新の MKS Toolkit を使用します。
注: バージョン 11.3 クライアント層をバージョン 11.3 エンジン層またはサー
ビス層とともに同じ Microsoft Windows コンピューターにインストールする場
合、そのコンピューターには追加のクライアントはインストールできません。コ
ンピューターにインストールできるバージョン 11.3 クライアントは 1 つのみで
す。また、クライアント層とエンジン層を同じインストール・ディレクトリーに
インストールする必要があります。
前のバージョンのクライアントが配置されているコンピューターと同じ
Microsoft Windows コンピューターにバージョン 11.3 クライアントをインスト
ールするには、以下の手順を実行します。
a. Windows コンピューターに管理者としてログオンします。
b. コンピューターにインストールされているファイアウォール・ソフトウェア
をオフにします。
c. オプション: アンチウィルス・ソフトウェアをオフにします。
d. InfoSphere Information Server バージョン 11.3 のインストール・メディアま
たはダウンロードしたインストール・イメージのルート・ディレクトリーに
移動します。
e. setup.exe をダブルクリックし、管理者としてファイルを実行します。
f. インストール・ディレクトリーを尋ねられたら、「新規インストール」を選
択して、既存の InfoSphere Information Server クライアントが格納されていな
いディレクトリーを指定します。
g. 必要に応じて製品モジュールとコンポーネントを選択します。
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IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information
Server のインストール
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server (ISA Lite for
InfoSphere Information Server) を使用すると、診断テストを実行し、インストール環
境の安定度を示すレポートを生成できます。

このタスクについて
ISALite for InfoSphere Information Server は頻繁に更新されるため、このツールの最
新バージョンを使用することが重要です。

手順
ISALite for InfoSphere Information Server の最新バージョンをダウンロードし、イン
ストールします。このツールのダウンロードおよびインストールについて詳しく
は、『http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24022700
注: ISALite が既にインストールされている場合、それが最新バージョンであること
を確認してください。インストールされているバージョンを確認するには、次の手
順に従います。
v Linux および UNIX のコンピューターでは、install_dir/ISALite ディレクトリ
ーから ./runISALite.sh -version コマンドを発行します。
v Windows コンピューターでは、install_dir¥ISALite ディレクトリーから
runISALite.bat -version コマンドを発行します。
IBM ISALite for InfoSphere Information Server: というストリングを見つけて、
バージョン番号を確認します。バージョン番号は、コロンの後にあります。例え
ば、IBM ISALite for InfoSphere Information Server: S9.1.007.5 などです。
ISALite のより新しいバージョンを入手できる場合、その最新バージョンをダウンロ
ードし、インストールします。このツールのダウンロードおよびインストールにつ
いて詳しくは、ダウンロード・ページまたは「IBM Support Assistant Lite for
Information Server User’s Guide」を参照してください。「IBM Support Assistant Lite
for Information Server User’s Guide」は、上記の Web ページ、またはご使用のコン
ピューターの次のディレクトリーにあります。
表 4. 「ISALite User's Guide」の場所
オペレーティング・システム
®

ディレクトリー

AIX 、HP-UX、または Solaris

install_dir/ISALite/doc

Linux

install_dir/ISALite/doc
®

System z の Linux

install_dir/ISALite/doc

Windows

install_dir¥ISALite¥doc

z/OS

®

install_dir/ISALite/doc

Diagnostic Health Checker レポートの生成
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server (ISALite for InfoSphere
Information Server) を使用すると、システムの正常性をチェックすること、およびシ
ステム・トポロジー・マップを生成することができます。
IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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手順
1. Linux または UNIX のユーザーの場合、root または sudo root としてログイン
します。Windows ユーザーは、管理者としてログインする必要があります。
2. ISALite for InfoSphere Information Server を始動します。
3. 「IBM Support Assistant Lite for Information Server User’s Guide」の指示に従
い、「汎用 Diagnostic Health Checker」コレクションを選択します。 「IBM
Support Assistant Lite for Information Server User’s Guide」は次のディレクトリ
ーにあります。
表 5. 「ISALite User's Guide」があるディレクトリー
オペレーティング・システム

ディレクトリー

AIX

install_dir/ISALite/doc

Linux

install_dir/ISALite/doc

Windows

install_dir¥ISALite¥doc

このヘルス・チェッカーを実行した後、ISALite でレポートの zip ファイルが出
力されます。このヘルス・チェッカー・ツールでは、2 つのレポートが生成され
ます。
v SuiteHealthChecker.html レポートには、すべてのテストのすべての結果が含
まれ、また InfoSphere Information Server コンポーネント間の通信チャネルの
詳細をリストするトポロジー・マップも含まれます。
また、このレポートには、IBM WebSphere Application Server Network
Deployment 使用時の IBM WebSphere Application Server の 2 つのクラスタ
ー・トポロジー・マップも含まれます。このレポートは、サービス層コンピュ
ーターで Diagnostic Health Checker を実行する場合にのみ作成されます。
v SuiteHealthChecker-Failures.html レポートには、失敗した診断テストのみ
含まれます。
4. 続行する前に、レポートを確認し、すべての障害を解決してください。
ターゲット・システムのログに次のメッセージが記録される場合がありますが、
これは構成前の新規インストールでは正常です。
CDIHC5027W:
The DB2 database configuration parameters are not required to be set to the
values that are recommended for running Information Server. The database
administrator should verify that the value being used
is the right value for your installation.
CDIHC4004I Validate IADB Connection
CDIHC4011E:[ERROR] Unknown Exception. See
Information Server logs
( SystemOut.log and SystemErr.log in WebSphere Application
Server, or messages.log and console.log in WebSphere Liberty)
for further details javax.naming.NameNotFoundException:
Context: isa1Node01Cell/nodes/
isa1Node01/servers/server1, name: xmeta:
First component in name xmeta not found.
[Root exception is org.omg.
CosNaming.NamingContextPackage.
NotFound: IDL:omg.org/CosNaming/
NamingContext/
NotFound:1.0]
Note: This error is reported when Information Analyzer has not yet been
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configured, which is the case
immediately after installation.
If you have not
yet configured Information Analyzer
you can ignore this error.
CDIHC4002I Validate DataStage Connection
DS Project = ANALYZERPROJECT
Host = MYHOSTNAME
Port = 31538
User =
CDIHC4013E++ [ERROR] DataStage Exception
CDIHC4013E ++The user name provided is incorrect
CDIHC4013E ++Note: This error is reported
when Information Analyzer has
not yet been configured,
which is the case
immediately after installation.
If you
have not yet configured Information Analyzer
you can ignore this error.
CDIHC4006I Validate EngineJobExecution
DS Project = ANALYZERPROJECT
Host = MYHOSTNAME
Port = 31538
DSUser =
Driver = com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
DatabaseUrl = jdbc:db2://hostname:50000/iadb
IADBUser = iauser
CDIHC4013E ++[ERROR] Error running the job. See log
for additional details
CDIHC4013E ++ Note: This error is reported
when Information Analyzer
has not
yet been configured, which is the case
immediately after installation. If
you have not yet configured Information Analyzer
you can ignore this error.

インストールのバックアップ
エクスポートを開始する前、およびインポート・プロセスを完了した後に、インス
トールをバックアップすることをお勧めします。

このタスクについて
エクスポート・プロセスを開始する前にインストールをバックアップするのは任意
です。InfoSphere Information Server をアンインストールし、同じマシンでそれを新
規インストールに置き換える場合のみ、バックアップは必須です。並列マイグレー
ションの場合、インストールをバックアップすることを強くお勧めします。ターゲ
ット・システムが個別ハードウェアにある場合もバックアップをお勧めします。
インポート・プロセスが完了した後にターゲット・システムをバックアップするの
は任意ですが、強くお勧めします。

手順
インストールをバックアップするには、ソース・インストールのバージョンに基づ
き、以下のいずれかの手順を使用します。

IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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バージョン

リンク

バージョン 8.0.1

バージョン 8.0.1 をバックアップするには、以下の 8.1
の指示を使用します。

バージョン 8.1、
8.1.1、および 8.1.2

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
t_admin_backup_infsrv.html

バージョン 8.5

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_infsrv.html

バージョン 8.7

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_restore_super.html

バージョン 9.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_restore_super.html

バージョン 11.3

IBM InfoSphere Information Server のバックアップおよび
リストア

マイグレーションの実行
マイグレーションを実行するには、以下の手順を使用します。マイグレーション・
プロセスには、istool コマンド・ラインを使用した資産のエクスポートおよびインポ
ートが含まれます。
次の手順で、マイグレーション・プロセスを順を追って説明します。
v

15 ページの『証明情報のマイグレーション』

v

15 ページの『InfoSphere DataStage のマイグレーション』

v

38 ページの『InfoSphere QualityStage のマイグレーション』

v

60 ページの『共通メタデータのマイグレーション』

v

62 ページの『IBM InfoSphere Data Quality Console のマイグレーション』

v

63 ページの『IBM WebSphere RTI のマイグレーション』

v

64 ページの『InfoSphere Business Glossary のマイグレーション』

v

66 ページの『InfoSphere FastTrack のマイグレーション』

v

68 ページの『InfoSphere Information Analyzer のマイグレーション』

v

48 ページの『InfoSphere Metadata Workbench のマイグレーション』

v

71 ページの『InfoSphere Information Services Director のマイグレーション』

v

72 ページの『レポートのマイグレーション』

注: マイグレーション元のソース・コンピューター上の InfoSphere Information
Server のバージョンによっては、InfoSphere FastTrack、InfoSphere Information
Analyzer、IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer データベー
ス、メタデータ・リポジトリー・データベース、メタデータ・ワークベンチ、IBM
InfoSphere Data Quality Console データベース、または証明情報に関連する共通メタ
データ資産の一部をマイグレーションできない場合があります。ソース・バージョ
ンに基づくマイグレーション制限を確認してください。
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証明情報のマイグレーション
ユーザー ID、ユーザー・グループ、ユーザー・ロール、関連する証明情報、および
関連する共通メタデータをマイグレーションするには、以下の手順を使用します。
個々の製品の資産をインポートする前に、このメタデータをマイグレーションしま
す。

始める前に
8.5 よりも前のバージョンでは、証明情報のエクスポートはサポートされていませ
ん。InfoSphere Information Server Web コンソールを使用して、証明情報を手動で再
作成する必要があります。共通メタデータ、およびスチュワード割り当てを含む
InfoSphere Business Glossary 資産をインポートするには、資産のインポートを開始
する前に、ソース・コンピューターにあるすべてのユーザー ID がターゲット・コ
ンピューターに存在している必要があります。スチュワード割り当てを正しく設定
するために、インポート・プロセスを開始する前に、ユーザーおよびグループがタ
ーゲット・コンピューターに存在している必要があります。

このタスクについて
ソース・コンピューターに対応する istool コマンド・ラインのバージョンを使用し
て資産をエクスポートします。バージョン 11.3 の istool コマンド・ラインを使用
して資産をインポートします。

手順
セキュリティー資産をマイグレーションするには、次の手順に従います。
表 6. セキュリティー資産をマイグレーションする手順
バージョン

手順

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp?topic=/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/security_cli.html
v セキュリティー資産をインポート

バージョン 8.7

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/index.jsp?topic=/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/security_cli.html
v セキュリティー資産をインポート

バージョン 9.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/index.jsp?topic=/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/security_cli.html
v セキュリティー資産をインポート

バージョン 11.3

v セキュリティー資産をエクスポート
v セキュリティー資産をインポート

InfoSphere DataStage のマイグレーション
InfoSphere DataStage をマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を使用し
ます。ソース・コンピューターにある InfoSphere DataStage 資産をエクスポート
し、その後、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグレ
ーションを完了する必要があります。

IBM InfoSphere Information Server バージョン 11.3 へのマイグレーション
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始める前に
istool、InfoSphere Information Server Manager、およびデザイナー・クライアントの
いずれを使用してもマイグレーションできない InfoSphere DataStage のファイルお
よび資産を確認してください。

このタスクについて
InfoSphere DataStage をマイグレーションする方法は 3 つあります。
v バージョン 8.0.1 以降: InfoSphere DataStage デザイナーを使用する方法
v バージョン 8.5 以降: InfoSphere Information Server Manager を使用する方法
v バージョン 8.5 以降: istool を使用する方法
InfoSphere DataStage バージョン 8.5 以降では、InfoSphere DataStage プロジェクト
に関連する共通メタデータ資産をエクスポートする場合、istool コマンド・ライン・
インターフェース (CLI) を使用して InfoSphere DataStage 資産をマイグレーション
することをお勧めします。
ソース・システムに対応する InfoSphere DataStage デザイナー、InfoSphere
Information Server Manager、または istool コマンド・ラインのバージョンを使用し
て資産をエクスポートします。InfoSphere DataStage デザイナーを使用してエクスポ
ートした資産は、InfoSphere DataStage デザイナー バージョン 11.3 を使用してイ
ンポートします。InfoSphere Information Server Manager を使用してエクスポートし
た資産は、InfoSphere Information Server Manager バージョン 11.3 を使用してイン
ポートします。istool を使用してエクスポートした資産は、バージョン 11.3 の
istool コマンド・ラインを使用してインポートします。

手順
InfoSphere DataStage 7.5.3 以降から InfoSphere DataStage 11.3 にマイグレーション
する方法については、 17 ページの『InfoSphere DataStage からのマイグレーショ
ン』を参照してください。
注: InfoSphere Information Server Manager を使用してほとんどの InfoSphere
DataStage 資産をエクスポートおよびインポートできますが、InfoSphere Information
Server Manager を使用して作成した資産のパッケージはエクスポートもインポート
もできません。パッケージの資産をインポートおよびエクスポートするには、istool
機能を使用する必要があります。
InfoSphere DataStage の各バージョンで使用できる特定のエクスポート・ツールにつ
いて詳しくは、以下の表のリンクを参照してください。
表 7. InfoSphere DataStage を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

v アドミニストレーター・クライアントを使用して InfoSphere DataStage
プロジェクトをエクスポート
v デザイナーを使用してオブジェクトをインポート

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
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表 7. InfoSphere DataStage を手動でマイグレーションするための手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/exportingobjects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/importingobjects.html

バージョン 8.7

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/exportingobjects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/importingobjects.html

バージョン 9.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/exportingobjects.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ds.deploy.help.doc/topics/importingobjects.html

バージョン 11.3

v デザイナーを使用してオブジェクトをエクスポート
v デザイナー を使用してオブジェクトをインポート
v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート
v InfoSphere Information Server Manager を使用してエクスポート
v InfoSphere Information Server Manager を使用してインポート

InfoSphere DataStage からのマイグレーション
IBM InfoSphere DataStage をマイグレーションするには、以下のタスクを実行しま
す。
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このタスクについて
このプロセスを使用してジョブをマイグレーションする前に、マイグレーションす
るジョブを確認して、手操作による介入が必要になる可能性がある項目を判別しま
す。以下のリストで、手動でターゲットに移動しなければならない可能性がある追
加の項目について説明します。
v 各プロジェクトの DSParams と、新規プロジェクトのテンプレート内にある
DSParams
v ユーザーが変更した IBM InfoSphere QualityStage オーバーライド
v プロジェクト・ディレクトリー内の FTP/Sendmail テンプレート
v プロジェクト・ディレクトリー内の uvodbc.config ファイル
v サーバー・ディレクトリーの下にある MessageHandler
v ジョブ制御言語 (JCL) テンプレート (DS390)
v 環境に固有のオプションが含まれているパラレル・エンジン構成の uvconfig フ
ァイル
v dsenv ファイル内のユーザー定義エントリー
v odbc.ini ファイル内のデータ・ソース
v パラレル・エンジン・マップとロケール
v パラレル・エンジン構成ファイル
以下のリストでは、実行しなければならない可能性がある追加のタスクについて説
明します。
v ユーザー名と証明情報マッピングの再作成
v コネクターを更新するためのコネクター・マイグレーション・ツールの実行
データ・セットのマイグレーションについて詳しくは、http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21392477を参照してください。
Oracle 8 プロジェクトを使用する InfoSphere DataStage ジョブをマイグレーショ
ンするための前提条件:
InfoSphere DataStage バージョン 7.5 以前からマイグレーションする場合で、
ORAOCI8 プラグインを使用するジョブがある場合、最初にそれらのジョブを
ORAOCI プラグインを使用するように変換する必要があります。この変換により、
Oracle 8 または Oracle 9 をサポートできます。それらのジョブは、ソース・コン
ピューターからエクスポートする前に変換する必要があります。
このタスクについて
OCI8TO9.B ユーティリティーを使用すると、ジョブの Oracle OCI 8 (OCI8) ステー
ジを Oracle OCI (OCI9) ステージにマイグレーションできます。このユーティリテ
ィーは、InfoSphere DataStage リリース 6.0 以降で実行できます。ジョブのマイグ
レーションを開始する前に、変換するプロジェクトのバックアップを作成してくだ
さい。また、変換時にそのプロジェクトを使用している他のユーザーがいないこと
を確認してください。
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手順
1. バイナリー・モードで FTP を使用して、この OCI8TO9.B という名前のユーテ
ィリティーをご使用の InfoSphere DataStage サーバーに移動し、一時ディレクト
リーに配置します。この OCI8TO9.B 変換ユーティリティーは、WebSphere
DataStage バージョン 6.1 から 7.5.3 のインストール・メディアの次のディレク
トリーにあります: Utilities/Unsupported/Oci82Oci9。
2. 変換する各プロジェクトの DSU_BP.O ディレクトリーに、このユーティリティー
をコピーします。UNIX では、さらに次のコマンドを実行する必要があります:
chmod 750 OCI8TO9.B。
3. InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーターをいずれかの
InfoSphere DataStage クライアント・ワークステーションから始動します。
a. 「プロジェクト」タブを選択し、変換するプロジェクトを強調表示し、「コ
マンド」をクリックします。
b. コマンド・プロンプトで、次のコマンドを入力します: RUN DSU_BP
OCI8TO9.B。
4. 「実行」をクリックします。 続行するか終了するかを尋ねるプロンプトが出さ
れます。「Y」または「N」で応答し、「応答」をクリックします。続行する
と、デフォルトではページの終わりで出力が一時停止します。一時停止のたびに
「次へ」をクリックすること、または「一時停止...」をクリアすることができま
す。
タスクの結果
ユーティリティーにより、変換されたジョブのレポートが OCI8TO9.CONV という名
前で &COMO& ディレクトリーに作成されます。
注: OCI8TO9.B ユーティリティーを使用できない 6.0 よりも前のバージョンの
InfoSphere DataStage からマイグレーションするには、このツールが含まれる中間の
WebSphere DataStage バージョン 6.0 またはバージョン 7.5 インストールを使用す
る必要があります。次のステップを実行します。
1. ツールが含まれる WebSphere DataStage バージョン 6.0 またはバージョン 7.5
インストールで、OCI8 ステージのジョブを OCI9 ステージのジョブにマイグレ
ーションします。
2. これらのマイグレーションしたジョブを InfoSphere Information Server バージョ
ン 8.1 以降にインポートします。
InfoSphere DataStage プロジェクトのエクスポート:
InfoSphere DataStage プロジェクトをエクスポートするには、以下のタスクを実行し
ます。
手順
1.

20 ページの『ジョブ・ログ情報のキャプチャー』

2.

13 ページの『インストールのバックアップ』

3.

22 ページの『InfoSphere DataStage 設定ファイルの保存』

4.

23 ページの『ジョブ従属性ファイル、ハッシュ・ファイル、およびジョブ・レ
ベルのメッセージ・ハンドラーの移動』
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5.

26 ページの『プロジェクトのエクスポート』

ジョブ・ログ情報のキャプチャー:
ソース・インストールを削除して、ターゲット・インストールで置き換える場合
は、ジョブ・ログ情報を保存します。この情報には、環境設定と、ターゲット・シ
ステムで結果を検証するために後で使用するその他の情報が含まれます。
手順
1. ソース・システムで、少数のジョブを実行して、ジョブ・ログ情報をキャプチャ
ーします。
注: 環境にサーバー・ジョブとパラレル・ジョブの両方がある場合、ジョブ・タ
イプで環境変数が異なる場合があるため、これらの両方を実行します。
2. ジョブごとに、以下の手順を実行します。
a. InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター で、いずれかのジョブの
ジョブ・ログ・ビューを開きます。
b. 「プロジェクト」 > 「すべてのエントリーを印刷」 > 「詳細」 > 「ファイ
ルへ出力」を選択してから、ジョブを明確に識別するファイル名を入力しま
す。
3. 将来の使用に備えてログを保存します。

インストールのバックアップ:
エクスポートを開始する前、およびインポート・プロセスを完了した後に、インス
トールをバックアップすることをお勧めします。
このタスクについて
エクスポート・プロセスを開始する前にインストールをバックアップするのは任意
です。InfoSphere Information Server をアンインストールし、同じマシンでそれを新
規インストールに置き換える場合のみ、バックアップは必須です。並列マイグレー
ションの場合、インストールをバックアップすることを強くお勧めします。ターゲ
ット・システムが個別ハードウェアにある場合もバックアップをお勧めします。
インポート・プロセスが完了した後にターゲット・システムをバックアップするの
は任意ですが、強くお勧めします。
手順
インストールをバックアップするには、ソース・インストールのバージョンに基づ
き、以下のいずれかの手順を使用します。
バージョン

リンク

バージョン 8.0.1

バージョン 8.0.1 をバックアップするには、以下の 8.1
の指示を使用します。

バージョン 8.1、
8.1.1、および 8.1.2

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.common.doc/topics/
t_admin_backup_infsrv.html
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バージョン

リンク

バージョン 8.5

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_infsrv.html

バージョン 8.7

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_restore_super.html

バージョン 9.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.found.admin.burest.doc/topics/
t_admin_backup_restore_super.html

バージョン 11.3

IBM InfoSphere Information Server のバックアップおよび
リストア

バージョン 7.5.3 以前のバックアップ (UNIX または Linux):
エクスポート・プロセスを開始する前、およびインポート・プロセスを完了した後
に、バージョン 7.5.3 (またはそれより前) のインストールをバックアップします。
手順
1. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを停止します。
a. ユーザー・セッションをすべて切断し、ジョブが実行されていないことを確
認します。
b. InfoSphere DataStage サーバーに dsadm または同等の管理ユーザーとしてロ
グオンします。
c. ../Ascential/DataStage/DSEngine/ ディレクトリーに移動します。
d. dsenv ファイルを入手します。
. ./dsenv

e. 以下のコマンドを実行して、サービスを停止します。
./bin/uv -admin -stop

f. ../Ascential/DataStage ディレクトリーおよびすべてのサブディレクトリー
をバックアップします。プロジェクトが他のディレクトリーにある場合は、
それらのプロジェクトをバックアップします。
g. ジョブで使用する外部ファイルまたはライブラリーが格納されているディレ
クトリーをすべてバックアップします。外部ファイルとは、データ・セッ
ト、ファイル・セット、順次ファイル、ハッシュ・ファイル、およびその他
の類似ファイルです。外部ライブラリーは、パラレル・エンジンによって呼
び出されるカスタム C++ 関数の場合があります。
2. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを開始します。
a. InfoSphere DataStage サーバーに dsadm ユーザーまたは同等の管理ユーザー
としてログオンします。
b. ../Ascential/DataStage/DSEngine/ ディレクトリーに移動します。
c. dsenv ファイルを入手します。
. ./dsenv

d. 以下のコマンドを実行して、サービスを開始します。
./bin/uv -admin -start
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バージョン 7.5.3 以前のバックアップ (Microsoft Windows):
エクスポートまたはインポート・プロセスを開始する前に、バージョン 7.5.3 (また
はそれより前) のインストールをバックアップします。Windows レジストリーもバ
ックアップする必要があります。バックアップとして
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE をエクスポートする必要があります。
手順
1. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを停止します。
a. すべての DataStage クライアントを閉じます。
b. DataStage サーバーにログオンします。「開始」 > 「設定」 > 「コントロー
ル・パネル」 > 「DataStage」を選択します。
c. 「すべてのサービスの停止」をクリックします。
d. ..¥Ascential¥DataStage ディレクトリーおよびすべてのサブディレクトリー
をバックアップします。プロジェクトが他のディレクトリーにある場合は、
それらのプロジェクトをバックアップします。
e. ジョブで使用する外部ファイルまたはライブラリーが格納されているディレ
クトリーをすべてバックアップします。外部ファイルとは、データ・セッ
ト、ファイル・セット、順次ファイル、ハッシュ・ファイル、およびその他
の類似ファイルです。外部ライブラリーは、パラレル・エンジンによって呼
び出されるカスタム C++ 関数の場合があります。
2. 以下の手順を実行して、InfoSphere DataStage サービスを開始します。
a. DataStage サーバーにログオンします。「開始」 > 「設定」 > 「コントロー
ル・パネル」 > 「DataStage」を選択します。
b. 「DSRPC サービス」を選択してから、「開始」をクリックします。
c. 「開始」が「自動」としてリストされていない場合は、「開始...」をクリック
してから、「自動」をクリックします。これで、サーバーをリブートする
と、常にサービスが自動的に再開されます。
d. 「DataStage エンジン・リソース・サービス」と「DataStage Telnet サービ
ス」についてステップ b と c を繰り返します。
InfoSphere DataStage 設定ファイルの保存:
ソース・インストールから設定ファイルを保存します。次に、新規バージョンのイ
ンストール後に、保存した設定をターゲット・インストールの設定ファイルに統合
します。
このタスクについて
次の手順では、環境変数 $DSHOME は、IBM InfoSphere DataStage インストールの
エンジン・ディレクトリーを識別します。
バージョン 7.5.3 以前の場合、Linux および UNIX では、エンジン・ディレクトリ
ーは /user_home/Ascential/DataStage/DSEngine です。ここで、user_home は、
InfoSphere DataStage を最初にインストールした InfoSphere DataStage 管理者のホー
ム・ディレクトリーです。 デフォルトでは、このユーザーの名前は dsadm です。
バージョン 8.0.1 以降の場合、エンジン・ディレクトリーは /opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine です。バージョン 7.5.3 以前では、各プロジ
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ェクトのデフォルトの場所は /user_home/Ascential/DataStage/Projects ディレク
トリー内の専用ディレクトリーです。バージョン 8.0.1 以降では、各プロジェクト
のデフォルトの場所は /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects ディレクト
リー内の専用ディレクトリーです。
Microsoft Windows では、エンジン・ディレクトリーは
C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine です。バージョン 7.5.3 以前の場合、
各プロジェクトはデフォルトでは、C:¥Ascential¥DataStage¥Projects ディレクト
リー内のそれ専用のディレクトリーにあります。バージョン 8.0.1 以降の場合、各
プロジェクトはデフォルトでは、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥Projects ディ
レクトリー内のそれ専用のディレクトリーにあります。
手順
1. 必要な設定ファイルを保存するには、以下の手順を実行します。
a. $DSHOME/dsenv ファイルを InfoSphere DataStage ファイル構造の外側の場所
にコピーします。
b. 既存の構成と ODBC ドライバーの構成のレコードを保持するには、次のファ
イルを InfoSphere DataStage ファイル構造の外側の場所にコピーします。
v $DSHOME/.odbc.ini
v $DSHOME/uvodbc.config
v 各プロジェクト・ディレクトリー内にある uvodbc.config ファイル
2. 必要な設定ファイルを保存するには、以下の手順を実行します。
a. 各プロジェクト・ディレクトリーから、DSParams ファイルを安全な場所にコ
ピーします。
b. Template プロジェクトから DSParams ファイルをコピーします。例えば、
C:¥Ascential¥DataStage¥Template¥DSParams ファイルを保存します。
c. エンジン・ディレクトリー内の $DSHOME¥uvodbc.config ファイルをコピーし
ます。
d. 各プロジェクト・ディレクトリー内にある uvodbc.config ファイルをコピー
します。

ジョブ従属性ファイル、ハッシュ・ファイル、およびジョブ・レベルのメッセー
ジ・ハンドラーの移動:
InfoSphere DataStage のターゲット・インストールからアクセスできないディレクト
リー構造に配置されているファイル (フラット・ファイル、スキーマ・ファイル、
ライブラリー・ファイル、ハッシュ・ファイルなど) に、ソース・インストールの
ジョブが依存している場合、それらのファイルを保存し、ターゲット・インストー
ルに手動で移動する必要があります。
このタスクについて
InfoSphere DataStage エクスポート・プロシージャーでは、ジョブ・デザイン、表定
義、およびカスタム・ルーチンなどの InfoSphere DataStage オブジェクトがエクス
ポートされます。ジョブが、フラット・ファイル、パラレル・ジョブが使用するス
キーマを含むファイル、およびパラレル・ジョブのカスタム・ルーチンによって呼
び出されるライブラリーに依存しているときは、これらのファイルが InfoSphere
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DataStage サーバーのディレクトリー構造内または InfoSphere DataStage クライアン
トのディレクトリー構造内にある場合、または InfoSphere DataStage を別のターゲ
ット・コンピューターにインストールする場合、これらのファイルを手動で移動す
る必要があります。
パラレル・ジョブのカスタム・ルーチンがライブラリーを呼び出す場合、ターゲッ
ト・オペレーティング・システムまたはコンピューターがソース・オペレーティン
グ・システムまたはコンピューターと異なるときは、ライブラリーを移動できませ
ん。このようなライブラリーについては、代替バージョンのライブラリーを見つけ
るか、ソース・コードからライブラリーを再作成する必要があります。
ファイルの保存に加えて、現行のオペレーティング・システムを文書化します。プ
ロジェクトとディレクトリー構造、セキュリティー設定、データベース接続情報、
ODBC ドライバーのインストール、および環境に関するその他の主要な情報を記録
します。また、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター
クライアントにログインして、各プロジェクトの非管理者ユーザー・ロールも記録
します。
異なるバイト・オーダーを使用するコンピューターで作成されたハッシュ・ファイ
ルについての情報、またはグローバル化されている (NLS) インストール済み環境へ
のマイグレーション時に、グローバル化されていない (非 NLS) インストール済み
環境で作成されたハッシュ・ファイルを移動する場合についての情報は、『ジョブ
従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルの復元』を参照してください。
マイグレーションを計画しているジョブを確認して、ターゲット・コンピューター
に手動でコピーする必要があるすべての項目を判別します。以下のリストには、コ
ピーしなければならない可能性がある項目が含まれています。
v プロジェクトごとの DSParams 設定
v プロジェクト・ディレクトリー内の FTP/Sendmail テンプレート
v プロジェクト・ディレクトリー内の uvodbc.config ファイル
v サーバー・ディレクトリーの下位にあるメッセージ・ハンドラー
v ジョブ制御言語 (JCL) のテンプレート
v uvconfig ファイル内にある DSEngine 構成
v dsenv ファイル内のユーザー定義エントリー。dsenv ファイルの設定について詳
しくは、『dsenvファイルの構成』を参照してください。
v odbc.ini ファイル内のデータ・ソース。9.1 よりも前のすべてのバージョンで
は、このファイル内の変更を手動でマージする必要があります。バージョン 9.1
以降では、このファイルをソース・コンピューターからコピーし、ターゲット・
コンピューターに移動できます。odbc.ini ファイルの設定について詳しくは、
『odbc.iniファイルの構成』を参照してください。
v パラレル・ジョブの構成ファイル。
InfoSphere DataStage バージョン 8.5 以降では、アドミニストレーター・クライア
ントを使用して DSParams 環境変数をエクスポートできます。
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手順
ジョブ従属性ファイル、ハッシュ・ファイル、およびジョブ・レベルのメッセー
ジ・ハンドラーをターゲット・コンピューターに手動で移動します。移動でファイ
ル所有権とアクセス権が保持されていることを確認してください。
オプション

説明

ジョブ従属性ファイルを移動するには

オペレーティング・システムのコマンドを使
用します。データ・セットとファイル・セッ
トを外部ソースから再取り込みできるジョブ
がある場合は、ジョブを使用して、データ・
セットとファイル・セットを手動で移動する
のではなく再取り込みします。

ハッシュ・ファイルを移動するには

1. ディレクトリー構造内でハッシュ・ファ
イルを見つけます。
v 各静的ハッシュ・ファイルは、2 つの
オペレーティング・システム・ファイ
ルによって表されます。例えば、
price_lookup という名前の静的ハッシ
ュ・ファイルは、price_lookup と
d_price_lookup という名前の 2 つの
ファイル内に含まれています。
v 各動的ハッシュ・ファイルは、ハッシ
ュ・ファイルと同じ名前のディレクト
リーと、D_hashed_file_name という名
前のファイルで表されます。例えば、
code_lookup という名前の動的ハッシ
ュ・ファイルは、code_lookup という
名前のディレクトリーと
D-code_lookup という名前のファイル
で表されます。
2. 各ハッシュ・ファイルを表すファイルと
ディレクトリーを、InfoSphere DataStage
ディレクトリー構造の外部の安全な場所
にコピーします。
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オプション

説明

ジョブ・レベルで指定されている InfoSphere プロジェクト・レベルのメッセージ・ハンド
DataStage メッセージ・ハンドラーを移動す ラーのみある場合、それらを
C:¥IBM¥InformationServer¥Server
るには
¥MsgHandlers ディレクトリーまたは
/opt/IBM/InformationServer/Server/
MsgHandlers ディレクトリーから、新しいイ
ンストール済み環境の同じ場所に手動でコピ
ーします。InfoSphere DataStage ジョブとと
もにジョブ・レベルのメッセージ・ハンドラ
ーをエクスポートします。istool を使用して
InfoSphere DataStage ジョブをエクスポート
する場合、-includeexecutable パラメータ
ーを指定して、ジョブ・レベルのメッセー
ジ・ハンドラーをエクスポートします。メッ
セージ・ハンドラーは、ジョブ・デザインの
一部としてエクスポートされません。
実行可能ファイルをインポートすると、メッ
セージ・ハンドラーがそれに付属します。
InfoSphere DataStage ジョブは、ターゲッ
ト・システムにインポートした後、ユーザー
がリコンパイルして実行する必要があります
が、メッセージはプロモートされます。ジョ
ブの /Projects/project_name/RT_SC ディレ
クトリーを検査することで、メッセージ・ハ
ンドラーがプロモートされたか確認できま
す。Local.msh ファイルを確認する必要があ
ります。ジョブ・レベルのメッセージ・ハン
ドラーは、このディレクトリーに保管されま
す。プロジェクト・レベルのメッセージ・ハ
ンドラーは、/InformationServer/Server/
MsgHandlers ディレクトリーに保管されま
す。
注: 一部のメッセージ ID は、変更されてい
る可能性があります。メッセージ ID の確認
については、IBM InfoSphere Information
Server パラレル・エンジン・メッセージ・リ
ファレンスのガイドを参照してください。

プロジェクトのエクスポート:
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用すると、すべてのバージ
ョンの InfoSphere DataStage プロジェクトをエクスポートできます。また、バージ
ョン 7.5.3 以前では、dscmdexport コマンドや InfoSphere DataStage Manager クライ
アントも使用できます。バージョン 8.0.1 以降では、InfoSphere DataStage デザイナ
ー・クライアントを使用して InfoSphere DataStage プロジェクトをエクスポートで
きます。バージョン 8.1 以降では、InfoSphere Information Server Manager を使用し
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て InfoSphere DataStage プロジェクトをエクスポートできます。istool または
dscmdexport コマンドを使用する場合、すべてのプロジェクトを一度にエクスポート
するスクリプトを作成できます。
このタスクについて
ジョブ・レベルのメッセージ・ハンドラーをマイグレーションする必要がない限
り、実行可能ファイルなしでジョブをエクスポートできます。コンパイルしたジョ
ブはエクスポートしないでください。マイグレーションの完了時に、マイグレーシ
ョンしたジョブをすべてリコンパイルします。エクスポート・ファイルが 2 GB を
超える場合は、プロジェクトを複数の小さいファイルにエクスポートしてくださ
い。
注: istool コマンド・ライン・インタフェース (CLI) を使用して大量の資産を移動
する場合に最良のパフォーマンスを得るには、2,000 以下のジョブを同じアーカイ
ブ・ファイルにエクスポートします。
手順
プロジェクトをエクスポートするには、istool コマンド・ライン・インターフェース
(CLI)、dscmdexport コマンド、InfoSphere Information Server Manager クライアン
ト、または InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントを使用します。
オプション

説明

istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使
用してプロジェクトをエクスポートするには

istool コマンド・ライン・インターフェースを使用したプ
ロジェクトのエクスポートについて詳しくは、トピック
『InfoSphere DataStage and QualityStage 資産の export コ
マンド』を参照してください。
注: istool を使用してプロジェクトをエクスポートする場
合、-includedependent パラメーターを使用して共通メタ
データ資産 (エクスポート対象の表定義に関連するデータ
ベース表など) を転送できます。ただし、マイグレーショ
ン戦略によっては、個別のエクスポート・コマンドで
-commonmetadata パラメーターを使用して、すべての共通
メタデータ資産を転送する場合もあります。InfoSphere
DataStage ジョブを転送する前に、実装済みのデータ・リ
ソースを転送する必要があります。istool コマンド・ライ
ン・インターフェース (CLI) は、プロジェクトに関連す
る共通メタデータ資産をエクスポートするためのオプショ
ンを唯一提供しています。
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オプション

説明

dscmdexport コマンドを使用してプロジェクトをエクスポ
ートするには

1. DataStage クライアント・コンピューターで、コマン
ド・ライン・エディターを開き、DataStage クライアン
ト・ディレクトリーに移動します。バージョン 7.5.3
以前の場合、デフォルト・パスは
C:¥Ascential¥Program
Files¥Ascential¥DataStageversion です。バージョン
8.0.1 以降では、デフォルト・パスは
C:¥IBM¥InformationServer¥Clients
¥Classic です。
2. 以下のコマンドを入力します。
dscmdexport /AF=authfile |
/D=domainname /U=username /P=password
/H=hostname project_name
export_file_path [/V]
引数は以下のとおりです。
v authfile は、接続詳細を含む暗号化済み証明情報ファ
イルの名前です。
v domainname は、サービス層コンピューターの名前
です。
v hostname は、InfoSphere DataStage サービス層コン
ピューターの名前です。
v username は、InfoSphere DataStage にログオンする
ユーザーの名前です。
v password は、ユーザー名のパスワードです。
v project_name は、エクスポートするプロジェクトの
名前です。
v export_file_path は、宛先ファイルのパス名です。慣
例では、エクスポート・ファイルのファイル拡張子
は .dsx です。
v /V を指定すると、詳細オプションがオンになり、エ
クスポート・プロシージャーの進行状況を追跡でき
るようになります。
3. 例: この例では、コマンド・ラインを使用して、R101
という名前のサーバーにある monthlyaudit という名前
のプロジェクトをエクスポートし、このプロジェクト
を monthlyaudit.dsx という名前のファイルに書き込
みます。ターゲット・ファイルは、クライアント・コ
ンピューターの migrated_projects という名前のディ
レクトリーにあります。
dscmdexport /D=DOM1 /U=BillG /
P=paddock /H=R101 monthlyaudit
C:¥migrated_projects¥monthlyaudit.dsx
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オプション

説明

InfoSphere Information Server Manager クライアントを
使用してプロジェクトをエクスポートするには

1. InfoSphere Information Server Manager クライアントを
開き、エクスポートするプロジェクトに接続します。
2. 「ビュー」 > 「ホスト・ビュー」が選択されているこ
とを確認します。
3. 「エクスポート」 > 「DataStage コンポーネント」を
選択します。
4. 「エクスポート」ウィンドウで、エクスポートするプ
ロジェクトに関する詳細を指定します。
v 「エクスポート先ファイル」フィールドに、プロジ
ェクトを保管するファイルのパス名を入力するか参
照します。デフォルトでは、エクスポート・ファイ
ルのファイル拡張子は .dsx です。
v 「コンポーネント」タブで、「プロジェクト全体」
を選択します。
5. 「OK」をクリックします。プロジェクトが、指定した
ファイルにエクスポートされます。
6. InfoSphere Information Server マネージャー・クライア
ントの左側のペインで、次のプロジェクトを選択し
て、ステップ c から e を繰り返します。

InfoSphere DataStage デザイナー・クライアントを使用し 1. デザイナー・クライアントの左ペインのツリーでプロ
てプロジェクトをエクスポートするには
ジェクトを選択します。
2. プロジェクトを右クリックし、コンテキスト・メニュ
ーから「項目のエクスポート」を選択します。
これにより、「リポジトリー・エクスポート」ダイア
ログが表示されます。このダイアログでは、プロジェ
クトのすべての項目が自動的に選択されます。
3. 「エクスポート先ファイル」フィールドを編集しま
す。エクスポート・ファイル名の絶対パスを指定しま
す。
このファイルは、エクスポート・プロセスにより作成
されます。例えば、C:¥Temp¥project_export_file.dsx
などです。
4. 「エクスポート」を選択します。
5. エクスポートが完了したら、「閉じる」を選択しま
す。
他のプロジェクトをエクスポートするには、InfoSphere
DataStage デザイナー・クライアントを閉じ、他のプロジ
ェクトに対して InfoSphere DataStage デザイナー・クライ
アントを開き、エクスポート・プロセスを繰り返します。

InfoSphere DataStage サーバーおよびクライアントの削除:
既存のバージョンを新規バージョンで置き換えることを予定している場合は、新規
バージョンをインストールする前に、InfoSphere DataStage サーバーおよびクライア
ントを削除します。
このタスクについて
バージョン 8.0.1 以降では、InfoSphere DataStage サーバーはエンジン層と呼ばれま
す。
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手順
1.

Windows

InfoSphere DataStage バージョン 7.5.3 以前を削除するには、以下の
手順を実行します。
a. DataStage が実行されていないことと、クライアントがサーバーに接続されて
いないことを確認します。
b. Microsoft Windows の「コントロール パネル」を開き、「プログラムの追加
と削除」を選択します。
c. インストールされているプログラムのリストで、「DataStage サーバー」を
選択します。
d. 「変更/削除」をクリックします。
Linux

2.

UNIX

InfoSphere DataStage 7.5.3 以前を削除するには、以下の手

順を実行します。
a. オリジナルのインストール CD をマウントするか、CD の内容をコンピュー
ターにコピーします。
b. root ユーザーとしてログインします。
c. CD の最上位ディレクトリーに移動するか、CD の内容をコピーしたディレク
トリーに移動します。
d. 以下のいずれかのコマンドを入力して、アンインストール・プログラムを開
始します。このプログラムにより、InfoSphere DataStageサーバーを削除する
プロセスが実行されます。
表 8. InfoSphere DataStage サーバーを削除するためのコマンド
オペレーティング・システム

コマンド

HP-UX

’UNINSTLL.SH;1’

IBM AIX

uninstll.sh

Linux

’uninstll.sh’

Solaris

uninstll.sh

3. InfoSphere DataStage クライアントを削除するには、以下の手順を実行します。
a. Microsoft Windows の「コントロール パネル」を開き、「プログラムの追加
と削除」を選択します。
b. インストールされているプログラムのリストで、「DataStage クライアン
ト」を選択します。
c. 「変更/削除」をクリックします。
4. InfoSphere Information Server バージョン 8.0.1 以降を削除する方法について
は、次のトピックを参照してください。
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r0/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/
containers/wsisinst_rem_is.html

バージョン 8.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_rem_is.html
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バージョン

手順

バージョン 8.5、8.7、および 9.1

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_rem_is.html

バージョン 11.3

InfoSphere Information Server ソフトウェアを削除

クライアント・コンピューターへの InfoSphere Information Server の新規バージ
ョンのインストール:
クライアントをマイグレーションする代わりに、クライアント・プログラムの新規
バージョンをクライアント層にインストールします。
手順
1. バージョン 11.3 のインストールについて詳しくは、トピック『
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/wsisinst_chk_server.html』
を参照してください。
2. トポロジーに複数のバージョンの IBM InfoSphere Information Server が含まれる
場合、バージョン 11.3 クライアント層を別の Microsoft Windows コンピュータ
ーにインストールすることも、クライアントの前のバージョンと同じコンピュー
ターにインストールすることもできます。InfoSphere DataStage では、マルチク
ライアント・マネージャーを使用してバージョン間で切り替えを行います。バー
ジョン 11.3 クライアント層を前のクライアントとともにインストールすること
を選択した場合は、Microsoft Windows の「プログラムの追加と削除」ユーティ
リティーを使用して、既存の MKS Toolkit を削除してから、バージョン 11.3
クライアント層をインストールします。バージョン 11.3 をインストールした
後、前のバージョンもバージョン 11.3 も、クライアント層とともにインストー
ルされる最新の MKS Toolkit を使用します。
注: バージョン 11.3 クライアント層をバージョン 11.3 エンジン層またはサー
ビス層とともに同じ Microsoft Windows コンピューターにインストールする場
合、そのコンピューターには追加のクライアントはインストールできません。コ
ンピューターにインストールできるバージョン 11.3 クライアントは 1 つのみで
す。また、クライアント層とエンジン層を同じインストール・ディレクトリーに
インストールする必要があります。
前のバージョンのクライアントが配置されているコンピューターと同じ
Microsoft Windows コンピューターにバージョン 11.3 クライアントをインスト
ールするには、以下の手順を実行します。
a. Windows コンピューターに管理者としてログオンします。
b. コンピューターにインストールされているファイアウォール・ソフトウェア
をオフにします。
c. オプション: アンチウィルス・ソフトウェアをオフにします。
d. InfoSphere Information Server バージョン 11.3 のインストール・メディアま
たはダウンロードしたインストール・イメージのルート・ディレクトリーに
移動します。
e. setup.exe をダブルクリックし、管理者としてファイルを実行します。
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f. インストール・ディレクトリーを尋ねられたら、「新規インストール」を選
択して、既存の InfoSphere Information Server クライアントが格納されていな
いディレクトリーを指定します。
g. 必要に応じて製品モジュールとコンポーネントを選択します。
InfoSphere DataStage プロジェクトのインポート:
IBM InfoSphere DataStage プロジェクトを新規バージョンの InfoSphere Information
Server にインポートするには、以下のタスクを実行します。
手順
1. 『プロジェクト情報のインポート』
2.

33 ページの『InfoSphere DataStage 設定ファイルの内容のマージ』

3.

34 ページの『ジョブ従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルの復元』

4.

35 ページの『ジョブのリコンパイル』

プロジェクト情報のインポート:
istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI) を使用すると、バージョン 8.5
以降の InfoSphere DataStage プロジェクトをインポートできます。また、
dscmdimport コマンド、InfoSphere DataStage デザイナー・クライアント、または
InfoSphere Information Server Manger クライアントを使用して、プロジェクトをイ
ンポートすることもできます。
このタスクについて
資産のエクスポートで使用した方法と同じ方法を使用して InfoSphere DataStage 資
産をインポートします。
手順
1. InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを開き、ターゲッ
ト・コンピューターで新規プロジェクトを作成します。
a. 「プロジェクト」ページで「追加」をクリックします。
b. 「プロジェクトの追加」ウィンドウで、作成するプロジェクトの名前を入力
して、そのプロジェクトのパス名を指定します。プロジェクトの元の名前を
使用できます。
c. 「OK」をクリックして、プロジェクトを作成します。
2. istool コマンド・ライン・インターフェース (CLI)、dscmdimport コマンド、
InfoSphere Information Server Manager クライアント、または InfoSphere
DataStage デザイナー・クライアントを使用して、InfoSphere DataStage 資産をイ
ンポートします。
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オプション

説明

istool コマンド・ライン・インターフェース
(CLI) を使用してプロジェクトをインポート
するには

istool コマンド・ライン・インターフェース
を使用したプロジェクトのインポートについ
て詳しくは、トピック『InfoSphere DataStage
and QualityStage 資産の istool import コマン
ド』を参照してください。
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オプション

説明

dscmdimport コマンドを使用してプロジェク dscmdimport コマンドを使用したプロジェク
トをインポートするには
トのインポートについて詳しくは、トピック
『dscmdimportコマンド』を参照してくださ
い。
InfoSphere Information Server Manager ク
ライアントを使用してプロジェクトをインポ
ートするには

InfoSphere Information Server Manager クライ
アントを使用したプロジェクトのインポート
について詳しくは、トピック『Importing
assets by using the InfoSphere Information
Server Manager client 』を参照してくださ
い。

InfoSphere DataStage デザイナー・クライア 1. 作成した .dsx ファイルを、InfoSphere
ントを使用してプロジェクトをインポートす
DataStage クライアントがインストールさ
るには
れているコンピューターに移動します。
2. InfoSphere DataStage デザイナー・クライ
アントを開いて、ターゲット・プロジェ
クトにアタッチします。
3. 「インポート」 > 「DataStage コンポー
ネント」を選択します。
4. インポートする .dsx ファイルの名前を
指定して、「OK」をクリックします。
5. インポートする必要があるプロジェクト
ごとにステップ b から e を繰り返しま
す。

InfoSphere DataStage 設定ファイルの内容のマージ:
プロジェクト環境変数およびその他の設定は、各プロジェクトの DSParams ファイ
ルに保管されます。バージョン 8.5 以降では、InfoSphere DataStage アドミニスト
レーター・クライアントを使用して、環境変数設定をエクスポートおよびインポー
トするか、dsadmin コマンド・ライン・ツールを使用して、エクスポート・プロセ
ス中に保存した DSParams 設定を手動でマージします。バージョン 8.1 以前では、
アドミニストレーター・クライアントまたは dsadmin コマンド・ラインを使用し
て、新しいシステムで環境変数を手動で作成します。バージョン 8.0.1 以前では、
アドミニストレーター・クライアントを使用してこれらのタスクを実行します。
このタスクについて
プロジェクトで必要な環境変数がジョブまたはパラメーター・セットでパラメータ
ー変数として使用される場合は、これらの環境変数の定義をインポート・プロセス
で設定します。通常、プロジェクトの環境変数値のみを設定し、必要に応じて、サ
ード・パーティー・コンポーネントで必要で、ジョブ・パラメーターとして参照さ
れない環境変数を設定します。
ソース・コンピューターに InfoSphere DataStage バージョン 8.5 以降がある場合、
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・クライアントを使用して環境変数を
*.env ファイルにエクスポートします。その後、これらのファイルを InfoSphere
DataStage バージョン 11.3 にインポートできます。エクスポート機能にアクセスす
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るには、各プロジェクトを選択し、「プロパティー」をクリックし、「一般」タブ
を選択し、「環境」をクリックします。環境変数はプロジェクトごとにエクスポー
トされます。そのプロジェクトの環境変数を保持するために、.env ファイルが作成
されます。インポート・プロセスを完了する場合、対応するファイルをインポート
します。その他の設定ファイル (uvconfig、.odbc.init など) は手動でエクスポー
トする必要があります。
新規バージョンの設定ファイルでは設定の追加または設定の編集のみを行います。
設定は削除しないでください。また、DSParams ファイルの保存したバージョンを、
ファイルの新しいバージョンに上書きコピーしないでください。
dsadmin コマンド・ライン・ツールの使用について詳しくは、トピック『
Commands for administering projects』を参照してください。

ジョブ従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルの復元:
ジョブ従属性ファイルおよびハッシュ・ファイルを新規インストール済み環境に復
元します。
手順
1. ジョブ従属性ファイルを個別に復元するには、以下のタスクを実行します。
a. 新規 IBM InfoSphere Information Server ディレクトリー構造でファイルの場
所を見つけます。例えば、ファイルが以前のインストール済み環境のプロジ
ェクト・ディレクトリーにあった場合は、プロジェクトの内容をインポート
したプロジェクト・ディレクトリーを見つけます。
b. オペレーティング・システム・コマンドを使用して、保存したファイルを必
要な場所にコピーします。ファイルの所有権およびアクセス権により、
InfoSphere DataStage 証明情報を使用した適切なアクセスが許可されることを
確認します。
c. ファイルを参照するジョブがその場所を見つけられるようにします。ファイ
ルが直接参照されている場合は、ジョブ・デザインでパス名を編集する必要
があります。ファイルがジョブ・パラメーターによって参照されている場合
は、ファイルの新しい場所を参照するように、パラメーターのデフォルト値
を編集しなければならないことがあります。
2. ハッシュ・ファイルを復元するには、以下の手順を実行します。
a. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター クライアントを開
いて、ハッシュ・ファイルを使用するマイグレーション済みプロジェクトに
アタッチします。
b. ハッシュ・ファイルを作成するジョブを実行または検証します。
c. すべての InfoSphere DataStage クライアントを閉じ、InfoSphere DataStage サ
ービスを停止します。
d. 新たに作成されたファイルをディレクトリー構造内で特定し、その上にハッ
シュ・ファイルをコピーします。動的ファイルの場合は、ハッシュ・ファイ
ル・ディレクトリー内に DATA.30 および OVER.30 ファイルとともに
.Type30 ファイルがあることを確認します。
3. 別のバイト・オーダーを使用するコンピューターからハッシュ・ファイルを取得
した場合は、以下の手順を実行します。特定のオペレーティング・システム間で
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はファイル・フォーマットに互換性があることに注意してください。Microsoft
Windows、Suse、および Redhat 間で移動されるファイルではこのステップは必
要ありません。IBM AIX、Solaris、HP-UX、および Z Linux 間のファイルの再
配置でも同じことが当てはまります。
a. dsadm または同等のユーザーとしてログインします。
b.

Linux

UNIX

../InformationServer/Server/DSEngine ディレクトリ

ーに移動します。
c.

Linux

UNIX

dsenv ファイルを入手して、必要な環境変数をセットア

ップします。
./dsenv

d.

Linux

UNIX

プロジェクトのホーム・ディレクトリーに移動します。

e.

Linux

UNIX

$DSHOME/bin/fnuxihash_file を実行します。

f.

Windows

..¥InformationServer¥DSEngine¥bin¥fnuxihash_file を実行します。

4. グローバル化されていない (非 NLS) インストール済み環境からハッシュ・ファ
イルを取得し、グローバル化された (NLS) インストール済み環境にマイグレー
ションする場合は、以下のステップを実行して、UNICODE.FILE を実行します。
a. dsadm または同等のユーザーとしてログインします。
b.

Linux

UNIX

../InformationServer/Server//DSEngine ディレクトリ

ーに移動します。
c.

Linux

UNIX

dsenv ファイルを入手して、必要な環境変数をセットア

ップします。
./dsenv

d. bin/uvsh (Linux または UNIX) または bin¥uvsh (Microsoft Windows) を実行
して、DSEngine シェル・プロンプトを取得します。
e. このシェルは、大文字を小文字に、小文字を大文字に変換します。この機能
をオフにするには、コマンド PTERM CASE NOINVERT を入力します。
f. コマンド LOGTO project_name を入力して、プロジェクトに移動します。
g. コマンド UNICODE.FILE hash_file を入力します。
h. プロジェクトごとにステップ f と g を繰り返します。
i. QUIT と入力して、DSEngine シェルを終了します。
5. InfoSphere DataStage サービスを再始動します。

ジョブのリコンパイル:
ジョブとルーチンを実行するには、事前にそれらをリコンパイルする必要がありま
す。
このタスクについて
ジョブをインポートした後、ターゲット・コンピューターでそれらをリコンパイル
します。
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別の 11.3 コンピューターからターゲット・コンピューターに実行可能ファイルとと
もにジョブをエクスポートする場合で、ターゲット・コンピューターでジョブをコ
ンパイルしない場合、DSStageTypeUpdater.exe ユーティリティーを実行して、各プ
ロジェクトのランタイム・リポジトリーにステージ・タイプ・レコードを追加する
必要があります。このユーティリティーは Clients¥Classic サブディレクトリーに
あります。このサブディレクトリーには、このユーティリティーの実行方法が記載
されている DSStageTypeUpdater_readme.txt ファイルもあります。
手順
1. DataStage デザイナー・クライアントから、「ツール」 > 「マルチ・ジョブ・コ
ンパイル」を選択して、コンパイルする項目を選択するための基準を指定しま
す。以下の 1 つ以上を選択します。
v サーバー
v パラレル
v メインフレーム
v シーケンス
v カスタム・サーバー・ルーチン
v Custom Parallel ステージ
コンパイルする項目を手動で選択するよう指定することもできます。
2. 「次へ」をクリックします。 「ジョブ選択ページを表示」を選択した場合、
「ジョブ選択オーバーライド」ウィンドウが表示されます。「追加」ボタンと
「削除」ボタンを使用して、リコンパイルしたいすべてのジョブを右側のペイン
に追加します。
3. 「次へ」をクリックします。 パラレル・ジョブまたはメインフレーム・ジョブ
をコンパイルする場合は、パラレル・ジョブに「強制コンパイル」を指定する
か、メインフレーム・ジョブにアップロード・プロファイルを指定します。
4. 「次へ」をクリックします。 選択した各項目の名前とコンパイル状況が表示さ
れます。
5. 「コンパイル開始」をクリックして、コンパイルを開始します。 「コンパイル
出力」ウィンドウには、コンパイルされる各ジョブに関する現在の状況と詳細が
表示されます。
6. 「完了」をクリックします。 「コンパイル・レポートの表示」を選択した場合
は、コンパイルによって生成されたレポートが表示されます。
次のタスク
ジョブをリコンパイルするその他の方法について詳しくは、次のトピックを参照し
てください。
v クライアント・コマンド・ラインからのコンパイル
v 複数のジョブのコンパイル
InfoSphere DataStage クライアントの使用:
使用するクライアントのバージョンを選択するには、マルチクライアント・マネー
ジャーを使用します。
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このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage のバージョンと、コマンド・ラインから接続するかどう
かによって、異なる手順を使用します。バージョン 7.5.3 以前用のクライアント
は、エンジンに直接アタッチします。バージョン 8.0.1 以降用のクライアントはサ
ービス層に接続し、証明情報のマッピングによって、エンジン層への接続に必要な
証明情報が提供されます。
手順
1. 使用するクライアント・バージョンを指定するには、以下の手順を実行します。
a. デスクトップ・ショートカットをクリックして、マルチクライアント・マネ
ージャーを始動します。
b. 「現行インストール」フィールドで、現在選択されているバージョンが使用
するバージョンであるかどうかを確認します。 正しいバージョンが選択され
ている場合は、何も行う必要はありません。正しいバージョンが選択されて
いない場合は、「既知インストール」リストで正しいクライアントを選択
し、「選択」をクリックします。
c. 「閉じる」をクリックして、マルチクライアント・マネージャーを閉じま
す。
2. バージョン 7.5.3 以前に接続するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「プロジェクトへアタッチ」ウィンドウの「ホスト・システム」フィールド
に、サーバーの ID を hostname:portnumber 形式で入力します。ここで、
portnumber はサーバーが使用するポート番号です。例えば、R101:31538 と入
力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. マネージャー、ディレクター、またはデザイナー・クライアントを使用した
場合は、アタッチするプロジェクトの名前を指定します。
3. デザイナーまたはディレクター・クライアントを使用して、バージョン 8.0.1 以
降に接続するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「サービス層」フィールドに、サーバーの ID を hostname:portnumber 形式
で入力します。ここで、portnumber はサーバーが使用するポート番号です。
例えば、R101:9080 と入力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. 「プロジェクト」フィールドに、アタッチするプロジェクトの ID を
engine_hostname/project 形式で指定します。例えば、R101/datastage と入力
します。
4. アドミニストレーター・クライアントを使用して、バージョン 8.0.1 以降に接続
するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウの「サービス層」フィールドに、
InfoSphere DataStage サービス層のホスト名を hostname:9080 形式で入力しま
す。例えば、フィールドに R101:9080 を入力します。フロントエンド Web
サーバーを使用している場合は、フィールドに R201:80 を入力します。
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c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. 「DataStage エンジン」フィールドに、アタッチするコンピューターのホス
ト名を指定します。
5. コマンド・ラインを使用して、バージョン 8.0.1 以降に接続するには、以下の手
順を実行します。
a. ジョブを実行するユーザーとしてオペレーティング・システムにログインし
ます。
b. 以下のいずれかの手順を使用して、ジョブを実行します。
v コマンド・ラインからプロジェクトに接続するには、-server 引数を使用し
ます。ローカル・コンピューターの場合、-server server:portnumber の形式
で必要なインスタンスのサーバー名とポート番号を指定します。
v デフォルト・ポートを使用しないコンピューターの場合、ローカル・サー
バーにあるプロジェクトに接続するには、ポート番号のみを使用して
-server オプションを指定して、サーバー名は指定しません。ユーザー名
とパスワードを指定する必要はありません。例えば、dsjob -server
:31539 -lprojects などです。
v InfoSphere DataStage バージョン 11.3 インスタンスを実行するリモート・
コンピューターでは、-domain domain:domain_portnumber -server
server:portnumber という形式でドメインおよびサーバー名を指定する必要
があります。デフォルトのドメイン・ポート番号は 9080 です。例えば、
ポート 31359 を使用するサーバーでローカル・コンピューターのジョブを
実行するには、dsjob -server r101:31359 -run myproj myjob コマンドを
使用します。
v デフォルト・サーバーでローカル・コンピューターのジョブを実行するに
は、dsjob -run myotherproj myotherjob コマンドを使用します。
v ポート 31360 を使用するバージョン 8.5 サーバーで、R101 という名前の
リモート・コンピューターのジョブを実行するには、ホスト・コンピュー
ターとドメイン、およびログイン情報も指定する必要もあります。例え
ば、dsjob -domain mydomain:9080 -server r101:31360 -user billg
-password paddock -run myproj myjob コマンドを入力します。

InfoSphere QualityStage のマイグレーション
InfoSphere QualityStage をマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を使用
します。ソース・コンピューターにある InfoSphere QualityStage 資産をエクスポー
トし、その後、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグ
レーションを完了する必要があります。

始める前に
istool やデザイナー・クライアントを使用してマイグレーションできない InfoSphere
QualityStage のファイルおよび資産を確認してください。

このタスクについて
istool を使用する場合、InfoSphere QualityStage 資産は InfoSphere DataStage 資産と
ともにエクスポートおよびインポートできます。プロジェクトをエクスポートする
と、プロジェクトのすべてのタイプの資産がエクスポートされます。InfoSphere
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QualityStage 資産と InfoSphere DataStage 資産が同じアーカイブ・ファイルにある場
合、単一のコマンドでそれらの両方をインポートします。これらの資産をインポー
トするのに、個別のコマンドを発行する必要はありません。
InfoSphere QualityStage 標準化ルール・セットおよびマッチング仕様をマイグレーシ
ョンできます。
IBM InfoSphere QualityStage マイグレーション・ユーティリティーおよび
QualityStage Legacy ステージは使用できなくなりました。InfoSphere QualityStage
バージョン 7.5.3 以前のステージを使用するジョブがある場合、現在のバージョン
で使用できるステージを使用するようにジョブを構成する必要があります。
InfoSphere QualityStage の標準化ルール・セットを手動でマイグレーションするに
は、以下にリストされているバージョン 11.3 のインポート・コマンドおよびエクス
ポート・コマンドを使用します。
ソース・システムに対応する InfoSphere QualityStage または istool コマンド・ライ
ンのバージョンを使用して資産をエクスポートします。InfoSphere QualityStage バー
ジョン 11.3 または istool コマンド・ラインのバージョン 11.3 を使用して資産をイ
ンポートします。

手順
InfoSphere QualityStage をマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を使用
します。
表 9. InfoSphere QualityStage をマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

v アドミニストレーター・クライアントを使用して InfoSphere DataStage
プロジェクトをエクスポート
v デザイナーを使用してオブジェクトをインポート

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html

バージョン 8.5

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html

バージョン 8.7

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html
v http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolimp.html
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表 9. InfoSphere QualityStage をマイグレーションするための手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 9.1

v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/g_ddesref_Exporting_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.ds.design.doc/topics/c_ddesref_Importing_Objects.html
v http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/istoolexp.html

バージョン 11.3

v デザイナーを使用してオブジェクトをエクスポート
v デザイナーを使用してオブジェクトをインポート
v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート

新規ステージを使用するようジョブを更新
この表を使用して、InfoSphere QualityStage ステージの代わりとなるステージを選択
します。
IBM InfoSphere QualityStage 7.5.3 以前のジョブがある場合、現行バージョンで使用
できるステージを使用するようにジョブを構成する必要があります。
次の表に、以前のバージョンの InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ス
テージをリストします。
表 10. InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ステージ
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ステージ

目的

置換ステージ

Abbreviate

会社名からマッチング・キー
を作成します。

直接置換はありません。Standardize
ステージを使用して、会社名を再
フォーマットして、適切な一致と
ペアにします。

Build

Parse ステージを使用して作
成される複数のレコードから
単一レコードを再作成しま
す。

直接置換はありません。Build は多
くの場合、マルチドメイン・デー
タ・フィールドを分析するため
に、Parse と一緒に使用されまし
た。1 つのステップで同じ機能を
実行するには、Standardize を使用
します。

Collapse

シングル・ドメイン・デー
タ・フィールドで各固有値の
リストを生成します。

Sort ステージ

Collapse

フィールドまたはフィール
ド・グループでデータ値の頻
度カウントを生成します。

Aggregate ステージ

Format Convert

ファイルを区切り文字付きか
ら固定長 (またはその逆) に
再フォーマットします。

Sequential File ステージ

Format Convert

ODBC データベースに I/O を ODBC ステージまたはデータベー
提供します。
ス固有のステージ
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表 10. InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ステージ (続き)
ステージ

目的

置換ステージ

Investigate

データ品質の分析。

Investigate ステージおよび
InfoSphere Information Server の
Web コンソールの「レポート作
成」タブ。

Match

ファジー・マッチング・ロジ
ックを使用して、単一ファイ
ルでデータ重複を特定しま
す。

Match Frequency ステージと連携し
た One-source Match ステージ。

Match

ファジー・マッチング・ロジ
ックを使用して、あるファイ
ルのレコードを別のファイル
のレコードとペア化します。

Match Frequency ステージと連携し
た Two-source Match ステージ。

Multinational
Standardize

各国間アドレス・データを標
準化します。

MNS ステージ

Parse

フリー・フォーム・テキス
ト・フィールドを、個々のデ
ータ・エレメントが含まれて
いる固定形式レコードに解決
することによって、テキス
ト・フィールドをトークン化
します。

直接置換はありません。Parse は多
くの場合、マルチドメイン・デー
タ・フィールドを分析するため
に、Build と一緒に使用されまし
た。1 つのステップで同じ機能を
実行するには、Standardize ステー
ジを使用します。

Program

お客様が作成したプログラム
を呼び出します。

お客様が作成したプログラムの機
能によって異なります。Parallel
Build、Custom、または Wrapped
ステージ・タイプの追加が考えら
れます。

Select

選択したフィールドの値にも
基づいてレコードを条件付き
で経路指定します。

Switch および Filter ステージ

ソート

リストをソートします。

Sort ステージ

Standardize

マルチドメイン・データ列を
標準化されたシングル・ドメ
イン列のセットに分割しま
す。

Standardize ステージ

Survive

関連するレコード・グループ
から最良の結果レコードを生
成します。

Survive ステージ

Transfer

レコード内で列を再配置およ
び再フォーマットします。

この作業を行うのに別個のステー
ジは必要ありません。

Transfer

標準以外のフォーマットのフ
ァイル (可変長レコード、標
準以外のコード・ページ、バ
イナリーまたはパック・デー
タ) のゲートキーパーとして
機能します。

Sequential File または Complex
Flat File ステージ
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表 10. InfoSphere QualityStage ステージに対応する置換ステージ (続き)
ステージ

目的

置換ステージ

Transfer

単一の入力レコードから複数
の出力レコードを生成しま
す。

レコードの分割は、Copy ステージ
の後に Funnel ステージを使用する
ことで実行できます。

Transfer

シーケンス番号とオプション Surrogate Key Generator ステージ
の固定「ファイル ID」で構成
されたレコード・キーを追加
します。

Unijoin

キーに基づいて 2 つのファイ Join ステージまたは Lookup ステ
ルのレコードを結合します。 ージ

Unijoin

ファジー・マッチング・ロジ
ックを使用して、あるファイ
ルのレコードを別のファイル
のレコードとペア化します。

Match Frequency ステージと連携し
た Two-source Match ステージ

Unijoin

複数のレコードのデータを 1
つにマージします。

Join ステージおよび Merge ステー
ジ

Unijoin

データ・レコードを操作して
変換します。

Transformer ステージ

InfoSphere QualityStage 標準化ルール・セットのマイグレーション
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer で使用されている標準化
ルール・セットをマイグレーションするには、以下の手順を使用します。ソース・
コンピューターにある標準化ルール・セットをエクスポートし、その資産をターゲ
ット・コンピューターにインポートして、マイグレーションを完了する必要があり
ます。
InfoSphere QualityStage バージョン 9.1 標準化ルール・セットのマイグレーション
:
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer で使用される InfoSphere
QualityStage バージョン 9.1 標準化ルール・セットをマイグレーションするには、
この手順を使用します。ソース・コンピューターにある標準化ルール・セットをエ
クスポートし、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグ
レーションを完了する必要があります。
このタスクについて
パブリッシュ済みの標準化ルール・セットのみマイグレーションできます。
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー または istool を使用して、標準
化ルール・セットをエクスポートし、新しいコンピューターにインポートできま
す。
手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を使用して標準化ルール・セ
ットをエクスポートおよびインポートします。
2. 古いコンピューターで、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開
き、マイグレーションする標準化ルール・セットに移動します。
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3. 標準化ルール・セットを選択し、それらをエクスポートします。資産のエクスポ
ートについて詳しくは、『リポジトリー・ツリーからの直接エクスポート』を参
照してください。
4. エクスポートしたファイルを新しいコンピューターにコピーします。
5. 新しいコンピューターで、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を
開き、古いコンピューターからエクスポートした標準化ルール・セットをインポ
ートします。資産のインポートについて詳しくは、『Importing previously
exported objects』を参照してください。
istool を使用して標準化ルール・セットをエクスポートおよびインポートするには:
istool を使用して IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer で使
用される InfoSphere QualityStage バージョン 9.1 標準化ルール・セットをマイグレ
ーションするには、この手順を使用します。ソース・コンピューターにある標準化
ルール・セットをエクスポートし、その資産をターゲット・コンピューターにイン
ポートして、マイグレーションを完了する必要があります。
このタスクについて
パブリッシュ済みの標準化ルール・セットのみマイグレーションできます。資産交
換を使用して、標準化ルール・セットを新規システムにインポートおよびエクスポ
ートできます。
手順
1. バージョン 9.1 コンピューターから資産をエクスポートします。 バージョン
9.1 システムからの資産のエクスポートについて詳しくは、『InfoSphere
DataStage and QualityStage 資産の export コマンド』を参照してください。標準
化ルール・セットの資産タイプは、データ品質仕様です。データ品質仕様のファ
イル拡張子は .dqs です。例えば、標準化ルール・セットをエクスポートするた
めに、次の export コマンドを指定します。
v

Linux

UNIX

istool.sh export -domain
localhost:9080 -username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’"<server>:31538/
<project>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs" -incdep’

v

Windows

istool.bat export -domain
localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:¥archive.isx"
-ds ’"<server>:31538/
<project>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs"
-incdep’

2. 資産を 11.3 コンピューターにインポートします。 バージョン 11.3 コンピュー
ターへの資産のインポートについて詳しくは、『InfoSphere DataStage and
QualityStage 資産の import コマンド』を参照してください。標準化ルール・セ
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ットの資産タイプは、データ品質仕様です。データ品質仕様のファイル拡張子は
.dqs です。例えば、標準化ルール・セットをインポートするために、次の
import コマンドを指定します。
v

Linux

UNIX

istool.sh import -domain
localhost:9080
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’<server>:31538/
<project>’ -replace

v

Windows

istool.bat import -domain
localhost:9080
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:¥archive.isx"
-ds ’<server>:31538/
<project>’ -replace

InfoSphere QualityStage バージョン 11.3 標準化ルール・セットのマイグレーショ
ン:
IBM InfoSphere QualityStage Standardization Rules Designer で使用される InfoSphere
QualityStage バージョン 11.3 標準化ルール・セットをマイグレーションするには、
この手順を使用します。ソース・コンピューターにある標準化ルール・セットをエ
クスポートし、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグ
レーションを完了する必要があります。
このタスクについて
パブリッシュ済みの標準化ルール・セットのみマイグレーションできます。標準化
ルール・セットをエクスポートし、新しいシステムにインポートするには、
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー または istool を使用します。
手順
1. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を使用して標準化ルール・セ
ットをエクスポートおよびインポートします。
2. 古いコンピューターで、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を開
き、マイグレーションする標準化ルール・セットに移動します。
3. 標準化ルール・セットを選択し、それらをエクスポートします。 資産のエクス
ポートについて詳しくは、『Exporting directly from the repository tree』を参照し
てください。
4. エクスポートしたファイルを新しいコンピューターにコピーします。
5. 新しいコンピューターで、InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を
開き、古いシステムからエクスポートした標準化ルール・セットをインポートし
ます。 資産のインポートについて詳しくは、『Importing previously exported
objects』を参照してください。
istool を使用した標準化ルール・セットのエクスポートおよびインポート:
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このタスクについて
パブリッシュ済みの標準化ルール・セットのみマイグレーションできます。標準化
ルール・セットを新しいコンピューターにインポートおよびエクスポートするに
は、資産交換を使用します。
手順
1. バージョン 11.3 コンピューターから資産をエクスポートします。 バージョン
11.3 コンピューターからの資産のエクスポートについて詳しくは、『Export
command for InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を参照してくださ
い。標準化ルール・セットの資産タイプは、データ品質仕様です。データ品質仕
様のファイル拡張子は .dqs です。例えば、標準化ルール・セットをエクスポー
トするために、次の export コマンドを指定します。
v

Linux

UNIX

istool.sh export -domain
localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’"<server>:31538/
<project>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs"
-incdep’

v

Windows

istool.bat export
-domain localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "C:¥archive.isx"
-ds ’"<server>:31538/
<project>/Standardization Rules
/NEW.SET.dqs"
-incdep’

2. 資産をバージョン 11.3 コンピューターにインポートします。 バージョン 11.3
システムへの資産のインポートについて詳しくは、『Import command for
InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を参照してください。標準化ルー
ル・セットの資産タイプは、データ品質仕様です。データ品質仕様のファイル拡
張子は .dqs です。例えば、標準化ルール・セットをインポートするために、次
の import コマンドを指定します。
v

Linux

UNIX

istool.sh import
-domain localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
-archive "/opt/archive.isx"
-ds ’<server>:31538
/<project>’ -replace

v

Windows

istool.bat import
-domain localhost:9443
-username isadmin
-password ibmXYZ
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-archive "C:¥archive.isx"
-ds ’<server>
:31538/<project>’
-replace

Match Designer データベースの更新
ソース・インストールで Match Designer データベースを使用している場合、ソー
ス・コンピューターでこれをバックアップし、ターゲット・コンピューターでリス
トアするか、ターゲット・コンピューターでそのデータベースを再作成する必要が
あります。

手順
1. ソース・コンピューターで Match Designer データベースをバックアップしま
す。例外データベースとして使用しているデータベースの資料を参照してくださ
い。例えば、使用している DB2 のバージョンの DB2 資料を参照してくださ
い。
2. ターゲット・インストールで、以下のいずれかを行います。
v 作成したバックアップから Match Designer データベースをリストアします。
v Match Designer データベースを再作成します。詳しくは、『InfoSphere
QualityStage Match Designer データベースの作成』を参照してください。
3. 各マッチング仕様の環境を更新し、ODBC データ・ソース名 (DSN) および
DSN 接続を再作成します。詳しくは、『Configuring InfoSphere QualityStage
Match Designer』を参照してください。

InfoSphere QualityStage 例外データベースのマイグレーション
ターゲット・コンピューターでソース・コンピューターの InfoSphere QualityStage
例外データベース (ESDB) を使用する場合、ソース・コンピューターでこのデータ
ベースをバックアップし、ターゲット・インストールでそれをリストアする必要が
あります。

手順
1. ソース・コンピューターで、InfoSphere QualityStage 例外データベースをバック
アップします。例外データベースとして使用しているデータベースの資料を参照
してください。例えば、使用している DB2 のバージョンの DB2 資料を参照し
てください。
2. ターゲット・インストールで、以下のいずれかを行います。
v 作成したバックアップから InfoSphere QualityStage 例外データベースをリスト
アします。
v InfoSphere QualityStage 例外データベースを再作成します。詳しくは、
『Creating the exceptions database schema』を参照してください。

InfoSphere QualityStage モジュールのマイグレーション
InfoSphere QualityStage モジュールおよびモジュールの参照ファイルをマイグレーシ
ョンする必要があります。モジュールおよびファイルを更新する必要があります。

手順
1. InfoSphere QualityStage モジュールの互換性のあるバージョンをダウンロード
し、ターゲット・インストールにインストールします。
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2. 関連する参照ファイルをダウンロードし、ターゲット・インストールにインスト
ールします。
3. 参照ファイルの場所を指すように InfoSphere QualityStage ジョブを編集します。
4. モジュールに対する更新を利用するために、必要に応じて InfoSphere
QualityStage ジョブを編集します。

InfoSphere DataStage クライアントの使用
使用するクライアントのバージョンを選択するには、マルチクライアント・マネー
ジャーを使用します。

このタスクについて
IBM InfoSphere DataStage のバージョンと、コマンド・ラインから接続するかどう
かによって、異なる手順を使用します。バージョン 7.5.3 以前用のクライアント
は、エンジンに直接アタッチします。バージョン 8.0.1 以降用のクライアントはサ
ービス層に接続し、証明情報のマッピングによって、エンジン層への接続に必要な
証明情報が提供されます。

手順
1. 使用するクライアント・バージョンを指定するには、以下の手順を実行します。
a. デスクトップ・ショートカットをクリックして、マルチクライアント・マネ
ージャーを始動します。
b. 「現行インストール」フィールドで、現在選択されているバージョンが使用
するバージョンであるかどうかを確認します。 正しいバージョンが選択され
ている場合は、何も行う必要はありません。正しいバージョンが選択されて
いない場合は、「既知インストール」リストで正しいクライアントを選択
し、「選択」をクリックします。
c. 「閉じる」をクリックして、マルチクライアント・マネージャーを閉じま
す。
2. バージョン 7.5.3 以前に接続するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「プロジェクトへアタッチ」ウィンドウの「ホスト・システム」フィールド
に、サーバーの ID を hostname:portnumber 形式で入力します。ここで、
portnumber はサーバーが使用するポート番号です。例えば、R101:31538 と入
力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. マネージャー、ディレクター、またはデザイナー・クライアントを使用した
場合は、アタッチするプロジェクトの名前を指定します。
3. デザイナーまたはディレクター・クライアントを使用して、バージョン 8.0.1 以
降に接続するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「サービス層」フィールドに、サーバーの ID を hostname:portnumber 形式
で入力します。ここで、portnumber はサーバーが使用するポート番号です。
例えば、R101:9080 と入力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
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d. 「プロジェクト」フィールドに、アタッチするプロジェクトの ID を
engine_hostname/project 形式で指定します。例えば、R101/datastage と入力
します。
4. アドミニストレーター・クライアントを使用して、バージョン 8.0.1 以降に接続
するには、以下の手順を実行します。
a. 「開始」メニューからクライアントを選択します。
b. 「DataStage へアタッチ」ウィンドウの「サービス層」フィールドに、
InfoSphere DataStage サービス層のホスト名を hostname:9080 形式で入力しま
す。例えば、フィールドに R101:9080 を入力します。フロントエンド Web
サーバーを使用している場合は、フィールドに R201:80 を入力します。
c. ユーザー名とパスワードを入力します。
d. 「DataStage エンジン」フィールドに、アタッチするコンピューターのホス
ト名を指定します。
5. コマンド・ラインを使用して、バージョン 8.0.1 以降に接続するには、以下の手
順を実行します。
a. ジョブを実行するユーザーとしてオペレーティング・システムにログインし
ます。
b. 以下のいずれかの手順を使用して、ジョブを実行します。
v コマンド・ラインからプロジェクトに接続するには、-server 引数を使用し
ます。ローカル・コンピューターの場合、-server server:portnumber の形式
で必要なインスタンスのサーバー名とポート番号を指定します。
v デフォルト・ポートを使用しないコンピューターの場合、ローカル・サー
バーにあるプロジェクトに接続するには、ポート番号のみを使用して
-server オプションを指定して、サーバー名は指定しません。ユーザー名
とパスワードを指定する必要はありません。例えば、dsjob -server
:31539 -lprojects などです。
v InfoSphere DataStage バージョン 11.3 インスタンスを実行するリモート・
コンピューターでは、-domain domain:domain_portnumber -server
server:portnumber という形式でドメインおよびサーバー名を指定する必要
があります。デフォルトのドメイン・ポート番号は 9080 です。例えば、
ポート 31359 を使用するサーバーでローカル・コンピューターのジョブを
実行するには、dsjob -server r101:31359 -run myproj myjob コマンドを
使用します。
v デフォルト・サーバーでローカル・コンピューターのジョブを実行するに
は、dsjob -run myotherproj myotherjob コマンドを使用します。
v ポート 31360 を使用するバージョン 8.5 サーバーで、R101 という名前の
リモート・コンピューターのジョブを実行するには、ホスト・コンピュー
ターとドメイン、およびログイン情報も指定する必要もあります。例え
ば、dsjob -domain mydomain:9080 -server r101:31360 -user billg
-password paddock -run myproj myjob コマンドを入力します。

InfoSphere Metadata Workbench のマイグレーション
InfoSphere Metadata Workbench から Information Governance Catalog にマイグレー
ションするには、以下の手順を使用します。InfoSphere Metadata Workbench バージ
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ョン 9.1 以前をマイグレーションする場合、資産を Information Governance Catalog
バージョン 11.3 にマイグレーションします。

InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.1 および 8.1.1 の
マイグレーション
InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.1 および 8.1.1 から Information
Governance Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションするには、以下の手順を使
用します。InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.1 および 8.1.1 をマイグレ
ーションする場合、その資産を Information Governance Catalog バージョン 11.3 に
マイグレーションします。ソース・コンピューターにある InfoSphere Metadata
Workbench 資産をエクスポートし、その資産をターゲット・コンピューターにイン
ポートして、マイグレーションを完了する必要があります。

始める前に
マイグレーションできない InfoSphere Metadata Workbench のファイルおよび資産
を確認します。

このタスクについて
すべての InfoSphere Metadata Workbench 機能は Information Governance Catalog に
存在しますが、この機能にアクセスする方法が変更されました。Information
Governance Catalog の追加情報については、『IBM Information Governance
Catalog』を参照してください。
次の InfoSphere Metadata Workbench 資産をエクスポートおよびインポートできま
す。
v 拡張マッピング文書およびそれらに含まれるマッピング
v すべてのタイプの拡張データ・ソース
v カスタム属性定義
v パブリッシュ済み照会およびユーザー照会
エクスポート方法を選択する場合、各メソッドがサポートするメタデータを確認し
てください。

手順
1. 資産交換を使用して、すべての共通メタデータ資産 (データベース、データ・フ
ァイル、BI レポートなど) をインポートします。資産交換を使用した共通メタ
データ資産のインポートについて詳しくは、『Common metadata assets』を参照
してください。
2. InfoSphere DataStage の場合
a. 資産交換を使用してすべての InfoSphere DataStage プロジェクト (InfoSphere
DataStage ジョブ、表定義など) をインポートします。エンジンに対し同じホ
スト名を使用していること、同じプロジェクト名を使用していることなどを
確認します。詳しくは、『InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を参
照してください。
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b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用し
て InfoSphere DataStage プロジェクト・ユーザー環境変数をエクスポートお
よびインポートします。
3. データ・リネージュをマイグレーションするには、次の手順に従います。
a. ターゲット・コンピューターで必要なデータベース別名マッピングをマップ
します。このマッピングは、古いコンピューターのマッピングと同一にする
必要があります (これは手動のステップです)。詳しくは、
『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningDatabaseAlias.html』を参照し
てください。
b. オプション: InfoSphere DataStage ステージを、読み込み元または書き込み先
のデータ・ソースまたはステージに手動でバインドします。これにより、古
いコンピューターのバインディングを手動で再作成します。
c. オプション: リネージュの InfoSphere FastTrack マッピング仕様を包含または
除外します。詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/c_extensionMappings.html』を参照し
てください。
d. オプション: 古いコンピューターの設定に従いビジネス・リネージュを再構成
します。ビジネス・リネージュに資産を包含するか、ビジネス・リネージュ
から資産を除外します (システム・フィルター)。追加情報については、
『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_configAssetsForBusinessLineage.html』を参照してください。
e. データ・ソース ID を再マップします。詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html』を参照してください。
f. ターゲット・コンピューターで、コマンド・ライン・インターフェースまた
はバッチ・ファイルを使用して環境変数をインポートします。詳しくは、
『Importing project-level environment variables』を参照してください。
4. ユーザー定義の照会およびパブリッシュ済み照会をエクスポートし、インポート
します。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html』を参照してください。
5. カスタム属性を手動でメモし、更新します。
6. 新しいコンピューターの拡張マッピング文書ですべてのカスタム属性定義を再作
成します。これは手動のステップです。 詳しくは、『カスタム属性の作成』を
参照してください。

InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.1.2 のマイグレー
ション
InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.1.2 から Information Governance
Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションするには、以下の手順を使用します。
InfoSphere Metadata Workbench バージョン8.1.2 をマイグレーションする場合、資
産を Information Governance Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションします。
ソース・コンピューターにある InfoSphere Metadata Workbench 資産をエクスポー
トし、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグレーショ
ンを完了する必要があります。
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始める前に
マイグレーションできない InfoSphere Metadata Workbench のファイルおよび資産
を確認します。

このタスクについて
すべての InfoSphere Metadata Workbench 機能は Information Governance Catalog に
存在しますが、この機能にアクセスする方法が変更されました。Information
Governance Catalog の追加情報については、『IBM Information Governance
Catalog』を参照してください。
次の InfoSphere Metadata Workbench 資産をエクスポートおよびインポートできま
す。
v 拡張マッピング文書およびそれらに含まれるマッピング
v すべてのタイプの拡張データ・ソース
v カスタム属性定義
v パブリッシュ済み照会およびユーザー照会
エクスポート方法を選択する場合、各メソッドがサポートするメタデータを確認し
てください。

手順
1. 資産交換を使用して、すべての共通メタデータ資産 (データベース、データ・フ
ァイル、BI レポートなど) をインポートします。 資産交換を使用した共通メタ
データ資産のインポートについて詳しくは、『Common metadata assets』を参照
してください。
2. InfoSphere DataStage の場合
a. 資産交換を使用してすべての InfoSphere DataStage プロジェクト (InfoSphere
DataStage ジョブ、表定義など) をインポートします。エンジンに対し同じホ
スト名を使用していること、同じプロジェクト名を使用していることなどを
確認します。 詳しくは、『.InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を
参照してください。
b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用し
て InfoSphere DataStage プロジェクト・ユーザー環境変数をエクスポートお
よびインポートします。
3. データ・リネージュをマイグレーションするには、次の手順に従います。
a. ターゲット・コンピューターで必要なデータベース別名マッピングをマップ
します。このマッピングは、古いコンピューターのマッピングと同一にする
必要があります (これは手動のステップです)。 詳しくは、
『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningDatabaseAlias.html』を参照し
てください。
b. オプション: InfoSphere DataStage ステージを、読み込み元または書き込み先
のデータ・ソースまたはステージに手動でバインドします。これにより、古
いコンピューターのバインディングを手動で再作成します。
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c. オプション: リネージュの InfoSphere FastTrack マッピング仕様を包含または
除外します。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/c_extensionMappings.html』を参照し
てください。
d. オプション: 古いコンピューターの設定に従いビジネス・リネージュを再構成
します。ビジネス・リネージュに資産を包含するか、ビジネス・リネージュ
から資産を除外します (システム・フィルター)。 追加情報については、
『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_configAssetsForBusinessLineage.html』を参照してください。
e. データ・ソース ID を再マップします。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html』を参照してください。
f. ターゲット・コンピューターで、コマンド・ライン・インターフェースまた
はバッチ・ファイルを使用して環境変数をインポートします。 詳しくは、
『Importing project-level environment variables』を参照してください。
4. ユーザー定義の照会およびパブリッシュ済み照会をエクスポートし、インポート
します。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html』を参照してください。
5. 新しいコンピューターの拡張マッピング文書ですべてのカスタム属性定義を再作
成します。これは手動のステップです。 詳しくは、『カスタム属性の作成』を
参照してください。

InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.5 および 8.7 のマ
イグレーション
InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.5 および 8.7から Information
Governance Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションするには、以下の手順を使
用します。InfoSphere Metadata Workbench バージョン 8.5 および 8.7 をマイグレ
ーションする場合、資産を Information Governance Catalog バージョン 11.3 にマイ
グレーションします。ソース・コンピューターにある InfoSphere Metadata
Workbench 資産をエクスポートし、その資産をターゲット・コンピューターにイン
ポートして、マイグレーションを完了する必要があります。

始める前に
マイグレーションできない InfoSphere Metadata Workbench のファイルおよび資産
を確認します。

このタスクについて
すべての InfoSphere Metadata Workbench 機能は Information Governance Catalog に
存在しますが、この機能にアクセスする方法が変更されました。Information
Governance Catalog の追加情報については、『IBM Information Governance
Catalog』を参照してください。
次の InfoSphere Metadata Workbench 資産をエクスポートおよびインポートできま
す。
v 拡張マッピング文書およびそれらに含まれるマッピング
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v すべてのタイプの拡張データ・ソース
v カスタム属性定義
v パブリッシュ済み照会およびユーザー照会
エクスポート方法を選択する場合、各メソッドがサポートするメタデータを確認し
てください。

手順
1. 資産交換を使用して、すべての共通メタデータ資産 (データベース、データ・フ
ァイル、BI レポートなど) をインポートします。 資産交換を使用した共通メタ
データ資産のインポートについて詳しくは、『Common metadata assets』を参照
してください。
2. InfoSphere DataStage の場合
a. 資産交換を使用してすべての InfoSphere DataStage プロジェクト (InfoSphere
DataStage ジョブ、表定義など) をインポートします。エンジンに対し同じホ
スト名を使用していること、同じプロジェクト名を使用していることなどを
確認します。 詳しくは、『InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を
参照してください。
b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用し
て InfoSphere DataStage プロジェクト・ユーザー環境変数をエクスポートお
よびインポートします。
3. 拡張データ・ソースのマイグレーション
a. InfoSphere Metadata Workbench ユーザー・インターフェースを使用して、古
いコンピューターからすべての拡張データ・ソースをエクスポートします。
詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_managingExtendedDataSources.html』
を参照してください。
b. istool の workbench extension source import コマンドまたは Information
Governance Catalog ユーザー・インターフェースを使用して、新しいコンピ
ューターにこれらのソースをインポートします。 詳しくは、『Importing
extended data sources』または『workbench extension source import command』
を参照してください。
拡張データ・ソースのエクスポートには、スチュワード割り当てや用語割り当て
は含まれません。拡張データ・ソースのインポートは、サイズが 200K のファイ
ルに制限されます。
4. 拡張マッピング文書のマイグレーション
a. InfoSphere Metadata Workbench ユーザー・インターフェースを使用して、古
いシステムからすべての拡張マッピング文書をエクスポートします。 詳しく
は、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_managingExtensionMappings.html』を
参照してください。
b. 資産交換または Information Governance Catalog ユーザー・インターフェース
を使用して、マッピング文書を新しいシステムにインポートします。 詳しく
は、『Extension mapping documents import command syntax』を参照してくだ
さい。
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c. バージョン 8.5 の場合: 新しいコンピューターの拡張マッピング文書ですべ
てのカスタム属性定義を再作成します。これは手動のステップです。 詳しく
は、『カスタム属性の作成』を参照してください。
拡張マッピング文書のエクスポートには、文書のタイプ、説明、およびスチュワ
ード割り当ては含まれません。マッピング文書のインポートは、サイズが 200K
のファイルに制限されます。マッピングで既存のソース資産またはターゲット資
産を調整できない場合、警告が出されます。
5. データ・リネージュのマイグレーション
a. リネージュの管理ユーティリティーを実行し、新しいシステムでリネージ
ュ・サービスを呼び出す対象の InfoSphere DataStage プロジェクトを選択し
ます。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/t_runningAutomatedServices.html』を参
照してください。
b. ターゲット・コンピューターで必要なデータベース別名マッピングをマップ
します。このマッピングは、古いシステムのマッピングと同一にする必要が
あります (これは手動のステップです)。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningAutomatedServices.html』を参照してください。
c. バージョン 8.7 の場合: InfoSphere Metadata Workbench ユーザー・インター
フェースを使用して、ソース・コンピューターからカスタム属性定義をエク
スポートします。Information Governance Catalog ユーザー・インターフェー
スを使用して、ターゲット・コンピューターにそれらをインポートします。
istool を使用して、カスタム属性定義をエクスポートおよびインポートするこ
ともできます。
注: カスタム属性定義をインポートする前に、ターゲット・コンピューター
上に、カスタム属性定義とそのカスタム属性定義の参照先の資産が存在する
必要があります。
詳しくは、『Managing custom attributes for information assets』を参照してく
ださい。
d. オプション: InfoSphere DataStage ステージを、読み込み元または書き込み先
のデータ・ソースまたはステージに手動でバインドします。これにより、古
いシステムのバインディングを手動で再作成します。
e. オプション: リネージュの InfoSphere FastTrack マッピング仕様を包含または
除外します。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_configFTMappingsForBusinessLineage.html』を参照してください。
f. オプション: 古いシステムの設定に従いビジネス・リネージュを再構成しま
す。ビジネス・リネージュに資産を包含するか、ビジネス・リネージュから
資産を除外します (システム・フィルター)。 追加情報については、
『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_configAssetsForBusinessLineage.html』を参照してください。
g. データ・ソース ID を再マップします。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.admin.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html』を参照してください。
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h. ターゲット・コンピューターで、コマンド・ライン・インターフェースまた
はバッチ・ファイルを使用して環境変数をインポートします。 詳しくは、
『Importing project-level environment variables』を参照してください。
6. ユーザー定義の照会およびパブリッシュ済み照会をエクスポートし、インポート
します。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html』を参照してください。

InfoSphere Metadata Workbench バージョン 9.1 のマイグレーシ
ョン
InfoSphere Metadata Workbench バージョン 9.1 から Information Governance Catalog
バージョン 11.3 にマイグレーションするには、以下の手順を使用します。
InfoSphere Metadata Workbench バージョン 9.1 をマイグレーションする場合、資産
を Information Governance Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションします。ソ
ース・コンピューターにある InfoSphere Metadata Workbench 資産をエクスポート
し、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグレーション
を完了する必要があります。

始める前に
マイグレーションできない InfoSphere Metadata Workbench のファイルおよび資産
を確認します。

このタスクについて
すべての InfoSphere Metadata Workbench 機能は Information Governance Catalog に
存在しますが、この機能にアクセスする方法が変更されました。Information
Governance Catalog の追加情報については、『IBM Information Governance
Catalog』を参照してください。
次の InfoSphere Metadata Workbench 資産をエクスポートおよびインポートできま
す。
v 拡張マッピング文書およびそれらに含まれるマッピング
v すべてのタイプの拡張データ・ソース
v カスタム属性定義
v パブリッシュ済み照会およびユーザー照会
エクスポート方法を選択する場合、各メソッドがサポートするメタデータを確認し
てください。

手順
1. 資産交換を使用して、すべての共通メタデータ資産 (データベース、データ・フ
ァイル、BI レポートなど) をインポートします。
2. InfoSphere DataStage の場合
a. 資産交換を使用してすべての InfoSphere DataStage プロジェクト (InfoSphere
DataStage ジョブ、表定義など) をインポートします。エンジンに対し同じホ
スト名を使用していること、同じプロジェクト名を使用していることなどを
確認します。 詳しくは、『InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を
参照してください。
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b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用し
て InfoSphere DataStage プロジェクト・ユーザー環境変数をエクスポートお
よびインポートします。
3. 拡張データ・ソースのマイグレーション
a. InfoSphere Metadata Workbench ユーザー・インターフェースまたは istool を
使用して、古いコンピューターからすべての拡張データ・ソースをエクスポ
ートします。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingExtendedDataSources.html』を参
照してください。
b. istool の workbench extension source import コマンドまたは Information
Governance Catalog ユーザー・インターフェースを使用して、新しいコンピ
ューターにこれらのソースをインポートします。 詳しくは、『Importing
extended data sources』または『workbench extension source import command』
を参照してください。
拡張データ・ソースのエクスポートには、スチュワード割り当てや用語割り当て
は含まれません。拡張データ・ソースのインポートは、サイズが 5MB のファイ
ルに制限されます。ファイルがこのサイズを超える場合は、インポート・ファイ
ルをより小さいファイルに分割し、それらを個別にインポートできます。
4. 新しいシステムの拡張マッピング文書ですべてのカスタム属性定義を再作成しま
す。これは手動のステップです。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_createCustomAttributes.html』
を参照してください。
5. 拡張マッピング文書のマイグレーション
a. Metadata Workbench ユーザー・インターフェースまたは istool を使用して、
古いシステムからすべての拡張マッピング文書をエクスポートします。 詳し
くは、『』http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/cli_mapping_export.htmlを参照してくださ
い。
b. 資産交換または Information Governance Catalog ユーザー・インターフェース
を使用して、マッピング文書を新しいシステムにインポートします。 詳しく
は、『Extension mapping documents import command syntax』を参照してくだ
さい。
拡張マッピング文書のエクスポートには、文書のタイプ、説明、およびスチュワ
ード割り当ては含まれません。マッピング文書のインポートは、サイズが 5MB
のファイルに制限されます。ファイルがこのサイズを超える場合は、インポー
ト・ファイルをより小さいファイルに分割し、それらを個別にインポートできま
す。マッピングで既存のソース資産またはターゲット資産を調整できない場合、
警告が出されます。
6. データ・リネージュのマイグレーション
a. 新しいコンピューターのコマンド・ラインからリネージュの管理を実行しま
す。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/cli_automated_services.html』を参照してくだ
さい。
b. 新しいシステムで必要なデータベース別名マッピングをマップします。この
マッピングは、古いシステムのマッピングと同一にする必要があります (こ
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れは手動のステップです)。 詳しくは、『』http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/ct_manageCLI.htmlを参照
してください。
c. オプション: InfoSphere DataStage ステージを、読み込み元または書き込み先
のデータ・ソースまたはステージに手動でバインドします。これにより、古
いシステムのバインディングを手動で再作成します。
d. オプション: リネージュの InfoSphere FastTrack マッピング仕様を包含または
除外します。追加情報については、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/
v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
t_configFTMappingsForBusinessLineage.html』を参照してください。
e. オプション: 古いシステムの設定に従いビジネス・リネージュを再構成しま
す。ビジネス・リネージュに資産を包含するか、ビジネス・リネージュから
資産を除外します (システム・フィルター)。 詳しくは、
『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_configAssetsForBusinessLineage.html』を参
照してください。
f. データ・ソース ID を再マップします。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/
t_runningDataSourceIdentity.html』を参照してください。
g. ターゲット・コンピューターで、コマンド・ライン・インターフェースまた
はバッチ・ファイルを使用して環境変数をインポートします。 詳しくは、
『Importing project-level environment variables』を参照してください。
7. ユーザー定義の照会およびパブリッシュ済み照会をエクスポートし、インポート
します。 詳しくは、『http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v9r1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.mdwb.doc/topics/t_managingQueries.html』を参照してください。
8. InfoSphere Metadata Workbench ユーザー・インターフェースを使用して、ソー
ス・コンピューターからカスタム属性定義をエクスポートします。Information
Governance Catalog ユーザー・インターフェースを使用して、ターゲット・コン
ピューターにそれらをインポートします。istool を使用して、カスタム属性定義
をエクスポートおよびインポートすることもできます。
注: カスタム属性定義をインポートする前に、ターゲット・コンピューター上
に、カスタム属性定義とそのカスタム属性定義の参照先の資産が存在する必要が
あります。
詳しくは、『Managing custom attributes for information assets』を参照してくだ
さい。

Information Governance Catalog バージョン 11.3 のマイグレーシ
ョン
Information Governance Catalog バージョン 11.3 から Information Governance
Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションするには、以下の手順を使用します。
ソース・コンピューターにある Information Governance Catalog 資産をエクスポート
し、その後、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグレ
ーションを完了する必要があります。
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始める前に
マイグレーションできない Information Governance Catalog のファイルおよび資産を
確認してください。

このタスクについて
次の Information Governance Catalog 資産をエクスポートおよびインポートできま
す。
v 拡張マッピング文書およびそれらに含まれるマッピング
v すべてのタイプの拡張データ・ソース
v カスタム属性定義
v パブリッシュ済み照会およびユーザー照会
エクスポート方法を選択する場合、各メソッドがサポートするメタデータを確認し
てください。

手順
1. 資産交換を使用して、すべての共通メタデータ資産 (データベース、データ・フ
ァイル、BI レポートなど) をインポートします。 資産交換を使用した共通メタ
データ資産のインポートについて詳しくは、『Common metadata assets』を参照
してください。
2. InfoSphere DataStage の場合
a. 資産交換を使用してすべての InfoSphere DataStage プロジェクト (InfoSphere
DataStage ジョブ、表定義など) をインポートします。エンジンに対し同じホ
スト名を使用していること、同じプロジェクト名を使用していることなどを
確認します。 詳しくは、『InfoSphere DataStage and QualityStage assets』を
参照してください。
b. IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニストレーター を使用し
て InfoSphere DataStage プロジェクト・ユーザー環境変数をエクスポートお
よびインポートします。
3. 拡張データ・ソースのマイグレーション
a. Information Governance Catalog ユーザー・インターフェースまたは istool を
使用して、古いシステムからすべての拡張データ・ソースをエクスポートし
ます。 詳しくは、『拡張データ・ソースのエクスポート、編集、または削
除』を参照してください。
b. istool の workbench extension source import コマンドまたは Information
Governance Catalog ユーザー・インターフェースを使用して、新しいコンピ
ューターにこれらのソースをインポートします。 詳しくは、『Importing
extended data sources』または『workbench extension source import command』
を参照してください。
拡張データ・ソースのエクスポートには、スチュワード割り当てや用語割り当て
は含まれません。拡張データ・ソースのインポートは、サイズが 5MB のファイ
ルに制限されます。ファイルがこのサイズを超える場合は、インポート・ファイ
ルをより小さいファイルに分割し、それらを個別にインポートできます。
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4. 新しいシステムの拡張マッピング文書ですべてのカスタム属性定義を再作成しま
す。これは手動のステップです。 詳しくは、『Creating custom attributes』を参
照してください。
5. 拡張マッピング文書のマイグレーション
a. Information Governance Catalog ユーザー・インターフェースまたは istool を
使用して、古いシステムからすべての拡張マッピング文書をエクスポートし
ます。 詳しくは、『Extension mapping documents export command syntax』
を参照してください。
b. 資産交換または Information Governance Catalog ユーザー・インターフェース
を使用して、新しいシステムにマッピング文書をインポートします。 詳しく
は、『Extension mapping documents import command syntax』を参照してくだ
さい。
拡張マッピング文書のエクスポートには、文書のタイプ、説明、およびスチュワ
ード割り当ては含まれません。マッピング文書のインポートは、サイズが 5MB
のファイルに制限されます。ファイルがこのサイズを超える場合は、インポー
ト・ファイルをより小さいファイルに分割し、それらを個別にインポートできま
す。マッピングで既存のソース資産またはターゲット資産を調整できない場合、
警告が出されます。
6. データ・リネージュのマイグレーション
a. Information Governance Catalog アドミニストレーターは、関係を検出してデ
ータ・リネージュをレポートする対象の InfoSphere DataStage プロジェクト
およびジョブを識別する必要があります。アドミニストレーターは、各資産
を選択、編集し、「リネージュのための組み込み」オプションを選択するこ
とで、使用する各プロジェクトを編集する必要があります。デフォルトで
は、ジョブの「リネージュのための組み込み」設定に変換プロジェクトの同
じ値があり、手動で編集し、別の値に変更できます。 詳しくは、『Running
the Manage Lineage services』を参照してください。
b. 新しいコンピューターで必要なデータ接続マッピング (以前はデータベース
別名マッピングと呼ばれていた) をマップします。このマッピングは、古い
システムのマッピングと同一にする必要があります (これは手動のステップ
です)。
c. オプション: InfoSphere DataStage ステージを、読み込み元または書き込み先
のデータ・ソースまたはステージに手動でバインドします。これにより、古
いシステムのバインディングを手動で再作成します。Information Governance
Catalog は、資産に関する一部の情報を特定し、一部のリネージュを表示でき
ます。関係を Information Governance Catalog で自動的に検出する場合は、手
動バインディングをお勧めします。 追加情報については、『Manually
binding stages』を参照してください。
d. オプション: リネージュの InfoSphere FastTrack マッピング仕様を包含または
除外します。 追加情報については、『Configuring InfoSphere FastTrack
mapping specifications for lineage reports』を参照してください。
e. オプション: 古いシステムの設定に従いビジネス・リネージュを再構成しま
す。ビジネス・リネージュに資産を包含するか、ビジネス・リネージュから
資産を除外します (システム・フィルター)。 詳しくは、『Configuring asset
types for business lineage reports』を参照してください。
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f. オプション: ターゲット・コンピューターで、ソース・コンピューターのデー
タベース・スキーマと一致するようにデータベース・スキーマを再定義しま
す。
g. データ・ソース ID を再マップします。 詳しくは、『Specifying that schemas
are identical in Manage Data Source Identity』を参照してください。
h. ターゲット・コンピューターで、コマンド・ライン・インターフェースまた
はバッチ・ファイルを使用して環境変数をインポートします。 詳しくは、
『Importing project-level environment variables』を参照してください。
7. ユーザー定義の照会およびパブリッシュ済み照会をエクスポートし、インポート
します。Information Governance Catalog のエクスポート機能およびインポート機
能にアクセスするには、「照会」タブをクリックします。エクスポートするに
は、資産を選択し、「エクスポート」をクリックします。資産をインポートする
には、「インポート」をクリックします。
8. Information Governance Catalog ユーザー・インターフェースを使用して、ソー
ス・コンピューターからカスタム属性定義をエクスポートし、ターゲット・コン
ピューターにそれらをインポートします。istool を使用して、カスタム属性定義
をエクスポートおよびインポートすることもできます。
注: カスタム属性定義をインポートする前に、ターゲット・コンピューター上
に、カスタム属性定義とそのカスタム属性定義の参照先の資産が存在する必要が
あります。
詳しくは、『Managing custom attributes for information assets』を参照してくだ
さい。

共通メタデータのマイグレーション
共通メタデータ資産をマイグレーションするには、以下の手順を使用します。ソー
ス・コンピューターにある共通メタデータ資産をエクスポートし、その資産をター
ゲット・コンピューターにインポートして、マイグレーションを完了する必要があ
ります。

このタスクについて
InfoSphere Information Server のメタデータ・リポジトリーには、実装済みデータ・
リソース、ビジネス・インテリジェンス (BI) 資産、論理および物理のデータ・モデ
ル資産など、各種の共通メタデータ資産が多く含まれます。これらの共通メタデー
タ資産をマイグレーションして、新しいコンピューターで使用できるようにするこ
とをお勧めします。
共通メタデータをエクスポートする場合、エクスポートするデータベース、デー
タ・ファイル、またはデータ・ファイル・フォルダーへのデータ接続を含めること
ができます。または、データ接続をタイプごとに個別にエクスポートすることもで
きます。
スイート全体のマイグレーションを実行する場合、スイート全体のすべてのデータ
接続を移動することをお勧めします。InfoSphere DataStage を除くすべての製品間に
存在するすべてのデータ接続を移動するには、3 つの個別コマンドを発行する必要
があります。データ・ファイル・フォルダーのすべてのデータ接続をエクスポート
するために 1 つのコマンド、データベースのすべてのデータ接続をエクスポートす
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るために 1 つのコマンド、データ・ファイルのすべてのデータ接続をエクスポート
するために 1 つのコマンドを発行します。最初のコマンドで、データ・ファイル・
フォルダーのデータ接続をエクスポートします。
istool export -dom domain_name:port_number -user user_name -password password
-ar path_to_archive_file -cm ’/host_name/datafile_folder_path/
datafile_folder_name/*.rcn’

例:
istool export –dom ABC:9443 –u user1 –p pass1
’/host1/c:¥mydatafile_folders/data/*.rcn’

-ar "c:¥myarchive.isx" –cm

2 番目のコマンドで、データベースのデータ接続をエクスポートします。
istool export -dom domain_name:port_number -user user_name -password password
-ar path_to_archive_file -cm ’/host_name/
database_name/*.dcn’

3 番目のコマンドで、データ・ファイルのデータ接続をエクスポートします。
istool export -dom domain_name:port_number -user user_name -password password
-ar path_to_archive_file -cm ’/host_name/
datafile_path/datafile_name/*.fcn’

InfoSphere DataStage、InfoSphere Information Server Manager、または InfoSphere
DataStage デザイナーの istool コマンドを使用して InfoSphere DataStage プロジェ
クトを移動すると、InfoSphere DataStage データ接続が移動されます。
ソース・コンピューターに対応する istool コマンド・ラインのバージョンを使用し
て資産をエクスポートします。バージョン 11.3 の istool コマンド・ラインを使用
して資産をインポートします。

手順
共通メタデータ資産をマイグレーションするには、istool を使用します。
表 11. 共通メタデータ資産を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1、8.1、8.1.1

使用できません。

バージョン 8.1.2

v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をエクスポート
v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をインポート

バージョン 8.5

v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をエクスポート
v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をインポート

バージョン 8.7

v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をエクスポート
v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をインポート

バージョン 9.1

v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をエクスポート
v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をインポート

バージョン 11.3

v 共通メタデータ資産をマイグレーション
v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をエクスポート
v コマンド・ラインを使用して共通メタデータ資産をインポート
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例
istool を使用して大量の共通メタデータを転送するとき、パフォーマンスを考慮し
て、すべてのデータベースをエクスポートする次のコマンドを使用します。
istool export -dom domain_name:port_number -user user_name -password password
-ar path_to_archive_file -cm ’/*/*.db’

各データベースに関連するメタデータが、ISX アーカイブ・ファイル内の個別の
XMI ファイルにエクスポートされます。アーカイブ・ファイル内のメタデータをイ
ンポートすると、各 XMI ファイルが個別にインポートされます。

IBM InfoSphere Data Quality Console のマイグレーション
data quality console のコンテンツをマイグレーションするには、以下の手順を使用
します。ソース・コンピューターにある data quality console 資産をエクスポート
し、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグレーション
を完了する必要があります。

始める前に
マイグレーションできない data quality console のファイルおよび資産を確認してく
ださい。

このタスクについて
ソース・コンピューターに対応する istool コマンド・ラインのバージョンを使用し
て資産をエクスポートします。istool コマンド・ラインを使用してエクスポートした
資産は、バージョン 11.3 の istool コマンド・ラインを使用してインポートしま
す。
InfoSphere QualityStage 例外データベース (ESDB) に保管されている例外をマイグ
レーションするには、ソース・コンピューターのデータベースをコピーし、それを
ターゲット・コンピューターに移動します。データベースを移動した後、それを登
録する必要があります。データベースの登録について詳しくは、『Registering the
repository for the exceptions database』を参照してください。
分析データベース (IADB) に保管されている InfoSphere Information Analyzer 例外
はマイグレーションできません。これらは、ターゲット・コンピューターで再作成
する必要があります。InfoSphere Information Analyzer で例外を使用する場合、ター
ゲット・コンピューターで分析を再実行して、その分析結果を分析データベースに
再び取り込む必要があります。

手順
data quality console の内容を手動でマイグレーションするには、以下のいずれかの
手順を使用します。
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表 12. data quality console コンテンツを手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 9.1

v istool を使用してエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
r_data_quality_console_import.html
注:

data quality console 資産をインポートする場合、資産を適切にイン

ポートするために -replace パラメーターを指定する必要があります。
バージョン 9.1 からバージョン 11.3 にマイグレーションした後、data
quality console で使用される接続が変更されたことにお気付きになると思
います。バージョン 9.1 では、プロバイダーに接続するためにリモート
HTTP 接続が使用されていました。バージョン 11.3 では、InfoSphere
Information Analyzer、InfoSphere QualityStage、またはこれらの両方に接続
するためにローカル接続が使用されます。ターゲット・コンピューターの
data quality consoleの「管理プロジェクト接続」ページに表示される URL
には、ローカル・ホストとデフォルト・ポート番号 9443 が常に含まれま
す。例えば、https://localhost:9443/Information Analyzer/ などです。
ただし、インストール時に 9443 以外のポートを選択した場合、表示に関
係なく、デフォルト・ポートではなく、選択したポート番号に実際に接続
されます。デフォルト・ポート番号が表示されていても、この接続が機能
します。
バージョン 11.3

v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
r_data_quality_console_export.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
r_data_quality_console_import.html
注:

data quality console 資産をインポートする場合、資産を適切にイン

ポートするために -replace パラメーターを指定する必要があります。

IBM WebSphere RTI のマイグレーション
IBM WebSphere RTI を InfoSphere Information Services Director にマイグレーショ
ンするには、WebSphere RTI エクスポート・ウィザードを使用します。

このタスクについて
IBM WebSphere RTI バージョン 7.5、7.5.1、または 7.5.2 を IBM InfoSphere
Information Services Director バージョン 11.3 にマイグレーションするには、このタ
スクを使用します。

手順
1. ソース・コンピューターで WebSphere RTI エクスポート・ウィザードを使用し
て、RTIX ファイルを作成します。 この RTIX ファイルには、命令とサービス
の記述が含まれています。
2. 新規バージョンの InfoSphere Information Server がインストールされているコン
ピューターに RTIX ファイルを移動します。
3. IBM InfoSphere Information Server コンソール インポート機能を使用して、
RTIX ファイルをインポートします。 このインポートされたファイルは、コン
ソール・デザイン機能の出力と同等です。
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4. サービスをデプロイするには、事前にインポートしたサービス記述をアプリケー
ション・オブジェクトに関連付ける必要があります。この関連を作成するため
に、インポート機能はアプリケーション・レベルで実行されます。

タスクの結果
インポートしたサービス記述は、InfoSphere Information Server でデザインされるサ
ービスと同等です。 ネイティブでデザインされた情報サービスをデプロイするのと
同じ方法で、このサービス記述をデプロイできます。

InfoSphere Business Glossary のマイグレーション
InfoSphere Business Glossary のコンテンツを Information Governance Catalog にマイ
グレーションするには、以下の手順を使用します。InfoSphere Business Glossary バ
ージョン 9.1 以前をマイグレーションする場合、その資産を Information
Governance Catalog バージョン 11.3 にマイグレーションします。ソース・コンピュ
ーターにある InfoSphere Business Glossary 資産をエクスポートし、その資産をター
ゲット・コンピューターにインポートして、マイグレーションを完了する必要があ
ります。

始める前に
マイグレーションできない InfoSphere Business Glossary のファイルおよび資産を確
認してください。

このタスクについて
ソース・コンピューターに対応する InfoSphere Business Glossary または istool コマ
ンド・ラインのバージョンを使用して資産をエクスポートします。InfoSphere
Business Glossary を使用してエクスポートした資産は、バージョン 11.3 の
Information Governance Catalog を使用してインポートします。istool コマンド・ラ
インを使用してエクスポートした資産は、バージョン 11.3 の istool コマンド・ラ
インを使用してインポートします。
InfoSphere Business Glossary 資産を Information Governance Catalog にマイグレーシ
ョンした後、「グロッサリー」メニューに移動すると資産があります。
注: InfoSphere Business Glossary の用語履歴はマイグレーションできません。スチ
ュワードへのリンクは、新しいターゲット・コンピューターでスチュワードが事前
に定義されている場合にのみ、マイグレーションされ、InfoSphere Business Glossary
アーカイブ・ファイルに含まれるようになります。スチュワードとしてのユーザー
の選択および定義はマイグレーションされません。例えば、バージョン 9.1 ソー
ス・コンピューターで John がスチュワードとして定義されている場合、バージョ
ン 11.3 ターゲット・コンピューターにユーザーとして John が存在していても、管
理者が John をスチュワードとして追加していない限り、John の資産割り当てはマ
イグレーションされません。
グロッサリー資産をインポートする前に、ユーザー、グループ、および割り当て済
みの資産 (共通メタデータ、InfoSphere DataStage 資産など) をインポートします。
その後、InfoSphere Business Glossary 資産をインポートすると、エクスポートされ
たリンクが確立されます。
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手順
InfoSphere Business Glossary のコンテンツを手動でマイグレーションするには、次
のいずれかの手順を使用します。
表 13. Business Glossary の内容を手動でマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

v カテゴリーと用語をエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html

バージョン 8.1、8.1.1、8.1.2

v InfoSphere Business Glossary 管理インターフェースを使用してグロッサ
リーの内容をエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html
v コマンド・ラインからエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

バージョン 8.5

v InfoSphere Business Glossary 管理インターフェースを使用してグロッサ
リーの内容をエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html
v istool を使用してエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

バージョン 8.7

v InfoSphere Business Glossary 管理インターフェースを使用してグロッサ
リーの内容をエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html
v istool を使用してエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

バージョン 9.1

v InfoSphere Business Glossary 管理インターフェースを使用してグロッサ
リーの内容をエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_iadmgde_ManageImportExport.html
v istool を使用してエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html

バージョン 11.3

v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_ng_export.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.doc/topics/t_ng_import.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_export.html
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.bg.cli.doc/topics/bg_cli_import.html
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InfoSphere FastTrack のマイグレーション
InfoSphere FastTrack をマイグレーションするには、以下のいずれかの手順を使用し
ます。ソース・コンピューターにある InfoSphere FastTrack 資産をエクスポート
し、その後、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、マイグレ
ーションを完了する必要があります。

始める前に
マイグレーションできない InfoSphere FastTrack のファイルおよび資産を確認して
ください。

このタスクについて
エクスポート方法を選択する場合、各メソッドがサポートするメタデータを確認し
てください。
ソース・システムに対応する InfoSphere FastTrack または istool コマンド・ライン
のバージョンを使用して資産をエクスポートします。InfoSphere FastTrack バージョ
ン 11.3 または istool コマンド・ラインのバージョン 11.3 を使用して資産をインポ
ートします。

手順
InfoSphere FastTrack をマイグレーションするには、次のいずれかの手順を使用しま
す。
表 14. InfoSphere FastTrack をマイグレーションする手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

v マッピング仕様を .csv ファイルとしてエ
クスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもされません。

バージョン 8.1 および 8.1.1

v マッピング仕様を .csv ファイルとしてエ
クスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもできません。
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表 14. InfoSphere FastTrack をマイグレーションする手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 8.1.2

v マッピング仕様を .csv ファイルとしてエ
クスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート
注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもできませんが、istool を使用
してエクスポートおよびインポートできま
す。

バージョン 8.5

v マッピング仕様を .csv ファイルとしてエ
クスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート
注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもできませんが、istool を使用
してエクスポートおよびインポートできま
す。

バージョン 8.7

v マッピング仕様を .csv ファイルとしてエ
クスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v istool を使用してエクスポート
v

istool を使用してインポート

注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもできませんが、istool を使用
してエクスポートおよびインポートできま
す。
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表 14. InfoSphere FastTrack をマイグレーションする手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 9.1

v マッピング仕様を .csv ファイルとしてエ
クスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v istool を使用してエクスポート
v

istool を使用してインポート

注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもできませんが、istool を使用
してエクスポートおよびインポートできま
す。
バージョン 11.3

v マッピング仕様をエクスポート
v http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/
com.ibm.swg.im.iis.ft.usage.doc/topics/
importcsvoptions.html
v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート
注: スイッチおよび集合マッピング・エレメ
ントは、.csv ファイルとしてはエクスポート
もインポートもできませんが、istool を使用
してエクスポートおよびインポートできま
す。

InfoSphere Information Analyzer のマイグレーション
InfoSphere Information Analyzer をマイグレーションするには、以下の手順を使用し
ます。ソース・コンピューターにある InfoSphere Information Analyzer 資産をエク
スポートし、その後、その資産をターゲット・コンピューターにインポートして、
マイグレーションを完了する必要があります。

始める前に
マイグレーションできない InfoSphere Information Analyzer のファイルおよび資産
を確認してください。
このタスクを開始する前に、次の条件が満たされている必要があります。
v 分析データベースがターゲット・コンピューターに存在し、その分析データベー
スの JDBC データ・ソースが WebSphere Application Server に存在する。使用す
る分析データベースを InfoSphere Information Analyzer バージョン 11.3 のインス
トール・プロセス中に作成した場合、この JDBC データ・ソースは自動的に作成
されています。使用する分析データベースが、InfoSphere Information Analyzer バ
ージョン 11.3 のインストール・プロセス中に作成したデータベースとは異なる
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場合、『Configuring a JDBC data source for the InfoSphere Information Analyzer
analysis database』の指示に従いこの JDBC データ・ソースを作成します。
v 分析するデータを含み、かつ以前のリリースで使用されたデータ・ソースに対応
するデータ・ソースが存在し、そのデータ・ソースにローカルで、またはコンピ
ューター・ネットワークを介してアクセスできる。
v IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、データがインポートされて
いないインポート領域を作成することで、分析データベースのデータ接続を作成
する必要がある。『 Defining a connection to the analysis database』を参照してく
ださい。
istool コマンド・ラインを使用して InfoSphere Information Analyzer のマイグレーシ
ョンを開始する前に、共通メタデータ資産のマイグレーション方法を決定します。
次の選択肢があります。
v スイート全体のすべての共通メタデータを一度にマイグレーションする。共通メ
タデータをマイグレーションする場合、マイグレーションするデータベース、デ
ータ・ファイル、およびデータ・ファイル・フォルダーへのすべてのデータ接続
を含めることができます (ただし、InfoSphere DataStage で作成されたデータ接続
は除きます)。すべての共通メタデータをマイグレーションした後、istool の
InfoSphere Information Analyzer コマンドを使用して、すべての InfoSphere
Information Analyzer プロジェクトをエクスポートできます。
v エクスポート時に istool の InfoSphere Information Analyzer エクスポート・コマ
ンドを使用し、-includeCommonMetadata オプションを指定して、InfoSphere
Information Analyzer 資産のみマイグレーションする。この方法を使用する場合、
InfoSphere Information Analyzer プロジェクトに関連する InfoSphere Information
Analyzer 資産を移動します。例えば、-ia ’-projects=*
-includeCommonMetadata’ -cm ’-includeDataConnection -includeAnnotation’
などです。このコマンドは、InfoSphere Information Analyzer プロジェクト、プロ
ジェクトに関連するすべての共通メタデータ、エクスポートされる共通メタデー
タに関連するすべてのデータ接続、および共通メタデータに関連する注釈をエク
スポートします。
InfoSphere Information Analyzer で使用される共通メタデータ資産を確認するに
は、各 InfoSphere Information Analyzer プロジェクトを開き、「プロジェクト・
プロパティー」をクリックします。「データ・ソース」タブを確認し、プロジェ
クトで使用されるすべてのデータベースの名前を記録します。InfoSphere
Information Analyzer プロジェクトごとにこれを繰り返し、プロジェクトで使用さ
れるすべてのデータベースの名前を収集します。その後、-cm パラメーターを使
用し、各プロジェクトのデータベースを指定して、それらをエクスポートしま
す。
注: istool を使用してプロジェクトをエクスポートする場
合、-includeCommonMetadata オプションを使用して、プロジェクトで使用される共
通メタデータ資産 (データ接続を含む) を転送できます。ただし、マイグレーション
戦略によっては、個別のエクスポート・コマンドで -commonmetadata パラメーター
を使用して、すべての共通メタデータ資産を転送する場合もあります。
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このタスクについて
istool を使用して InfoSphere Information Analyzer バージョン 8.5 以降をマイグレ
ーションします。InfoSphere Information Analyzer 分析データベース (IADB) のマイ
グレーションはサポートされていません。
InfoSphere Information Analyzer プロジェクトとともに、列分析の概要 (最大値、最
小値、列のレコードの合計数など) を含む分析サマリーの概要がエクスポートおよ
びインポートされます。分析データベースに保管されている詳細な分析結果はマイ
グレーションできません。istool でプロジェクトをインポートした後、列分析中に収
集された各列の推論プロパティー、過去の分析実行のデータ・ルールおよび統計を
確認できますが、列の個別値や、データ・ルールの実行時に収集された行にドリル
ダウンすることはできません。新しい分析データベースに詳細な分析結果を取り込
むには、分析を再実行する必要があります。データ・ルールは、共通メタデータの
一部としてエクスポートおよびインポートされます。
ソース・コンピューターに対応する istool コマンド・ラインのバージョンを使用し
て資産をエクスポートします。バージョン 11.3 の istool コマンド・ラインを使用
して資産をインポートします。
InfoSphere Information Analyzer のマイグレーションに関する最新の更新について
は、『InfoSphere Information Analyzer, Version 11.3 migration documentation
updates』を参照してください。

手順
InfoSphere Information Analyzer をマイグレーションするには、次のいずれかの手順
を使用します。
表 15. InfoSphere Information Analyzer をマイグレーションするための手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

使用できません。

バージョン 8.1

使用できません。

バージョン 8.1.1 および 8.1.2

品質コンポーネントをデプロイ
ルール定義のみエクスポートまたはインポー
トされます。

バージョン 8.5

v istool を使用して InfoSphere Information
Analyzer 資産をエクスポート
v istool を使用してインポート

バージョン 8.7

v istool を使用して InfoSphere Information
Analyzer 資産をエクスポート
v istool を使用してインポート

バージョン 9.1

v istool を使用して InfoSphere Information
Analyzer 資産をエクスポート
v istool を使用してインポート
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表 15. InfoSphere Information Analyzer をマイグレーションするための手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 11.3

v istool を使用して InfoSphere Information
Analyzer 資産をエクスポート
v istool を使用してインポート

次のタスク
istool を使用して InfoSphere Information Analyzer をエクスポートおよびインポート
した後、次の構成タスクを実行する必要があります。
v 分析データベース設定を構成します。すべてのプロジェクトで継承されるグロー
バル分析データベース設定を構成でき、またプロジェクトごとに分析データベー
ス設定を構成できます。『Configuring global analysis database settings』または
『Modifying project analysis database settings』を参照してください。
v しきい値などの分析設定を構成します。すべてのプロジェクトで継承されるグロ
ーバル分析設定を構成でき、またプロジェクトごとに分析設定を構成できます。
『 Configuring global analysis details settings』または『Modifying project analysis
settings』を参照してください。
v 分析ジョブを実行します。分析結果は、エクスポートおよび再インポート・プロ
セスに含まれません。各プロジェクトとともにインポートされたソース・データ
に対し、列分析、クロスドメイン分析、主キー、外部キー、自然キー分析、およ
びその他の分析を再実行する必要があります。データ・ルール、データ・ルー
ル・セット、メトリックなどのデータ品質分析も再実行する必要があります。

InfoSphere Information Services Director のマイグレーション
InfoSphere Information Services Director をマイグレーションするには、以下のいず
れかの手順を使用します。

このタスクについて
ソース・システムに対応する InfoSphere Information Services Director のバージョン
を使用して資産をエクスポートします。InfoSphere Information Services Director の
バージョン 11.3 を使用して資産をインポートします。

手順
InfoSphere Information Services Director をマイグレーションするには、次のいずれ
かの手順を使用します。
表 16. InfoSphere Information Services Director をマイグレーションする手順
バージョン

手順

バージョン 8.0.1

v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをインポート
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表 16. InfoSphere Information Services Director をマイグレーションする手順 (続き)
バージョン

手順

バージョン 8.1

v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをインポート

バージョン 8.5

v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをインポート

バージョン 8.7

v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをインポート
v InfoSphere Information Services Director コ
マンド・ライン・インターフェースを使用
してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director コ
マンド・ライン・インターフェースを使用
してアプリケーションをインポート

バージョン 9.1

v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをインポート
v InfoSphere Information Services Director コ
マンド・ライン・インターフェースを使用
してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director コ
マンド・ライン・インターフェースを使用
してアプリケーションをインポート

バージョン 11.3

v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director を
使用してアプリケーションをインポート
v InfoSphere Information Services Director コ
マンド・ライン・インターフェースを使用
してアプリケーションをエクスポート
v InfoSphere Information Services Director コ
マンド・ライン・インターフェースを使用
してアプリケーションをインポート

レポートのマイグレーション
レポートをマイグレーションするには、この手順を使用します。
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このタスクについて
InfoSphere Business Glossary、InfoSphere DataStage、IBM InfoSphere Information
Analyzer、および IBM InfoSphere QualityStage のレポートをマイグレーションでき
ます。スイートの管理レポートもマイグレーションできます。
ソース・システムに対応する istool コマンド・ラインのバージョンを使用して資産
をエクスポートします。バージョン 11.3 の istool コマンド・ラインを使用して資
産をインポートします。
スイートの管理レポートをマイグレーションする場合、ターゲット・コンピュータ
ーにレポートをマイグレーションした後に、レポートへのアクセス権を持つユーザ
ーを再構成する必要があります。これを行うには、管理コンソールを開き、「レポ
ート作成」タブをクリックします。マイグレーションした各レポートを開き、「ア
クセス制御を開く」をクリックします。各レポートにアクセスできるユーザーを指
定できます。

手順
レポートをマイグレーションするには、次の手順に従います。
表 17. レポートをマイグレーションする手順
バージョン

手順

バージョン 8.5

v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート

バージョン 8.7

v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート

バージョン 9.1

v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート

バージョン 11.3

v istool を使用してエクスポート
v istool を使用してインポート

マイグレーションできないファイルおよび資産
一部のファイルおよび資産は istool を使用してマイグレーションできません。ま
た、まったくマイグレーションできないファイルおよび資産も一部あります。istool
を使用して移動できないファイルの中には、他のマイグレーション方法を使用して
手動でマイグレーションできるものがあります。

目次
v

74 ページの『InfoSphere Business Glossary』

v

74 ページの『InfoSphere Data Click』

v

74 ページの『InfoSphere DataStage and QualityStage』

v

76 ページの『IBM InfoSphere Data Quality Console』

v

76 ページの『IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console』

v

77 ページの『InfoSphere Information Server』

v

78 ページの『InfoSphere Information Services Director』

v

78 ページの『InfoSphere FastTrack 』
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v

78 ページの『Information Governance Dashboard 』

v

78 ページの『InfoSphere Information Analyzer』

v

78 ページの『InfoSphere Metadata Asset Manager』

v

79 ページの『InfoSphere Metadata Workbench』

InfoSphere Business Glossary
istool を使用してマイグレーションできないデータ、およびまったくマイグレーショ
ンできないデータを以下に示します。
istool を使用してマイグレーションできないが、手動でマイグレーションできるデー
タ
v 表示許可
v 用語およびカテゴリーの許可
新しいコンピューターで、Information Governance Catalog の「管理」タブ
から、上にリストされている項目を手動で再構成できます。ただし、この情
報をファイルにエクスポートし、そのファイルを再インポートすることはで
きません。用語およびカテゴリーの許可をエクスポートしても、エクスポー
トしたファイルに許可情報は含まれません。この許可は、ターゲット・コン
ピューターで手動で再定義できます。
マイグレーションできないデータ
用語履歴

InfoSphere Data Click
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
v ブループリント
v アクティビティー

InfoSphere DataStage and QualityStage
istool を使用してマイグレーションできないデータ、およびまったくマイグレーショ
ンできないデータを以下に示します。
istool を使用してマイグレーションできないが、手動でマイグレーションできるデー
タ
v

プロジェクトごとの DSParams 設定。この設定は、アドミニストレータ
ー・クライアントを使用してエクスポートおよびインポートします。

v プロジェクト・ディレクトリー内の FTP (ファイル転送プロトコル) およ
びメール送信のテンプレート。これは、ターゲット・コンピューターにコ
ピーします。
v プロジェクト・ディレクトリー内の uvodbc.config ファイル。これは、
ターゲット・コンピューターにコピーします。
v サーバー・ディレクトリーの下位にあるメッセージ・ハンドラー。これ
は、ターゲット・コンピューターにコピーします。
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v ジョブ制御言語 (JCL) のテンプレート。これは、ターゲット・コンピュ
ーターにコピーします。
v uvconfig ファイル内にある DSEngine 構成。これは、ターゲット・コン
ピューターにコピーします。
注: ソース・コンピューターとは異なるオペレーティング・システムのタ
ーゲット・コンピューターにマイグレーションする場合、uvconfig ファ
イルを編集し、uvregen コマンドを発行する必要があります。
v dsenv ファイル内のユーザー定義エントリー。dsenv ファイルの設定につ
いて詳しくは、『dsenvファイルの構成』を参照してください。環境に対
して行った変更を新しい dsenv ファイルに手動でマージします。
v

odbc.ini ファイル。9.1 よりも前のすべてのバージョンでは、このファ
イル内の変更を手動でマージする必要があります。バージョン 9.1 以降
では、このファイルをソース・コンピューターからコピーし、ターゲッ
ト・コンピューターに移動できます。これは、ターゲット・コンピュータ
ーにコピーします。
注: ソース・コンピューターとは異なるオペレーティング・システムのタ
ーゲット・コンピューターにマイグレーションする場合、odbc.ini ファ
イルのマイグレーションはサポートされません。ターゲット・コンピュー
ターで新規ファイルを編集する必要があります。

v パラレル・ジョブの構成ファイル。これは、ターゲット・コンピューター
にコピーします。
v プロジェクトの管理者以外のロール
v ハッシュ・ファイル、データ・セット、実行時ログ・ファイル、ジョブ・
スケジュールなどのプロジェクト・ファイル。ベスト・プラクティスは、
ジョブで呼び出しごとにデータ・セットを再作成することです。永続デー
タのデータ・セットを使用する場合、ベスト・プラクティスは、データを
エクスポート可能フォーマット (データベース表、ファイル・セットな
ど) にエクスポートし、インポートするジョブを作成することです。実行
時ログ・ファイルは InfoSphere DataStage and QualityStage ディレクター
から出力できます。
v オペレーショナル・メタデータ。元のオペレーショナル・メタデータ・イ
ンポート・ファイルを保持する場合、そのファイルを新しいコンピュータ
ーにインポートできます。
v apt_config_files。同じホスト名およびパスにマイグレーションする場
合、これらのファイルをバックアップし、リストアできます。それ以外の
場合、現在の環境に一致するように、これらのファイルを手動で編集する
必要があります。
v データ・セット。データ・セットのマイグレーションについて詳しくは、
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21392477を参照してくださ
い。
v プロジェクト・ディレクトリーにない、ジョブで参照されるファイル。フ
ァイルを保存し、ターゲット・インストールに手動で移動する必要があり
ます。
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v InfoSphere QualityStage 例外データベース (ESDB)。例外データベースと
して使用しているデータベースのバックアップおよびリストアの資料を使
用して、ソース・コンピューターでデータベースをバックアップし、ター
ゲット・コンピューターでそれをリストアする必要があります。
v Standardization Rules Designer データベース。Standardization Rules
Designer データベース全体をマイグレーションするのではなく、資産交換
または InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー を使用して、
実際の標準化ルール・セットをエクスポートし、新しいシステムにインポ
ートします。
v Match Designer データベース。ソース・コンピューターでこのデータベ
ースをバックアップし、ターゲット・コンピューターでリストアするか、
ターゲット・コンピューターでこのデータベースを再作成する必要があり
ます。
v モジュールおよび参照ファイル。ターゲット・コンピューターで、モジュ
ールおよび参照ファイルの互換性のあるバージョンをダウンロードおよび
インストールし、参照ファイルの場所を指すように、および更新されたモ
ジュールを使用するように InfoSphere QualityStage ジョブを編集しま
す。
注: 上にリストされている資産は、istool を使用しても InfoSphere
DataStage デザイナーを使用してもマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
v InfoSphere QualityStage 郵便検証参照ファイル。新しいシステムに新しい
参照ファイルをインストールする必要があります。
v InfoSphere QualityStage ジオコーディング参照ファイル。新しいシステム
に新しい参照ファイルをインストールする必要があります。

IBM InfoSphere Data Quality Console
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
v アクティビティー・ログ
v 実装済みデータ・リソースに対するファセット検索

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations
Console
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
オペレーション・データベース。このデータベースのマイグレーションはサ
ポートされておらず、また推奨されていません。オペレーション・データベ
ース には、古いコンピューターで実行された InfoSphere DataStage ジョブ
固有のデータが格納されています。このデータは、新しいコンピューターに
は不要です。新しいコンピューターで新しい オペレーション・データベー
ス を使用開始する必要があります。
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InfoSphere Information Server
istool を使用してマイグレーションできないデータ、およびまったくマイグレーショ
ンできないデータを以下に示します。
istool を使用してマイグレーションできないが、手動でマイグレーションできるデー
タ
v ファイル・システムの所有者およびグループの読み取り、書き込み、およ
び実行の許可。ユーザー所有権と読み取り、書き込み、および実行の許可
は istool を使用してマイグレーションできません。ターゲット・コンピ
ューターでこれらの許可を手動で更新する必要があります。
v レポートにアクセスできるユーザーに関連する許可。istool を使用してタ
ーゲット・システムにレポートを移動した後、管理コンソールの「レポー
ト作成」タブで各レポートを開き、「アクセス制御を開く」をクリックす
る必要があります。各レポートを読み取り、更新、削除、変更、および実
行できるユーザーを指定できます。
v 証明情報のマッピング情報。ターゲット・コンピューターで証明情報のマ
ッピング情報を手動で変更する必要があります。
v オペレーティング・システムおよび LDAP の WebSphere レジストリー
構成。ターゲット・コンピューターで WebSphere をセットアップすると
き、WebSphere を手動で構成する必要があります。
v SSL LDAP ユーザー・レジストリーの WebSphere レジストリー構成。タ
ーゲット・コンピューターで WebSphere をセットアップするとき、
WebSphere を手動で構成する必要があります。
v フェデレーテッド・ユーザー・レジストリーの WebSphere レジストリー
構成。ターゲット・コンピューターで WebSphere をセットアップすると
き、WebSphere を手動で構成する必要があります。
マイグレーションできないデータ
v メインフレーム資産。メインフレーム資産はバージョン 11.3 にマイグレ
ーションできません。これらは、InfoSphere Information Server スイート
のすべての製品でサポートされなくなりました。また、メインフレームが
InfoSphere Information Server でサポートされなくなったため、メインフ
レーム上で InfoSphere Information Server から InfoSphere Information
Server バージョン 11.3 にマイグレーションすることはできません。
v ロギング・レポートおよびロギング・ビューはサポートされなくなりまし
た。これには、次のログが含まれます。
– CAS+Log.log
– iasHandler-server1.log
– iasServer-server1.log
– SystemErr.log
– SystemOut.log
v DHTML レポートはサポートされなくなりました。
v レポート作成スケジュール。これらは、ターゲット・コンピューターで再
作成する必要があります。
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InfoSphere Information Services Director
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
InfoSphere Information Services Director 接続はマイグレーションできず、手
動でターゲット・コンピューターに入力する必要があります。これは、ソー
ス・コンピューターのアプリケーションをインポートする前に、実行する必
要があります。

InfoSphere FastTrack
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
バージョン 8.0.1、8.1、および 8.1.1 の集合エレメントおよびスイッチ・マ
ッピング・エレメント。

Information Governance Dashboard
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
Information Governance Dashboard のマイグレーションはサポートされてい
ません。

InfoSphere Information Analyzer
istool を使用してマイグレーションできないデータ、およびまったくマイグレーショ
ンできないデータを以下に示します。
istool を使用してマイグレーションできないが、手動でマイグレーションできるデー
タ
v 分析データベース設定
v しきい値などの分析設定
マイグレーションできないデータ
InfoSphere Information Analyzer 分析データベース (IADB) はマイグレーシ
ョンできません。列分析の概要 (最大値、最小値、列のレコードの合計数な
ど) を含む分析サマリーの概要は、istool を使用してエクスポートおよびイ
ンポートできます。ただし、詳細な分析結果など、分析データベースに保管
されている資産はすべてマイグレーションできません。

InfoSphere Metadata Asset Manager
次のデータはマイグレーションできません。
マイグレーションできないデータ
v インポート領域
v ステージング領域スキーマ
共有されているメタデータはメタデータ・リポジトリーに移動できますが、
共有されていない資産は移動できません。
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InfoSphere Metadata Workbench
istool を使用してマイグレーションできないデータ、およびまったくマイグレーショ
ンできないデータを以下に示します。
istool を使用してマイグレーションできないが、手動でマイグレーションできるデー
タ
v データベース別名のマッピングは、新しいコンピューターで手動で再作成
する必要があります。
v 手動バインディング、データ項目バインディング、およびステージ・バイ
ンディングは、新しいコンピューターで手動で再作成する必要がありま
す。
v データ・ソース ID は、新しいコンピューターで手動で再マップする必要
があります。
v マイグレーションした拡張データ・ソースでは、スチュワードと用語の割
り当てが失われますが、これらの属性は InfoSphere Business Glossary ま
たは Information Governance Catalog を使用してエクスポートできます。
v カスタム属性定義。カスタム属性定義は、XML ファイルにエクスポート
し、再インポートすることで、マイグレーションできます。
マイグレーションできないデータ
v オペレーショナル・メタデータ。インポートする元のオペレーショナル・
メタデータ XML ファイルがない場合、メタデータはマイグレーション
できません。
v 拡張マッピング文書では、タイプ、説明、用語、およびスチュワードの割
り当てが失われます。

単一のコンピューターで複数の InfoSphere Information Server エンジン
を処理
UNIX または Linux のコンピューターに複数のエンジンをインストールできます。
InfoSphere DataStage の複数のバージョンが単一のコンピューターにインストールさ
れている場合、現在の環境が、管理タスクを実行するバージョン用に設定されてい
ることを確認する必要があります。エンジンを始動、停止、または更新する前に、
この手順に従う必要があります。

このタスクについて
エンジンをホストするサーバーの DSEngine サブディレクトリーを参照するように
$DSHOME 環境変数を設定することで、始動または停止する InfoSphere Information
Server エンジンを指定します。例えば、同じコンピューター上に 2 つのエンジンが
あり、それぞれ次の DSEngine サブディレクトリーがあるとします。
v /disk1/Ascential/DataStage/DSEngine (バージョン 7.5.1 エンジン)
v /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine (バージョン 8.7 エンジン)
重要: InfoSphere Information Server エンジン層を、UNIX を実行するコンピュータ
ーにインストールすると、ファイル /.dshome が作成されます。このファイルに
は、$DSHOME 環境変数のデフォルト設定として使用されるパスが含まれます。追
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加の InfoSphere Information Server エンジンをインストールする前およびインスト
ールした後に、/.dshome ファイルを削除します。コンピューターが複数の
InfoSphere Information Server エンジンをホストしている場合、$DSHOME 環境変数
のデフォルト設定があると、誤ったエンジンで管理タスクが実行される可能性があ
ります。
同じコンピューター上の複数のエンジンに対して同じ InfoSphere DataStage アドミ
ニストレーター ID を使用する場合、そのプロファイルで dsenv ファイルを入手し
ないようにする必要があります。管理タスクを実行する前に、InfoSphere DataStage
環境設定を混在させないようにしてください。

手順
1. InfoSphere DataStage アドミニストレーターとしてオペレーティング・システム
端末にログオンします。
2. dsenv ファイルを入手します。
a. /opt/IBM/InformationServer/Server/DSENGINE ディレクトリーを指すように
$DSHOME 環境変数を設定します。または、dsenv ファイルで DSHOME 値
を設定し、エクスポートすることもできます。
b. dsenv ファイルを含むディレクトリー (指定した /opt/IBM/
InformationServer/Server/DSENGINE) に変更します。
c. 次のコマンドを実行して、dsenv ファイルを入手します。
. ./dsenv

次のタスク
環境が適切なバージョンに設定された後、エンジンを管理できます。例:
v エンジン・サービスを停止するには、次のコマンドを入力します。
$DSHOME/bin/uv -admin -stop

エンジン・サービスが停止するまで 30 秒待ちます。
v エンジン・サービスを始動するには、次のコマンドを入力します。
$DSHOME/bin/uv -admin -start

作業している現行バージョンの更新を適用します。

マイグレーションに関するよくある質問
InfoSphere DataStageプロジェクトの環境変数を手動でマイグレーションする方法、
すべてのサード・パーティー・ライブラリー・ファイルが使用可能かどうか確認す
る方法など、マイグレーションに関するよくある質問の回答を示します。

IBM InfoSphere DataStage ジョブの環境変数は手動でどのようにマ
イグレーションすればよいですか?
プロジェクト環境変数を手動でマイグレーションするには、次のタスクを実行しま
す。
v InfoSphere DataStage 設定ファイルの内容をマージします。
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v インポート・プロセス中に、ジョブまたはパラメーター・セットでパラメーター
変数として変数定義が使用される場合は、InfoSphere DataStage により、プロジェ
クトで必要な環境変数定義が作成されます。通常、ユーザーがプロジェクトの環
境変数値を設定します。また、必要に応じて、サード・パーティー・コンポーネ
ントで必要で、かつジョブ・パラメーターとして参照されない環境変数 (例え
ば、Oracle データベースや IBM DB2 データベースの変数) もユーザーが設定し
ます。これらの設定のマイグレーションについて詳しくは、『InfoSphere
DataStage 設定ファイルの内容のマージ』を参照してください。DSParams プロジ
ェクト・ファイルは直接編集しないでください。代わりに、バージョン 8.5 フィ
ックスパック 2 以前では、InfoSphere DataStage アドミニストレーターまたは
dsadm コマンドを使用して、手動で変数を設定できます。バージョン 8.5 フィッ
クスパック 2 以降では、変数を設定するために、InfoSphere DataStage アドミニ
ストレーターを使用してユーザー変数をエクスポートし、InfoSphere DataStage ア
ドミニストレーター バージョン 11.3 を使用してそれらをインポートできます。
dsadmin コマンド・ライン・ツールを使用して、すべてのバージョンの変数を設
定できます。
v プラットフォームが変わると、コピーしない環境変数設定 (例えば、コンパイラ
ー設定、オペレーティング・システム固有のパスなど) が一部あります。
v ソース・システムで設定し、保持する必要のある特定の非デフォルト設定がある
場合があります。これらの設定については、ソース・コンピューターで
DSParams EnvVarValues セクションを確認してください。

すべてのサード・パーティー・ライブラリー・ファイルが使用可能か
どうか、どのように確認すればよいですか?
Linux

UNIX

dsenv を入手した後、InfoSphere DataStage 環境内で次のコマ
ンドを使用し、未解決のモジュール・エラーを見つけます。
ldd<shared module name>
Windows

すべてのサード・パーティー・ライブラリーが使用可能かどうか判別す
るには、Dependency Walker を使用します。これは、www.dependencywalker.com で
入手できるフリー・ツールです。
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

アクセシビリティー対応資料
インフォメーション・センターには、InfoSphere Information Server 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。 インフォメーション・センターでは、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。インフォメーション・センターでは 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。
インフォメーション・センターにある資料は、PDF ファイルでも提供されますが、
こちらは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。

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

© Copyright IBM Corp. 2006, 2014
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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 18. 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 19. 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 19. InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントによる Cookie の使用 (続き)
製品モジュール

コンポーネントま 使用される
たは機能
Cookie の種類

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

v セッション

収集するデータ

データの目的

個人情報でない

v セッション管理 無効にできない

v 永続

Cookie の無効化

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

InfoSphere
DataStage

Big Data File ス
テージ

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v デジタル署名

v 認証

v セッション ID

v シングル・サイ
ンオン構成

内部 ID

v セッション管理 無効にできない

InfoSphere
DataStage

XML ステージ

セッション

InfoSphere
DataStage

セッション
IBM InfoSphere
DataStage and
QualityStage
Operations Console

個人情報でない

InfoSphere Data
Click

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

ユーザー名

v 認証

v セッション

v 認証

v 永続
セッション

InfoSphere Data
Quality Console

v セッション管理 無効にできない

v セッション管理 無効にできない
v 認証

個人情報でない

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

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

InfoSphere
Information Server
Web コンソール

v セッション

ユーザー名

v 永続

v セッション管理 無効にできない
v 認証

v セッション

v ユーザー名

v セッション管理 無効にできない

v 永続

v 内部 ID

v 認証

v ツリーの状態

v シングル・サイ
ンオン構成

セッション ID

セッション管理

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

無効にできない

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

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

［ア行］

マイグレーション

15

13, 20, 21, 22

11

ITAG 3, 8
ITAG、マルチサーバー
インポート

4

istool 32
エクスポート
手動 27
3, 10, 31

マイグレーション
お客様サポート
連絡先 85

3

［カ行］
環境変数
マイグレーション 80
共通メタデータ
マイグレーション 60
クライアント層
インストール 10, 31
削除 29
マルチクライアント 37, 47
マルチクライアント・マネージャー
37, 47

［サ行］
サード・パーティー・ライブラリー
使用可能かどうかの確認 80
サポート
お客様 85
システム要件
確認 1
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FastTrack

66

Information Analyzer

コンパイル 35
ジョブ従属性ファイル

Information Governance Catalog
InfoSphere Information Services
23, 34
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68

metadata workbench

アクセス

46

49, 51, 52, 55
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Match Designer データベース
Metadata Workbench 49
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保存 22
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QualityStage Standardization Rules

連絡先
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