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第 1 章 InfoSphere Data Click 情報ロードマップ
この文書は、IBM® InfoSphere® Data Click に関して利用可能な情報リソースへのリ
ンクを提供します。
すべての IBM InfoSphere Information Server 製品およびコンポーネントに関して利
用可能な情報リソースへのリンクは、http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSZJPZ_11.3.0/com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.roadmap.doc/topics/
iisinfsv_roadmap.htmlを参照してください。
IBM Knowledge Centerの InfoSphere Data Click の情報に加えて、以下の情報リソー
スも参照してください。
IBM Information Server Integration and Governance for Emerging Data
Warehouse Demands
2013 年 7 月に公開されたこの IBM Redbooks® 資料は、データウェアハウ
スおよびビジネス・インテリジェンス・インフラストラクチャーの構築と拡
張を担当するビジネス・リーダーおよび IT アーキテクトを対象としていま
す。この資料では、ビッグデータ、統計モデル、データ・ガバナンス、およ
びデータ品質の領域での InfoSphere Information Server の強力な新機能の概
要について説明しています。また、IT の専門家がソリューション計画、デ
ザイン、およびインプリメンテーションで使用できる主要な技術の詳細につ
いても説明しています。
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第 2 章 InfoSphere Data Click の概要
IBM InfoSphere Data Click は、オンプレミスとオフプレミス両方のさまざまなシス
テム間のデータをビジネス・ユーザーまたはテクニカル・ユーザーが統合できるよ
うに、セルフサービスのデータ統合を提供します。
InfoSphere Data Click は、組織間にまたがるユーザー向けのデータ統合を単純化し
ます。アナリストやデータ・サイエンティスト、また基幹業務ユーザーが、オンデ
マンドでデータを取得し、新規システムにデータを取り込むことができます。例え
ば、アナリストはウェアハウス・データを統合することによりビジネス・インテリ
ジェンス環境を最適化でき、基幹業務ユーザーは分析のためのデータを提供するこ
とができます。
データ・ソースに含まれるのが、データベース内の 1 つの表であっても、Hadoop
クラスター内の数千個のオブジェクトであっても、InfoSphere Data Click を使用す
ると、わずか数回のクリックのみで必要なデータを取得することができます。

ソースからターゲットへのデータ統合の定義
InfoSphere Data Click のブラウザー・ベースのインターフェースを使用して、デー
タを統合するためのアクティビティーを作成できます。それぞれが異なるソース/タ
ーゲット構成を指定する複数のアクティビティーを作成できます。
アクティビティーを作成するときは、データのソースを定義します。IBM PureData™
(DB2®) や Oracle などの幅広いデータ・ソースから必要なデータを選択できます。
単一表、複数のデータベース、または Amazon S3 バケットに保管されている複数
のオブジェクトのいずれであっても、必要なデータにソースを制限することができ
ます。
IBM InfoSphere BigInsights™ の Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) にデータ
を移動するアクティビティーを実行すると、InfoSphere Data Click によって自動的
に Hive 表が作成され、それらがターゲット・ディレクトリーに保管されます。選
択した表ごとに Hive 表が作成され、データを保管するターゲット・ディレクトリ
ーの場所を指定できます。ソース内の列のデータ・タイプに関するメタデータ情報
に基づいて、Hive 表内の列のデータ・タイプが割り当てられます。その後は、
InfoSphere BigInsights の IBM Big SQL を使用して表内のデータを読み取り、分析
することができます。
また、アクティビティーの実行時に統合できるデータの量など、アクティビティー
のポリシーを設定します。ポリシーでの選択内容は、そのアクティビティーが実行
されるたびに自動的に適用されます。
以下の図は、データのソースを指定できる「新規アクティビティー」ページの例を
示しています。この例で、ユーザーはデータベース内の 1 つの表をソースとして選
択しています。ユーザーは資産のリストを展開して、表内の列を表示しています。
このページを表示するため、最初にユーザーはアクティビティーの名前など、いく
つかの基本情報を「概要」ページに入力します。次に、ユーザーはターゲット・ロ
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ケーションを選択します。

図 1. InfoSphere Data Click インターフェースの「新規アクティビティー」ページ

オンデマンドのデータ統合
作成したアクティビティーは、InfoSphere Data Click ホーム・ページに、実行でき
る他のすべてのアクティビティーと一緒に表示されます。以前に作成したアクティ
ビティーを選択して、すぐにそれを実行することも、アクティビティーを見直し
て、さらにカスタマイズすることもできます。例えば、複数の表からのデータを統
合するアクティビティーで、表のサブセットまたは単一表を選択できます。ターゲ
ット・スキーマやターゲット表のデフォルト名を編集することもできます。
以下の図は、アクティビティーを選択し、「実行」をクリックすると表示されるペ
ージの例を示しています。この例で、ユーザーは使用可能なソース・データベース
内の表を展開して、表の列を確認しています。ユーザーは、「終了」をクリックし
て変更せずにアクティビティーを実行したり、一部の列を削除したり、「次へ」を
クリックしてターゲットや各種オプションを確認したりすることもできます。
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図 2. InfoSphere Data Click インターフェースの「アクティビティーの実行」ページ

データ統合アクティビティーのモニター
InfoSphere Data Click を使用して、データ統合アクティビティーをモニターできま
す。アクティビティーの実行者、実行の状況、アクティビティーによって移動され
た行数、アクティビティーが実行依頼された日付、およびアクティビティーが完了
した日付を確認できます。これらの情報を確認することで、アクティビティーが正
常に実行されたかどうか、予期していた行数が処理されたかどうかを判別できま
す。
以下の図は、「アクティビティー」セクションと「モニター」セクションが組み込
まれた InfoSphere Data Click ホーム・ページの例を示しています。これら 2 つの
セクションの見出しが強調表示されています。
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図 3. InfoSphere Data Click のホーム・ページ上の「アクティビティー」領域と「モニター」
領域

InfoSphere Data Click ホーム・ページから「詳細の表示」オプションを使用して、
アクティビティーの状況を IBM InfoSphere DataStage® and QualityStage® Operations
Console で確認することもできます。Operations Consoleには、アクティビティーの
実行時に生成されるジョブの詳細状況が表示されます。

Information Governance Catalog の資産の検索、参照、および移動
Information Governance Catalog を使用して、ターゲット・システムで使用可能にす
る必要があるデータを識別することもできます。Information Governance Catalog
は、すべてのデータ・ソースからカタログ資産を検索、参照、および照会するため
に使用できる対話式ツールです。これらの資産にはラベル、スチュワード、および
カスタム属性を割り当てることができます。資産はグループ化してコレクションに
まとめることができます。その後は、識別した資産のコンテキスト内で、Information
Governance Catalog から InfoSphere Data Click を開き、データをターゲット・デー
タベース、Amazon S3 バケット、または InfoSphere BigInsights に直接統合するこ
とができます。次に、InfoSphere Data Click を使用して資産を移動できます。

セキュリティーの制御
一部のユーザーにはアクティビティーを作成および実行する権限を与え、その他の
ユーザーには事前作成されたアクティビティーの実行のみを許可することで、どの
ユーザーがデータを統合できるか定義および制御できます。例えば、ビジネス・ユ
ーザー向けのアクティビティーを作成する権限を、テクニカル・ユーザーに与える
ことができます。そのため、情報アーキテクトは、ビジネス・インテリジェンス環
境内のウェアハウス・データのソースとターゲットを定義し、データを統合する権
限をアナリストに与えることができます。エンタープライズ・アーキテクトは、基
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幹業務ユーザーからのデータのソースとターゲットを識別し、データを送信する権
限をそれらのユーザーに与えることができます。
アクティビティーを作成する InfoSphere Data Click ユーザーは、データ・ソースと
ターゲットを定義し、ポリシーを設定します。アクティビティーを作成するユーザ
ーは、ポリシーを設定することで、データ・フローを定義し、システムの負荷を管
理できます。

ETL エンジンの採用
InfoSphere Data Click は、データ統合アクティビティーの処理およびアクティビテ
ィーに関連付けられたメタデータの管理のために、IBM InfoSphere DataStage の拡
張性の高いデータ統合エンジンを使用します。

第 2 章 概要
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第 3 章 InfoSphere Data Click と InfoSphere BigInsights の
統合のシナリオ
InfoSphere Data Click を使用して、大量のデータを InfoSphere BigInsights の
Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) に統合できます。その後は、InfoSphere
BigInsights で、その大量のデータに埋もれているビジネス・インサイトを発見し、
分析することができます。
InfoSphere Data Click によってデータ移動が単純化されるため、経験豊富な ETL
開発者でなくとも、データを統合できます。ユーザーがアナリスト、データ・サイ
エンティスト、または基幹業務ユーザーのいずれであっても、InfoSphere Data Click
を使用して、任意のサイズのデータ・セットを、テラバイトやペタバイトの範囲で
も統合することができます。
データが HDFS にコピーされた後は、InfoSphere BigInsights を使用して、構造化さ
れていない複雑な情報からビジネス上の価値を導き出すことができます。例えば、
InfoSphere BigInsights への IBM SQL インターフェースである IBM Big SQL を使
用して、データの要約、照会、および分析を行うことができます。InfoSphere
BigInsights は、データやデータの関係の中に隠れている価値を見つけることで組織
の成長に役立てることができる、さまざまなシナリオをサポートしています。

シナリオ: データウェアハウスの拡張
ある国際的小売業者は従来からあるデータウェアハウスを使用していますが、HDFS
内にしか存在しない新しい非構造化データ・ソースでビジネス・インテリジェンス
環境を拡張しようとしています。新しい分析モデルを実行するには、構造化されて
いない情報を従来のデータウェアハウスのデータと結合する必要があります。
データウェアハウス・インフラストラクチャーを拡張するために、この小売業者
は、InfoSphere Data Click を使用して、顧客情報と製品情報をウェアハウスから
HDFS にコピーします。その後、小売業者は、InfoSphere BigInsights の一部である
BigSheets ツールを使用して、ウェアハウスのデータを他のソースからの構造化デー
タ、非構造化データ、およびストリーミング・データと結合します。これで、小売
業者は、結合済みのデータのセットをフィルタリングおよび分析することができま
す。
InfoSphere Data Click と InfoSphere BigInsights のセルフサービスの統合機能を使用
することで、この小売業者は、数日または数週間でなく、数時間のうちにデータを
移動し、分析することができます。

シナリオ: ランディング・ゾーンとしての HDFS の使用
ある金融サービス部門は、外部および内部のソースからデータを受信します。これ
らのソースは、さまざまなフォーマットのデータを異なる方法で送信します。これ
らのプロセスをより効率的にするために、同部門は、内部パートナーから送られて
くるデータの共通ストレージ域、すなわちランディング・ゾーン として HDFS を

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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使用することを望んでいます。しかし残念ながら、内部パートナーにはデータを
HDFS に送信するためのデータ統合スキルが欠落しており、それが新しい企業目標
の達成の障害となっています。
同社は、内部パートナーがデータをランディング・ゾーンに置くことができるよう
に、InfoSphere Data Click の使用を決定しました。マーケティング部門、財務部
門、および人事部門の基幹業務ユーザーは、InfoSphere Data Click アクティビティ
ーを実行して、それぞれのデータ・ソースから HDFS にデータをコピーできます。
HDFS 内では、InfoSphere BigInsights プロセスが複雑なデータのセットに関する詳
細な分析を数時間で完了できます。
基幹業務ユーザーは、InfoSphere Data Click アクティビティーをオンデマンドで実
行することができ、組織の各パートが直面している課題に対する最新の総合的な分
析や考察を提供できます。InfoSphere Data Click と InfoSphere BigInsights を組み合
わせることで、基幹業務ユーザーは、データ移動とそのデータに対する分析の両方
を実行するためのシンプルなインフラストラクチャーとプロセスを利用できます。

シナリオ: InfoSphere BigInsights で分析するデータ・タイプの識別
ある大手保険会社のデータ・サイエンティストは、大量のデータを対象に調査統計
モデルを実行する必要があります。データ・サイエンティストは、InfoSphere
BigInsights を使用して、大量にある多様なデータを分析しようとしていますが、デ
ータは多数の異なるデータベースやデータ・ソースに分散しています。さらに、デ
ータ・サイエンティストは社内にどのような種類のデータがあるか把握していませ
ん。
データ・サイエンティストは、Information Governance Catalog を使用して、デー
タ・ソースから特定のタイプのデータを検索します。例えば、一部のデータ・ソー
スは、部門、地理的地域、製品名などの意味のある列に基づいて索引付けされてい
るとします。データ・サイエンティストは、地理的地域が「南アメリカ」であるデ
ータを対象に統計モデルを実行する必要があるため、「南アメリカ」を検索しま
す。Information Governance Catalog は、ソースと検索語との関連の説明も含めて、
データベース表とその他のデータ・ソースのリストを表示します。
データ・サイエンティストは、検索結果を参照することで、分析する必要があるデ
ータを含んでいるデータ・ソースと、それらのデータ・ソース内のデータの種類を
識別します。データ・サイエンティストは分析するデータを選択し、Information
Governance Catalog から直接 InfoSphere Data Click を開きます。 InfoSphere Data
Click が開くと、カタログで選択されたソースが、InfoSphere Data Click でも既に選
択済みになっています。データ・サイエンティストは、InfoSphere Data Click を使
用して HDFS にデータをコピーし、InfoSphere BigInsights を使用してデータを分析
することができます。
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第 4 章 InfoSphere Data Click アクティビティーの実行
InfoSphere Data Click の使用を開始するには、InfoSphere Information Server ランチ
パッドを開きます。
ランチパッドには、URL: https://<server>:<port>/ibm/iis/launchpad でアクセス
できます。
server 変数は、アプリケーション・サーバーがインストールされたコンピューター
の名前です。デフォルトのポート番号は 9443 です。例えば、
https://my_computer:9443/ibm/iis/launchpad です。
ランチパッドから、InfoSphere Data Click、InfoSphere Metadata Asset
Manager、IBM InfoSphere Information Server 管理コンソール、IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Operations Console、およびInformation Governance
Catalogにアクセスできます。
次の URL を構成すると、ランチパッドを使用せずに個々の製品にアクセスできま
す。
v InfoSphere Data Click: https://<server>:<port>/ibm/iis/dc/offload/ui/
login.jsp
v InfoSphere Metadata Asset Manager: https://<server>:<port>/ibm/imam/console
v IBM InfoSphere Information Server 管理コンソール: https://<server>:<port>/
ibm/iis/console
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console:
https://<server>:<port>/ibm/iis/ds/console
v Information Governance Catalog: https://<server>:<port>/ibm/iis/igc
接続した後、これらの URL をブックマークできます。

資産をアクティビティーの中で使用できるようにする
InfoSphere Data Click アクティビティーで使用できるようにしたいすべてのソース
およびターゲットのメタデータを、インポートする必要があります。メタデータを
インポートする 1 つの理由は、アクティビティーの処理中に接続情報が使用可能で
あるようにするためです。

始める前に
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをメタデータ・リポジト
リーに正常にインポートできるようにするには、InfoSphere Data Click で使用する
必要のあるすべてのソースおよびターゲットへの接続をセットアップしておく必要
があります。
コネクターの構成について詳しくは、以下にリストされている各コネクターのリン
クをクリックしてください。InfoSphere Metadata Asset Manager または InfoSphere
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Data Click を使用する前に、それらを構成する必要があります。 InfoSphere Data
Click でサポートされるコネクターは、以下のとおりです。
v ODBC Connector
v JDBC Connector
v DB2 Connector
v Oracle Connector
v Amazon S3 Connector
注: Amazon S3 Connector は、InfoSphere Information Server スイートと共に使用で
きるように事前構成された状態で提供されます。 Amazon S3 Connector の構成は不
要です。
InfoSphere Data Click を使用して Amazon S3 からデータを移動するためには、
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して Amazon S3 メタデータをメタデー
タ・リポジトリーにインポートする前に、.osh スキーマ・ファイルを作成するか、
移動する各ファイルの最初の行にファイルのフォーマットを指定しなければなりま
せん。 .osh スキーマ・ファイルのほうが、ファイル内のデータの構造について、
より包括的な詳細を提供できるため、このファイルを作成することをお勧めしま
す。前の InfoSphere Data Click アクティビティーで Amazon S3 ファイルをターゲ
ットとして使用していた場合は、InfoSphere Data Click によってそのファイルの
.osh スキーマ・ファイルが自動的に作成されているため、スキーマ・ファイルを作
成する必要はありません。
Amazon S3 からデータを移動するには、Amazon S3 ファイルの文字セットが、ア
クティビティーで使用している InfoSphere DataStage プロジェクトに設定されてい
るエンコード・プロパティーと一致していることを確認する必要もあります。例え
ば、Amazon S3 のファイルの文字セットが UTF-8 に設定されている場合は、
InfoSphere DataStage のエンコードも UTF-8 に設定されている必要があります。ア
クティビティーの実行に使用される InfoSphere DataStage プロジェクトの
APT_IMPEMP_CHARSET プロパティーを更新する必要があります。ファイルのエンコー
ド・プロパティーの更新について詳しくは、『プロジェクトの作成』を参照してく
ださい。
InfoSphere Data Click を使用してリレーショナル・データベースにデータを移動す
る計画があり、そのリレーショナル・データベースが JDBC Connector を使用して
InfoSphere Data Click に接続する場合には、リレーショナル・データベースとロー
カル・オペレーティング・システムの NLS エンコードが同じことを確認する必要
があります。
InfoSphere Data Click を使用してデータを Linux コンピューター上にある
InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システムに移動する計画の場合、
コンピューターの構成について詳しくは、『snycbi コマンド』を参照してくださ
い。Windows コンピューターおよび AIX® コンピューター上の InfoSphere
BigInsights への接続のセットアップについて詳しくは、 30 ページの『Hive 表への
アクセスの構成 (AIX のみ)』と 32 ページの『HDFS へのアクセスの構成 (AIX の
み)』を参照してください。
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InfoSphere Metadata Asset Manager を介してメタデータをメタデータ・リポジトリ
ーにインポートするには、共通メタデータ・インポーター・ロールを持っていなけ
ればなりません。

このタスクについて
次のタスクは、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用した、メタデータのイン
ポート方法を説明しています。
InfoSphere Data Click アクティビティーで使用するすべてのソースおよびターゲッ
トのメタデータと、Information Governance Catalogで使用するすべての資産をインポ
ートする必要があります。 HDFS Bridge を使用してインポートした分散ファイル・
システムごとに、少なくとも 1 つの Hive 表をインポートする必要があります。分
散ファイル・システムと Hive 表は、それぞれに別個のデータ接続を作成するとき
に関連付けられ、パラメーターの中に同じホスト名を指定します。例えば、HDFS
Connector を使用して分散ファイル・システムに接続したデータ接続で、「ホスト」
フィールドに 9.182.77.14 を指定します。関連付けられた Hive 表をインポートする
ときに、データ接続パラメーターの中で「URL」フィールドの一部として、
9.182.77.14 を指定する必要があります。例えば、jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/default
です。

手順
1. InfoSphere Information Server ランチパッドの中のアイコンをクリックするか、
InfoSphere Data Click アクティビティー作成ウィザードで「追加の資産のインポ
ート」を選択して、InfoSphere Metadata Asset Manager にログインします。
2. 「インポート」タブで、「新規インポート領域」をクリックします。
a. インポート領域の固有の名前と説明を指定します。
b. インポートの実行を開始するメタデータ交換サーバーを選択します。
c. インポートに使用するブリッジまたはコネクターを選択します。 インポート
するソース・メタデータによってブリッジまたはコネクターを選択します。
選択したブリッジまたはコネクターのヘルプが「インポートのヘルプ」ペイ
ンに表示されます。
d. 「次へ」をクリックします。
3. データ接続を選択または作成します。選択したデータ接続のプロパティーを編集
できます。 新規データ接続を作成する場合、InfoSphere Data Click ユーザーが
アクティビティーを作成するときにデータベースのユーザー名とパスワードを入
力せずにデータにアクセスできるようにするには、「パスワードを保存」を選択
します。パスワードを保存しなければ、アクティビティーでデータベースの中の
データを使用するときに、ユーザーに対して証明情報の入力を求めるプロンプト
が出されます。既存のデータ接続を使用する場合は、「編集」をクリックして、
「パスワードを保存」パラメーターを更新することをお勧めします。
4. 選択したブリッジまたはコネクターのインポート・パラメーターを指定します。
値フィールドにマウス・ポインターを移動すると、各パラメーターのヘルプが表
示されます。
a. オプション: サーバーからのインポートについての接続情報を入力した後、
「接続のテスト」をクリックします。
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b. Amazon S3 バケットからのインポートの場合、InfoSphere Data Click を使用
して Amazon S3 ファイルからメタデータを移動するには、「ファイル構造
のインポート」を選択する必要があります。
注: Amazon S3 にデータを移動するのみの場合、「ファイル構造のインポー
ト」オプションを選択する必要はありません。Amazon S3 を InfoSphere Data
Click でターゲットとして使用する場合には、このオプションを選択する必要
はありません。

図 4. InfoSphere Metadata Asset Manager の「インポート・パラメーター」パネルにある「フ
ァイル構造のインポート」オプションのビュー

これにより、Amazon S3 ファイル内のデータの構造を定義する .osh スキー
マ・ファイルがインポートされるか、または各ファイルの最初の行に関する
メタデータがインポートされます。この最初の行には、各ファイルの構造に
関する情報が含まれています。
c. データベース、リポジトリー、または Amazon S3 バケットからのインポー
トの場合、インポートする特定の資産を参照して選択します。
d. 「次へ」をクリックします。
5. 「ID パラメーター」画面で、必要な情報を入力します。「次へ」をクリックし
ます。
6. インポート・イベントの説明を入力し、「高速インポート」を選択します。
7. 「インポート」をクリックします。 インポート領域が作成されます。インポー
トが実行され、状況メッセージが表示されます。
インポートのウィンドウを開いたままにして、インポートに時間がかかってもタ
イムアウトしないようにします。
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8. InfoSphere Data Click ユーザーに対して使用できるようにするすべてのメタデー
タ資産がインポートされるまで、上記のステップを繰り返します。

タスクの結果
高速インポートを実行した後、次の表にリストされたアクションの 1 つを行いま
す。
表 1. 高速インポートの後の選択
状況

行うアクション

分析で修正が必要な問題が表示された

「インポート済みステージ」タブが表示され
ます。分析結果を検討します。必要であれ
ば、段階的なイベントを再インポートしま
す。

管理設定がプレビューを要求する

「共有プレビューの表示」画面が表示されま
す。インポートの共有の結果をプレビューし
ます。

管理設定がプレビューを要求しない

資産はメタデータ・リポジトリーで共有され
ます。「共有済みインポート」タブが表示さ
れます。「リポジトリー管理」タブにある資
産を参照でき、それらの資産を他のスイー
ト・ツールで操作できます。

InfoSphere Data Click の作成者およびユーザーの作成
InfoSphere Data Click を使用する前に、InfoSphere Data Click の作成者とユーザー
を作成し、IBM InfoSphere Information Server 管理コンソールと InfoSphere Data
Click アドミニストレーター・コマンド・ライン・インターフェースを使用して、
InfoSphere Information Server と InfoSphere DataStage のロールを割り当てなければ
なりません。

始める前に
InfoSphere Data Click の作成者とユーザーを作成するには、InfoSphere Information
Server アドミニストレーター・レベルのアクセス権がなければなりません。
InfoSphere Data Click アドミニストレーター・コマンド・ライン・インターフェー
スを使用して InfoSphere DataStage ユーザー・ロールを割り当て、ユーザーをプロ
ジェクトに追加するには、DataStage and QualityStage アドミニストレーターまたは
スイート・アドミニストレーターのロールを持っていなければなりません。

このタスクについて
InfoSphere Data Click でアクティビティーを作成して実行する前に、InfoSphere
Data Click の作成者とユーザーを作成してロールを割り当てる必要があります。
Data Click 作成者
作成者は以下を行うことができます。
v InfoSphere Data Click 環境の準備
v アクティビティーの作成と、ユーザーとのアクティビティーの共有
v アクティビティーの実行
第 4 章 InfoSphere Data Click アクティビティーの実行
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Data Click ユーザー
ユーザーは以下を行うことができます。
v アクティビティーの実行
v アクティビティーのモニター
InfoSphere Data Click の作成者とユーザーの作成手順を開始するには、IBM
InfoSphere Information Server 管理コンソールで各ユーザーのユーザー名とパスワー
ドを作成しなければなりません。その後、ユーザーのグループと作成者のグループ
を作成します。グループを作成した後、InfoSphere Data Click アドミニストレータ
ー・コマンド・ライン・インターフェースを使用して、ユーザー・ロールを各ユー
ザー・グループに付与する必要があります。また、InfoSphere Information Server 管
理コンソールで個々のユーザーを作成し、InfoSphere Data Click アドミニストレー
ター・コマンド・ライン・インターフェースを使用してユーザー・ロールを割り当
てるというオプションもあります。
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに既に InfoSphere Data Click を構成した場合、すべてのユーザーは既に作成済み
です。この場合、適切なユーザー・ロールをユーザーに割り当てることだけが必要
で、それは、IBM InfoSphere Information Server 管理コンソールを使用して
InfoSphere Information Server ロールを割り当て、DirectoryCommand ツールを使用
して InfoSphere DataStage ユーザー・ロールを割り当ててユーザーをプロジェクト
に追加して行います。
InfoSphere Data Click が LDAP ユーザー・レジストリーを使用するように構成され
ていない場合は、InfoSphere Data Click アドミニストレーター・コマンド・ライン
を使用して InfoSphere Information Server と InfoSphere DataStage のロールを
InfoSphere Data Click ユーザーに割り当て、InfoSphere Data Click を使用してユー
ザーがデータを移動する前に、ユーザーを InfoSphere DataStage プロジェクトに割
り当てます。

手順
1. InfoSphere Data Click ユーザーを作成します。
a. IBM InfoSphere Information Server 管理コンソールを開きます。
b. 「管理」タブをクリックし、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」をクリ
ックします。
c. 「ユーザー」ペインで、「新規ユーザー」をクリックします。
d.

新規の InfoSphere Data Click 作成者またはユーザーのユーザー名とパスワ
ードを指定します。

e. 「OK」をクリックします。
2. InfoSphere Data Click 作成者グループを作成し、InfoSphere Data Click 作成者ロ
ールを持たせたいユーザーをそのグループに追加します。
a. 「管理」タブをクリックし、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」をクリ
ックします。
b. 「新規グループ」をクリックします。
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c. 「プリンシプル ID」フィールドに ID を入力し、「名前」フィールドにグル
ープの名前を入力します。例えば、プリンシプル ID として
「DataClick_Authors」を入力し、名前として「Data Click 作成者」を入力
します。
d. 右側の「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックし、グループに追加する
すべてのユーザーを選択します。
e. 「OK」をクリックします。
3. InfoSphere Data Click ユーザー・グループを作成し、InfoSphere Data Click ユー
ザー・ロールを持たせたいユーザーをそのグループに追加します。
a. 「管理」タブをクリックし、「ユーザーとグループ」 > 「グループ」をクリ
ックします。
b. 「新規グループ」をクリックします。
c. 「プリンシプル ID」フィールドに ID を入力し、「名前」フィールドにグル
ープの名前を入力します。例えば、プリンシプル ID として
「DataClick_Users」を入力し、名前として「Data Click ユーザー」を入力
します。
d. 右側の「ユーザー」ペインで、「参照」をクリックし、グループに追加する
すべてのユーザーを選択します。
e. 「OK」をクリックし、「保存して閉じる」をクリックします。IBM
InfoSphere Information Server 管理コンソールを終了します。
4. InfoSphere Data Click アドミニストレーター・コマンド・ライン・インターフェ
ースを使用して、InfoSphere Information Server と InfoSphere DataStage のロー
ルを付与します。
a. IS_install_path/ASBNode/bin ディレクトリーにある InfoSphere Data Click
アドミニストレーター・コマンド・ラインにナビゲートします。
b. 以下のコマンドを実行して、2 (16 ページ) で作成した InfoSphere Data Click
作成者グループのすべてのユーザーに、InfoSphere Data Click を使用するの
に必要なすべてのロールを割り当て、それらのユーザーをデフォルトの
InfoSphere Data Click プロジェクトに追加します。
v

Linux

UNIX

DataClickAdmin.sh -url URL_value -user admin_user -password password
-role role_type -grantgroup name_of_group
"Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name"

v

Windows

DataClickAdmin.bat -url URL_value -user admin_user -password password
-role role_type -grantgroup name_of_group
"Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name"

コマンドを再度実行し、3 で作成した InfoSphere Data Click ユーザーのグル
ープを -grantgroup パラメーターに指定します。パラメーターについての詳
細情報は、5 (18 ページ) の後にあります。
例えば、InfoSphere Data Click 作成者 isadmin が、グループ「Data Click
ユーザー」内のすべてのユーザーに、デフォルトの InfoSphere Data Click プ
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ロジェクト「DataClick」の InfoSphere Data Click ユーザー・ロールを付与
する場合、エンジンの名前が「JSMITH-Q4J6VT」であれば、次のコマンドを実
行します。
DataClickAdmin.sh -url iisserver:9443 -user isadmin -password
temp4now -role "user" -grantgroup "DataClickUsers" -project
"JSMITH-Q4J6VT/DataClick"
5. オプション: 次のコマンドを実行して、InfoSphere Data Click ユーザーに、Data
Click ユーザー・ロールまたは Data Click 作成者ロールを付与します。
v

v

Linux

UNIX

DataClickAdmin.sh -url URL_value -primary -user
admin_user -password password -authfile authfile_path -role role_type
-grantuser name_of_user -project "Information_Server_engine_name/
Data_Click_project_name"
Windows

DataClickAdmin.bat -url URL_value -primary -user admin_user
-password password -authfile authfile_path -role role_type -grantuser
name_of_user -project "Information_Server_engine_name/
Data_Click_project_name"

パラメーター:
-url
必須
InfoSphere Information Server 管理コンソールが実行されている Web サーバ
ーのベース URL。URL の形式は次のとおりです。https://<host>:<https
port> このパラメーターは、-primary パラメーターが指定されている場合は
不要です。
-primary
オプション1 次サービス・ホストが使用可能であれば、それにログインしま
す。このオプションが使用されると、-url パラメーターは無視されます。
-user
必須
スイート・アドミニストレーターの名前。-user パラメーターと -password
パラメーターを指定する代わりに、-authfile パラメーターを使用する場
合、このパラメーターはオプションです。パスワードを入力せずにユーザー
名を入力できますが、その場合、パスワードの入力を求めるプロンプトが出
されます。
-password
必須
スイート・アドミニストレーターのパスワード。-user パラメーターと
-password パラメーターを指定する代わりに、-authfile パラメーターを使
用する場合、このパラメーターはオプションです。
-authfile (-af)
オプション
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InfoSphere Information Server にログオンするための暗号化済みまたは暗号化
されていない証明情報を含むファイルへのパス。 -authfile パラメーターを
指定する場合、コマンド・ラインで -user パラメーターと -password パラ
メーターを指定する必要はありません。-authfile オプションを指定し、ユ
ーザー名とパスワードのオプションも明示的に指定した場合、明示的に指定
したオプションの方がファイル内に指定されたものより優先されます。詳し
くは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガイド」の『Encrypt コマン
ド』トピックを参照してください。
-role
必須
ユーザーまたはグループに割り当てるロールのタイプ。「author」または
「user」を指定できます。
表 2. InfoSphere Information Server のロール
InfoSphere Data Click ロール

各作成者またはユーザーに割り当てられるロ
ール

Data Click 作成者に対して

v Data Click 作成者
v スイート・ユーザー
v DataStage and QualityStage ユーザー
v 共通メタデータ・インポーター
v デフォルトの DataClick プロジェクト、
または Data Click project name で指定
した任意の InfoSphere DataStage プロジェ
クトに対する DataStage Developer ロー
ル。
v Information Governance Catalog アドミニス
トレーター

Data Click ユーザーに対して

v Data Click ユーザー
v スイート・ユーザー
v DataStage and QualityStage ユーザー
v 共通メタデータ・ユーザー
v デフォルトの DataClick プロジェクト、
または Data Click project name で指定
した任意の InfoSphere DataStage プロジェ
クトに対する DataStage オペレーター。

-grantgroup
オプション
作成者ロールまたはユーザー・ロールを割り当てるグループの名前。
InfoSphere Information Server 管理コンソールでグループを作成します。グル
ープ内のすべてのユーザーに、指定したロールが割り当てられます。
-grantuser
オプション
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作成者ロールまたはユーザー・ロールを割り当てるユーザーの名前。
InfoSphere Information Server 管理コンソールでユーザーを作成します。
-project
必須InfoSphere Data Click プロジェクトの名前。プロジェクト名は
「Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name」の形式で指定す
る必要があります。 InfoSphere Data Click とともに自動的にインストールさ
れるデフォルトのプロジェクトの名前は、「DataClick」です。 InfoSphere
Information Server エンジンの名前が分からない場合は、
IS_install_path/ASBNode/bin ディレクトリーの中の DirectoryCommand ツ
ールを使用して次のコマンドを発行してエンジンの名前を判別します。
DirectoryCommand.sh -url URL_value -user
-list DSPROJECTS

admin_user -password password

そのコマンドを実行すると、次の情報が返されます。
----Listing DataStage projects.--DataStage project: "Information_Server_engine_name/Data_Click_project_name"
---------------------------------.

例えば、以下のとおりです。
----Listing DataStage projects.--DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick"
DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/dstage1"
---------------------------------.

InfoSphere Information Server エンジンの名前は
DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM です。

アクティビティーの作成
アクティビティーを作成して、反復可能なデータ移動構成を定義します。アクティ
ビティー作成ウィザードを使用して、データの移動元のソース、データの移動先で
あるターゲット、データの移動方法を規定するポリシー、データの移動に使用する
InfoSphere Information Server エンジン、および当該アクティビティーで使用する
InfoSphere DataStage プロジェクトを指定します。アクティビティーを作成した後、
アクティビティーに対するアクセス権を持っているユーザーは、アクティビティー
実行ウィザードを使用してアクティビティーを実行できます。

始める前に
ソース資産およびターゲット資産が定義済みである必要があります。InfoSphere
Metadata Asset Manager を使用してメタデータ・リポジトリーにインポートするこ
とにより、InfoSphere Data Click で使用する資産を定義します。
InfoSphere Data Click アクティビティーの中で DataClick デフォルト・プロジェク
ト以外の InfoSphere DataStage プロジェクトを使用する場合は、InfoSphere Data
Click ジョブ・テンプレートを InfoSphere DataStage プロジェクトにインポートする
必要があります。デフォルトの InfoSphere Data Click プロジェクトのジョブ・テン
プレートは、インストール処理中に自動的にインポートされます。
アクティビティーに特定の InfoSphere Information Server エンジンを使用する必要
がある場合、InfoSphere DataStage プロジェクトを作成し、使用する特定のエンジン
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を指定しなければなりません。その後、InfoSphere Data Click ジョブ・テンプレー
トを InfoSphere DataStage プロジェクトにインポートしてください。
アクティビティーを作成するには Data Click 作成者ロールが必要であり、また、
InfoSphere Data Click アクティビティーで使用する予定の InfoSphere DataStage プ
ロジェクトへのアクセス権限をアドミニストレーターから付与されている必要があ
ります。

このタスクについて
データの移動元であるソースとデータの移動先となるターゲットを選択する際は、
以下のオプションがあります。
表 3. InfoSphere Data Click を使用して移動できる資産
ソース

移動できる資産

サポートされるターゲット

リレーショナル・データベー
ス

v データベース・スキーマ

v リレーショナル・データベ
ース

v スキーマ内の表
v 個々の表と列

v InfoSphere BigInsights の
Hadoop 分散ファイル・シ
ステム (HDFS)
v Amazon S3

Amazon S3

v バケット
v バケット内のフォルダー

v リレーショナル・データベ
ース

v フォルダー内の個々のオブ v InfoSphere BigInsights の
Hadoop 分散ファイル・シ
ジェクト
ステム (HDFS)

InfoSphere Data Click アクティビティーの中で指定したメタデータが変更した場
合、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータを再インポートする
必要があります。メタデータを再インポートすると、既存のアクティビティーは更
新されたメタデータを自動的に使用します。
ユーザーは、プロジェクト・レベルのアクティビティーに割り当てられます。アク
ティビティーにさらにユーザーを追加する場合は、DirectoryCommand ツールを使用
して、アクティビティー作成ウィザードの「アクセス」パネルで指定した
InfoSphere DataStage プロジェクトにユーザーを追加します。
アクティビティーを削除すると、そのアクティビティーに関連付けられたすべての
アクティビティー実行も削除されます。

手順
1. InfoSphere Data Click を開きます。
2. 「新規」を選択してから、「リレーショナル・データベースから
BigInsights」、「リレーショナル・データベースからリレーショナル・データ
ベース」、「リレーショナル・データベースから Amazon S3」、「Amazon S3
からリレーショナル・データベース」、または「Amazon S3 から InfoSphere
BigInsights」を選択します。
3. 「概要」ペインで、アクティビティーの名前と説明を入力します。
第 4 章 InfoSphere Data Click アクティビティーの実行
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4. 「ソース」ペインで、データの移動元の資産を選択します。
InfoSphere Data Click ユーザーがアクティビティーを実行するときにデータの
抽出元となるソースが、ここで選択された資産に限定されます。その後、「次
へ」をクリックします。
注: このアクティビティーで使用するソースが表示されない場合、「追加の資
産のインポート」をクリックします。これは、InfoSphere Metadata Asset
Manager を起動します。
5. Amazon S3 またはソース・データベースへの接続に使用するデータ接続を選択
し、ソースにアクセスするための証明情報を入力します。「次へ」をクリック
します。 InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してデータベースのメタデ
ータをインポートしたときにデータ接続のパスワードが保存されなかったか、
パスワードが失効したか変更された場合に限り、証明情報の入力を求められま
す。
6. 「ターゲット」ペインで、データの移動先となる、データベース、Amazon S3
バケット、または分散ファイル・システム (InfoSphere BigInsights の Hadoop
分散ファイル・システム (HDFS) など) 内のフォルダーを選択します。その
後、「次へ」をクリックします。
InfoSphere Data Click ユーザーがアクティビティーを実行するときにデータの
書き込み先となる資産が、ここで選択されたターゲット・データベースまたは
フォルダーに限定されます。
注: このアクティビティーで使用するターゲットが表示されない場合、「追加
の資産のインポート」をクリックします。これは、InfoSphere Metadata Asset
Manager を起動します。
7. ターゲット・データベース、Amazon S3、または HDFS への接続に使用するデ
ータ接続を選択し、それらにアクセスするための証明情報を入力します。ター
ゲットが HDFS の場合、Hive 表にアクセスするための証明情報を入力しま
す。「次へ」をクリックします。InfoSphere Metadata Asset Manager を使用し
てデータベース、HDFS、または Hive 表のメタデータをインポートしたときに
データ接続のパスワードが保存されなかったか、パスワードが失効したか変更
された場合に限り、証明情報の入力を求められます。
8. 「アクセス」ペインで、アクティビティーで使用する InfoSphere DataStage プ
ロジェクトを選択します。複数の InfoSphere Information Server エンジンを使
用するように InfoSphere Data Click のインスタンスが構成されている場合、使
用するエンジンを選択します。 選択したエンジンとプロジェクトを使用して、
アクティビティーの実行時に生成される InfoSphere DataStage ジョブの要求が
処理されます。以下のプロジェクトのみが表示されます。
v Data Click 作成者が DataStage 開発者ロールを持つプロジェクト
v InfoSphere Data Click ジョブ・テンプレートとしてインポートしたプロジェ
クト
表示されるエンジンは、自分がアクセス権限を持っているプロジェクトで指定
されているエンジンのみです。
その後、「次へ」をクリックします。
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9. 「ポリシー」ペインで、各表で移動が許される最大レコード数と、抽出する表
の最大数を指定します。
v 選択したターゲットが HDFS の場合、Hive 表内の列値の間に使用する区切
り文字を指定します。
アクティビティーが実行されると、「ソース」ペインで選択した各表に、
Hive 表が自動的に生成されます。指定したフィールド区切り文字によって、
Hive 表内の列が区切られます。非印刷可能文字を除く任意の文字を区切り文
字として指定できます。さらに、制御文字 ¥t、¥b、および ¥f を区切り文字
として指定できます。
v 選択したターゲットが Amazon S3 バケットの場合、データが Amazon S3
に移動されたときのデータの保管方法を定義するストレージ・クラスを指定
します。
10. 「保存」をクリックして、アクティビティーを保存してウィザードを閉じま
す。

次のタスク
アクティビティーを実行するには、「モニター」 > 「アクティビティー・ワークス
ペース」でアクティビティーを選択し、「実行」をクリックします。このアクティ
ビティーに対するアクセス権を持つ InfoSphere Data Click ユーザーは、このアクテ
ィビティーを実行できます。アクティビティーにユーザーを追加するには、ユーザ
ーに DataStage オペレーター・ロールを付与し、ステップ 8 (22 ページ) で指定した
InfoSphere DataStage プロジェクトにそれらのユーザーを追加します。

アクティビティーの実行
InfoSphere Data Click の作成者とユーザーは、InfoSphere Data Click 作成者によっ
て作成されたアクティビティーを実行できます。アクティビティーを実行して、デ
ータベース、または Amazon S3 上に保管されているバケットなどのソース資産か
ら、ターゲット・データベース、バケット、または InfoSphere BigInsights の
Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) などの分散ファイル・システムにデータ
を移動します。

始める前に
アクティビティーを実行する前に、IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Operations Console 用のオペレーション・データベース・スキーマをインストールし
て実行しておく必要があります。また、最初のアクティビティーを実行する前に、
AppWatcher プロセスを開始する必要があります。Operations Console の開始につい
て詳しくは、『Operations Console の入門』を参照してください。 AppWatcher プロ
セスの開始について詳しくは、『AppWatcher プロセスの開始と停止』を参照してく
ださい。
InfoSphere Data Click 作成者によって作成されたアクティビティーに対するアクセ
ス権を持っている必要があります。
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このタスクについて
「ホーム」タブのアクティビティーのリストに表示されたアクティビティーを実行
できます。「ホーム」タブの「モニター」セクションで、アクティビティー実行を
確認できます。使用可能なアクティビティーの構成は、InfoSphere Data Click 作成
者によって設定されます。
アクティビティー実行ウィザードは、アクティビティーの実行前に、必要な情報の
入力を求めるプロンプトを出します。各ペインにはタブがあります。タブの上のチ
ェック・マークは、ペインの中の情報は十分であり、追加情報を指定する必要がな
いことを示します。チェック・マークがない場合は、ペインの中に情報を入力する
必要があります。すべてのタブにチェック・マークが付いている場合は、「サマリ
ー」ペインに進んで、2 回クリックするだけでアクティビティーを実行できます。

手順
1. InfoSphere Data Click を開き、「ホーム」タブの左側のペインで InfoSphere
Data Click アクティビティーを選択します。
2. 「実行」をクリックします。
InfoSphere Data Click ウィザードが現れ、移動できるソース・データベースとス
キーマが表示されます。
3. 「ソース」ペインで、移動するデータを選択します。 その後、「次へ」をクリ
ックします。
4. 「ターゲット」ペインで、データの移動先となるターゲットを選択します。 そ
の後、「次へ」をクリックします。
5. 「オプション」ペインで、ターゲット・データベース内に作成される表の名前、
ターゲット Amazon S3 バケット内に作成されるファイル、またはアクティビテ
ィーの実行時に自動的に作成される Hive 表名を確認します。自動的に割り当て
られた名前を変更するには、「高度」セクションを展開します。
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オプション

説明

データをターゲット HDFS に移動する場合

デフォルトの Hive 表名は、
<schema_name>.<source_table_name> 形式を
使用して割り当てられます。例えば、
Jane.NorthEastRegion です。デフォルトの
Hive スキーマ名は、アクティビティーを実
行するユーザーのユーザー名です。以下のコ
ンポーネントを更新できます。
v Hive 表スキーマ
「ソース」ペインで指定したソース表のス
キーマ名を使用したり、新しい名前を指定
したりできます。例えば、
JaneSmith_Customers を指定できます。
Hive スキーマ名は JaneSmith_Customers
になり、Hive 表名は
JaneSmith_Customers.NorthEastRegion に
なります。
v Hive 表
Hive 表名に接頭部または接尾部を追加で
きます。
– 例えば、表の接頭部として 2014 を指定
すると、Hive 表名は
Jane_Customers_2014NorthEastRegion
_JSmith になります。
– 例えば、表の接尾部として critical を
指定すると、Hive 表名は
Jane_Customers.NorthEastRegion
_critical になります。

データをターゲット・データベースに移動す
る場合

デフォルトの表名は、
<prefix>_<source_table_name>_<suffix> で
す。
ターゲット・データベース内に同じ名前の表
が既に存在している場合、「既存の表に追
加」を選択すると、新しい表を既存の表に追
加できます。
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オプション

説明

データをターゲット Amazon S3 バケットに デフォルトの表名は、
移動する場合
<prefix>_<source_table_name> です。ソー
スとして指定したスキーマの名前をターゲッ
トの Amazon S3 バケット内に作成される表
の名前に含める場合、「ファイル名にソー
ス・スキーマを含める」を選択します。
ファイル名にはカスタムの接頭部を追加でき
ます。ファイル名に接頭部を追加すると、フ
ァイルの保管場所に影響を与えます。
新規ファイルのファイル構造、データを区切
る方法などを指定できます。
「最初の行にファイル構造が文書化されたフ
ァイルを作成する」を選択すると、ソース・
データベース内のデータの保管フォーマット
が文書化されたファイルが作成されます。例
えば、Customter_Name と SSN という列名に
顧客名と社会保障番号がそれぞれ保管されて
いるソース・データベース表がある場合、フ
ァイルの最初の行にはデータベースのフォー
マットが「Customer_Name:VarChar(20),
SSN:VarChar(11)」のように文書化されま
す。コンマは列区切り文字です。

その後、「次へ」をクリックします。
6. 「サマリー」ペインの中の情報を確認します。 アクティビティー実行で生成さ
れた名前と、そのアクティビティー実行に適用されるポリシーが表示されます。
7. 「実行」をクリックします。 アクティビティーがサブミットされて処理されま
す。ジョブが処理されると、以下が発生します。
v データが、選択したソースからコピーされ、選択したターゲットに移動されま
す。
v 移動するデータがメタデータ・リポジトリーに登録され、Information
Governance Catalog や InfoSphere Information Server スイートの他の製品内か
らアクセス可能になります。
データベースから Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) にデータを移動す
るアクティビティーの場合、ソース表の Hive 表も作成されます。

次のタスク
アクティビティーを実行した後、InfoSphere Data Click の「モニター」セクション
に、アクティビティー実行の状況を表示できます。アクティビティーを選択し、
「再実行」をクリックすると、アクティビティーの新規インスタンスを生成して実
行できます。
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InfoSphere Data Click アクティビティーのモニター
アクティビティーを実行した後、InfoSphere Data Click の「モニター」セクション
で状況をモニターできます。
「モニター」セクションでは、以下の情報が提供されます。
v アクティビティーの名前
v アクティビティーを実行したユーザーの名前
v アクティビティーの状況
v ジョブが実行依頼された日付
v ジョブが完了した日付
v アクティビティーによって移動された行の総数
InfoSphere Data Click 作成者のロールがある場合を除いて、アクセスが許可されて
いるアクティビティーのみが表示されます。
アクティビティーが実行されると、アクティビティーは実行された順序でリストさ
れます。特定のアクティビティーを検索するには、フィルター・ボックスにアクテ
ィビティーの名前を入力します。拡張フィルターを適用して、名前に含まれる特定
の文字ストリング、ジョブが実行依頼された日付や完了した日付、実行したユーザ
ーなどに基づいてアクティビティーを表示できます。
実行されたアクティビティーの状況を最新表示するには、画面の右上にある最新表
示ボタンをクリックします。同じアクティビティーが複数回実行されている場合、
そのアクティビティーのエントリーが複数存在します。
デフォルトでは、各ページに 50 件のアクティビティー表示されます。画面の下部
にある「ページ」オプションをクリックして、他のページにナビゲートできます。
アクティビティーの実行中にエラーが発生した場合、アクティビティーを選択し、
「詳細の表示」をクリックすると、ジョブ実行に関する追加の詳細を表示できま
す。状況アイコンの上にカーソルを移動すると、以下が表示されます。
v アクティビティーの全体的な状況
v ターゲットにデータを移動するジョブの状況
v データを登録するジョブの状況。データが登録されると、Information Governance
Catalog や InfoSphere Information Server スイートの他の製品内からそのデータに
アクセス可能になります。
Operations Console に表示する必要がある個別のジョブを選択し、「詳細の表示」を
選択します。これにより、Operations Console にジョブの詳細を表示する画面が開き
ます。

リファレンス
アクティビティーを作成することにより、データの移動先と移動元を指定します。
アクティビティーを作成したら、アクティビティーを実行してデータを移動しま
す。
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データを移動するには、データの移動元であるソースとデータの移動先となるター
ゲットを指定したアクティビティーを作成します。アクティビティーを実行する
と、データはソースからコピーされ、ターゲットに移動されます。アクティビティ
ーを作成するときは、データベースと Amazon S3 バケットのうちで、自分が
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してそのメタデータをインポートしたも
のは、すべてソースとして使用できます。ソース・データを移動する際は、データ
ベースまたはバケット全体を選択するか、ソースに含まれる個々の資産を移動する
ことができます。データはその後、HDFS フォルダー、Amazon S3 バケット、また
はリレーショナル・データベースにコピーされます。
例えば InfoSphere Data Click 作成者が、ビジネス・ユーザーによるデータベース
Customer_Demographics からターゲット HDFS Customer_Analytics へのデータ移
動を可能にしたい場合、この作成者はアクティビティー
Customer_Demographics_For_Team を作成し、ソースとして
Customer_Demographics、ターゲットとして Customer_Analytics を選択します。次
に、アクティビティーを保存し、アクティビティーが実行可能になったことをチー
ムに通知します。その後は、InfoSphere Data Click ユーザー・ロールを持つユーザ
ーが InfoSphere Data Click にアクセスし、アクティビティー
Customer_Demographics_For_Team を選択し、「実行」をクリックできます。それら
のユーザーがアクティビティーを実行するときは、事前選択されたデータを受け入
れることも、使用可能なデータのサブセットを選択することもできます。アクティ
ビティーの実行後、データは Customer_Analytics HDFS に移動され、InfoSphere
BigInsights で使用できるようになります。
データ移動は、Information Governance Catalog から開始することもできます。ター
ゲット HDFS フォルダーに移動する必要があるデータを Information Governance
Catalog で選択できます。ターゲット・ロケーションにデータを移動するオプション
を選択すると、InfoSphere Data Click アクティビティー作成ウィザードが
Information Governance Catalog から自動的に起動されます。

syncbi コマンド (Linux)
syncbi.sh コマンドを実行して、IBM InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイ
ル・システムへの接続をセットアップします。
syncbi.sh コマンドは、InfoSphere BigInsights コンピューターに接続し、HDFS に
アクセスするために InfoSphere Data Click が必要とするファイルと情報を収集しま
す。
以下のような場合に、syncbi.sh コマンドを実行します。
v InfoSphere BigInsights に初めて接続するとき。
v InfoSphere BigInsights にパッチまたはフィックスパックがインストールされた場
合。
v InfoSphere BigInsights コンピューター上にある基礎の Hadoop プロパティー・フ
ァイルまたは構成ファイルが変更された場合。
v InfoSphere BigInsights のホスト名またはポート番号が変更された場合 (テストか
ら実動に移った場合など)。
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手順
1. IBM InfoSphere Information Server エンジン層コンピューターで、root ユーザー
または DataStage アドミニストレーター・ユーザーのいずれかとしてエンジンと
ノード・エージェントをシャットダウンします。(インストール時にデフォルト
の名前を受け入れた場合、DataStage アドミニストレーター・ユーザーは dsadm
です)。例えば、以下のコマンドを実行します。
cd <IS_install_path>/Server/DSEngine
. ./dsenv
./bin/uv -admin -stop
cd ../../ASBNode/bin
./NodeAgents.sh stop

2. 次のステップを DataStage アドミニストレーター・ユーザーとして実行する場
合、まず、root ユーザーとして /tmp/ibm_is_logs フォルダーを削除します。
su - root
cd /tmp
rm -rf ibm_is_logs

3. root ユーザーまたは DataStage アドミニストレーター・ユーザーのいずれかとし
て、syncbi.sh コマンドを実行します。例えば、必須パラメーターがすべて含ま
れた、次のコマンドを実行します。
cd <IS_install_path>/Server/biginsights/tools
./syncbi.sh -biurl protocol://bihost:biport -biuser username -bipassword
password -ishost hostname -isport portnumber

4. DataStage アドミニストレーター・ユーザーとして、以下のコマンドを実行し、
エンジンおよびノード・エージェントを再始動します。
su - dsadm
cd <IS_install_path>/Server/DSEngine
. ./dsenv
./bin/uv -admin -start
cd ../../ASBNode/bin
./NodeAgents.sh start

コマンド構文
<IS_install_path>/Server/biginsights/tools/syncbi.sh
-help |
-biurl value
-biuser value
-bipassword value
-ishost value
-isport value
[-{verbose | v}]

パラメーター
-help |
コマンドの使用法に関する情報を表示します。
-biurl protocol://hostname:port
InfoSphere BigInsights コンピューターの URL を指定します。
protocol
InfoSphere BigInsights コンピューターに接続するときに SSL を使用す
るかしないかに応じて、https または http を指定します。
hostname
InfoSphere BigInsights コンピューターまたはマスター・ノードのホスト
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名。プロトコルが https の場合、InfoSphere BigInsights SSL 証明書に指
定されているとおりのホスト名を指定します。
port

指定したプロトコルで使用する InfoSphere BigInsights ポート番号。

-biuser username
InfoSphere BigInsights アドミニストレーター・ユーザー名を指定します。
-bipassword password
InfoSphere BigInsights アドミニストレーター・ユーザーのパスワードを指定し
ます。
-ishost hostname
IBM InfoSphere Information Server サービス層コンピューターのホスト名を指定
します。
-isport portnumber
IBM InfoSphere Information Server サービス層コンピューターのポート番号を指
定します。例えば、インストール済み環境のデフォルトのポートを使用する場合
は 9443 です。
[-{verbose | v}]
オプション: オペレーション全体の詳細情報を表示します。

Hive 表へのアクセスの構成 (AIX のみ)
InfoSphere Data Click を使用して InfoSphere BigInsights にデータを移動するために
は、Hive 表へのアクセスを構成する必要があります。 Hive 表には、JDBC
Connector を使用してアクセスします。JDBC Connector のドライバー構成ファイル
を手動でセットアップし、JDBC ドライバーをダウンロードします。

このタスクについて
JDBC Connector は、ドライバー構成ファイルを使用して、システム内の使用可能な
JDBC ドライバーに関する情報を取得します。
InfoSphere Data Click を使用してデータを Linux コンピューター上にある
InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システムに移動する計画の場合、
syncbi コマンドを使用してコンピューターを構成してください。syncbi コマンド
は、自動的に isjdbc.config ファイルを作成および構成します。

手順
1. isjdbc.config ファイルを作成または更新します。
a. 既存のドライバー構成ファイルを開くか、すべてのユーザーに対して読み取
り許可が有効なドライバー構成ファイルを isjdbc.config という名前で作成
します。 既存の isjdbc.config ファイルを開く場合、ファイルは、
IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーにあります。ここで、IS_HOME は
デフォルトのインストール・ディレクトリーです。ドライバー構成ファイル
名では大/小文字が区別されます。
b. テキスト・エディターでファイルを開き、CLASSPATH エントリーが Big SQL
JDBC ドライバーの正しい場所を指していること、および CLASS_NAMES エン

30

IBM InfoSphere Data Click ユーザー・ガイド

トリーに Big SQL ドライバー・クラス名が含まれていることを確認しま
す。 新規ファイルを作成する場合、クラスパスとドライバー Java™ クラス
を指定する次の 2 行を追加します。
CLASSPATH=$DSHOME/../biginsights/bigsql-jdbc-driver.jar
CLASS_NAMES=com.ibm.biginsights.bigsql.jdbc.BigSQLDriver

$DSHOME は、ディレクトリー IS_HOME/Server/DSEngine directory を指す
環境変数です。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine directory です。
c. isjdbc.config ファイルを IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーに保存
します。ここで、IS_HOME はデフォルトのインストール・ディレクトリーで
す。 例えば、ホーム・ディレクトリーは /opt/IBM/InformationServer など
になります。 インストール済み環境が複数のホストで構成される場合、この
ファイルはすべてのホストで同じ場所から入手可能でなければなりません。
DSEngine ディレクトリーを共有ネットワーク・ディレクトリーとして構成す
ることで、このファイルをすべてのホストで同じ場所から入手可能にするこ
とができます。
2. JDBC ドライバーをダウンロードして構成します。
a. InfoSphere BigInsights のインスタンスが稼働している間に、Web ブラウザー
を開いて、次の URL を入力します。 https://<host>:<port>/data/
controller/FileDownload?target=bigsql
注: HTTPS 接続を使用しない HTTP サーバーを使用している場合は、
http://<host>:<port>/data/controller/FileDownload?target=bigsql と入
力できます。
host
InfoSphere BigInsights Web コンソールをホストするコンピューター・ア
ドレスを指定します。
port
InfoSphere BigInsights Web コンソールと通信するために使用されるポー
トを指定します。REST API のデフォルトのポート番号は 8080 です。
SSL 暗号化 (https トランスポート) を使用する場合、デフォルトのポー
ト番号は 8443 です。
b. プロンプトが出されたら、「保存」をクリックして、big-sql-clientkit.zip ファイルをローカル・ファイル・システムに保存します。
c. ダウンロードした big-sql-client-kit.zip ファイルを、InfoSphere
Information Server エンジンを実行しているコンピューターに移動します。
例えば、/tmp/big-sql-client-kit.zip です。
d. InfoSphere Information Server エンジンを実行しているコンピューターで、
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ユーザーとしてログインしま
す。 例えば、dsadm としてログインするか、/opt/IBM/InformationServer/
Server/ ディレクトリーを所有するユーザーとしてログインします。
e. InfoSphere Information Server コンピューター上の InfoSphere BigInsights の
ディレクトリー /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights にナビゲ
ートするか、このディレクトリーを作成します。
f. big-sql-client-kit.zip ファイルを unzip します。
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g. jdbc¥bigsql-jdbc-driver.jar ファイルを見つけて、/opt/IBM/
InformationServer/Server/biginsights ディレクトリーに移動します。

次のタスク
ドライバー構成ファイルを変更し、JDBC ドライバーをダウンロードおよび移動し
た後に、InfoSphere Information Server エンジン、ISF エージェント、または
WebSphere® Application Server を再始動する必要はありません。JDBC Connector
は、JDBC データ・ソースへのアクセスのために次にこのファイルを使用したとき
に、ファイルに行われた変更を認識します。
コネクターを使用する前に、ノード・エージェントが稼働中であることを確認する
必要があります。エージェントを開始するコマンドは /IS_install_dir/ASBNode/
bin/NodeAgents.sh start です。エージェントを停止するコマンドは
/IS_install_dir/ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop です。

HDFS へのアクセスの構成 (AIX のみ)
InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) へのアクセスを
構成する必要があります。ishdfs.config 構成ファイルを作成または更新します。
また、InfoSphere Information Server エンジンを実行しているコンピューターに、
InfoSphere BigInsights クライアント・ライブラリー・ファイルおよびクライアント
構成ファイルを追加する必要があります。

始める前に
InfoSphere BigInsights クライアント・ライブラリー・ファイルおよびクライアント
構成ファイルを構成するには、IBM InfoSphere DataStage アドミニストレーター・
レベルのアクセス権限が必要です。

このタスクについて
InfoSphere Data Click を使用してデータを Linux コンピューター上にある
InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システムに移動する計画の場合、
syncbi コマンドを使用してコンピューターを構成してください。syncbi コマンド
は、自動的に ishdfs.config ファイルを作成および構成し、HDFS への接続をセッ
トアップします。
InfoSphere Information Server エンジンがインストールされているコンピューターに
InfoSphere BigInsights クライアント・ライブラリー・ファイルおよびクライアント
構成ファイルを移動して構成します。
InfoSphere Information Server は、InfoSphere BigInsights との通信に InfoSphere
BigInsights REST API を使用するように構成されると、HDFS Bridge と同じ
ishdfs.config 構成ファイルを使用します。

手順
1. ishdfs.config ファイルを作成または更新します。
a. ishdfs.config 構成ファイルを開くか、InfoSphere Information Server エンジ
ンがインストールされているコンピューターのすべてのユーザーに対して読
み取り許可が有効な新しい構成ファイルを作成します。 ishdfs.config ファ
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イルは、IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーに配置される必要があり
ます。ここで、IS_HOME は InfoSphere Information Server ホーム・ディレクト
リーです。構成ファイル名では大/小文字が区別されます。
b. テキスト・エディターを開き、次の行に Java クラスパスが指定されているこ
とを確認します。
CLASSPATH= hdfs_bridge_classpath

新規ファイルを作成する場合、CLASSPATH 行を追加し、hdfs_bridge_classpath
値を指定します。hdfs_bridge_classpath 値は、HDFS にアクセスするために使
用されるファイル・システム成果物のセミコロンで区切られたリストです。
各エレメントは、完全修飾ファイル・システム・ディレクトリー・パスまた
は .jar ファイル・パスでなければなりません。必要な Java ライブラリーお
よびファイル・システム・フォルダーの完全なリストを以下に示します。
$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/plugins
/com.ibm.iis.client/httpclient
-4.2.1.jar
$DSHOME/../../ASBNode
/eclipse/plugins/com.
ibm.iis.client/
httpcore-4.2.1.jar
$DSHOME/../PXEngine
/java/biginsights-restfs-1
.0.0.jar
$DSHOME/../PXEngine
/java/cc-http-api.jar
$DSHOME/../PXEngine/
java/cc-http-impl.jar:
$DSHOME/../biginsights
/hadoop-conf
$DSHOME/../biginsights
$DSHOME/../biginsights/*

$DSHOME は、ディレクトリー IS_HOME/Server/DSEngine directory を指す
環境変数です。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/
InformationServer/Server/DSEngine directory です。例えば、
ishdfs.config ファイルを作成し、次の行を入力します。
CLASSPATH=$DSHOME/../../ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.iis.client/
httpclient-4.2.1.jar:$DSHOME
/../../ASBNode/eclipse
/plugins/com.ibm.iis.client/
httpcore-4.
2.1.jar::$DSHOME/../PXEngine/
java/biginsights-restfs-1.0.0.
jar:$DSHOME/../PXEngine
/java/cc-http-api.jar:$DSHOME
/../PXEngine/java/cc-http-impl.jar:
$DSHOME/..
/biginsights/hadoop
-conf:$DSHOME/../
biginsights:$DSHOME/../biginsights/*

c. ishdfs.config ファイルを IS_HOME/Server/DSEngine ディレクトリーに保存
します。ここで、IS_HOME は InfoSphere Information Server ホーム・ディレク
トリーです。デフォルト・ディレクトリーは、/opt/IBM/InformationServer
です。例えば、/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine です。 ご使
用の InfoSphere Information Server インストール済み環境のエンジン層が複数
のホストで構成される場合、このファイルはすべてのホストで同じ場所から
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入手可能でなければなりません。 DSEngine ディレクトリーを共有ネットワ
ーク・ディレクトリーとして構成することで、このファイルをすべてのホス
トで同じ場所から入手可能にすることができます。
2. InfoSphere BigInsights クライアント・ライブラリー・ファイルをダウンロードし
て構成します。
a. InfoSphere BigInsights のインスタンスが稼働している間に、Web ブラウザー
を開いて、次の URL を入力します。
https://<host>:<port>/data/controller/FileDownload?target=client
注: HTTPS 接続を使用しない HTTP サーバーを使用している場合は、
http://<host>:<port>/data/controller/FileDownload?target=client と入
力します。
host
InfoSphere BigInsights Web コンソールをホストするコンピューター・ア
ドレスを指定します。
port
InfoSphere BigInsights Web コンソールと通信するために使用されるポー
トを指定します。REST API のデフォルトのポート番号は 8080 です。
SSL 暗号化 (https トランスポート) を使用する場合、デフォルトのポー
ト番号は 8443 です。
b. プロンプトが出されたら、「保存」をクリックして、
biginsights_client.tar.gz ファイルをローカル・ファイル・システムに保
存します。
c. ダウンロードした biginsights_client.tar.gz ファイルを、InfoSphere
Information Server エンジンを実行しているコンピューターに移動します。
例えば、/tmp/biginsights_client.tar.gz です。
d. InfoSphere Information Server エンジンを実行しているコンピューターで、
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ユーザーとしてログインしま
す。 例えば、dsadm としてログインするか、/opt/IBM/InformationServer/
Server/ ディレクトリーを所有するユーザーとしてログインします。
e. InfoSphere Information Server コンピューター上に、InfoSphere BigInsights の
ディレクトリー /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights を作成し
ます。
f. biginsights_client.tar.gz ファイルを解凍します。 例:
dsadm> gunzip /tmp/biginsights_client
.tar.gz
dsadm> tar –C
/opt/IBM/InformationServer/Server/
biginsights -xvf /tmp/
biginsights_client.tar

ファイルの内容が /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights ディレ
クトリーに保存されます。
3. InfoSphere BigInsights クライアント構成ファイルをダウンロードして構成しま
す。
a. InfoSphere BigInsights のインスタンスが稼働している間に、Web ブラウザー
を開いて、次の URL を入力します。
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https://<host>:<port>/data/controller/configuration
注: HTTPS 接続を使用しない HTTP サーバーを使用している場合は、
http://<host>:<port>/data/controller/configuration と入力します。
host
InfoSphere BigInsights Web コンソールをホストするコンピューター・ア
ドレスを指定します。
port
InfoSphere BigInsights Web コンソールと通信するために使用されるポー
トを指定します。REST API のデフォルトのポート番号は 8080 です。
SSL 暗号化 (https トランスポート) を使用する場合、デフォルトのポー
ト番号は 8443 です。
b. プロンプトが出されたら、「保存」をクリックして、configuration.zip フ
ァイルをローカル・ファイル・システムに保存します。
c. ダウンロードした configuration.zip ファイルを、InfoSphere Information
Server エンジンを実行しているコンピューターに移動します。 例え
ば、/tmp/configuration.zip です。
d. InfoSphere Information Server エンジンを実行しているコンピューターで、
InfoSphere DataStage アドミニストレーター・ユーザーとしてログインしま
す。 例えば、dsadm としてログインするか、/opt/IBM/InformationServer/
Server/ ディレクトリーを所有するユーザーとしてログインします。
e. InfoSphere Information Server コンピューター上の InfoSphere BigInsights の
ディレクトリー /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights にナビゲ
ートするか、このディレクトリーを作成します。
f. configuration.zip ファイルを解凍します。 例:
dsadm> cp /tmp/configuration.zip
/opt/IBM/InformationServer/
Server/biginsights
dsadm> unzip
/opt/IBM/InformationServer/Server
/biginsights/configuration.zip

ファイルの内容が /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights ディレ
クトリーに保存されます。
g. /opt/IBM/InformationServer/Server/biginsights/ ディレクトリーにある
log4j.properties ファイルを開き、以下のストリングを追加します。
log4j.logger.org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader=ERROR

タスクの結果
構成ファイルを変更し、InfoSphere BigInsights クライアント・ライブラリー・ファ
イルおよびクライアント構成ファイルをダウンロードした後に、InfoSphere
Information Server エンジン、ASB エージェント、および WebSphere Application
Server を再始動する必要はありません。次回、HDFS にアクセスするときに
ishdfs.config ファイルが使用されると、行った変更が更新されます。
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Operations Console でのアクティビティーの確認
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Consoleでアクティビティーの
状況を確認できます。 Operations Consoleには、アクティビティーの実行時に生成さ
れるジョブの詳細状況が表示されます。

このタスクについて
Operations Consoleにはアクティビティーについて最も詳しい状況が表示されます
が、InfoSphere Data Click の「モニター」セクションでもアクティビティーの状況
を確認できます。
InfoSphere Data Click アクティビティーのビューを開くときに、Operations Console
にアクセスできるようにユーザー名とパスワードを指定する必要が生じる場合もあ
ります。

手順
1. InfoSphere Data Click で、Operations Console に表示する必要があるアクティビ
ティーを選択し、「詳細の表示」をクリックします。 アクティビティーに関連
付けられている個別のジョブが表示されます。
2. Operations Console に表示する必要がある個別のジョブを選択し、「詳細の表
示」を選択します。 Operations Consoleに、アクティビティーのジョブの詳細が
表示されます。
3. アクティビティーに関連付けられた他のジョブを表示するには、ウィンドウを閉
じ、Operations Console を開いたまま、「プロジェクト」タブの「ナビゲーショ
ン」パネルで、アクティビティーに一致するジョブの名前を検索します。
a. 「ジョブ」フォルダー、アクティビティーで使用している InfoSphere
DataStage プロジェクトの名前が付いたフォルダー、および OffloadJobs サブ
フォルダーを順に展開します。 デフォルトの InfoSphere DataStage プロジェ
クト名は DataClick です。
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図 5. Operations Console でのナビゲーション

b. データ移動パターン用のジョブを選択します。
v DRSToBI_OffloadJob: リレーショナル・データベースから InfoSphere
BigInsights にデータを移動します。
v DRSToDRS: リレーショナル・データベースからリレーショナル・データベ
ースにデータを移動します。
v DRSToS3: リレーショナル・データベースから Amazon S3 にデータを移動
します。
v S3ToBI_OffloadJob: Amazon S3 から InfoSphere BigInsights にデータを移
動します。
v S3ToDRS: Amazon S3 からリレーショナル・データベースにデータを移動
します。
v S3SchemaFileCreator: ソースとして Amazon S3 が選択された場合に実行
されます。
c. 「ジョブ実行」セクションで、詳細を表示する特定のデータ移動ジョブを選
択し、「詳細の表示」をクリックします。
関連情報:
Operations Console の概要
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Hive 表
Hive 表は、リレーショナル・データベースから InfoSphere BigInsights の Hadoop
分散ファイル・システム (HDFS) にデータを移動するアクティビティーを実行する
たび、毎回自動的に作成されます。アクティビティーで指定するソース内の表ごと
に 1 つの Hive 表が作成されます。Hive 表が作成された後は、InfoSphere
BigInsights の IBM Big SQL を使用して表内のデータを読み取ることができます。
InfoSphere Data Click でアクティビティーを作成または実行する前に、InfoSphere
Metadata Asset Manager を使用し、JDBC Connector を指定することによって、1 つ
の既存の Hive 表をメタデータ・リポジトリーにインポートする必要があります。
使用したいソースおよびターゲットとともに、Hive 表をインポートすると、アクテ
ィビティーを作成して実行できるようになります。アクティビティーを初めて実行
すると、単一フォルダーが作成され、アクティビティーに関連付けられます。例え
ば、Marketing_Reports などです。そのアクティビティーを実行するたびに、
Marketing_Reports 内にサブフォルダーが作成されます。サブフォルダーにはアク
ティビティー・インスタンスの名前が付けられます。アクティビティーの実行時に
生成される Hive 表は、実行ごとに作成されたフォルダーに保管されます。
注: ソースとして指定した表または列の名前に、非 ASCII文字または拡張 ASCII 文
字が含まれていると、Hive 表は生成されません。また、Hive 表の名前を指定する
とき、指定する名前に非 ASCII 文字または拡張 ASCII 文字を使用することはでき
ません。非 ASCII 文字および拡張 ASCII 文字は、Hive 表の名前の一部としてはサ
ポートされませんが、列および表の実際の内容で使用することは許可されます。
Hive 表が生成されると、表内の列はすべて、アクティビティーの作成時に「ポリシ
ー」ペインで指定された区切り文字で区切られます。表内の行はすべて、「¥n」制
御文字で区切られます。
アクティビティーを実行すると、Hive 表が作成され、自動的にメタデータ・リポジ
トリーにインポートされます。表は、InfoSphere Metadata Asset Manager の「リポ
ジトリー管理」タブで表示できます。「ナビゲーション」ペインで、「資産の表
示」を展開し、「実装済みデータ・リソース」をクリックします。 Hive 表は、
JDBC Connector を使用してインポートした元の Hive 表へのデータ接続を作成する
ときに指定したホストの下にあります。例えば、下のイメージの場合、JDBC
Connector を使用して Hive 表に接続するデータ接続には、ホスト IPSVM00104 が指
定されています。Hive 表は、bitest です。

38

IBM InfoSphere Data Click ユーザー・ガイド

図 6. InfoSphere Metadata Asset Manager 内の Hive 表のビュー

Hive 表は、Information Governance Catalog でも表示できます。下のイメージの場
合、InfoSphere Data Click アクティビティーでデータの移動元として選択した元の
ソース・データベース表は、PROJECT 資産です。アクティビティーの実行時に生成
された Hive 表は、project データベース表です。

図 7. Information Governance Catalog 内の Hive 表のビュー

Information Governance Catalog では、 Hive 表からデータをコレクションに追加
し、その詳細を表示できます。
例えば、ユーザー Jane Doe が、表 Customer (ソース) を InfoSphere BigInsights の
MarketingReports フォルダー (ターゲット) に移動するアクティビティー
HRActivity を作成するとします。彼女がアクティビティーを実行すると、Hive 表
が自動的に作成され、/MarketingReports/HRActivity_JaneDoe_1381231526864/
JaneDoe_Customer フォルダーにマップされます。 Hive 表には、Customer 表内の
実際のデータに関するリレーショナル情報が含まれています。ユーザーは、Big
SQL を使用して Hive 表 JaneDoe.Customer にアクセスし、表内の実際のデータを
読み取ることができます。

ソース表データの Hive 表へのマッピング
Hive 表は、リレーショナル・データベースから InfoSphere BigInsights の Hadoop
分散ファイル・システム (HDFS) にデータを移動するアクティビティーを実行する
第 4 章 InfoSphere Data Click アクティビティーの実行

39

たび、毎回自動的に作成されます。 Hive 表内の各列のデータ・タイプは、アクテ
ィビティーの実行時に指定したソース・データベース内の各列のデータ・タイプに
関して検出されたメタデータ情報に基づいて自動的に割り当てられます。
InfoSphere Data Click は、Big SQL を使用して Hive 表を作成します。次の表に示
すように、ソース表内の列のデータ・タイプは、Hive 表内の列の Big SQL デー
タ・タイプにマップされます。
表 4. ソース表内の列のデータ・タイプから Hive 表内の列の Big SQL データ・タイプへの
マッピング
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メタデータ・リポジトリー内の ODBC タイ
プ

Hive で列を作成するために使用される Big
SQL データ・タイプ

BIGINT

BIGINT

BINARY

BINARY (length)。length パラメーターはソ
ース列の長さです。ソース内で長さが指定さ
れていない場合、データ・タイプは BINARY
になります。

BIT

BOOLEAN

CHAR

CHAR(length)。length パラメーターはソース
列の長さです。ソース内で長さが指定されて
いない場合、データ・タイプは CHAR にな
ります。

DATE

VARCHAR(10)

DECIMAL

VARCHAR(precision +2)。精度の値はソース
列の精度を示します。ソース内で precision
パラメーターが指定されていない場合、デー
タ・タイプは STRING になります。

DOUBLE

DOUBLE

FLOAT

FLOAT

INTEGER

INT

LONGVARBINARY

VARBINARY(32768)
注: LONGVARBINARY は、
VARBINARY(32768) にマップされます。Big
SQL では、VARBINARY 列の length に制限
があります。この制限のために、
LONGVARBINARY 列が含まれているソース
表からデータを移動すると、データ切り捨て
が発生することがあります。これは、アクテ
ィビティーが警告で終了する原因になること
があります。

LONGVARCHAR

STRING

NUMERIC

NUMERIC(precision, scale)。精度とスケール
の値は、ソース列の精度とスケールを示しま
す。ソース内で precision パラメーターまた
は scale パラメーターが指定されていない場
合、データ・タイプは NUMERIC になりま
す。

REAL

FLOAT
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表 4. ソース表内の列のデータ・タイプから Hive 表内の列の Big SQL データ・タイプへの
マッピング (続き)
メタデータ・リポジトリー内の ODBC タイ
プ

Hive で列を作成するために使用される Big
SQL データ・タイプ

SMALLINT

SMALLINT

TINYINT

INT

TIME

VARCHAR(8)

TIMESTAMP

VARCHAR(26)

VARBINARY

BINARY (length)。length パラメーターはソ
ース列の長さです。ソース内で長さが指定さ
れていない場合、データ・タイプは BINARY
になります。

VARCHAR

VARCHAR(length)。length パラメーターは、
ソース列の length です。ソース内で length
が指定されていない場合、データ・タイプは
VARCHAR になります。

WCHAR

CHAR(length)。length パラメーターはソース
列の長さです。ソース内で長さが指定されて
いない場合、データ・タイプは CHAR にな
ります。

WLONGVARCHAR

STRING

WVARCHAR

VARCHAR(length)。length パラメーターは、
ソース列の length です。ソース内で length
が指定されていない場合、データ・タイプは
VARCHAR になります。

.osh スキーマ・ファイルの作成
Amazon S3 からさまざまなターゲットにデータを移動する前に、移動する各
Amazon フォルダーまたは個別ファイルの .osh スキーマ・ファイルを作成する必
要があることがあります。

このタスクについて
OSH スキーマ・ファイルで、Amazon S3 ファイルおよびフォルダー内のデータの
フォーマット設定方法を定義します。Amazon S3 からデータを移動する場合、移動
する各フォルダーの .osh スキーマ・ファイルを作成する必要があります。Amazon
S3 フォルダー内のすべてのファイルのフォーマットが同じであれば、作成する必要
のある .osh スキーマ・ファイルはフォルダーごとに 1 つのみであり、.osh ファ
イルにはフォルダーと同じ名前を付けます。フォルダー内の各ファイルのフォーマ
ットが異なる場合は、Amazon ファイルごとに 1 つの .osh スキーマ・ファイルを
作成し、.osh ファイルには Amazon ファイルと同じ名前を付ける必要がありま
す。例えば、Customers フォルダー内で、 customer_addresses.txt という 1 つの
ファイルを除くすべてのファイルが同じファイル構造を使用する場合、2 つの .osh
スキーマ・ファイルを作成する必要があります。フォルダー内のほとんどのファイ
ルのファイル構造を詳述した .osh スキーマ・ファイル Customers.osh を作成する
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必要があります。また、異なる構造を持つ 1 ファイルのファイル構造を詳述した
.osh スキーマ・ファイル customer_addresses.txt.osh も作成する必要がありま
す。
InfoSphere Data Click を使用してリレーショナル・データベースまたは InfoSphere
BigInsights から Amazon S3 にデータを移動した場合、データの .osh スキーマ・
ファイルは自動的に作成されています。Amazon S3 から新規ターゲットにデータを
移動する際、追加の .osh スキーマ・ファイルを作成する必要はありません。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して Amazon S3 メタデータをインポー
トする場合、「ファイル構造のインポート」を選択して、.osh スキーマ・ファイル
をインポートします。
アクティビティーを実行したときに、.osh スキーマ・ファイル内のパラメーターが
Amazon S3 データのフォーマットと一致しないため Amazon S3 上のファイルを移
動できないというエラーでアクティビティーが失敗する場合は、Amazon S3 上の移
動しようとしているファイルに戻り、データの構造が .osh スキーマ・ファイルに
定義されている構造と一致するようにファイルを更新してください。データを更新
する代わりに、.osh スキーマ・ファイルを更新するよう決定した場合は、
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して Amazon S3 データと osh ファイル
を再インポートする必要があります。

手順
1. テキスト・エディターで、新しい空の .osh スキーマ・ファイルを開きます。
2. データのフォーマット設定プロパティーを指定した行をファイルに追加します。
例: // FileStructure: file_format=’csv’, header=’true’, escape=’’ 以下の
プロパティーをそれぞれ指定してください。
表 5. Amazon S3 フォーマット設定プロパティー： Amazon S3 Connector で使用できるフォ
ーマット設定プロパティー。
プロパティー

プロパティーのサポートされる値

file_format

v csv
v delimited
v redshift

header

v true
v false

escape

3.

escape_character

例えば、SALES_DATE、SALES_PERSON、REGION、および SALES の各列を
含んだスプレッドシートの .osh スキーマ・ファイルを作成する場合、record パ
ラメーターを指定します。
record { record_delim=’¥n’, delim=’,’, final_delim=end, null_field=’’} (
SALES_DATE: nullable date;
SALES_PERSON: nullable string[max=15];
REGION: nullable string[max=15];
SALES: nullable int32;
)

.osh スキーマ・ファイル内の値の指定方法に関する具体的な詳細については、
プロパティーをクリックしてください。
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表 6. Amazon S3 Connector で使用できる、OSH スキーマに含まれるプロパティー：
プロパティー

プロパティーのサポートされる値

record_delim

v 'one-character_delimiter'
v null

record_delim_string

"delimiter_string"

final_delim

v end
v 'one-character_delimiter'
v null

delim

"delimiter_string"

final_delim_string

v 'one-character_delimiter'
v null

null_field

v 'one-character_delimiter'
v "delimiter_string"

quote

v single
v double
v 'one-character_delimiter'

charset

character_set

date_format

format

time_format

format

timestamp_format

format

4. .osh スキーマ・ファイルの作成対象の Amazon S3 ファイルまたはフォルダー
と同じファイル名でファイルを保存します。 例えば、Amazon S3 フォルダーの
名前が DB_Sales_Data であれば、.osh スキーマ・ファイルの名前は
DB_Sales_Data.osh にする必要があります。 Amazon S3 ファイルの名前が
Sales_Data.txt であれば、.osh スキーマ・ファイルの名前は
Sales_Data.txt.osh にする必要があります。

例
次の列を持つスプレッドシート・データを含む Amazon S3 フォルダーの .osh フ
ァイルの例を以下に示します。
v Patient_ID
v Date_of_visit
v Address
v Gender
スプレッドシート内では、コンマが区切り文字として使用されています。
// FileStructure: file_format=’csv’, header=’true’, escape=’’
record { record_delim=’¥n’, delim=’,’, final_delim=end, null_field=’’} (
PATIENT_ID: nullable string[max=27];
DATE_OF_VISIT: nullable date;
ADDRESS: nullable string[max=205];
GENDER: nullable string[max=1];
)
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LDAP が構成されたユーザー・レジストリーを使用する
InfoSphere Data Click インストール済み環境向けのユーザー・
ロールの割り当て
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ユーザー・レジストリーを使用するよ
うに既に InfoSphere Data Click を構成した場合、すべてのユーザーは既に作成済み
です。必要な作業は、IBM InfoSphere Information Server 管理コンソールと
DirectoryCommand ツールを使用して、ユーザーに適切なユーザー・ロールを割り当
てて、それらのユーザーを InfoSphere DataStage プロジェクトに割り当てることの
みです。LDAP が構成されたユーザー・レジストリーを使用する場合、InfoSphere
Data Click アドミニストレーター・コマンド・ライン・インターフェースはサポー
トされません。

始める前に
InfoSphere DataStage ユーザー・ロールを割り当てて、ユーザーをプロジェクトに追
加するには、DataStage and QualityStage アドミニストレーターまたはスイート・ア
ドミニストレーターのロールが必要です。

このタスクについて
InfoSphere Data Click でアクティビティーを作成して実行するためには、InfoSphere
Data Click 作成者およびユーザーのロールを割り当てる必要があります。
また、InfoSphere Data Click ユーザーが InfoSphere Data Click を使用してデータを
移動できるようにするには、それらのユーザーに InfoSphere DataStage ロールを割
り当てたうえで、InfoSphere DataStage プロジェクトも割り当てる必要があります。
InfoSphere Data Click 作成者がアクティビティーを作成および実行するためには、
DataStage 開発者ロールが必要です。InfoSphere Data Click ユーザーがアクティビテ
ィーを実行するためには、DataStage オペレーター・ロールが必要です。
注: DataStage 開発者ロールおよび DataStage オペレーター・ロールはプロジェク
ト・レベルで割り当てられます。アクティビティーを作成するために、ある
InfoSphere Data Click 作成者が、あるプロジェクトの DataStage 開発者ロールを必
要とすることがあります。しかし、その同じ InfoSphere Data Click 作成者が、別の
InfoSphere Data Click 作成者によって管理される他のプロジェクトでは単なるユー
ザーであることがあります。この場合、作成者がそのプロジェクトでアクティビテ
ィーを実行するために必要となるのは DataStage オペレーター・ロールのみです。
IBM InfoSphere Information Server 管理コンソールを使用して、InfoSphere
Information Server ロールを InfoSphere Data Click に割り当てます。
DirectoryCommand ツールを使用して、InfoSphere DataStage ユーザー・ロールを割
り当て、ユーザーをプロジェクトに追加します。

手順
1. InfoSphere Information Server ロールを割り当てるには、以下のようにします。
a. IBM InfoSphere Information Server 管理コンソールを開きます。
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b. 「管理」タブをクリックし、「ユーザーとグループ」 > 「ユーザー」をクリ
ックします。
c. 「ユーザー」ペインで、ユーザー・ロールの付与およびユーザー・プロファ
イルの編集を行う対象のユーザーを検索します。
d. 以下の InfoSphere Information Server ロールを割り当てます。
表 7. InfoSphere Information Server のロール
InfoSphere Data Click ロール

InfoSphere Information Server のロール

Data Click 作成者に対して

v Data Click 作成者
v スイート・ユーザー
v DataStage and QualityStage ユーザー
v 共通メタデータ・アドミニストレーター
v Information Governance Catalog アドミニス
トレーター

Data Click ユーザーに対して

v Data Click ユーザー
v スイート・ユーザー
v DataStage and QualityStage ユーザー
v 共通メタデータ・ユーザー

e. 「保存」をクリックして、メタデータ・リポジトリーにユーザー情報を保存
します。
f. 追加のユーザーを作成する場合は、ステップ 1c、1d、および 1e を繰り返し
ます。
g. 「保存して閉じる」をクリックし、その後、InfoSphere Information Server 管
理コンソールを終了します。
2. InfoSphere DataStage ロールを InfoSphere Data Click ユーザーに割り当て、それ
らのユーザーを InfoSphere DataStage プロジェクトに割り当てるには、以下のよ
うにします。
a. IS_install_path/ASBNode/bin ディレクトリーにある IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage DirectoryCommand ツールにナビゲートします。
b. 以下のコマンドを実行して、InfoSphere Data Click 作成者に DataStage 開発
者ロールを割り当て、その作成者を InfoSphere Data Click プロジェクトに追
加します。
DirectoryCommand.sh -url URL_value -user admin_user -password
password -authfile authfile_path -assign_project_user_roles
"DataStage_engine_name/
Data_Click_project_name$user_name$DataStageDeveloper"
パラメーター:
-url
必須
InfoSphere Information Server Web コンソールが実行されている Web サ
ーバーの基本 URL。URL の形式は次のとおりです。
https://<host>:<https port>
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-user
必須
スイート・アドミニストレーターの名前。-user パラメーターと
-password パラメーターを指定する代わりに、-authfile パラメーターを
使用する場合、このパラメーターはオプションです。パスワードを入力せ
ずにユーザー名を入力できますが、その場合、パスワードの入力を求める
プロンプトが出されます。
-password
必須
スイート・アドミニストレーターのパスワード。-user パラメーターと
-password パラメーターを指定する代わりに、-authfile パラメーターを
使用する場合、このパラメーターはオプションです。
-authfile (-af)
オプション
InfoSphere Information Server にログオンするための暗号化済みまたは暗
号化されていない証明情報を含むファイルへのパス。 -authfile パラメ
ーターを指定する場合、コマンド・ラインで -user パラメーターと
-password パラメーターを指定する必要はありません。-authfile オプシ
ョンを指定し、ユーザー名とパスワードのオプションも明示的に指定した
場合、明示的に指定したオプションの方がファイル内に指定されたものよ
り優先されます。詳しくは、「IBM InfoSphere Information Server 管理ガ
イド」の『Encrypt コマンド』トピックを参照してください。
DataStage エンジン名
必須
InfoSphere Information Server エンジンの名前。以下のコマンドを実行し
て、エンジンの名前を判別できます。
DirectoryCommand.sh -url URL_value -user
-list DSPROJECTS

admin_user -password password

そのコマンドを実行すると、次の情報が返されます。
----Listing DataStage projects.--DataStage project: "DataStage_engine_name/Data_Click_project_name"
---------------------------------.

例えば、以下のとおりです。
----Listing DataStage projects.--DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/DataClick"
DataStage project: "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/dstage1"
---------------------------------.

InfoSphere Information Server エンジンの名前は
DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM です。
Data Click プロジェクト名
必須
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InfoSphere Data Click プロジェクトの名前。InfoSphere Data Click ととも
に自動的にインストールされるデフォルトのプロジェクトの名前は、
「DataClick」です。
ユーザー名
必須
DataStage 開発者ロールを付与する InfoSphere Data Click ユーザーの名
前。
例えば、InfoSphere Data Click 作成者 isadmin を InfoSphere Data Click プ
ロジェクトである DataClick に追加する必要があり、エンジンの名前が
DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM である場合、以下のコマンドを実行しま
す。/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh -url
https://DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM:9443 -user isadmin -password
temp4now -assign_project_user_roles "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/
DataClick$isadmin$DataStageDeveloper"
c. 以下のコマンドを実行して、InfoSphere Data Click ユーザーに DataStage オ
ペレーター・ロールを割り当て、そのユーザーを InfoSphere Data Click プロ
ジェクトに追加します。
IS_install_path/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh -url <URL_value>
-user <name_of_admin_user> -password <password>
-assign_project_user_roles "<DataStage_engine_name>/
<Data_Click_project_name>$<name_of_user>$DataStageOperator"
例えば、InfoSphere Data Click 作成者である isadmin が、ユーザー
JohnDoe1 を InfoSphere Data Click プロジェクトである DataClick に追加す
る必要があり、エンジンの名前が DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM である場
合、以下のコマンドを実行します。
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/DirectoryCommand.sh -url
https://9.146.90.235:9443 -user isadmin -password temp4now
-assign_project_user_roles "DATANODE1EXAMPLE.US.IBM.COM/
DataClick$JohnDoe1$DataStageOperator"
InfoSphere Data Click ユーザーがプロジェクトに正常に追加されたことを確認す
るには、以下のコマンドを実行します。
DirectoryCommand.sh -url URL_value -user
USERS -details

admin_user -password password -list

これにより、あるユーザーが割り当てられているすべてのプロジェクトのリスト
が表示されます。

InfoSphere Data Click のデータ接続
データ接続は、InfoSphere Data Click と Amazon S3、データベース、InfoSphere
BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS)、または Hive 表との間の
再使用可能な接続です。InfoSphere Metadata Asset Manager でデータ接続を作成
し、それらのデータ接続を使用してメタデータ・リポジトリーにメタデータを共有
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します。接続が作成されると、それらの接続は保管され、他のユーザーが
InfoSphere Data Click を使用してデータを移動するときに使用できるようになりま
す。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してデータ接続を作成するときは、接続
先のソースを一意的に識別できると同時に他のユーザーが直観的に識別できるよう
な名前を付けてください。InfoSphere Data Click 作成者およびユーザーが容易に使
用できるように、データ接続のパスワードまたはアクセス・キーを保存できます。
パスワードまたはアクセス・キーを保存した場合、InfoSphere Data Click 作成者
が、パスワードやキーを入力しなくても、アクティビティーを作成し、データの移
動元であるソースやデータの移動先となるターゲットを選択できるようになりま
す。
パスワードまたはアクセス・キーを保存しない場合、作成者は、アクティビティー
の作成時、データ接続を使用するソースまたはターゲットを選択するときにパスワ
ードまたはキーを入力しなければなりません。
Amazon S3 へのデータ接続を作成する場合、証明情報ファイルを作成するか、また
はアクセス・キーと秘密鍵を指定するオプションがあります。証明情報ファイルを
使用する場合、InfoSphere Data Click 作成者およびユーザーがデータ接続を使用す
るとき、パスワードの入力を求めるプロンプトは表示されません。データ接続は、
証明情報ファイルに保管されている証明情報を使用して認証されます。アクセス・
キーと秘密鍵を使用するが、秘密鍵を保存しない場合、ユーザーは、InfoSphere
Data Click でデータ接続を使用しようとする際にアクセス・キーとパスワードを入
力する必要があります。秘密鍵を保存してある場合、ユーザーは、InfoSphere Data
Click でデータ接続を使用するときに、データ接続証明情報を入力する必要はありま
せん。
同じデータ・ソースに対するデータ接続を 2 つ作成し、1 つ目のデータ接続はユー
ザーにパスワードを求めるプロンプトを出すよう構成して、2 つ目のデータ接続で
はパスワードを保存することができます。これは、どのユーザーが各データ・ソー
スにアクセスできるかを管理するために役立ちます。
InfoSphere BigInsights の Hadoop 分散ファイル・システム (HDFS) にデータを移動
するアクティビティーを正常に作成するには、InfoSphere Metadata Asset Manager
を使用し、JDBC Connector を指定することにより、少なくとも 1 つの Hive 表を
メタデータ・リポジトリーにインポートする必要があります。作成するデータ接続
のパラメーターの 1 つに URL があります。
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図 8. InfoSphere Metadata Asset Manager で JDBC Connector を使用するデータ接続の URL
パラメーター

「jdbc:bigsql://<host_name>:<BigSQL_Port>/default」という構成要素で構成される
URL を入力する必要があります。例えば、jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/default で
す。<host_name> パラメーターには、IP アドレス、短いホスト名、または完全修飾
ホスト名を指定できます。
InfoSphere Data Click でターゲットとして使用する必要がある HDFS 内のフォルダ
ーごとに、HDFS Bridge を使用して HDFS に接続するデータ接続が必要です。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して HDFS 内のフォルダーをインポート
し、データ接続を作成するときは、ホストを指定する必要があります。
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図 9. InfoSphere Metadata Asset Manager で HDFS Bridge を使用するデータ接続のホスト・
パラメーター

ホスト名は InfoSphere BigInsights Web コンソールをホストするコンピューターの
完全修飾ホスト名でなければなりません。指定するホストは、JDBC Connector を使
用して Hive 表に接続するデータ接続の少なくとも 1 つを対象に、URL フィール
ドの一部として指定したホスト名に一致しなければなりません。例えば、JDBC
Connector を使用するデータ接続の URL として「jdbc:bigsql://9.182.77.14:7052/
default」を指定した場合、HDFS Bridge を使用するデータ接続のホストの値として
「9.182.77.14」を指定する必要があります。ホスト名が組み込まれた URL が設定さ
れた JDBC データ接続が存在し、そのホスト名が、データ接続に同一ホストを指定
している HDFS データ接続と一致していれば、Data Click アクティビティーを正常
に作成して実行できるようになります。

50

IBM InfoSphere Data Click ユーザー・ガイド

既存のデータ接続の完全なリストを表示するには、InfoSphere Metadata Asset
Manager を開き、「リポジトリー管理」タブをクリックします。「ナビゲーショ
ン」ペインで、「資産の表示」を展開し、「実装済みデータ・リソース」 > 「デー
タ接続」をクリックします。各データ接続の詳細を、画面の右側にあるパネルに表
示できます。

InfoSphere Data Click アクティビティー用の InfoSphere
DataStage プロジェクトの作成
InfoSphere Data Click は、デフォルトの InfoSphere DataStage プロジェクトである
DataClick と一緒にインストールされます。ただし、InfoSphere Data Click アクテ
ィビティーで使用する追加の InfoSphere DataStage プロジェクトを作成できます。

始める前に
プロジェクトを作成するには、InfoSphere DataStage アドミニストレーターでなけれ
ばなりません。

このタスクについて
InfoSphere Data Click アクティビティーを作成および実行するときは、InfoSphere
DataStage プロジェクトを指定する必要があります。ユーザーはプロジェクト・レベ
ルでアクティビティーへのアクセス権限が割り当てられます。したがって、複数の
プロジェクトを用意しておくと、作成するさまざまなアクティビティーへのアクセ
ス権限をどのユーザーに割り当てるか管理するのに便利です。

手順
1. dsadmin コマンドまたは IBM InfoSphere DataStage and QualityStage アドミニス
トレーターを使用して、新規プロジェクトを作成します。
オプション

説明

dsadmin コマンドを使用して新規プロジェク
トを作成する場合

コマンドがインストールされているディレク
トリーを見つけて、コマンドを開きます。デ
フォルトのインストール・ディレクトリーを
使用した場合、コマンドは、次のディレクト
リーにインストールされます。
v

Linux

UNIX

/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine/bin
v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥Server
¥DSEngine¥bin
このコマンドの使用法については、『プロジ
ェクトの作成』を参照してください。
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
アドミニストレーターを使用して新規プロジ アドミニストレーターを使用して新規プロジ
ェクトを作成する方法については、『プロジ
ェクトを作成する場合
ェクトの追加』を参照してください。
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2. 推奨: InfoSphere DataStage ログの自動パージを有効にします。生成されてマシ
ンに保存されるログ・ファイルの数が多すぎると、そのことが原因でパフォーマ
ンスの問題が生じる可能性があり、また、アクティビティーの実行時にエラーが
発生する可能性もあります。 ログ・ファイルの自動パージを無効にする方法に
ついては、『ログ・ファイルの自動パージの有効化/無効化』を参照してくださ
い。

次のタスク
InfoSphere DataStage プロジェクトを作成したら、プロジェクトにユーザーを追加
し、InfoSphere Data Click ジョブ・テンプレートをプロジェクトにインポートする
必要があります。

ジョブ・テンプレートのインポート
InfoSphere Data Click アクティビティーで使用するための新規 InfoSphere DataStage
プロジェクトを作成するたびに、InfoSphere DataStage プロジェクトに InfoSphere
Data Click ジョブ・テンプレートをインポートする必要があります。

始める前に
ジョブ・テンプレートのインポート先となるプロジェクトの InfoSphere DataStage
アドミニストレーター・ロールが必要です。

このタスクについて
デフォルトの InfoSphere DataStage プロジェクト DataClick を除き、InfoSphere
Data Click で使用する必要があるすべての InfoSphere DataStage プロジェクトに対
し、InfoSphere Data Click ジョブ・テンプレートをインポートする必要がありま
す。ジョブ・テンプレートは、デフォルト・プロジェクトである DataClick には自
動的にインポートされます。
ユーザーが、データを移動するアクティビティーを実行すると、ジョブ・インスタ
ンスによってデータ移動が遂行されます。ジョブ・インスタンスはすべて、
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーまたは InfoSphere DataStage コマ
ンド・ライン・インターフェースを使用してインポートされたジョブから生成され
ます。
すべてのジョブはプリコンパイルされているため、ジョブ・テンプレートをインポ
ートした後でジョブをコンパイルする必要はありません。

手順
InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナーまたは InfoSphere DataStage コマ
ンド・ライン・インターフェースを使用して、ジョブ・テンプレートをインポート
します。
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オプション

説明

InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナー 1. InfoSphere DataStage and QualityStage デザイナ
を使用する場合
ー・クライアントを開きます。
2. InfoSphere DataStage 証明情報を入力し、
InfoSphere Data Click プロジェクトを選択しま
す。「ログイン」をクリックします。
3. 「インポート」 > 「DataStage コンポーネン
ト」を選択します。
4. 「インポート元ファイル」フィールドで、エン
ジン層の InfoSphere Data Click ディレクトリー
に移動し、.dsx ファイルを選択します。例え
ば、IBM/InformationServer/Server/DataClick/
bin/DataClick.dsx です。
5. 「すべてインポート」が選択されていることを
確認してから、「OK」をクリックしてテンプレ
ート・ジョブとジョブ・パラメーターをリポジ
トリー・フォルダーにインポートします。
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オプション

説明

InfoSphere DataStage コマンド・ライン・インター 1. 以下のディレクトリーを開きます。
フェースを使用する場合
Linux
UNIX
/opt/IBM/
v
InformationServer/ASBNode/bin/
v

Windows

C:¥IBM¥InformationServer¥ASASBNode¥bin¥
デフォルトのインストール・ディレクトリーを
使用しなかった場合、ファイル・パスの
/opt/IBM/InformationServer または
C:¥IBM¥InformationServer の部分を、インスト
ール時に指定したディレクトリーのパスに置き
換えてください。
InfoSphere DataStage コマンド・ライン・インタ
ーフェースから DSXImportService コマンドを
実行して、DataClick.dsx ファイルをインポー
トします。 DSXImportService コマンドの実行
については、『.dsx ファイルからのオブジェク
トのインポート』を参照してください。
2. 以下のコマンドを実行して、ジョブ・テンプレ
ートをインポートします。
v

v

Linux

UNIX

IS_install_dir/ASBNode/
bin/DSXImportService.sh -ISHost
<IS_HOST_NAME>:<IS_PORT> -ISUser
<IS_ADMIN_USER_ID> -ISPassword
<IS_ADMIN_PASSWORD> -DSHost
<DS_HOST_NAME>:<DS_PORT> -DSProject
<DataStage_Project_Name> -DSXFile
IS_install_dir/Server/DataClick/bin/
DataClick.dsx -Overwrite
Windows

IS_install_dir¥ASBNode¥bin
¥DSXImportService.bat -ISHost
<IS_HOST_NAME>:<IS_PORT> -ISUser
<IS_ADMIN_USER_ID> -ISPassword
<IS_ADMIN_PASSWORD> -DSHost
<DS_HOST_NAME>:<DS_PORT> -DSProject
<DataStage_Project_Name> -DSXFile
IS_install_dir¥Server¥DataClick¥bin
¥DataClick.dsx -Overwrite

InfoSphere DataStage コマンド・ライン・インターフェースを使用する場合のパラメ
ーター:
-ISHost
必須
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ドメインをホストするコンピューターの名前を指定します。
-ISuser
必須
スイート・アドミニストレーターの名前。
-ISpassword
必須
スイート・アドミニストレーターのパスワード。
-DSHost
必須
エンジン層をホストするコンピューターを指定します。
-DSproject
必須
インポートする InfoSphere DataStage プロジェクトの名前。
-DSXFile
必須
.dsx ファイルのファイル・パス。
例えば、InfoSphere Data Click テンプレート・ジョブを InfoSphere DataStage プロ
ジェクトにインポートする場合、/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin/
DSXImportService.sh -ISHost isserver:9443 -ISuser isadmin -ISpassword
temp4now -DSProject MyProject -DSXFile /opt/IBM/InformationServer/Server/
DataClick/bin/DataClick.dsx -Overwrite というコマンドを実行します。

ワークロード管理キューの構成
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Operations Console の「ワークロード管
理」タブでワークロード管理設定を構成することで、InfoSphere Data Click アクテ
ィビティーの実行時に生成されるデータ移動ジョブを管理できます。

このタスクについて
InfoSphere Data Click アクティビティーを実行すると、アクティビティーに定義さ
れているデータを移動するために、ジョブが自動的に作成され、実行依頼されま
す。「ワークロード管理」タブには、事前定義されたデフォルトの InfoSphere Data
Click キューがあり、それを使用して、システム・ポリシーの設定、ジョブが実行さ
れる順序の定義、ジョブ数のしきい値の設定、CPU とメモリー使用の管理を行うこ
とができます。
CPU およびメモリー使用の設定は、InfoSphere Data Click にとって特に重要です。
CPU およびメモリー使用のデフォルト設定では、マシンの使用可能なメモリーが
20% 未満で、CPU も 20% 未満である場合、アクティビティーから生成されるジョ
ブを実行できなくなります。
このタスクを実行するには、DataStage and QualityStage アドミニストレーター・ロ
ールが必要です。
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手順
1. Operations Console を開き、「ワークロード管理」タブを選択します。
2. ワークロード管理のシステム・ポリシーを変更し、ジョブ数、CPU 使用率、お
よびメモリー使用率のしきい値を設定します。これらの設定値の構成について詳
しくは、『「ワークロード管理」タブ』を参照してください。

次のタスク
InfoSphere Data Click アクティビティーを実行した後、特定のジョブをキューの先
頭に移動したり、キューからジョブを削除したりできます。キューの構成について
は、『「キュー内のジョブ」パネル』を参照してください。
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第 5 章 InfoSphere Data Click のトラブルシューティング
InfoSphere Data Click の使用中に、特定の問題が発生する可能性があります。この
セクションには、問題の説明と修正するための手順が記載されています。

実行が失敗したか警告で終了した InfoSphere Data Click アクティビティ
ーのトラブルシューティング
InfoSphere Data Click の「モニター」セクションに、アクティビティーが実行に失
敗したこと、または警告で終了したことが示される場合、Operations Console を使用
するか、ジョブ・ログを確認して、問題をトラブルシューティングできます。

このタスクについて
アクティビティーを実行すると、処理のためにジョブが InfoSphere DataStage に実
行依頼されます。以下に、InfoSphere DataStage によって実行される InfoSphere
Data Click ジョブのリストを示します。
v DRSToBI_OffloadJob: リレーショナル・データベースから InfoSphere BigInsights
にデータを移動します。
v DRSToDRS: リレーショナル・データベースからリレーショナル・データベースに
データを移動します。
v DRSToS3: リレーショナル・データベースから Amazon S3 にデータを移動しま
す。
v S3ToBI_OffloadJob: Amazon S3 から InfoSphere BigInsights にデータを移動しま
す。
v S3ToDRS: Amazon S3 からリレーショナル・データベースにデータを移動しま
す。
v S3SchemaFileCreator: ターゲットとして Amazon S3 が選択された場合に実行さ
れます。

手順
1.

ジョブ失敗に関する詳細を Operations Console で表示します。
a. InfoSphere Data Click の「モニター」セクションで、エラーがあるアクティ
ビティーまたは実行が失敗したアクティビティーの名前を選択し、「詳細の
表示」をクリックします。次に、Operations Console に表示する個別のジョブ
を選択し、「詳細の表示」を選択します。
b. Operations Console で、失敗したか、エラーがあったジョブの詳細を確認しま
す。

2. Operations Console を使用しても問題のトラブルシューティングができない場合
は、アクティビティーの実行時に生成されるジョブ・ログを確認し、ジョブが失
敗または警告で終了した理由に関する詳細を収集します。
a. ジョブ・ログが保管されているディレクトリーにナビゲートします。デフォ
ルト・ディレクトリーは、IS_install_path/Server/Projects/
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

57

Name_of_DS_project/DCLogs/name_of_activity です。 InfoSphere Data Click
とともに自動的にインストールされるデフォルトのプロジェクトの名前は、
「DataClick」です。例えば、/opt/IBM/InformationServer/Server/Projects/
DataClick/DCLogs/Activity1 です。
b. フォルダー内の以下のいずれかのジョブ・ログを開きます。
DRSToBI_OffloadJob
DRSToBI_OffloadJob ジョブのジョブ・ログが表示される場合は、リレー
ショナル・データベースから InfoSphere BigInsights にデータを移動して
いるときに問題が発生しています。
DRSToDRS
DRSToDRS ジョブのジョブ・ログが表示される場合は、リレーショナル・
データベースからリレーショナル・データベースにデータを移動している
間に問題が発生しています。
DRSToS3
DRSToS3 ジョブのジョブ・ログが表示される場合は、リレーショナル・デ
ータベースから Amazon S3 にデータを移動している間に問題が発生して
います。
S3ToBI_OffloadJob
S3ToBI_OffloadJob ジョブのジョブ・ログが表示される場合は、Amazon
S3 から InfoSphere BigInsights にデータを移動している間に問題が発生
しています。
S3ToDRS
S3ToDRS ジョブのジョブ・ログが表示される場合は、Amazon S3 からリ
レーショナル・データベースにデータを移動している間に問題が発生して
います。
S3SchemaFileCreator
S3SchemaFileCreator ジョブのジョブ・ログが表示される場合は、
Amazon S3 にデータを移動している間に問題が発生しています。Amazon
S3 ファイル内のデータのフォーマット設定方法に関する詳細が記述され
たスキーマ・ファイルの作成中に問題が発生しています。
注: デフォルトでは、すべてのアクティビティーを対象にした直近 100 回の
特定のジョブの実行について、ログが維持されます。各ジョブが 100 回実行
されると、ログは InfoSphere Information Server エンジン層リポジトリーか
ら削除されます。ただし、アクティビティーに関連したジョブのログはすべ
て、IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project/DCLogs/
name_of_activity ディレクトリーに保存されています。例えば、あるアクテ
ィビティーが 500 個の表を移動する場合に、10 番目の表の移動が失敗して
いれば、IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project/DCLogs/
name_of_activity ディレクトリーにアクセスして、10 番目の表のジョブ・
ログを表示する必要があります。Operations Console には、ジョブが実行され
た最後の 100 個のインスタンスについてのみ、ジョブ・ログが表示されま
す。
3. ジョブ・ログを手動で調べたり、Operations Console を使用したりしても問題を
トラブルシューティングできない場合は、ISALite を実行して、ログ情報やその
他のシステム構成情報を収集してください。ISALite の使用について詳しくは、
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http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/bigins/v2r1m1/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.install.doc/topics/
wsisinst_install_verif_troublshtng.html を参照してください。

次のタスク
IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project フォルダー内にある、接頭
部 DC_ で始まるスキーマ・ファイルを、定期的に削除する必要があります。スキー
マ・ファイルは、InfoSphere DataStage ジョブを実行するために使用され、
IS_install_path/Server/Projects/Name_of_DS_project フォルダーに保管されま
す。このようにすることで、システムのパフォーマンスの維持に役立ち、アクティ
ビティーの失敗が回避されます。スキーマ・ファイルは毎月削除することをお勧め
します。
ファイルを削除する前に、実行中のアクティビティーがないことを確認してくださ
い。アクティビティーの実行中にスキーマ・ファイルを削除した場合、アクティビ
ティーの実行が失敗する可能性があります。

InfoSphere Data Click での一般的な問題のトラブルシューティング
以下の問題と回避策は、InfoSphere Data Click の使用に関連したものです。
メッセージまたは症状に基づいて、指定された処置を実行します。
表 8. InfoSphere Data Click のトラブルシューティング

メッセージまたは症状

処置

InfoSphere Data Click バージョン 9.1.2 からのマイ
グレーション後、InfoSphere Data Click アクティビ
ティーを含んだブループリントを使用できない。

バージョン 9.1.2 で作成された InfoSphere Data
Click アクティビティーを含んだブループリント
は、現行バージョンの InfoSphere Data Click では
サポートされなくなりました。バージョン 9.1.2 で
作成されたブループリントに定義されていたデータ
移動を実行する新しいアクティビティーを作成して
ください。
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表 8. InfoSphere Data Click のトラブルシューティング (続き)

メッセージまたは症状

処置

InfoSphere Data Click アクティビティーを実行し
て、DB2 データベースに保管されている XML デ
ータを移動すると、データがバイナリー・データと
して Hive 表に移動される。

この問題を解決するには、odbc.ini ファイルに以
下の行を追加して、ファイル内の XML タイプの設
定を変更します。
XMLDescribeType=-10

例:
[DB2DSN]
Driver=/opt/IBM/Information
Server/Server/branded_odbc/lib/
VMdb225.so
Description=DataDirect DB2 Wire
Protocol Driver
AddStringToCreateTable=
AlternateID=
Database=DB2 UDB
(Remove for OS/390 and AS/400)
DynamicSections=100
GrantAuthid=PUBLIC
GrantExecute=1
IpAddress=DB2 server host
IsolationLevel=CURSOR_STABILITY
LogonID=
Password=
Package=DB2 package name
PackageOwner=
TcpPort=DB2 server port
WithHold=1
XMLDescribeType=-10

odbc.ini ファイルが保管されるデフォルト・ディ
レクトリーは、/opt/IBM/InformationServer/
Server/DSEngine/ です。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して Hive リレーショナル・データベースから InfoSphere
表に接続する新規 JDBC データ接続を作成する必要 BigInsights にデータを移動するアクティビティーを
があるというエラー・メッセージを受け取る。
実行すると、InfoSphere Metadata Asset Manager で
JDBC Connector を使用して Hive 表に関するメタ
データをインポートしたときに指定した接続情報を
使用して、Hive 表が自動的に作成されます。Hive
表のインポート時に指定した URL に含まれるホス
ト名が、HDFS Bridge を使用してターゲット分散フ
ァイル・システムをインポートするときに指定した
ホスト名と一致しない場合、Hive 表への新規 JDBC
データ接続を作成する必要があります。JDBC デー
タ接続の URL の一部として指定するホスト名は、
ターゲット分散ファイル・システムに接続するデー
タ接続を作成するときに指定したホスト名と一致し
なければなりません。

60

IBM InfoSphere Data Click ユーザー・ガイド

表 8. InfoSphere Data Click のトラブルシューティング (続き)

メッセージまたは症状

処置

フィルターを作成しても、適用されない。

フィルターの変更を適用するためには、「フィルタ
ー」アイコンを選択する必要があります。「閉じ
る」を選択すると、フィルターは適用されません。
変更を適用するために「フィルター」ボタンを選択
したことを確認してください。

ODBC データ接続を使用してデータベースから大量
のデータを Amazon S3 ファイルに移動する
InfoSphere Data Click アクティビティーを実行中
に、以下のエラー・メッセージを受け取る。

ラージ・オブジェクト (LOB) 列をサポートする別
の ODBC ドライバーを使用する必要があります。
DataDirect SQL Server Native Wire Protocol ドライ
バーを使用することをお勧めします。

Source_DRS_Connector,0:
ODBC function "SQLGetData"
reported: SQLSTATE =
07009: Native Error
Code = 0:
Msg = [IBM(DataDirect OEM)
][ODBC SQL Server
Legacy Driver
]Invalid Descriptor
Index (CC_OdbcInputS
tream::get
TotalSize,
file CC_OdbcInput
Stream.cpp,
line 354)

アクティビティーを実行して、Amazon S3 からデー アクティビティーの作成時に、そのアクティビティ
タを移動しようとすると、ジョブ・ログに、以下の ーの作成者が、アクティビティーで移動可能なレコ
ードの最大数を「ポリシー」ペインで指定しまし
エラーが表示される。
た。そのユーザーが設定した値に達しました。この
Amazon_S3_Read,1: The number of rows that
is specified by the Record
エラー・メッセージを回避するには、新規アクティ
limit property (100,000)
ビティーを作成し、「ポリシー」ペインで、ファイ
was reached.
ルごとに読み取るレコード数として指定する値を大
きくしてください。
InfoSphere BigInsights にデータを移動しようとして
いるときに、すべてのプール・リソースが使用中と
なっている間に接続を試みて、接続が拒否されたと
いうエラーを受け取る。同時ユーザーの数が多すぎ
ると、この状態が発生する可能性があります。

maxPoolSize 設定の値を大きくします。推奨される
設定値は、予想される同時ユーザーの最大数の 2
倍です。この設定の追加情報については、『Liberty
Profile: server.xml ファイルの構成エレメント』を参
照してください。Liberty Profile の調整に関する一
般情報については、『Liberty Profile の調整』を参
照してください。
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表 8. InfoSphere Data Click のトラブルシューティング (続き)

メッセージまたは症状

処置

InfoSphere BigInsights にデータを移動しようとして
いるときに、データ・フローが低速になるか、断続
的になるか、またはその両方が発生する。InfoSphere
Information Server コンピューターとデータ・ソース
が、互いに地理的に離れていると、このような状態
が発生する可能性があります。

Socket readTimeout 設定の値を大きくします。こ
の設定の推奨値は、readTimeout="10m" です。この
設定の追加情報については、『Liberty Profile:
server.xml ファイルの構成エレメント』を参照して
ください。

メッセージの例:
Message ID: IIS-DSEE-USBP-00002
BigInsights_Write,1: java.io.
FileNotFoundException:
Pipe error writing to
http://9.113.141.44:8080/data
/controller/dfs/user
/biadmin/Teradata
offlaod_isadmin_
1385548146984/isadmin
_charges/isadmin_charges.
part00001, BigInsights
Console may be unreachable.
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付録 A. 製品のアクセシビリティー
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況についての情報を入手できます。
IBM InfoSphere Information Server 製品のモジュールおよびユーザー・インターフェ
ースは完全にはアクセシビリティー対応がなされていません。
IBM 製品のアクセシビリティー対応状況の詳細は、http://www.ibm.com/able/
product_accessibility/index.html の IBM 製品のアクセシビリティー情報をご覧くださ
い。

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

IBM のアクセシビリティーに対する取り組み
アクセシビリティーに関する IBM のコミットメントの詳細については、 IBM
Human Ability and Accessibility Center を参照してください。
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付録 B. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 9. 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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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 10. 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 10. 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。

［タ行］
データ接続

InfoSphere Data Click
アクティビティーのトラブルシューテ

48

データの移動
統合

ィング 57
保守 57

28

InfoSphere BigInsights への接続

InfoSphere Data Click と InfoSphere
BigInsights 間の

［ア行］
アクティビティー

要求の状況

28

アクティビティー

作成 20
データの移動

57, 59

J

57

［ハ行］
ビューアー
表示

［カ行］

L

23

LDAP 構成
ユーザー・ロールの割り当て

44

Operations Console 36
ワークロード管理設定

［ラ行］

65

ランチパッド

44

O

ユーザー・ロールの割り当て

［サ行］

30

23

ユーザー
作成 15

23

30, 48

JDBC ドライバー
ドライバー構成ファイル

［ヤ行］

クライアント 23
コンポーネント

実行
アクティビティー

51

JDBC Connector

27, 36

アクティビティー

サポート
お客様

作成

20

エラー・メッセージ
お客様サポート
連絡先 65

ビューアー

9

特記事項 69
トラブルシューティング

32

InfoSphere DataStage プロジェクト

55

Data Click ジョブ 36
osh スキーマ・ファイル

11

作成

41

23

商標
リスト 69
証明情報 15
ジョブ・インスタンス 27, 36
ジョブ・テンプレート 52
制限 57, 59
製品資料
アクセス 67
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 63
セキュリティー 15
接続
高速インポート 11
InfoSphere Data Click のソースおよび
ターゲット 11
InfoSphere Metadata Asset Manager
資産のインポート 11
ソフトウェア・サービス
連絡先 65

D

［特殊文字］

Data Click ジョブ
モニター 27
Data Click ジョブ・テンプレート

.dsx ファイル
52

H
HDFS Bridge 48
構成ファイル 32
接続 32
Hive 表
構成 40
作成 40
接続 30
タイプ 40

I
InfoSphere BigInsights
InfoSphere Data Click への接続

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

52

32

75

76

IBM InfoSphere Data Click ユーザー・ガイド



Printed in Japan

SC43-1545-00

