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接続ガイド: Greenplum データベースへのアクセス編

Greenplum データベース
Greenplum データベースにアクセスするには、Greenplum Connector を使用します。
以下の操作を実行するには、Greenplum Connector を使用します。
v Greenplum データベース内のデータの読み取り、書き込み、またはルックアップ
を実行する。
v InfoSphere Metadata Asset Manager (IMAM) を使用して Greenplum データベース
からメタデータをインポートする。
関連タスク:
『Greenplum データベースへのアクセスの構成』
Greenplum の ODBC データ・ソース定義 (DSN) を構成し、Greenplum パラレル・
ファイル配布プログラム (gpfdist) のディレクトリーの場所をシステム・パスに追
加することによって、Greenplum データベースへのアクセスを構成できます。
Greenplum Connector ステージは ODBC を使用して接続してステートメントを実行
し、 gpfdist プログラムを使用して Greenplum データベースとデータを交換しま
す。
関連資料:
22 ページの『Greenplum Connector ステージのトラブルシューティング』
Greenplum Connector ステージに固有の共通エラーがいくつかあります。

Greenplum データベースへのアクセスの構成
Greenplum の ODBC データ・ソース定義 (DSN) を構成し、Greenplum パラレル・
ファイル配布プログラム (gpfdist) のディレクトリーの場所をシステム・パスに追
加することによって、Greenplum データベースへのアクセスを構成できます。
Greenplum Connector ステージは ODBC を使用して接続してステートメントを実行
し、 gpfdist プログラムを使用して Greenplum データベースとデータを交換しま
す。

Windows における Greenplum データベースへの ODBC アクセ
スの構成
Greenplum データベースに接続するには、まず、IBM Greenplum Wire Protocol
ODBC ドライバーを使用して、データベースの ODBC データ・ソース定義 (DSN)
を構成する必要があります。

始める前に
v Greenplum ライブラリーの ODBC ドライバーがインストールされていることを
確認します。

手順
1. Microsoft ODBC データ ソース アドミニストレータを開始します。
v 32 ビット Windows コンピューターの場合、「スタート」>「コントロール
パネル」 >「管理ツール」>「データ ソース (ODBC)」とクリックします。
© Copyright IBM Corp. 2014

1

v 64 ビット Windows コンピューターの場合、
C:¥Windows¥SysWOW64¥odbcad32.exe にナビゲートします。
注: Windows で InfoSphere® Information Server は 32 ビット・アプリケーシ
ョンです。 64 ビット Windows コンピューター上でも、コネクターは、32
ビット・アプリケーションとして実行されています。これにより、64 ビット
の ODBC データ ソース アドミニストレータで作成された DSN 定義を
Greenplum Connector が見つけられないため、 32 ビット・バージョンの
ODBC データ ソース アドミニストレータを使用する必要があります。
2. 「システム DSN」ページで「追加」をクリックします。
3. 「データ ソースの新規作成」ページで、IBM Greenplum Wire Protocol ドライバ
ーを選択して「完了」をクリックします。ドライバー・オプションの構成につい
ては、 「DataDirect Connect Series for ODBC User's Guide」 の Greenplum
Wire Protocol Driver の章を参照してください。

Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム (gpfdist)
Greenplum Connector ステージは、gpfdist という Greenplum ファイル配布プログ
ラムを使用して、 Greenplum サーバーとデータを交換します。
gpfdist プログラムは、データベース・クライアントで実行し、InfoSphere
Information Server エンジン層コンピューターにインストールする必要があります。
gpfdist プロトコルを使用してデータを転送するには、 IP アドレスと、オプショ
ンで、名前解決を容易にする DNS サーバーの存在を使用して、双方向アクセスを
可能にするネットワーク経路が存在する必要があります。コネクターは、すべての
物理コンピューター・ノードで gpfdist プロセスを起動し、外部表を作成します。
外部表データのホストは、パラレル・エンジン構成ファイル ($APT_CONFIG_FILE) 内
の fastname エントリーによって識別されます。コネクターが各エンジン層で
gpfdist を起動するために、gpfdist の場所 (%GPHOME_LOADERS%¥bin) がシス
テム・パス内にある必要があります。また、gpfdist 従属ライブラリーの場所
(%GPHOME_LOADERS%¥lib) がシステム・ライブラリー・パス内にある必要がありま
す。 Windows の場合、システム環境変数 PATH は「システムの詳細設定」で更新
されます。 Linux の場合、PATH 環境変数は dsenv スクリプトで更新されます。
注: Windows では、Greenplum インストーラーが PATH システム環境変数に
%GPHOME_LOADERS%¥bin と %GPHOME_LOADERS%¥lib を追加します。これらのディ
レクトリーが PATH 内にあることを確認してください。
PATH システム環境変数への %GPHOME_LOADERS%¥bin と %GPHOME_LOADERS%¥lib
の手動による追加については、ライブラリー・パス環境変数の設定に関するトピッ
クを参照してください。

Greenplum Connector ステージを使用したジョブのデザイン
ジョブで Greenplum Connector ステージを使用すると、Greenplum データベースか
らデータを読み取ること、Greenplum データベースにデータを書き込むこと、また
はそれらのジョブのコンテキストでデータをルックアップすることができます。
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手順
1. Greenplum Connector ステージを含むジョブを定義します。
2. Greenplum データ・ソースへの接続を定義します。
3. Greenplum データベースからデータを読み取るソース・ステージとして
Greenplum Connector ステージをセットアップするには、以下のステップを実行
します。
a. Greenplum Connector ステージをソースとして構成します。
b. 出力リンクで列定義をセットアップします。
4. Greenplum データベースにデータを書き込むターゲット・ステージとして
Greenplum Connector ステージをセットアップするには、以下のステップを実行
します。
a. Greenplum Connector ステージをターゲットとして構成します。
b. 入力リンクで列定義をセットアップします。
5. Greenplum データベース内のデータをルックアップする Greenplum Connector ス
テージをセットアップするには、以下のステップを実行します。
a. ノーマル・ルックアップ処理を構成するか、スパース・ルックアップ処理を
構成します。
関連概念:
1 ページの『Greenplum データベース』
Greenplum データベースにアクセスするには、Greenplum Connector を使用します。

Greenplum メタデータのインポート
Greenplum Connector を使用してデータの読み取り、書き込み、またはルックアップ
を行う前に、InfoSphere® Metadata Asset Manager を使用して、Greenplum データベ
ースで表とビューを表すメタデータをインポートできます。インポートされたメタ
データは、メタデータ・リポジトリーに保存されます。

始める前に
v 必要に応じて、Linux/UNIX または Windows にある Greenplum データベースへ
の ODBC アクセスを構成します。
v 以下のシステム・スキーマに対する SELECT 特権があることを確認します。
– pg_catalog
– information_schema

このタスクについて
Greenplum Connector を使用して、以下のタイプの資産に関するメタデータをインポ
ートできます。
v Greenplum データベースを格納するホスト・コンピューター。
v データベース。
v データベース・スキーマ。
v データベース表、システム表、外部表、およびビュー。インポートされた表はす
べて、データベース表としてメタデータ・リポジトリーに保存されます。
Greenplum データベース
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v データベース列。

手順
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートします。
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用したメタデータのインポートについて詳
しくは、IBM Knowledge Center のオンライン製品資料またはIBM® InfoSphere
Information Server 共通メタデータ管理ガイドを参照してください。

Greenplum Connector ステージを含むジョブの定義
Greenplum データ・ソースからデータを読み取る、書き込む、またはルックアップ
する前に、Greenplum Connector ステージを含むジョブを作成する必要があります。
その後、他に必要なステージがあれば追加し、必要なリンクを作成します。

手順
1. InfoSphere DataStage® and QualityStage® Designer Clientで、メニューから「ファ
イル」 > 「新規」を選択します。
2. 「新規」ウィンドウで、「パラレル・ジョブ」アイコンを選択し、「OK」をク
リックします。
3. 以下のようにして Greenplum Connector ステージをジョブに追加します。
a. パレットで、「データベース」カテゴリーを選択します。
b. 使用可能なステージ・タイプのリストから、「Greenplum Connector ステー
ジ」をキャンバスにドラッグします。
c. オプション: Greenplum Connector ステージの名前を変更します。 ジョブ内
でのステージの役割を示す名前を選択します。
4. ジョブに必要なリンクと追加のステージを作成します。
v Greenplum データベースからデータを読み取るジョブの場合、ジョブ内に次の
ステージを作成してから、Greenplum Connector ステージから次のステージへ
の出力リンクを作成します。
v Greenplum データベースにデータを書き込むジョブの場合、ジョブ内の他のス
テージから Greenplum Connector ステージへのリンクを 1 つ以上作成しま
す。
v Greenplum データ・ソースをルックアップするジョブの場合、Lookup ステー
ジをジョブ・デザイン・キャンバスに追加してから、Greenplum Connector ス
テージから Lookup ステージへの参照リンクを作成します。
5. ジョブを保存します。

Greenplum データ・ソースへの接続
Greenplum データ・ソースにアクセスするには、「プロパティー」ページの「接
続」セクションでプロパティーを使用して接続を定義する必要があります。

始める前に
v Greenplum に対して ODBC ドライバーおよびデータ・ソース定義を作成しま
す。
v Greenplum Connector ステージを含むジョブを定義します。
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手順
1. ステージ・エディターを開くために、ジョブ・デザイン・キャンバスで、
「Greenplum Connector ステージ」アイコンをダブルクリックします。
2. 「データ・ソース」プロパティーで、ODBC ドライバー・マネージャーで定義さ
れている ODBC データ・ソース名 (DSN)、または Greenplum データベースの
odbc.ini ファイルを指定します。
3. オプション: 「データベース」プロパティーで、ODBC データ・ソースで定義さ
れている、サーバー上の Greenplum データベースの名前を指定します。
4. 「ユーザー名」および「パスワード」プロパティーで、接続に使用するユーザー
の証明情報を指定します。
5. 「保存」をクリックして詳細を保存します。

Greenplum データベースからのデータの読み取り
Greenplum データ・ソースに接続し、そこからデータを読み取るように Greenplum
Connector ステージを構成できます。

始める前に
v Greenplum Connector ステージを含むジョブを定義します。
v Greenplum データ・ソースへの接続を定義します。

このタスクについて
次の図は、Greenplum Connector ステージを使用してデータを読み取る例を示してい
ます。この例では、Greenplum Connector ステージで Greenplum データ・ソースか
らデータを読み取り、Sequential File ステージでそのデータをファイルに書き込みま
す。データを読み取るように Greenplum Connector ステージを構成する場合、出力
リンクを作成します (この例では、出力リンクで、Greenplum Connector ステージか
ら Sequential File ステージに行を転送します)。

図 1. Greenplum Connector ステージを使用してデータ・ソースからデータを読み取る例

ソースとしての Greenplum Connector の構成
Greenplum 表またはビュー内の行の読み取りまたはルックアップを行うように
Greenplum Connector ステージを構成するには、ソース表またはビューを指定する必
要があります。

Greenplum データベース
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手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、Greenplum Connector ステージをダブルクリ
ックします。
2. 「出力」タブをクリックします。
3. 「プロパティー」ページの「使用」セクションで、読み取り処理の設定を指定し
ます。
4. 「表名」フィールドに、ターゲット表の名前を入力します。構文として
table_name、schema_name.table_name、または
database_name.schema_name.table_name を使用します。ここで、schema_name は
その表を下に持つスキーマ、database_name はそのスキーマおよび表を下に持つ
データベースです。schema_name が未指定の場合、コネクターは、現在接続して
いるユーザーのデフォルト・スキーマを使用します。
5. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。

リンクでの列定義の設定
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、コネクター・アイコンをダブルクリックしま
す。
2. 以下のいずれかの方法で、列定義をセットアップします。
v リポジトリー・ビューからジョブ・キャンバス上のリンクに表定義をドラッグ
します。次に矢印ボタンで、「使用可能な列」リストと「選択された列」リス
トの間で列を移動します。
v 「列」ページで、「ロード」をクリックして、メタデータ・リポジトリーから
表定義を選択します。次に、表定義からリンクに適用される列を選択するため
に、「使用可能な列」リストから 「選択された列」リストに列を移動しま
す。
3. 以下のようにして、列のプロパティーを構成します。
a. 列グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 表示するプロパティーを選択し、その表示順序を指定してから、「OK」をク
リックします。
4. オプション: 列定義を変更します。 列名、データ・タイプ、およびその他の属性
を変更できます。さらに、列を追加、挿入、または削除することができます。
5. オプション: 以下のようにして、新規表定義をメタデータ・リポジトリーに保存
します。
a. 「列」ページで、「保存」をクリックしてから、「OK」をクリックし、リポ
ジトリー・ビューを表示します。
b. 既存のフォルダーにナビゲートするか、表定義が保存される新規フォルダー
を作成します。
c. フォルダーを選択して、「保存」をクリックします。
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Greenplum Connector ステージを使用したデータの書き込み
Greenplum データ・ソースに接続して、そこにデータを書き込むように Greenplum
Connector ステージを構成できます。

始める前に
v

Greenplum Connector ステージを含むジョブを定義します。

v

Greenplum データ・ソースへの接続を定義します。

このタスクについて
次の図は、Greenplum Connector を使用してデータを書き込む例を示しています。こ
の例では、Sequential File ステージでファイルからデータを読み取り、Greenplum
Connector ステージで Greenplum データ・ソースにデータを書き込みます。

図 2. Greenplum Connector ステージを使用してデータ・ソースにデータを書き込む例

ターゲットとしての Greenplum Connector の構成
Greenplum 表に行を書き込むように Greenplum Connector ステージを構成するに
は、ターゲット表またはビューを指定するか、SQL ステートメントを定義する必要
があります。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、「Greenplum Connector ステージ」アイコン
をダブルクリックします。
2. 編集する入力リンクを選択します。
3. 「書き込みモード」を選択して、Greenplum Connector ステージで実行する必要
がある SQL のタイプを定義します。
4. 「表名」フィールドに、ターゲット表の名前を入力します。構文として
table_name、schema_name.table_name、または
database_name.schema_name.table_name を使用します。ここで、schema_name は
その表を下に持つスキーマ、database_name はそのスキーマおよび表を下に持つ
データベースです。schema_name が未指定の場合、コネクターは、現在接続して
いるユーザーのデフォルト・スキーマを使用します。
5. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。
関連資料:
Greenplum データベース
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18 ページの『書き込みモード』
Greenplum Connector をターゲットとして構成する場合、「書き込みモード」プロパ
ティーを使用して、Greenplum データベースへの行の書き込みで使用するモードを
指定できます。

リンクでの列定義の設定
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、コネクター・アイコンをダブルクリックしま
す。
2. 以下のいずれかの方法で、列定義をセットアップします。
v リポジトリー・ビューからジョブ・キャンバス上のリンクに表定義をドラッグ
します。次に矢印ボタンで、「使用可能な列」リストと「選択された列」リス
トの間で列を移動します。
v 「列」ページで、「ロード」をクリックして、メタデータ・リポジトリーから
表定義を選択します。次に、表定義からリンクに適用される列を選択するため
に、「使用可能な列」リストから 「選択された列」リストに列を移動しま
す。
3. 以下のようにして、列のプロパティーを構成します。
a. 列グリッド内を右クリックして、メニューから「プロパティー」を選択しま
す。
b. 表示するプロパティーを選択し、その表示順序を指定してから、「OK」をク
リックします。
4. オプション: 列定義を変更します。 列名、データ・タイプ、およびその他の属性
を変更できます。さらに、列を追加、挿入、または削除することができます。
5. オプション: 以下のようにして、新規表定義をメタデータ・リポジトリーに保存
します。
a. 「列」ページで、「保存」をクリックしてから、「OK」をクリックし、リポ
ジトリー・ビューを表示します。
b. 既存のフォルダーにナビゲートするか、表定義が保存される新規フォルダー
を作成します。
c. フォルダーを選択して、「保存」をクリックします。

Greenplum データベース内のデータのルックアップ
Greenplum Connector を使用して Greenplum 表からデータをルックアップできま
す。この場合、参照リンクを使用して Greenplum Connector ステージを Lookup ス
テージにリンクします。

このタスクについて
参照リンク は、表のルックアップ処理を表します。参照リンクは、Lookup ステー
ジへの入力リンクとして、および他のタイプのステージ (例えば Greenplum
Connector ステージなど) からの出力リンクとして使用できます。
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図 3. Greenplum Connector ステージと Lookup ステージの使用例。

ノーマル・ルックアップ処理の構成
同じジョブで Greenplum データベースから一連のレコードを取り出して Lookup ス
テージに提供するように、Greenplum Connector ステージを構成できます。その後、
Lookup ステージで、これらのレコードに対してノーマル (メモリー内) ルックアッ
プ処理が実行されます。

始める前に
v リンクで列定義を設定して、Greenplum Connector ステージで Greenplum サーバ
ーから読み取るレコードのフォーマットを指定します。
v Greenplum Connector ステージを参照データのソースとして構成します。
v Lookup ステージをジョブ・デザイン・キャンバスに追加した後、Greenplum
Connector ステージから Lookup ステージへの参照リンクを作成します。

このタスクについて
ノーマル・ルックアップでは、コネクターは指定の SELECT ステートメントを 1
回のみ実行します。したがって、SELECT ステートメントには入力パラメーターを
含めることはできません。Lookup ステージで、コネクターによって提供された結果
セット・データを検索し、Lookup ステージへの入力リンクにレコードの形式で到着
したパラメーター・セットに一致するものを探します。ノーマル・ルックアップ
は、メモリー内でキャッシュされたデータについてルックアップが実行されるの
で、メモリー内ルックアップとも呼ばれます。ターゲット表が非常に小さく、表内
のすべての行がメモリーに収まる場合、ノーマル・ルックアップを使用できます。

手順
1. Greenplum Connector ステージをダブルクリックします。

Greenplum データベース
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2. 「ルックアップ・タイプ」リストで「ノーマル」を選択し、「OK」をクリック
します。
3. Lookup ステージをダブルクリックします。
4. キー列を指定するために、必要な列を入力リンクから参照リンクにドラッグしま
す。入力リンクの列には、ルックアップ処理の入力値として使用される値が含ま
れます。
5. 入力リンク列および参照リンク列を出力リンク列にマップし、ルックアップ失敗
の条件を指定します。
a. 列を入力リンクおよび参照リンクから出力リンクにドラッグまたはコピーし
ます。
b. ルックアップ失敗の条件を定義するために、メニューで「条件」アイコンを
クリックします。
c. 「ルックアップ失敗時」列で値を選択し、「OK」をクリックします。「拒
否」を選択する場合、拒否されたレコードをキャプチャーするために、ジョ
ブ構成に Lookup ステージおよびターゲット・ステージからの拒否リンクが
必要です。
d. 「OK」をクリックします。
6. ジョブを保存、コンパイルし、実行します。
関連タスク:
5 ページの『ソースとしての Greenplum Connector の構成』
Greenplum 表またはビュー内の行の読み取りまたはルックアップを行うように
Greenplum Connector ステージを構成するには、ソース表またはビューを指定する必
要があります。
6 ページの『リンクでの列定義の設定』
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

スパース・ルックアップ処理の構成
Greenplum 表に対しスパース (直接) ルックアップ処理を実行するように Greenplum
Connector ステージを構成できます。

始める前に
v リンクで列定義を設定して、Greenplum Connector ステージで Greenplum サーバ
ーから読み取るレコードのフォーマットを指定します。
v Greenplum Connector ステージを参照データのソースとして構成します。
v Lookup ステージをジョブ・デザイン・キャンバスに追加した後、Greenplum
Connector ステージから Lookup ステージへの参照リンクを作成します。

このタスクについて
スパース・ルックアップでは、コネクターは、Lookup ステージへの入力リンクにレ
コードの形式で到着した各パラメーター・セットに対して、指定の SELECT ステー
トメントを 1 回実行します。このステートメントで指定する入力パラメーターに
は、参照リンクで定義された対応する列が必要です。各入力レコードには、キー列
で表されるパラメーター値のセットが含まれます。Greenplum Connector ステージ
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で、SELECT ステートメントのバインド変数にパラメーター値が設定され、その後
Greenplum Connector ステージで、そのステートメントが実行されます。
ルックアップの結果は、1 つ以上のレコードとして、参照リンクを経由して
Greenplum Connector ステージから Lookup ステージに戻され、さらに Lookup ス
テージから Lookup ステージの出力リンクに戻されます。スパース・ルックアップ
は、ルックアップがデータ・ソースに対して直接実行されるため、直接ルックアッ
プとも呼ばれます。
ターゲット表が大きすぎてメモリーに収まらない場合、スパース・ルックアップ方
式を使用できます。

手順
1. Greenplum Connector ステージをダブルクリックします。
2. 「ルックアップ・タイプ」リストから「スパース」を選択します。
3. 「列」タブで、コネクターの接続先のデータベースから使用するキー列を定義し
ます。
4. 「プロパティー」ページの「プロパティー」タブでプロパティーを構成します。
a. 「SQL を生成」を「はい」に設定した場合、「列」ページで「表名」および
キー列の詳細を指定します。
b. コネクターをソースとして構成した場合で、「実行時に SQL を生成」を
「いいえ」に設定した場合、「SELECT ステートメント」プロパティーに値
を指定します。SELECT ステートメントの選択部分で、Lookup ステージに返
す列をリストします。選択リスト内の列は、参照リンクの列と一致させる必
要があります。ステートメントの WHERE 節内の各列名は、ORCHESTRATE
という語とピリオドで始める必要があります。ORCHESTRATE という語は、
すべて大文字にするか、またはすべて小文字にすることができます。 例え
ば、次の SELECT ステートメントを指定できます: select
Field002,Field003 from MY_TABLE where Field001 =
ORCHESTRATE.Field001. ORCHESTRATE という語に続く列名は、参照リンク
のキー列に一致させる必要があります。
5. 「OK」をクリックして、変更内容を保存します。
6. 入力リンク列および参照リンク列を出力リンク列にマップし、ルックアップ失敗
の条件を指定します。
a. 列を入力リンクおよび参照リンクから出力リンクにドラッグまたはコピーし
ます。
b. ルックアップ失敗の条件を定義するために、メニューで「条件」アイコンを
クリックします。
c. 「ルックアップ失敗時」列で値を選択し、「OK」をクリックします。「拒
否」を選択する場合、拒否されたレコードをキャプチャーするために、ジョ
ブ構成に Lookup ステージおよびターゲット・ステージからの拒否リンクが
必要です。
d. 「OK」をクリックします。
7. ジョブを保存、コンパイルし、実行します。
関連タスク:

Greenplum データベース
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5 ページの『ソースとしての Greenplum Connector の構成』
Greenplum 表またはビュー内の行の読み取りまたはルックアップを行うように
Greenplum Connector ステージを構成するには、ソース表またはビューを指定する必
要があります。
6 ページの『リンクでの列定義の設定』
リンクに対して設定する列定義は、コネクターがデータベースとの間で読み書きす
るデータ・レコードのフォーマットを指定します。

参照資料
Greenplum Connector を正しく使用するために、より詳しい情報が必要になる場合が
あります。次のセクションで、Greenplum Connector の具体的な機能の特色および使
用シナリオについて詳しく説明します。

Greenplum Connector のプロパティー
これらのオプションを使用して、コネクターがデータを読み取る方法および書き込
む方法を管理します。

「BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメントを実行する」
プロパティー
「BEFORE SQL および AFTER SQL ステートメントを実行する」プロパティー
を使用すると、データ処理の前後にセミコロン区切りの SQL ステートメントを実
行するようにコネクターを構成できます。ジョブでデータを処理する前または後に
SQL ステートメントを実行するようにコネクターを構成すること、または各ノード
でデータを処理する前または後に SQL ステートメントを 1 回実行するようにコネ
クターを構成することができます。

使用法
データ・アクセス用のデータ・ソース・オブジェクトを準備する処理を実行する必
要がある場合、データ処理の前後に SQL ステートメントを実行すると便利です。
例えば、SQL ステートメントを使用して、ターゲット表を作成し、その表に索引を
追加できます。指定する SQL ステートメントは、ジョブ全体で、データ処理の前
に 1 回実行されます。
コネクターは、「BEFORE SQL ステートメント」 プロパティーまたは「AFTER
SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステートメントを実行した
後、現行トランザクションを明示的にコミットします。例えば、「BEFORE SQL
ステートメント」プロパティーに、INSERT などの DML ステートメントを指定し
た場合、その DML ステートメントの結果を個々のノードで表示できます。
コネクターが実行されるように構成されている各ノードで SQL ステートメントを
実行するには、「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」プロパティーまたは
「AFTER SQL (ノード) ステートメント」プロパティーを使用します。コネクター
は、指定された SQL ステートメントを、各ノードでデータが処理される前に 1
回、各ノードでデータが処理された後に 1 回実行します。その後、コネクターは現
行トランザクションを明示的にコミットします。
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処理前後に実行するステートメントを指定する場合、その SQL ステートメントを
入力します。この SQL ステートメントに、入力バインド変数または出力バインド
変数を含めないでください。ステートメントにこれらのタイプの変数が含まれてい
ると、コネクターはエラー・メッセージをログに記録し、処理は停止します。
ファイル名を指定する場合、そのファイルは InfoSphere® Information Server エンジ
ン層がインストールされているコンピューターに存在している必要があり、また対
応する「ファイルからステートメントを読み取る」プロパティーを「はい」に設定
する必要があります。
コネクターは、「BEFORE SQL ステートメント」、「BEFORE SQL (ノード) ス
テートメント」、「AFTER SQL (ノード) ステートメント」、または「AFTER
SQL ステートメント」プロパティーで指定されているステートメントのセットを実
行し、セット内のステートメントのいずれかが失敗した場合には、エラーを報告
し、ジョブを停止します。警告または情報メッセージを報告してセット内の残りの
ステートメントの処理を続行するように、コネクターを構成できます。ステートメ
ントが失敗した場合にジョブを続行するようコネクターを構成するには、
「BEFORE SQL ステートメント」、「BEFORE SQL (ノード) ステートメン
ト」、「AFTER SQL ステートメント」、または「AFTER SQL (ノード) ステー
トメント」プロパティーについて「エラーで失敗」プロパティーを「いいえ」に設
定します。ステートメントが失敗し、「エラーで失敗」プロパティーが「いいえ」
に設定されている場合、「記録するステートメントのエラーのタイプ」プロパティ
ーを使用して、ログに記録するエラー・メッセージの重大度を定義できます。
書き込みモードが挿入で、ステージング表が使用されない場合、データ処理の前後
にコネクターが実行する SQL ステートメントの順序は、通常の処理とは異なりま
す。これらのジョブでは、コネクターはターゲット表に直接書き込み、ステートメ
ントは次の順番で実行されます。
1. 「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステートメン
ト
2. 「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」プロパティーに指定されているステ
ートメント (各ノードにおいて)
3. ターゲット表に書き込む INSERT ステートメント
4. 「AFTER SQL (ノード) ステートメント」プロパティーに指定されているステ
ートメント (各ノードにおいて)
5. 「AFTER SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステートメン
ト
ただし、「ステージング表モード」プロパティーが「自動」または「既存」に設定
されている場合、コネクターは、「AFTER SQL (ノード) ステートメント」プロパ
ティーに指定されているステートメントが実行された後でターゲット表に書き込み
ます。ステートメントは次の順番で実行されます。
1. 「BEFORE SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステートメン
ト
2. 「BEFORE SQL (ノード) ステートメント」プロパティーに指定されているステ
ートメント (各ノードにおいて)
3. ステージング表に書き込む INSERT ステートメント
Greenplum データベース
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4. 「AFTER SQL (ノード) ステートメント」プロパティーに指定されているステ
ートメント (各ノードにおいて)
5. ステージング表からターゲット表に書き込むステートメント
6. 「AFTER SQL ステートメント」プロパティーに指定されているステートメン
ト

「識別子の大/小文字を区別する」プロパティー
Greenplum オブジェクト名の大/小文字の区別を維持するために、手動により各名前
を二重引用符で囲んだり、「識別子の大/小文字を区別する」プロパティーを「は
い」に設定したりすることができます。

使用法
Greenplum Connector は、SQL ステートメントを自動的に生成し、実行します。生
成される SQL ステートメントには、処理を実行する列の名前および表の名前が含
まれます。各 SQL ステートメントで使用される表名は、「表名」プロパティーに
指定されている表と一致します。
デフォルトでは、Greenplum データベースにより、すべてのオブジェクト名が小文
字に変換された後、その名前がデータベース内の Greenplum オブジェクト名とマッ
チングされます。Greenplum オブジェクトの名前がすべて小文字の場合、コネクタ
ーのプロパティーで名前を指定する方法は、スキーマ・マッチングに影響しませ
ん。ただし、Greenplum オブジェクト名がすべて大文字の場合、または大文字/小文
字が混在する場合、Greenplum スキーマで指定されている正確な名前を指定する必
要があります。さらに、各名前を二重引用符で囲むか、「識別子の大/小文字を区別
する」プロパティーを「はい」に設定する必要があります。

「表のアクション」プロパティー
「表のアクション」プロパティーを使用すると、実行時に表に対して作成、置換、
および切り捨てのアクションを実行するようにコネクターを構成できます。これら
のアクションは、データが表に書き込まれる前に実行されます。

使用法
「表のアクション」プロパティーは、次の表にリストされている値に設定できま
す。
表 1. 「表のアクション」プロパティーの値
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値

説明

追加

表に対してアクションは実行されません。こ
のオプションがデフォルトです。
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表 1. 「表のアクション」プロパティーの値 (続き)
値

説明

作成

実行時に表が作成されます。
以下のいずれかの方式で、CREATE TABLE
ステートメントを指定します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「はい」に設定して、作成
する表の名前を「表名」プロパティーに入
力します。この場合、コネクターは、入力
リンクの列定義から CREATE TABLE ス
テートメントを自動的に生成します。新し
い表の列名は、リンクの列名と一致しま
す。新しい表内の列のデータ・タイプは、
リンクの列定義にマップされます。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「いいえ」に設定し、
CREATE TABLE ステートメントを
「CREATE TABLE ステートメント」プ
ロパティーに入力します。

置換

実行時に表が置換されます。
以下のいずれかの方式で、DROP TABLE ス
テートメントを指定します。
v 「実行時に DROP TABLE ステートメン
トを生成」を「はい」に設定し、ドロップ
する表の名前を「表名」プロパティーに入
力します。
v 「実行時に DROP TABLE ステートメン
トを生成」を「いいえ」に設定し、DROP
TABLE ステートメントを「DROP
TABLE ステートメント」プロパティーに
入力します。
以下のいずれかの方式で、CREATE TABLE
ステートメントを指定します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「はい」に設定し、作成す
る表の名前を「表名」プロパティーに入力
します。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「いいえ」に設定し、
CREATE TABLE ステートメントを
「CREATE TABLE ステートメント」プ
ロパティーに入力します。

Greenplum データベース
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表 1. 「表のアクション」プロパティーの値 (続き)
値

説明

切り捨て

実行時に表が切り捨てられます。
以下のいずれかの方式で、TRUNCATE
TABLE ステートメントを指定します。
v 「実行時に TRUNCATE TABLE ステー
トメントを生成」を「はい」に設定し、切
り捨てる表の名前を「表名」プロパティー
に入力します。
v 「実行時に TRUNCATE TABLE ステー
トメントを生成」を「いいえ」に設定し、
TRUNCATE TABLE ステートメントを
「TRUNCATE TABLE ステートメント」
プロパティーに入力します。

表のアクションで指定されているステートメントが失敗した場合に、ジョブが失敗
するように構成するには、各表のアクションの該当する「エラーで失敗」プロパテ
ィーを「はい」に設定します。このようにしないと、ステートメントが失敗した場
合、コネクターによりメッセージがログに記録され、ジョブが続行されます。

Greenplum データ・タイプ
「表のアクション」プロパティーを使用して、InfoSphere DataStage が直接サポート
していない Greenplum データ・タイプ (例えば、circle、polygon、XML) を使用す
る表を作成する場合、次のいずれかの作業を実行する必要があります。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成」プロパティーを「いい
え」に設定し、Greenplum データ・タイプを含む SQL ステートメントを入力し
ます。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメントを生成」プロパティーを「はい」
に設定します。ネイティブ・タイプ属性を有効にするために、Greenplum
Connector ステージの列のページで、列領域内を右クリックし、「プロパティー」
をクリックします。次に、「ネイティブ・タイプ」のチェック・ボックスを選択
します。次に、「列」ページで、「ネイティブ・タイプ」の値として Greenplum
データ・タイプを指定します。

図 4. コネクターを使用して表に circle 列を作成する例

入力リンクに VarChar 列がある場合、コネクターにより、Greenplum データ・タイ
プの VarChar (可変長文字) 列が表に作成されます。例えば、「ネイティブ・タイ
プ」を「circle」に設定した場合、コネクターにより circle 列が表に作成されます。
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CREATE TABLE <<MyTable>>(col1 varchar(32), col2 varchar(32), col3 circle);

「ランタイム列伝搬」プロパティー
実行時に欠落する列がリンク・スキーマに自動的に追加されるように Greenplum
Connector ステージを構成できます。

使用法
ステージでランタイム列伝搬を有効にする前に、IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator からプロジェクト・レベルでパラレル・ジョブに対しラ
ンタイム列伝搬を有効にする必要があります。
Greenplum Connector ステージに対し「ランタイム列伝搬」プロパティーを有効にす
ると、コネクターは、列を検査して、実行するように構成されているステートメン
トの結果セットを探します。次にコネクターは、この列セットと、出力リンクで定
義でされている列セットを比較します。結果セットの列が出力リンクで定義されて
いない場合、コネクターはそれらの列を出力リンクに追加します。出力リンクにあ
り、結果セットにない列は、リンクから削除されます。
「ランタイム列伝搬」プロパティーを表示し、有効にするには、最初に DataStage
and QualityStage Administrator で現在の DataStage プロジェクトに対し「パラレ
ル・ジョブのランタイム列伝搬を有効にする」オプションを有効にする必要があり
ます。次に、ステージ・エディターで、出力リンクの「列」ページにある 「ランタ
イム列伝搬」 チェック・ボックスを選択します。

例
次の例で、ランタイム列伝搬の動作方法を説明します。
データ・ソースからデータを取り出し、出力リンクでレコードを提供するように
Greenplum Connector ステージが構成されていると仮定します。さらにこの例では、
出力リンクに対して「ランタイム列伝搬」チェック・ボックスが選択されていると
仮定します。
出力リンクに対して定義されている列がなく、TABLE1 表から読み取りを行う
SELECT ステートメントを自動的に生成するようにコネクターが構成されていると
します。TABLE1 には C1、C2、および C3 列が含まれます。コネクターはステー
トメント SELECT * FROM TABLE1 を生成および実行し、C1、C2、および C3 列
を出力リンクに追加します。

「文字セット」プロパティー
「文字セット」プロパティーを使用すると、Greenplum データベースから読み取る
データや Greenplum データベースに書き込むデータのエンコードを定義できます。
データベース名、スキーマ名、表名、列名などの識別子、および Greenplum データ
ベースから読み取るデータや Greenplum データベースに書き込むデータで各国語文
字を使用する Greenplum Connector を使用できます。

使用法
以下のいずれかの方法を使用して、Greenplum データベースから読み取るデータ、
または Greenplum データベースに書き込むデータのエンコードを定義できます。
Greenplum データベース
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v 「選択」をクリックして、Greenplum でサポートされるエンコードのリストから
エンコードを選択します。
v エンコード名を手動で入力します。あるいは、名前をコピー・アンド・ペースト
することもできます。この名前は、Greenplum でサポートされるエンコードまた
はそれらの別名でなければなりません。
エンコードを指定しない場合、または値「デフォルト」を指定した場合、コネクタ
ーは、InfoSphere Information Server エンジン層でデフォルトのシステム・エンコー
ドを使用します。
Greenplum Connector が Greenplum データベースからデータを読み取るとき、その
データは Greenplum データベースの文字セットから、コネクターで指定されている
文字セットに変換されます。
v リンク列が非 Unicode テキスト・タイプ (Char、VarChar、または LongVarChar)
で、列の拡張 Unicode 属性が未設定の場合、それ以上の変換は行われません。こ
れらのタイプの列に対して同じ文字セット・エンコードが使用されるように、ジ
ョブのすべてのステージを構成する必要があります。
v リンク列が Unicode テキスト・タイプ (NChar、NVarChar、または
LongNVarChar、あるいは拡張 Unicode 属性セットでは Char、VarChar、または
LongVarChar) の場合、コネクターは、データを「文字セット」プロパティーに指
定されている文字セットから UTF-16 に変換し、その後、そのデータを出力リン
クに送信します。
Greenplum Connector が Greenplum データベースにデータを書き込むとき、コネク
ターから受け取ったデータは、コネクターで指定されている文字セットから
Greenplum データベースの文字セットに変換されます。
v リンク列が非 Unicode テキスト・タイプ (Char、VarChar、または LongVarChar)
で、列の拡張 Unicode 属性が未設定の場合、それ以上の変換は行われません。こ
れらのタイプの列に対して同じ文字セット・エンコードが使用されるように、ジ
ョブのすべてのステージを構成する必要があります。
v コネクターにデータを提供するリンク列が Unicode テキスト・タイプ
(NChar、NVarChar、または LongNVarChar、あるいは拡張 Unicode 属性セットで
は Char、VarChar、または LongVarChar) の場合、コネクターは、データを
UTF-16 から「文字セット」プロパティーに指定されている文字セットに変換
し、その後、そのデータを Greenplum データベースに送信します。

書き込みモード
Greenplum Connector をターゲットとして構成する場合、「書き込みモード」プロパ
ティーを使用して、Greenplum データベースへの行の書き込みで使用するモードを
指定できます。
以下の表で、書き込みモードのリストを示し、各書き込みモードでコネクターがタ
ーゲット表に対して実行する処理について説明します。
表 2. 書き込みモードおよび説明
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書き込みモード

説明

挿入

コネクターは、入力リンクからレコードを行
としてターゲット表に挿入しようとします。
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表 2. 書き込みモードおよび説明 (続き)
書き込みモード

説明

更新

コネクターは、ターゲット表内の行を更新し
ようとします。この行は、入力リンクに到着
し、キー列のセットと一致するレコードに対
応する行です。
UPDATE ステートメントの WHERE 節で使
用する列は、「キー列」プロパティーで指定
します。同様に、UPDATE ステートメント
の SET 節で使用する列は、「更新列」プロ
パティーで指定します。
入力データに、同じキーの組み合わせに一致
する行が複数含まれる場合、「ユニーク・キ
ー列」プロパティーを使用して、各入力行を
識別するためにキー列とともに使用できる列
を指定できます。コネクターは、すべてのキ
ーの組み合わせについて、ユニーク・キー列
の値が最大である行を使用して、更新を実行
します。

削除

コネクターは、ターゲット表内の行を削除し
ようとします。この行は、入力リンクに到着
し、キー列のセットと一致するレコードに対
応する行です。
DELETE ステートメントの WHERE 節で使
用する列は、「キー列」プロパティーで指定
します。

更新してから挿入

コネクターは、ターゲット表内の行を更新し
ようとします。この行は、入力リンクに到着
し、キー列のセットと一致するレコードに対
応する行です。更新処理の結果で、更新対象
の行がなかったことが示された場合、コネク
ターは、レコードを新しい行としてターゲッ
ト表に挿入します。
UPDATE ステートメントの WHERE 節で使
用する列は、「キー列」プロパティーで指定
します。同様に、UPDATE ステートメント
の SET 節で使用する列は、「更新列」プロ
パティーで指定します。
入力データに、同じキーの組み合わせに一致
する行が複数含まれる場合、「ユニーク・キ
ー列」プロパティーを使用して、各入力行を
識別するためにキー列とともに使用できる列
を指定できます。コネクターは、すべてのキ
ーの組み合わせについて、ユニーク・キー列
の値が最大である行を使用して、更新を実行
します。

Greenplum データベース
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表 2. 書き込みモードおよび説明 (続き)
書き込みモード

説明

削除してから挿入

コネクターは、ターゲット表内の行を削除し
ようとします。この行は、入力リンクに到着
し、キー列のセットと一致するレコードに対
応する行です。削除処理の結果で、削除対象
の行がなかったことが示された場合、コネク
ターは、レコードを新しい行としてターゲッ
ト表に挿入します。
DELETE ステートメントの WHERE 節で使
用する列は、「キー列」プロパティーで指定
します。

ユーザー定義 SQL

コネクターは、ユーザーが指定した SQL ス
テートメントを実行します。複数の SQL ス
テートメントをセミコロンで区切って指定で
きます。
ユーザー定義 SQL では、以下の変数を使用
できます。
v [[staging]] – ステートメントが実行される
前に、コネクターは、この変数をステージ
ング表の名前に置き換えます。「ステージ
ング表モード」が「既存」に設定されてい
る場合、この変数は、「ステージング表モ
ード」>「表名」プロパティーで指定され
ている名前に置き換えられます。「ステー
ジング表モード」プロパティーが「自動」
に設定されている場合、この変数は、ジョ
ブ実行時にコネクターが生成するステージ
ング表名 (例えば、
GPCC_TT_20140211135938443mytable な
ど) に置き換えられます。
v [[table]] – SQL ステートメントが実行さ
れる前に、コネクターは、この変数を「表
名」プロパティーで指定されている表の名
前に置き換えます。
UPDATE TABLE [[table]] AS t SET t.col2
= s.col2 FROM [[staging]] AS s WHERE
t.col1 = s.col1
この場合、実行されるステートメントは、
次のようなステートメントになります。
UPDATE TABLE mytable AS t SET t.col2 =
s.col2 FROM
GPCC_TT_20140211135938443mytable AS s
WHERE t.col1 = s.col1

関連タスク:
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7 ページの『ターゲットとしての Greenplum Connector の構成』
Greenplum 表に行を書き込むように Greenplum Connector ステージを構成するに
は、ターゲット表またはビューを指定するか、SQL ステートメントを定義する必要
があります。

パラレル実行
実行時に、Greenplum Connector は、InfoSphere DataStage 処理ノードごとに
Greenplum パラレル・ファイル・サーバー・プログラム gpfdist を呼び出します。
処理ノードごとに 1 つの gpfdist プログラムが使用されます。処理ノードの数
は、InfoSphere DataStage パラレル・エンジン構成ファイル ($APT_CONFIG_FILE) に
より決まります。例えば、構成ファイルで 4 つのノードが定義されている場合、コ
ネクターは gpfdist の 4 つのインスタンス (各処理ノードに対して 1 つ) を呼び
出します。
ノード・マップの制約を使用して、Greenplum Connector を実行できる処理ノードの
数を制限できます。

InfoSphere DataStage から Greenplum へのデータ・タイプの
マッピング
Greenplum Connector ステージでデータの読み取りまたは書き込みが行われるとき、
InfoSphere DataStage データ・タイプが Greenplum データ・タイプに変換されま
す。
次の表に、InfoSphere DataStage データ・タイプと Greenplum データ・タイプの間
のマッピング・ルールを示します。
表 3. InfoSphere DataStage データ・タイプとそれに対応する Greenplum データ・タイプ
InfoSphere DataStage データ・タイプ

Greenplum データ・タイプ

BigInt

bigint

Binary

bit (スパース・ルックアップではサポート対
象外)

Bit

boolean

Char

char

Date

date

Decimal

decimal

Double

double

Float

real

Integer

int

LongNVarChar

text

LongVarBinary

bytea

LongVarChar

text

NChar

char

Numeric

decimal

NVarChar

varchar

Real

real
Greenplum データベース
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表 3. InfoSphere DataStage データ・タイプとそれに対応する Greenplum データ・タイプ (続
き)
InfoSphere DataStage データ・タイプ

Greenplum データ・タイプ

SmallInt

smallint

Time

time (マイクロ秒は含まれません)

TimeStamp

timestamp (マイクロ秒は常に含まれます)

TinyInt

(直接マッピングなし)

VarBinary

bit varying (スパース・ルックアップではサポ
ート対象外)

VarChar

varchar

次の Greenplum データ・タイプは InfoSphere DataStage データ・タイプに直接マッ
プされません。ジョブをこれらのデータ・タイプに構成する場合、InfoSphere
DataStage データ・タイプの VarChar を使用します。
v box
v cidr
v circle
v inet
v interval
v lseg
v macaddr
v path
v point
v polygon
v timetz
v timestamptz
v xml

Greenplum Connector ステージのトラブルシューティング
Greenplum Connector ステージに固有の共通エラーがいくつかあります。

コネクターが gpfdist プログラムを始動できない
Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム gpfdist が各 InfoSphere DataStage
ノードで実行された際に、プログラムを始動できなかったことを示すエラーが返さ
れます。

症状
プログラムを始動できなかったことを示すエラーを受け取ります。さらに、gpfdist
実行可能ファイルがシステム・パスにないことを示すオペレーティング・システ
ム・エラー・メッセージを受け取る場合もあります。

原因
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gpfdist プログラムが InfoSphere Information Server エンジン層のシステム・パス
にありません。

問題の解決
以下の作業を実行してください。
v 以下を更新します。
–

Windows

–

Linux

Windows を使用している場合は、システム環境
Linux を使用している場合は、dsenv ファイル

v 「IBM InfoSphere Information Server 接続ガイド: Greenplum データベースへのア
クセス編」の Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム (gpfdist) のトピッ
クに記載されているすべての指示に従っているかどうか確認します。
v ユーザーが DataStage に関連付けたオペレーティング・システムに gpfdist への
アクセス権があること、および gpfdist を実行する許可があることを確認しま
す。$GPHOME_LOADERS/bin ディレクトリーにある gpfdist へのアクセスおよび実
行を許可できます。

gpfdist プログラムとの接続が失敗する
Greenplum パラレル・ファイル配布プログラム gpfdist が各 InfoSphere DataStage
ノードで実行される際に、プログラムにアクセスできないことを示すエラーが返さ
れます。

症状
gpfdist プログラムと Greenplum サーバーの間でネットワーク・アクセスが到達で
きないことを示すエラー・コード 110 のエラーを受け取ります。

問題の解決
実行時に、Greenplum サーバーは gpfdist プログラムにアクセスします。
Greenplum サーバーが gpfdist が実行される InfoSphere DataStage ノードにネット
ワーク・アクセスできることを確認するために、以下の 1 つ以上の作業を実行しま
す。
v ping または wget コマンドを使用して、Greenplum サーバーから InfoSphere
DataStage ノードへの接続をテストします。
v gpfdist プログラムは http プロトコルを使用するため、http 接続が開いていて、
Greenplum サーバーおよび InfoSphere DataStage ノードでアクセス可能であるこ
とを確認します。http 接続をテストするには、Web ブラウザーまたは lynx コマ
ンドを使用します。
v InfoSphere DataStage パラレル構成ファイルの fastname 項目で示される
InfoSphere DataStage ノードのホスト名を Greenplum サーバーが解決できること
を確認します。場合により、InfoSphere Information Server エンジン層の IP アド
レスおよびホスト名をネットワーク hosts ファイルに追加する必要があります。

Greenplum データベース
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Greenplum のジオメトリック・データ・タイプまたはマルチフォ
ーマット・データ・タイプでデータが切り捨てられる
Greenplum のジオメトリック・データ・タイプまたはマルチフォーマット・デー
タ・タイプから読み取りを行うために Greenplum Connector で InfoSphere DataStage
Varchar データ・タイプを使用すると、一部のデータが切り捨てられることがありま
す。

症状
Greenplum のジオメトリック・データ・タイプまたはマルチフォーマット・デー
タ・タイプから読み取りを行うために InfoSphere DataStage Varchar データ・タイプ
を使用すると、出力リンクに送信されるデータが切り捨てられます。コネクターは
警告またはエラーを報告しません。

原因
一部の Greenplum データ・タイプは InfoSphere DataStage タイプに直接マップされ
ず、列グリッドで Varchar データ・タイプが使用されます。Varchar 列に対して定
義されている長さが短すぎて、これらのいずれかの Greenplum データ・タイプのデ
ータを一部しか格納できない場合、データは切り捨てられます。

問題の解決
リンクの Varchar 列の列長を大きくして、レコードのすべてのデータを列に格納で
きるようにしてください。

使用可能な基本セグメントを超える gpfdist インスタンスが外部
表にある
Greenplum Connector は、Greenplum サーバーで使用できる基本セグメントの数を超
える処理ノードを使用すると、エラーを報告します。

症状
ドライバーにより、使用可能な基本セグメントの数を超える gpfdist インスタンス
(または URL) が外部表にあることを報告するエラーが出されます。

問題の解決
Greenplum Connector によって呼び出される gpfdist インスタンスの数は、
DataStage ジョブで使用される処理ノードの数により決まります。各処理ノードは、
外部表で定義されている場所を提供する gpfdist プログラムのインスタンスを呼び
出し、それに接続します。
このエラーを解決するには、コネクターの処理ノードの数を特定し、次のいずれか
の作業を実行します。
v パラレル構成ファイル ($APT_CONFIG_FILE) で定義されているノードの数を、使用
可能な基本セグメントの数以下の値に減らします。
v ノード・プールを作成し、Greenplum Connector の処理ノードのサブセットを定義
します。このサブセットには、使用可能なセグメントよりも少ない数の処理ノー
ドを含めます。
v Greenplum セグメントが他の処理によって占有されないこと、および外部表をス
キャンするための十分な数のセグメントが許可されるように Greenplum サーバー
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が構成されていることを確認します。Greenplum サーバー構成パラメーターの
gp_external_max_segs を使用して、外部表をスキャンするセグメントの数を制御
できます。

キー列を使用したジョブが「エラー: 演算子が存在しません」とい
うエラーにより失敗する
Greenplum サーバーは、SQL ステートメントで 1 つ以上の列に対して等号演算子
(=) を使用することはサポートしていません。

症状
Greenplum サーバーのドライバーにより、タイプ <type> に対して演算子が存在し
ないことを示すエラーが報告されます。以下のようなエラー・メッセージが表示さ
れます。
エラー: 演算子が存在しません: <type>=<type> (ヒント: 指定された名前および引
数タイプに一致する演算子がありません。場合によっては、明示的な型キャストを
追加する必要があります。

原因
コネクターにより SELECT、DELETE、または UPDATE ステートメントが生成さ
れる場合、「キー列」プロパティーに指定されている列がステートメントの
WHERE 節で使用されます。WHERE 節で使用される列は、等号演算子をサポート
している必要があります。このエラーが発生する原因は、1 つまたはすべてのキー
列のデータ・タイプ (例えば、xml、polygon) が等号演算子をサポートしていないこ
とです。

問題の解決
次のいずれかの手順を実行します。
v ユーザー定義のステートメントを使用し、問題となっているタイプ <type> の列
を、等号演算子をサポートするタイプ (text など) にキャストします。
v キー列のリストから問題の列を削除します。

許可エラーでジョブが失敗する
Greenplum Connector が、gpfdist プログラムおよび外部表を使用してデータの読み
込みまたは書き込みを行うときに、エラーを報告します。

症状
ドライバーからの以下のエラーにより、外部表を作成するのに必要な権限がないこ
とが示されます。
エラー: 許可されませんでした: type gpfdist 外部表の作成権限がありません
ここで、type は、コネクターが作成する外部表のタイプです。

原因
ジョブが失敗する原因は、コネクターに対して指定されているユーザーまたはロー
ルに、外部表を作成するために必要な権限がないことです。

問題の解決
Greenplum データベース

25

このエラーを解決するには、コネクターが Greenplum データベースに接続するため
に使用するユーザーまたはロールに CREATEEXTTABLE 権限を付与する必要があ
ります。
以下に例を示します。 ALTER ROLE dsuser WITH CREATEEXTTABLE;
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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。

© Copyright IBM Corp. 2014
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付録 B. コマンド・ライン構文の読み方
この資料では、特殊文字を使用してコマンド・ライン構文を定義しています。
次の特殊文字によってコマンド・ライン構文が定義されます。
[ ]

オプションの引数を識別します。 大括弧で囲まれていない引数は必須で
す。

...

前の引数に複数の値を指定できることを示します。

|

同時には使用できない情報であることを示します。 区切り文字の左側の引
数か、右側の引数のどちらか一方を使用できます。単一のコマンド使用で、
両方の引数を使用することはできません。

{ }

同時には使用できない一連の引数を囲みます。この内の 1 つは必須です。
引数がオプションの場合、引数は大括弧 ([ ]) で囲まれます。

注:
v 引数の最大文字数は 256 です。
v 埋め込みのスペースがある引数値は、単一引用符または二重引用符で囲みます。
例:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source 引数は、wsetsrc コマンドで唯一必須の引数です。 他の引数は大括弧で囲ま
れています。これは、これらの引数がオプションであることを示します。
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
この例で、-l および -f format 引数は、同時には使用できないもので、オプション
でもあります。 profile 引数は必須です。 key 引数はオプションです。 key 引数の
あとの省略符号 (...) は、複数の key 名を指定できることを示します。
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
この例で、rule_pack および rule_set 引数は同時には使用できませんが、どちらか 1
つの引数は指定する必要があります。また、省略符号 (...) は、複数の rule_pack ま
たは rule_set を指定できることを示します。

© Copyright IBM Corp. 2014
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付録 C. 構文図の見方
本書で使用される構文図には、以下の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。以下の規則が使用され
ます。
– >>--- 記号は、構文図の始まりを示します。
– ---> 記号は、構文図が次の行に続くことを示します。
– >--- 記号は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– --->< 記号は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上にあります。
 required_item



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


optional_item

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



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

required_choice1
required_choice2



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


optional_choice1
optional_choice2

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


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

 required_item  repeatable_item



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



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

fragment-name



fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワードは大文字で表示され、最小の省略形が存在する場合にはそれも大文字
で表示されます。示されているとおりに入力する必要があります。
v 変数は、すべて小文字のイタリック体 (例えば、column-name) で表示されます。
これらは、ユーザーが指定する名前または値を表します。
v 図の中に句読点がない場合は、キーワードおよびパラメーターを 1 つ以上のスペ
ースで区切ります。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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付録 D. IBM の窓口
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および全般情報について、
IBM と連絡を取ることができます。 また、製品についてのフィードバックを行う
ことができます。
次の表に、お客様サポート、ソフトウェア・サービス、研修、製品およびソリュー
ション情報に関するリソースをリストしています。
表 4. IBM リソース

© Copyright IBM Corp. 2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Copyright IBM Corp. 2014
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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 5. 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 5. 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。

［マ行］
データ・タイプ
メタデータ

21

構成

33

3

ルックアップ処理

6

構成 1
ODBC アクセスの構成
gpfdist 2
Greenplum メタデータ

8

［カ行］

D

構成
構文

DELETE ステートメント
ジョブの失敗 25

コマンド・ライン
コネクター
列定義
コマンド

3

W
Web サイト
IBM 以外

29

31

G

6, 8

Greenplum
外部表の作成権限がありません

構文 29
コマンド・ライン構文
規則 29

ジョブの失敗
許可されませんでした
Greenplum Connector
外部表 24
書き込み

［サ行］
サポート
お客様

1

Greenplum パラレル・ファイル・サーバー

インポート

9

17

Greenplum データベース

［ラ行］

お客様サポート
連絡先

ランタイム列伝搬
ルックアップ

マッピング

インポート

［ア行］

Greenplum Connector (続き)

25

25

1

書き込み前に実行するアクション
33

参照リンク 8
商標
リスト 39
製品資料
アクセス 35
製品のアクセシビリティー
アクセシビリティー 27
ソフトウェア・サービス
連絡先 33

［タ行］
データ・タイプ
データの書き込み 21
DataStage 21
Greenplum 21
特殊文字
コマンド・ライン構文での
特記事項 39
トラブルシューティング
Greenplum Connector 22

© Copyright IBM Corp. 2014

29

14
構成 7
サポートされる方式 18
構成
ソースとしての Greenplum
Connector の構成 6
ターゲットとしての Greenplum
Connector の構成 7
ジョブ定義 4
ジョブのデザイン 3
スパース・ルックアップ
構成 10
データ切り捨て 24
ノーマル・ルックアップ 9
パラレル実行
gpfdist 21
プロパティー
表のアクション 14
ランタイム列伝搬 17
BEFORE SQL および AFTER SQL
ステートメントを実行する 12
NLS 17
読み取り
構成 6
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