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接続ガイド: JDBC データ・ソースへのアクセス編

JDBC データ・ソース
JDBC Connector を使用して、サポートされる JDBC データ・ソースに接続し、そ
れらのデータ・ソースに対するデータ・アクセスやメタデータ・インポートの操作
を実行します。
JDBC Connector を使用して、以下の操作を実行します。
v JDBC データ・ソースのデータを読み取る、または書き込む。
v InfoSphere Metadata Asset Manager (IMAM) を介して JDBC データ・ソースから
メタデータをインポートする。
関連資料:
46 ページの『JDBC Connector ステージのトラブルシューティング』
JDBC Connector ステージに固有の一般的エラーがいくつかあります。

ドライバー構成ファイルのセットアップ
JDBC Connector を使用する前に、ドライバー構成ファイルをセットアップする必要
があります。コネクターは、このファイルを使用して、システムで使用可能な
JDBC ドライバーに関する情報を取得します。

手順
1. すべてのユーザーに対して読み取りアクセス権を有効にしたドライバー構成ファ
イル isjdbc.config を作成します。 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。
2. テキスト・エディターを開いて、クラスパスおよびドライバー Java クラスを指
定する次の 2 行を組み込みます。
CLASSPATH=driver_classpath
CLASS_NAMES=driver_class_names

値 driver_classpath は、コネクターで使用する予定の JDBC ドライバーの累
積 Java クラスパスです。完全修飾ディレクトリー・パス、.jar ファイル・パ
ス、および .zip ファイル・パスのセミコロン区切りリストとして、値を指定し
ます。例えば、使用する予定のドライバーが .jar ファイルとして実装される場
合には、 driver_classpath 値に、その .jar ファイルの絶対パスを含めます。
ドライバーのクラスパスの要件について詳しくは、ドライバーの資料を参照して
ください。
値 driver_class_names は、コネクターで使用する予定の JDBC ドライバーに
よって実装される完全修飾ドライバー・クラス名のセミコロン区切りリストで
す。このドライバー・クラスは、JDBC API インターフェース java.sql.Driver
を実装するドライバーの Java クラスです。ドライバーによって実装されている
ドライバー・クラスについて詳しくは、ご使用の JDBC ドライバーの資料を参
照してください。 JAR ファイルとして実装され、JDBC 4.0 以降の JDBC 仕様
に基づくドライバーには、この情報を指定する必要はありません。これらの場合
は、コネクターがドライバー JAR ファイルからドライバー・クラス名を自動的
に判別することができます。
© Copyright IBM Corp. 2013, 2014
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3. isjdbc.config ファイルを InfoSphere® Information Server エンジン層ホストの
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 のホーム・ディレクトリーです。 例えば、ホー
ム・ディレクトリーは Windows システムでは C:¥IBM¥InformationServer、
Linux または UNIX システムでは /opt/IBM/InformationServer などとなりま
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。

例
この例では、ドライバー構成ファイルをセットアップする方法を示します。
以下の詳細を想定します。
v JDBC 4.0 ドライバーの Driver A と JDBC 3.0 ドライバーの Driver B の 2 つ
の JDBC ドライバーで JDBC Connector を使用します。
v Driver A は /opt/productA/driverA.jar ファイルとして実装され、 Driver B は
/app/productB/driverBimpl.jar ファイルとして実装されます。
v Driver A のドライバー Java クラスの名前は com.example.A.Driver、 Driver B
のドライバー Java クラスの名前は com.example.DriverB とします。
ドライバー構成ファイルをセットアップするには、以下のアクションを実行しま
す。
1. isjdbc.config ファイルを作成し、以下の 2 行を入力します。
CLASSPATH=/opt/productA/driverA.jar;/app/productB/driverBimpl.jar
CLASS_NAMES=com.example.A.Driver;com.example.DriverB

注: Driver A は JDBC 4.0 ドライバーで、このドライバーではコネクターがド
ライバー JAR ファイルからドライバー・クラス名を自動的に取得できるため、
CLASS_NAMES から com.example.A.Driver の値は省くことができます。
2. InfoSphere Information Server エンジン層ホストの IS_HOME/Server/DSEngine デ
ィレクトリーにファイルを保存します。ここで、IS_HOME は InfoSphere
Information Server ホーム・ディレクトリーです。
ドライバー構成ファイルの変更後に、DataStage エンジン、ISF エージェント、およ
び WebSphere Application Server の再始動は不要です。 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。

JDBC Connector ステージを使用するジョブのデザイン
ジョブ内で JDBC Connector ステージを使用して、それらのジョブのコンテキスト
内で JDBC データ・ソースからデータを読み取ったり、JDBC データ・ソースにデ
ータを書き込んだりできます。

始める前に
ドライバー構成ファイルをセットアップします。
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手順
1. JDBC Connector ステージを含んだジョブを定義します。
2. JDBC データ・ソースへの接続を定義します。
3. JDBC データ・ソースからデータを読み取るソース・ステージとして JDBC
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. JDBC Connector ステージをソースとして構成します。
b. 出力リンクの列定義をセットアップします。
4. JDBC データ・ソースにデータを書き込むターゲット・ステージとして JDBC
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. 入力リンクの列定義をセットアップします。
b. JDBC Connector ステージをターゲットとして構成します。
c. オプション。エラーのある入力データを管理するリジェクト・リンクを作成
します。
5. JDBC データ・ソース内のデータをルックアップする JDBC 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・ルックアップ操作を構成するか、スパース・ルックアップ操作を
構成します。

JDBC メタデータのインポート
JDBC 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
うジョブを設計する前に、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、JDBC
データ・ソース内の表およびビューを表現した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。

このタスクについて
JDBC 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 JDBC データ・ソースを含んでいるホスト・コンピューター
v データ・ソース
v データベース・スキーマ
v データベース表、システム表、およびビュー。インポートされる表はすべて、デ
ータベース表としてメタデータ・リポジトリーに保管されます。
v データベース列
InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して JDBC メタデータをインポートする
際、以下の点に留意してください。
v 「システム・オブジェクトを含める」を選択すると、JDBC Connector は、JDBC
表タイプ属性が SYSTEM TABLE に設定されているオブジェクトを含めるよう
JDBC ドライバーに要求します。データ・ソース内のどのオブジェクトがこの基
準を満たすかは JDBC ドライバーとデータ・ソースが判別します。
v メタデータのインポート先となるメタデータ・リポジトリー・ホスト・システム
とデータベース・オブジェクトを指定する際に、「データベース名」の値を指定
しないと、コネクターは、指定された JDBC 接続 URL 内で最初と 2 番目のコ
ロンの間にある値を使用します。コネクターが自動的に生成されるデフォルトの
JDBC データ・ソース
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データベース・オブジェクトのもとにメタデータをインポートしないようにする
には、メタデータのインポート先となる「データベース名」を入力してくださ
い。

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。
関連タスク:
5 ページの『JDBC データ・ソースへの接続』
JDBC 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
クションにある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。
関連資料:
41 ページの『メタデータのインポート』
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートする場
合、個々のデータ・オブジェクトをインポートするのでなく、スキーマ全体をイン
ポートすることによってパフォーマンスが向上する場合があります。使用可能なイ
ンポート方式は、JDBC ドライバーの実装およびインポートするオブジェクトの数
によって異なります。

JDBC Connector ステージを含んだジョブの定義
JDBC データ・ソースのデータを読み取る、書き込む、またはルックアップするた
めには、JDBC Connector ステージを含んだジョブを作成する必要があります。その
後、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. 次のステップで、JDBC 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・タイプのリストで、「JDBC Connector」を見つけま
す。
c. 「JDBC Connector ステージ」アイコンをキャンバスにドラッグします。
d. オプション: JDBC 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. 次のステップで、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 JDBC データ・ソースからデータを読み取るジョブの場合は、ジョブ内に次の
ステージを作成してから、JDBC 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 JDBC データ・ソースにデータを書き込むジョブの場合は、ジョブ内の他のス
テージから JDBC Connector ステージへのリンクを 1 つ以上作成します。
JDBC Connector ステージに複数の入力リンクがある場合、ステージ・エディ
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ターの「リンク順序」ページを使用して、リンクの論理順序を指定できます。
リジェクトされたレコードを管理する必要がある場合、リジェクトされたレコ
ードを保持するためのステージを追加してから、JDBC Connector からそのス
テージへのリジェクト・リンクを追加します。ステージに複数の入力リンクが
ある場合、リジェクト・リンクも複数設定でき、各リジェクト・リンクを特定
の入力リンクと関連付けることができます。
v JDBC データ・ソースをルックアップするジョブの場合は、Lookup ステージ
を含んだジョブを作成してから、JDBC 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。

JDBC データ・ソースへの接続
JDBC 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
クションにある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 isjdbc.config ドライバー構成ファイルを作成し、ドライバーに関する情報をこ
のファイル内に指定します。
v JDBC Connector ステージを組み込んだジョブを定義します。

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「JDBC
Connector ステージ」アイコンをダブルクリックします。
2. 「プロパティー」ページで、接続プロパティーの値を指定します。「URL」プロ
パティーには、JDBC データ・ソースの URL ストリングをドライバー固有のフ
ォーマットで指定します。
3. 「ユーザー名」および「パスワード」接続プロパティーで、接続の認証と許可の
ための、ユーザーの証明情報を指定します。一部のドライバーは、ユーザー名と
パスワードの値を直接、URL 接続ストリングに組み込むことをサポートしてい
ます。詳しくは、ご使用のドライバーの資料を参照してください。
4. 「属性」プロパティーには、ご使用のドライバーに固有の追加の接続プロパティ
ーを指定します。例えば、ドライバーが SSL 接続をサポートする場合、ここに
SSL 接続プロパティーを指定します。ドライバー固有の接続プロパティーは、そ
れぞれ別の行に、property_name=property_value の形式で入力してください。一
部のドライバーは、ドライバー固有の接続プロパティーを直接、URL 接続スト
リングに組み込むことをサポートしています。詳しくは、ご使用のドライバーの
資料を参照してください。
5. 「OK」をクリックして、詳細を保存します。
関連タスク:
1 ページの『ドライバー構成ファイルのセットアップ』
JDBC Connector を使用する前に、ドライバー構成ファイルをセットアップする必要
があります。コネクターは、このファイルを使用して、システムで使用可能な
JDBC ドライバーに関する情報を取得します。

JDBC データ・ソース

5

JDBC Connector ステージを使用したデータの読み取り
JDBC データ・ソースに接続し、データを読み取るように、JDBC Connector ステー
ジを構成できます。

始める前に
v JDBC Connector ステージを含んだジョブを定義します。
v JDBC 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
以下の図は、JDBC 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、JDBC Connector ステージが JDBC データ・ソースからデータを
読み取り、Sequential File ステージがファイルにそのデータを書き込みます。データ
を読み取るために JDBC Connector ステージを構成するときは、出力リンクを作成
します。下の図には、JDBC Connector ステージから Sequential File ステージに行
を転送する出力リンクが示されています。

図 1. データ・ソースからデータを読み取るために JDBC Connector ステージを使用する例

ソースとしての JDBC Connector の構成
JDBC 表内またはビュー内の行を読み取るか、ルックアップするように JDBC
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か、完全な
SELECT 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、JDBC 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」タブをクリックし、「使用法」セクションに読み取り操作の設
定を指定します。
4. 以下のいずれかの方式で、データのソースを指定します。
v 「実行時に SQL を生成」を「はい」に設定してから、表またはビューの名前
を「表名」プロパティーに入力します。table_name または owner.table_name
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という構文を使用します。ここで、owner は表のオーナーです。オーナーを指
定しないと、コネクターは、現在接続されているユーザーに属するスキーマを
使用します。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメ
ントを「SELECT ステートメント」プロパティーに指定します。
v 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SQL ステートメン
トを含んでいるファイルの完全修飾ファイル名を「SELECT ステートメン
ト」プロパティーに入力します。このファイルは、エンジン・ホストに常駐し
ていなければなりません。ファイル名を入力する場合、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定する必要もありま
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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パーティション読み取りのための JDBC Connector の構成
JDBC Connector ステージが、複数の処理ノードで実行されるように構成されている
場合、各処理ノードが他の処理ノードと同時にデータ・ソースからデータを読み取
ります。すべての処理ノードから取得されたレコードのパーティションは結合さ
れ、ステージの出力リンク用の完全なレコード・データ・セットが生成されます。

始める前に
v JDBC Connector ステージをパラレル・ジョブに追加します。
v データをルックアップするようにコネクターを構成する場合、「ルックアップ・
タイプ」プロパティーは必ず「ノーマル」に設定してください。

このタスクについて
パーティション読み取りを実行するように JDBC Connector ステージが構成される
と、ステージの各処理ノードはデータ・ソースからデータの一部分を読み取り、す
べての処理ノードによって取得されたレコードが結合され、出力リンク用の結果セ
ットが生成されます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、JDBC Connector ステージをダブルクリック
し、「ステージ」タブをクリックします。
2. 「高度」ページで、「実行モード」を「パラレル」または「デフォルト (パラレ
ル)」に設定してから、「出力」タブをクリックします。
3. コネクターが実行時に使用する SELECT ステートメントを定義します。
v 「SQL を生成」を「いいえ」に設定してから、SELECT ステートメントを
「SELECT ステートメント」プロパティーに指定するか、「ファイルから
SELECT ステートメントを読み取る」を「はい」に設定し、ファイルの名前
を「SELECT ステートメント」プロパティーに指定し、そのファイル内に
SELECT ステートメントを組み込みます。
4. 「パーティション読み取りを有効にする」を「はい」に設定します。SELECT ス
テートメント内で [[node-number]]、[[node-number-base-one]]、および
[[node-count]] の各プレースホルダーを使用して、個々の処理ノードでどの部分
のデータをフェッチするかを制御します。
5. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。
関連資料:
31 ページの『パーティション読み取り』
JDBC Connector ステージは、複数の処理ノード上で実行して、データ・ソースから
データを読み取るように構成できます。このようなシナリオでは、ステージの各処
理ノードが、データ・ソースからレコードのセット (パーティション) を取得しま
す。これらのパーティションは、その後、ステージの出力リンク用の完全な結果セ
ットを生成するために結合されます。

JDBC Connector ステージを使用したデータの書き込み
JDBC データ・ソースに接続し、データを書き込むように、JDBC Connector ステー
ジを構成できます。
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始める前に
v

JDBC Connector ステージを含んだジョブを定義します。

v

JDBC 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
以下の図は、データを書き込むために JDBC Connector を使用する例を示していま
す。この例では、Sequential File ステージがファイルからデータを読み取り、JDBC
Connector ステージが JDBC データ・ソースにデータを書き込みます。

図 2. データ・ソースにデータを書き込むために JDBC Connector ステージを使用する例

関連資料:
34 ページの『サポートされる書き込みモード』
JDBC 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、JDBC データ・ソースに行を書き込むときに使用するモードを指定
できます。

ターゲットとしての JDBC Connector の構成
JDBC 表に行を書き込むように JDBC 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、「JDBC 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. JDBC Connector ステージが JDBC 表にデータを書き込む方法を指定します。
以下の表に、データを書き込むためにコネクターを構成する方法を示します。

JDBC データ・ソース
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表 1. JDBC 表にデータを書き込む方式
方式

手順

実行時に SQL を自動的に生成する

1. 「実行時に SQL を生成」を「はい」に
設定します。
2. 「書き込みモード」を「挿入」、「更
新」、「削除」、「挿入してから更
新」、「更新してから挿入」、「削除し
てから挿入」、または「新規の行のみを
挿入」に設定します。
3. ターゲット表の名前を「表名」フィール
ドに入力します。table_name または
schema_name.table_name という構文を使
用します。ここで、schema_name は、表
を所有するスキーマです。 schema_name
が指定されていない場合、コネクター
は、現在接続されているユーザーのデフ
ォルトのスキーマを使用します。

SQL を手動で入力する

1. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」
に設定します。
2. 「書き込みモード」を「挿入」、「更
新」、「削除」、「挿入してから更
新」、「更新してから挿入」、「削除し
てから挿入」、「新規の行のみを挿
入」、または「カスタム」に設定しま
す。
3. 選択した書き込みモードに対応するフィ
ールドに SQL ステートメントを入力しま
す。

ファイルから SQL ステートメントを読み取
る

1. 「実行時に SQL を生成」を「いいえ」
に設定します。
2. 「書き込みモード」を「挿入」、「更
新」、「削除」、「挿入してから更
新」、「更新してから挿入」、「削除し
てから挿入」、「新規の行のみを挿
入」、または「カスタム」に設定しま
す。
3. 選択した書き込みモードに対応するフィ
ールドに、SQL ステートメントを含んで
いるファイルの完全修飾名を入力しま
す。
4. 「ファイルから INSERT ステートメント
を読み取る」、「ファイルから UPDATE
ステートメントを読み取る」、「ファイ
ルから DELETE ステートメントを読み
取る」、または「ファイルからカスタ
ム・ステートメントを読み取る」を「は
い」に設定します。
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4. 「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。

エラーを含むレコードのリジェクト
JDBC Connector ステージにリジェクト・リンクが含まれている場合、指定された条
件に一致するレコードは、リジェクト・リンクのターゲット・ステージに自動的に
送付されます。残りのレコードの処理は続行されます。

このタスクについて
リジェクト・リンクの構成に際して、レコードをリジェクトして、リジェクト済み
レコードを受け取るターゲット・ステージに送る時期を制御する 1 つ以上の条件を
選択します。また、リジェクトされたレコードに関連付けられた JDBC エラー・コ
ードとエラー・メッセージを組み込むように選択することもできます。リジェク
ト・リンクを定義しない場合、またはリジェクト・リンクは定義したが、失敗した
レコードが、指定されたリジェクト条件のいずれにも合致しない場合、コネクター
はエラーを報告し、ジョブを停止します。
JDBC データ・ソース
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ジョブを実行した後、リジェクトされたレコードを評価し、それに応じてジョブお
よびデータを調整できます。

手順
1. ジョブ・デザイン・キャンバスで、リジェクトされたレコードを受け取るター
ゲット・ステージを追加し、構成します。
2. 「JDBC Connector」ステージ・アイコンを右クリックし、ドラッグして、
JDBC Connector からのリンクを作成します。
3. リンクが JDBC Connector ステージの最初のリンクである場合は、そのリンク
を右クリックし、「リジェクトに変換」を選択します。JDBC Connector ステー
ジに既に入力リンクがある場合、新規リンクは自動的にリジェクト・リンクと
して表示されます。
4. コネクターをダブルクリックして、ステージ・エディターを開きます。
5. 「出力」ページで、「出力名 (downstream ステージ)」リストから、リジェク
トされたレコード用のターゲット・ステージへのリンクを選択します。
6. 「リジェクト」タブをクリックします。
7. 「選択された条件に基づいて行をリジェクト」リストから、入力リンクからの
レコードをリジェクト・リンクに送信するための条件を選択します。
8. 次の表のいずれかの方式を使用して、リジェクトされた行数が多すぎるために
ジョブを停止する場合のタイミングを指定します。
方式

手順

失敗した行のパーセンテージに基づいてジョ
ブを停止する。

1. 「異常終了条件」リストから、「パーセ
ント」を選択します。
2. 「リジェクト後に異常終了 (パーセン
ト)」フィールドに、ジョブを停止するこ
とになる、リジェクトされた行のパーセ
ンテージを入力します。
3. 「この後にカウントを開始 (行数)」フィ
ールドに、リジェクトされた行のパーセ
ンテージを計算するまでに処理する入力
行数を指定します。

失敗した行数に基づいてジョブを停止する。

1. 「異常終了条件」リストから、「行数」
を選択します。
2. 「リジェクト後に異常終了 (行数)」フィ
ールドに、ジョブを停止するまでに許可
する、リジェクトされた行の最大数を指
定します。

9. オプション: 「リジェクト行に追加」リストから、「ERRORCODE」または
「ERRORTEXT」、あるいは両方を選択します。 リジェクトされた各レコー
ドの「ERRORCODE」フィールドと「ERRORTEXT」フィールドは、レコー
ドがリジェクトされることになったリジェクト条件に従った値に設定されま
す。
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リジェクト条件

ERRORCODE の値

ERRORTEXT の値

SQL エラー

ドライバーから提供されたエ
ラー・コードが設定されま
す。

エラーに関してドライバーか
ら提供された情報を含んだテ
キスト・メッセージが設定さ
れます。

行が挿入されなかった

1

現行レコードに対してゼロ行
が挿入されたことを示すテキ
スト・メッセージが設定され
ます。

行が更新されなかった

2

現行レコードに対してゼロ行
が更新されたことを示すテキ
スト・メッセージが設定され
ます。

行が削除されませんでした

3

現行レコードに対してゼロ行
が削除されたことを示すテキ
スト・メッセージが設定され
ます。

10. 「OK」をクリックし、ジョブを保存します。
関連資料:
30 ページの『リジェクト条件』
JDBC データ・ソースにデータを書き込むために JDBC Connector を使用する場
合、リジェクト・リンクを JDBC Connector ステージに追加し、リジェクトされた
レコードをリンクの反対側に接続されているステージに送信することができます。
リジェクト条件によって、どのような場合にレコードがリジェクトされるかが決ま
ります。
34 ページの『サポートされる書き込みモード』
JDBC 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、JDBC データ・ソースに行を書き込むときに使用するモードを指定
できます。

JDBC データ・ソース内のデータのルックアップ
JDBC データ・ソースに対するノーマル・ルックアップまたはスパース・ルックア
ップを実行するようにコネクターを構成できます。

始める前に
v JDBC Connector ステージを含んだジョブを定義します。
v JDBC 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
以下の図で、Lookup ステージは、Lookup ステージが提供する入力パラメーター値
に基づいて JDBC データ・ソースからデータを抽出します。参照リンクは JDBC
Connector ステージから Lookup ステージに向かっているように見えますが、JDBC
Connector ステージはリンクが転送するデータの転送元でも、転送先でもあります。
入力パラメーターが Lookup ステージの入力リンクから参照リンクに転送され、
JDBC Connector ステージが提供する出力値が JDBC Connector ステージから
Lookup ステージに転送されます。出力値は、Lookup ステージに定義されている列
JDBC データ・ソース
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マッピングに従って、Lookup ステージの出力リンク上の列に送付されます。
図 3. Lookup ステージでの JDBC Connector ステージの使用例

ノーマル・ルックアップ操作の構成
JDBC データ・ソースからレコードのセットを取得し、それらを同じジョブ内の
Lookup ステージに提供するように JDBC Connector ステージを構成できます。その
後は、Lookup ステージがそれらのレコードに対してノーマル (メモリー内の) ルッ
クアップ操作を実行します。

始める前に
v JDBC Connector ステージが JDBC データ・ソースから読み取るレコードのフォ
ーマットを指定するために、リンクの列定義をセットアップします。
v 参照データのソースとして JDBC Connector ステージを構成します。

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、指定された 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 ステージは、コネクターから提供された結果セ
ットのデータを検索し、Lookup ステージ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
モリー内のキャッシュ・データに対し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。
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一般的に、表内のすべての行がメモリー内に収まるくらいにターゲット表が小さい
場合、ノーマル・ルックアップを使用します。

手順
1. Lookup ステージをジョブ・デザイン・キャンバスに追加し、JDBC 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。
2. JDBC Connector ステージをダブルクリックします。
3. 「ルックアップ・タイプ」リストから、「ノーマル」を選択します。
4. 変更を保存するには、「OK」をクリックします。
5. Lookup ステージをダブルクリックします。
6. 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、ルックアップ操作の入力値として使用される値が含
まれています。
7. 入力リンクと参照リンクの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. 入力リンクと参照リンクから出力リンクに列を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には、メニューの「制約」アイコンをク
リックします。
c. 「ルックアップ失敗時」列で、値を選択してから、「OK」をクリックしま
す。「リジェクト」を選択する場合、リジェクトされたレコードを取り込む
ために、ジョブ構成内に Lookup ステージからのリジェクト・リンクと、タ
ーゲット・ステージがなければなりません。
d. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存して、コンパイルし、実行します。
関連タスク:
11 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。
6 ページの『ソースとしての JDBC Connector の構成』
JDBC 表内またはビュー内の行を読み取るか、ルックアップするように JDBC
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か、完全な
SELECT ステートメントを定義する必要があります。

スパース・ルックアップ操作の構成
JDBC データ・ソースに対してスパース (直接) ルックアップ操作を実行するように
JDBC Connector ステージを構成できます。

始める前に
v JDBC Connector ステージが JDBC データ・ソースから読み取るレコードのフォ
ーマットを指定するために、リンクの列定義をセットアップします。
v 参照データのソースとして JDBC Connector ステージを構成します。

JDBC データ・ソース
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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・セットごとに、指定された 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内で指定される入力パラメーターに
は、対応する列が参照リンクに定義されていなければなりません。各入力レコード
には、キー列によって表されるパラメーター値のセットが含まれています。JDBC
Connector ステージは、SELECT ステートメント内のバインド変数にパラメーター
値を設定してから、ステートメントを実行します。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 JDBC 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
送付されます。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
て直接実行されるので、直接ルックアップとも呼ばれます。
一般的に、ターゲット表が大きすぎてメモリーに収まらない場合にスパース・ルッ
クアップを使用します。

手順
1. Lookup ステージをジョブ・デザイン・キャンバスに追加し、JDBC 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。
2. JDBC Connector ステージをダブルクリックします。
3. 「ルックアップ・タイプ」リストから、「スパース」を選択します。
4. キー列を指定します。
a. コネクターをソースとして構成したときに「SQL を生成」を「はい」に設定
した場合、表名を指定し、「列」ページでキー列を指定します。
b. コネクターをソースとして構成したときに「SQL を生成」を「いいえ」に設
定した場合、「SELECT ステートメント」プロパティーの値を指定します。
SELECT ステートメントの select 部分で、Lookup ステージに返す列をリス
トします。選択リスト内の列に、参照リンク上に一致する列があることを確
認してください。ステートメントの WHERE 節内の各パラメーターには、単
語 ORCHESTRATE が必要なほか、列名の先頭にピリオドが追加される必要が
あります。ORCHESTRATE は、すべて大文字でも、すべて小文字でもかまい
ません (例えば、ORCHESTRATE.Field001)。次の SELECT ステートメント
は、正しい構文の WHERE 節の例です: select Field002,Field003 from
MY_TABLE where Field001 = ORCHESTRATE.Field001。単語 ORCHESTRATE の
後に続く列名には、参照リンク上に一致するキー列がなければなりません。
5. 変更を保存するには、「OK」をクリックします。
6. Lookup ステージをダブルクリックします。
7. 入力リンクと参照リンクの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. 入力リンクと参照リンクから出力リンクに列を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には、メニューの「制約」アイコンをク
リックします。
c. 「ルックアップ失敗時」列で、値を選択してから、「OK」をクリックしま
す。「リジェクト」を選択する場合、リジェクトされたレコードを取り込む
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ために、ジョブ構成内に Lookup ステージからのリジェクト・リンクと、タ
ーゲット・ステージがなければなりません。
d. 「OK」をクリックします。
8. ジョブを保存して、コンパイルし、実行します。
関連タスク:
7 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。
6 ページの『ソースとしての JDBC Connector の構成』
JDBC 表内またはビュー内の行を読み取るか、ルックアップするように JDBC
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か、完全な
SELECT ステートメントを定義する必要があります。

リファレンス
以降のセクションでは、JDBC Connector の具体的な機能と使用シナリオをより詳細
に説明します。

JDBC Connector のプロパティー
これらのオプションを使用して、コネクターによるデータの読み取りおよび書き込
み方法を管理します。

「識別子を引用符で囲む」プロパティー
生成される SQL ステートメント内でオブジェクト名を引用符で囲むようにコネク
ターを構成するには、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定し
ます。

使用法
自動的に SQL ステートメントを生成するようにコネクターを構成する際、ステー
トメント内の列、スキーマ、および表のオブジェクト名をドライバーでサポートさ
れる引用符で囲むようにコネクターを構成できます。大/小文字を保持する場合、ま
たは名前の一部にスペースや特殊文字を使用することを許可する場合、ステートメ
ント内のオブジェクト名を引用符で囲むことが必要になる可能性があります。
コネクターはドライバーに照会して、データ・ソースで使用される引用符を判別し
ます。コネクターは、この情報を取得できない場合、デフォルトでは二重引用符を
引用符として使用します。

例
データ・ソースは二重引用符を引用符として使用し、ステートメント内のオブジェ
クト名が明示的に二重引用符で囲まれていないと、それらのオブジェクト名を自動
的に大文字に変更するとします。以下の表に、列名、表名、および「識別子を引用
符で囲む」プロパティー値のそれぞれの組み合わせに対して生成される SELECT ス
テートメントの例を示します。

JDBC データ・ソース
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入力リンク列

表名

「識別子を引用符で
囲む」プロパティー
に設定されている値

c1, c2

t1

いいえ

SELECT c1, c2
FROM t1

c1, c2

t1

はい

SELECT "c1","c2"
FROM "t1"

c1, c2

s1.t1

いいえ

SELECT c1, c2
FROM s1.t1

c1, c2

s1.t1

はい

SELECT "c1", "c2"
FROM "s1"."t1"

生成されるステート
メント

関連資料:
28 ページの『列の出力仕様』
コネクターは、SELECT ステートメントを使用してデータ・ソースから行を読み取
るとき、SELECT ステートメントによって戻された列名を、出力リンクに定義され
ている列にマップする必要があります。

トランザクション管理のためのプロパティー
「分離レベル」プロパティーを使用して、コネクターがデータ・ソースに対して確
立する接続上のトランザクションの分離レベルを指定します。

使用法
このプロパティーのデフォルト値は、「デフォルト」です。この値が選択される
と、コネクターはトランザクションの分離レベルを何も設定せず、ドライバーのデ
フォルトの分離レベルが使用されます。ドライバーがサポートする分離レベルと、
ドライバーがそれらをバックエンドのデータ・ソースによってサポートされる分離
レベルにマップする方法について詳しくは、ご使用のドライバーの製品資料を参照
してください。
「分離レベル」プロパティーに「デフォルト」以外の値が選択され、コネクター
が、指定された分離レベルを設定できなかった場合、コネクターはジョブを停止
し、エラー・メッセージをログに記録します。エラー・メッセージには、ドライバ
ーからのエラー情報が含まれています。コネクターは、特定の分離レベルを設定し
ても、ドライバーによって自動的に分離レベルが変更されたと判断した場合、ジョ
ブを停止し、エラー・メッセージをログに記録します。
ドライバーが分離レベルをサポートしていない場合、「分離レベル」プロパティー
は「デフォルト」に設定しなければなりません。
コネクターは、接続の「自動コミット・モード」の使用可能化もサポートします。
このモードが選択されると、データ・ソースへの接続上でコネクターによって実行
される操作は、完了後、自動的にコミットされます。

「レコードの順序付け」プロパティー
「レコードの順序付け」プロパティーを使用して、複数の入力リンクからのレコー
ドの処理順序を指定します。
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使用法
「レコードの順序付け」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 2. 「レコードの順序付け」プロパティーの値
値

説明

すべてのレコード

最初のリンクからのすべてのレコードが処理
され、次に 2 番目のリンクからのすべての
レコードが処理され、以降のリンクも同様に
処理されます。

最初のレコード

すべてのリンクからのすべてのレコードが処
理されるまで、それぞれのリンクから 1 つ
ずつレコードが処理されます。

順次

「キー列」、「列名」、「ソート順序」、
「NULL 順序」、および「大/小文字を区別
する」の各プロパティーに指定した順序に基
づいて、入力リンクからレコードが選択され
ます。

例
この例では、「レコードの順序付け」プロパティー値の変更が、ステージによって
レコードが処理される順序にどのように影響するかについて説明します。
JDBC Connector ステージに、Link1、Link2、および Link3 の 3 つの入力リンクが
あるとします。各リンクに 2 つの列が定義されています。VarChar(20) タイプの C1
と Date タイプの C2 です。
レコードは、次の表に示す順序でこれらのリンクに到着します。
レコード番号

Link1

Link2

Link3

1

value 2,2001-01-01

NULL,2002-02-01

Value 3,2003-03-01

2

NULL,2001-01-02

value 2,2002-02-02

value 2,2003-03-02

3

Value 1,2001-01-03

Value 3,2002-02-03

Value 2,2003-03-03

4

value 3,2001-01-04

value 4,2003-03-04

設定は以下のとおりとします。
v 「レコードの順序付け」は「順次」に設定されています。
v 列 C1 がソートのキー列として使用されます。
v 「ソート順序」は、「昇順」に設定されています。
v 「NULL 順序」は、「前」に設定されています。
v 「大/小文字を区別する」は、「いいえ」に設定されています。
このシナリオの場合、コネクターは、指定されているソート・オプションに基づい
て入力リンク全体のレコードをソートし、レコードは次の表に示す順序で処理され
ます。

JDBC データ・ソース
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順序

リンク

レコード

1

Link1

NULL,2001-01-02

2

Link2

NULL,2002-02-01

3

Link1

Value1,2001-01-03

4

Link1

value2,2001-01-01

5

Link2

value2,2002-02-02

6

Link3

value2,2003-03-02

7

Link3

Value2,2003-03-03

8

Link1

value3,2001-01-04

9

Link2

Value3,2002-02-03

10

Link3

Value3,2003-03-01

11

Link3

value4,2003-03-04

「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して、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します。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 3. 「表のアクション」プロパティーの値
値

説明

追加

表に対し、何のアクションも実行されませ
ん。このオプションがデフォルトです。

作成

実行時に表を作成します。
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。新規
表の列名は、リンク上の列名と一致しま
す。新規表の列のデータ・タイプは、リン
クの列定義から生成されます。
v 「実行時に CREATE TABLE ステートメ
ントを生成」を「いいえ」に設定して、
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。
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表 3. 「表のアクション」プロパティーの値 (続き)
値

説明

置換

実行時に表を置換します。
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」に設定して、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」に設定して、
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」に設定して、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」に設定して、
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。

切り捨て

実行時に表を切り捨てます。
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」に設定して、
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
て、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。

表のアクションによって指定されたステートメントが失敗した場合にジョブが失敗
するよう構成するには、以下の該当するプロパティーを「はい」に設定します。
v CREATE TABLE ステートメントが失敗した場合にジョブを中止
v DROP TABLE ステートメントが失敗した場合にジョブを中止
v TRUNCATE TABLE ステートメントが失敗した場合にジョブを中止
それ以外の場合、ステートメントが失敗すると、コネクターは警告メッセージをロ
グに記録し、ジョブは続行されます。
JDBC データ・ソース
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「スキーマの不一致をレポート」プロパティー
「スキーマの不一致をレポート」プロパティーを使用して、リンクの列定義とデー
タ・ソース内の列定義を比較します。

使用法
「スキーマの不一致をレポート」プロパティーを「はい」に設定して、リンクの列
定義とデータ・ソース内の列定義を比較します。コネクターは、検出したデータ・
タイプの矛盾に関するメッセージをすべてログに記録します。
ドライバーと使用シナリオによっては、コネクターが一部の矛盾を検出できない場
合があります。コネクターは、ベスト・エフォート方式でスキーマ不一致レポート
を実行します。スキーマ不一致レポートとは関係なく、コネクターは、データ・タ
イプ変換またはデータ切り捨てのエラーを検出した場合、エラー・メッセージをロ
グに記録します。
入力リンクのレコードをデータ・ソースに書き込むようにコネクターが構成されて
いる場合、「スキーマの不一致をレポート」プロパティーは、コネクターが SQL
ステートメントを自動的に生成するように構成されている場合にのみ、入力リンク
で使用可能になります。 SQL ステートメントを手動で指定すると、コネクター
は、スキーマの矛盾の早期検出を実行しようとせず、「スキーマの不一致をレポー
ト」プロパティーは使用不可になります。

「不一致のフィールドをドロップ」プロパティー
「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーを使用して、入力リンク上の未使
用列の処理方法を指定します。

使用法
入力リンクからのデータをデータ・ソースに書き込むジョブを作成するとき、「不
一致のフィールドをドロップ」プロパティーを使用して、入力リンク上の未使用列
(フィールド) の処理方法を制御できます。入力リンク上の未使用列とは、コネクタ
ーが、ターゲット SQL ステートメント内のいずれのパラメーターともペアにでき
なかった列を指します。
「不一致のフィールドをドロップ」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 4. 「不一致のフィールドをドロップ」プロパティーの値
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値

説明

はい

コネクターは、入力リンク上の未使用列をす
べてドロップします。ドロップされた列ごと
に、コネクターは、情報メッセージをジョ
ブ・ログに書き込んで、列とその関連値が無
視されたことを示します。

いいえ

コネクターは、入力リンク上で未使用列を検
出すると、エラー・メッセージをログに記録
し、ジョブを停止します。
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「識別子を引用符で囲む」プロパティーを使用して、入力リンク列とターゲットの
SQL ステートメント・パラメーターまたは表列の間の名前マッチングで、大/小文字
を区別するかどうかを指定できます。
関連資料:
17 ページの『「識別子を引用符で囲む」プロパティー』
生成される SQL ステートメント内でオブジェクト名を引用符で囲むようにコネク
ターを構成するには、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定し
ます。

「非 Unicode 列の文字セット」プロパティー
文字セット・プロパティーを使用して、ステージに接続されるリンク上の非
Unicode 列に使用する文字セットを指定できます。

使用法
「非 Unicode 列の文字セット」プロパティーを使用して、「拡張」プロパティーが
Unicode に設定されていない Char、VarChar、および LongVarChar の各リンク列の
値に使用する文字セットを選択します。
プロパティーを「デフォルト」に設定すると、エンジン・ホスト・システムのロケ
ールの文字セットが使用されます。
プロパティーを「カスタム」に設定する場合は、使用する文字セットの名前を指定
する必要があります。「拡張」プロパティーが Unicode に設定されていない
Char、VarChar、および LongVarChar の各リンク列の値を対象にした文字セット・
エンコードの名前を「文字セット名」プロパティーに設定してください。
すべての使用可能な文字セットのリストを取得するには、このプロパティーの「選
択」ボタンをクリックします。

「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
を使用して、データの処理前または処理後に、セミコロンで区切られた SQL ステ
ートメントを実行するように、コネクターを構成します。ジョブ内でいずれかのデ
ータを処理する前または処理した後に SQL ステートメントを実行するように、あ
るいは各ノードでデータを処理する前または処理した後に 1 回 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。

使用法
データ・アクセスのためにデータ・ソース・オブジェクトを準備する操作を実行す
る必要がある場合、データの処理前または処理後に 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することができます。指定する SQL ステートメントは、ジョ
ブ全体で 1 回、どのデータが処理されるよりも前に実行されます。
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
JDBC データ・ソース
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ステートメント」プロパティーに INSERT、UPDATE、または DELETE などの
DML ステートメントを指定すると、DML ステートメントの結果は個々のノードで
可視になります。
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、各ノードでいずれかのデータが処理され
る前に 1 回、または各ノードでいずれかの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。
処理の前または後に実行するステートメントを指定する場合、SQL ステートメント
を入力するか、SQL ステートメントを含んでいるファイルの絶対パスを入力しま
す。SQL ステートメントには、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、操作は停止します。ファイル名を指定する
場合、ファイルはエンジン層ホスト上に常駐している必要があり、「ファイルから
BEFORE SQL ステートメントを読み取る」プロパティー、「ファイルから
BEFORE SQL (ノード) ステートメントを読み取る」プロパティー、「ファイルか
ら AFTER SQL (ノード) ステートメントを読み取る」プロパティー、または「フ
ァイルから AFTER SQL ステートメントを読み取る」プロパティーを「はい」に
設定しなければなりません。
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」のいずれかのプロパティーに指定されているステートメント
のセットを実行する際、セット内のいずれかのステートメントが失敗すると、エラ
ーを報告し、ジョブを停止します。警告メッセージを報告し、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することもできます。警告
メッセージを報告するようにコネクターを構成するには、「BEFORE SQL ステー
トメントが失敗した場合にジョブを中止」、 「BEFORE SQL (ノード) ステートメ
ントが失敗した場合にジョブを中止」、「AFTER SQL (ノード) ステートメントが
失敗した場合にジョブを中止」、または「AFTER SQL ステートメントが失敗した
場合にジョブを中止」プロパティーを「いいえ」に設定します。
データベースにレコードを書き込むためにコネクターが使用され、データを書き込
む前にターゲット表に対して表のアクションを実行するようにコネクターが構成さ
れている場合、「表のアクションを最初に実行」プロパティーを使用して、
BEFORE SQL ステートメントと表のアクション・ステートメントのどちらを先に実
行するか制御できます。

「開始および終了 SQL ステートメントを実行」プロパティー
「開始および終了 SQL ステートメントを実行」プロパティーを使用して、各トラ
ンザクションで、トランザクションの開始直後とトランザクションの正常終了の直
前に SQL ステートメントを実行します。
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使用法
「BEGIN 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
は、コネクターがトランザクションを開始するたび、そのトランザクション内でレ
コードが処理される前に実行されます。
「END 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は、
トランザクション内のすべてのレコードが処理された後、トランザクションが正常
終了する直前に実行されます。
ジョブの終了時に、ステージの個々の処理ノードで「BEGIN SQL ステートメン
ト」と「END SQL ステートメント」が実行された回数を示す情報メッセージがジ
ョブ・ログに書き込まれます。
JDBC Connector では、トランザクションを使用してステージのリンク上のレコード
をグループ化し、それらのレコードを単一作業単位として処理できるようにしま
す。各トランザクション内のレコードの数は、「レコード・カウント」コネクタ
ー・プロパティー、「ウェーブの終わり」マーカー・レコード、またはその両方の
組み合わせを使用して定義されます。以下の条件が満たされる場合、JDBC
Connector のトランザクションは、ステージの接続先である JDBC データ・ソース
のトランザクションに対応します。
v データ・ソースがトランザクション・データ・ソースである。
v JDBC Connector 内で、「自動コミット・モード」プロパティーが「使用不可」に
設定されている。
v JDBC Connector 内で、「分離レベル」プロパティーが「デフォルト」以外の値に
設定されている。または、値が「デフォルト」に設定されており、データ・ソー
スのデフォルトの分離レベルが、データ・ソース内でのトランザクションの使用
を暗黙指定している場合。
「BEGIN SQL ステートメント」プロパティーおよび「END SQL ステートメン
ト」プロパティーは、JDBC Connector ステージのトランザクションが JDBC デー
タ・ソースのトランザクションに対応するかどうかに関係なく適用可能です。
ジョブ実行時、「BEGIN SQL ステートメント」プロパティーと「END SQL ステ
ートメント」プロパティーに出現する [[node-number]]、[[node-number-baseone]]、および [[node-count]] の各式はすべて、現行処理ノードの 0 から始まる
索引、現行処理ノードの 1 から始まる索引、およびステージの処理ノードの総数に
それぞれ置き換えられます。
例えば、JDBC Connector ステージが 3 つの処理ノードで実行されるように構成さ
れており、「BEGIN SQL ステートメント」プロパティーに以下の値が設定されて
いるとします。
INSERT INTO T1 VALUES ([[node-number]], ’Node [[node-number-base-one]] of
[[node-count]]’)
ジョブ実行時、ステージは、個々の処理ノードで以下の「BEGIN SQL ステートメ
ント」を実行します。
v 最初のノード: INSERT INTO T1 VALUES (0, ’Node 1 of 3’)
v 2 番目のノード: INSERT INTO T1 VALUES (1, ’Node 2 of 3’)
JDBC データ・ソース
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v 3 番目のノード: INSERT INTO T1 VALUES (2, ’Node 3 of 3’)
「BEGIN SQL ステートメント」プロパティーと「END 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は、データ・レコードを処理するメイ
ン・ステートメントがオープンされている間に実行されます。例えば、コネクタ
ー・ステージに出力リンクがある場合、「BEGIN SQL ステートメント」プロパテ
ィーと「END SQL ステートメント」プロパティーに含まれているステートメント
が作成され、実行されるときは、データ・ソースからレコードを読み取る SELECT
ステートメントがオープンになっています。別の例として、コネクター・ステージ
に入力リンクがあり、レコードをデータ・ソースに挿入するように構成されている
とします。「BEGIN SQL ステートメント」プロパティーと「END SQL ステート
メント」プロパティーに含まれているステートメントが作成され、実行されるとき
は、レコードをデータ・ソースに挿入するために使用される INSERT ステートメン
トがオープンになっています。
一部の JDBC ドライバーでは、接続上で一度にオープンできるステートメントが 1
つに限られます。そのようなドライバーで「BEGIN SQL ステートメント」プロパ
ティーまたは「END SQL ステートメント」プロパティーを使用すると、ドライバ
ーからエラーが報告され、ジョブは失敗します。

ランタイム列伝搬
実行時に出力リンクに列を自動的に追加するように JDBC 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使用可能にするには、事前に IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage アドミニストレーターからプロジェクト・レベルでパラ
レル・ジョブのランタイム列伝搬を使用可能にする必要があります。
JDBC Connector ステージのランタイム列伝搬プロパティーが有効である場合、コネ
クターは、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の列を検査
します。コネクターは、次にこの列セットと出力リンクに定義されている列セット
を比較します。結果セット内のいずれかの列が出力リンクに定義されていない場
合、コネクターはそれを出力リンクに追加します。
「ランタイム列伝搬」プロパティーを表示して有効にするには、まず、DataStage
and QualityStage アドミニストレーターで現行 DataStage プロジェクトの「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しなければなり
ません。次に、ステージ・エディターで出力リンクの「列」ページの「ランタイム
列伝搬」チェック・ボックスを選択します。
リンク列が特定の結果セット列に存在するかどうかをチェックするために、コネク
ターは、以下のステップを実行します。
1. いずれかのリンク列の「出力仕様」プロパティーが結果セット列名と一致するか
どうかをチェックします。このマッチングは大/小文字が区別されます。「出力仕
様」プロパティー値が引用符で始まり引用符で終わる場合、プロパティーがチェ
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ックされる前に引用符付きの識別子は削除されます。一致する列が見つかった場
合、その列は結果セット列を表すものと見なされて、コネクターは、リンクに列
を追加しません。
2. 一致する列が見つからない場合、コネクターは、いずれかのリンク列の「名前」
プロパティーが結果セット列と一致するかどうかをチェックします。このマッチ
ングでは、リンクの「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「はい」に設定さ
れている場合にのみ、大/小文字が区別されます。一致する列が見つかった場合、
その列は結果セット列を表すものと見なされて、コネクターは、リンクに列を追
加しません。一致する列が見つからない場合、コネクターは、列をリンクに追加
します。コネクターは、結果セット列と同じ名前を使用して列を出力リンクに追
加します。ただし、以下のような変更が行われます。
v ドル記号 ($) は __036__ 値に置換されます。
v ポンド記号 (#) は __035__ 値に置換されます。
v アンダースコアー記号 (_)、ドル記号 ($)、およびポンド記号 (#) 以外の非英
数字はすべてアンダースコアーのペア (__) 値に置換されます。
v アンダースコアーのペアとの置換が行われた場合、または列名の先頭文字が英
字、アンダースコアー記号 (_)、ドル記号 ($)、またはポンド記号 (#) でない
場合は、接頭部 CC_n が列名に追加されます。ここで、n は、SELECT ステ
ートメント・リスト内の SQL 式の列の索引です。
v ドライバーから、結果セット列名が空ストリングまたは NULL であると報告
があった場合、列の索引 (1、2、など) が列名として使用されます。
v 空白文字は無視されます。
v 生成された列名が、既にリンクに追加済みの列名と同じ名前になった場合は、
接尾部 m が追加されます。ここで、m は、固有の列名となる、1 以上の最小
の整数値です。
コネクターが追加する列の「出力仕様」プロパティーは、結果セット列名に一致す
る値に設定されます。

例
以下の例で、ランタイム列伝搬の仕組みを説明します。
データ・ソースからデータをフェッチし、出力リンクにレコードを提供するように
JDBC Connector ステージが構成されているとします。さらにこの例では、出力リン
クの「ランタイム列伝搬」チェック・ボックスが選択されているものとします。
出力リンクには列が何も定義されておらず、コネクターは、表 TABLE1 から読み取
るための SELECT ステートメントを自動的に生成するように構成されていると仮定
します。TABLE1 には、C1、C2、および C3 の各列が含まれています。コネクター
は、ステートメント SELECT * FROM TABLE1 を生成して実行し、C1、C2、およ
び C3 の各列を出力リンクに追加します。
出力リンクには列が何も定義されておらず、コネクターは、表 TABLE1 から読み取
るための SELECT ステートメントを自動的に生成するように構成されていると仮定
します。TABLE1 には、C$1、C 2、および C!3# の各列が含まれています。コネク
ターは、ステートメント SELECT * FROM TABLE1 を生成して実行し、

JDBC データ・ソース

27

C__036__1、C2、および CC_3_C__3__035__ の各列を出力リンクに追加します。コ
ネクターは、以下の方法で列名を生成します。
C$1

コネクターは、$ を __036__ で置換します。

C 2

コネクターは、C と 2 の間のスペース文字を削除します。

C!3#

コネクターは、! を __ で置換し、# を __035__ で置換します。さらに、
この列は結果セット内の 3 番目の列であることから、接頭部 CC_3_ を追
加します。

列の出力仕様
コネクターは、SELECT ステートメントを使用してデータ・ソースから行を読み取
るとき、SELECT ステートメントによって戻された列名を、出力リンクに定義され
ている列にマップする必要があります。
コネクターは次のプロセスを使用して列をマップします。コネクターはまず、
SELECT ステートメントによって戻された列名に一致する値が「出力仕様」プロパ
ティーに設定されている出力リンク列を探します。リンク上でそのような列が見つ
からない場合、コネクターは SELECT ステートメントによって戻された列名に一致
する値が「名前」プロパティーに設定されている出力リンク列を探します。そのよ
うな列が再度見つからない場合に、リンクのランタイム列伝搬が有効であれば、コ
ネクターは列を出力リンクに追加します。それ以外の場合は、データ・ソースから
行を読み取るとき、SELECT ステートメントによって戻された列の値を無視しま
す。
コネクターは列をマップする際、「識別子を引用符で囲む」プロパティーの値は無
視して、SELECT ステートメントによって戻された列名と出力リンク列の「出力仕
様」プロパティーの値を大/小文字を区別する方法で比較します。「出力仕様」の値
が引用符で囲まれている場合は、引用符を削除してから比較が実行されます。しか
し、ステートメントの列名と出力リンク列の「名前」の値の比較は、「識別子を引
用符で囲む」プロパティーの値に基づいた方法で行われます。このプロパティーが
「はい」に設定されていると、比較は大/小文字の区別があり、このプロパティーが
「いいえ」に設定されていると、比較に大/小文字の区別はありません。
実行時に SELECT ステートメントを自動的に生成するように構成されている場合、
コネクターは、指定された「表名」プロパティーと出力リンクの列定義に基づいて
ステートメントを組み立てます。出力リンクのランタイム列伝搬が有効な場合、コ
ネクターは、次のステートメントを生成して、すべての表列をステートメントに組
み込みます。
SELECT * FROM table_name

出力リンクのランタイム列伝搬が有効でない場合、コネクターは、出力リンクの列
のみをステートメントに組み込みます。出力リンクの列ごとに、その列の「出力仕
様」プロパティーに設定されている値が組み込まれます。「出力仕様」プロパティ
ーに値が設定されていない場合、コネクターは「名前」プロパティーに設定されて
いる値をステートメントに組み込みます。
コネクターは、生成する SELECT ステートメントに「出力仕様」の値を組み込む
際、常に、リンクの列に指定されているのとまったく同じフォームでそれらの値を
組み込みます。これには、「出力仕様」の値に指定されているいずれの引用符も含
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まれます。一方、生成する SELECT ステートメントのテキストに列の「名前」の値
を組み込む場合、「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「はい」に設定されて
いると、コネクターは、値を引用符で囲んでステートメントのテキストに含めま
す。「識別子を引用符で囲む」プロパティーが「いいえ」に設定されていると、コ
ネクターは、リンクの列に指定されているフォームと同じフォームで値を組み込み
ます。

例
表 T1 に以下の列があるとします。
C1 A
C1 B
C2
この表から行を読み取る場合、出力リンクの列を定義し、「名前」プロパティーは
それぞれ「C1A」、「C1B」、および「C2」に設定し、「出力仕様」プロパティー
は空ストリングに設定します。次に、以下の SELECT ステートメントを実行するよ
うコネクターを構成します (データ・ソースが列別名をサポートするものとしま
す)。
SELECT "C1 A" AS C1A, "C1 B" AS C1B, C2 FROM T1

この場合、ステートメントによって返される列は、C1A、C1B、および C2 です。
コネクターは、出力リンク上で、これらの値のいずれかが「出力仕様」プロパティ
ーに設定されている列を検出しません。しかし、これらの値のそれぞれが「名前」
プロパティーに設定されている列が見つかるので、ステートメントの列をそれらの
出力リンク列に正常にマップします。
代わりに、出力リンク列の「出力仕様」プロパティー値を使用することもできま
す。出力リンクに C1A 列、C1B 列、および C2 列を定義し、C1A 列の「出力仕
様」プロパティーは「C1 A」に設定し、C1B 列の「出力仕様」プロパティーは「C1
B」に設定し、C2 列の「出力仕様」プロパティーは空のままにします。次に、
SELECT ステートメントを自動的に生成するようステージを構成します。
コネクターは、C1A 列および C1B 列の「出力仕様」プロパティーを使用して、次
の SELECT ステートメントを生成します。
SELECT "C1 A", "C1 B", C2 FROM T1

この場合、ステートメントによって返される列は、C1 A、C1 B、および C2 で
す。出力リンク列の「出力仕様」プロパティーは「C1 A」に設定されており、これ
はステートメントの列名「C1 A」に対応しているため、コネクターはステートメン
トの列 C1 A を出力リンク列 C1A にマップします。同様に、出力リンク列 C1B
の「出力仕様」プロパティーは「C1 B」に設定されており、これもまたステートメ
ントの列名「C1 B」に対応しているため、コネクターはステートメントの列 C1 B
を出力リンク列 C1B にマップします。最後に、コネクターはステートメントの列
C2 を出力リンク列 C2 にマップします。
関連資料:
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17 ページの『「識別子を引用符で囲む」プロパティー』
生成される SQL ステートメント内でオブジェクト名を引用符で囲むようにコネク
ターを構成するには、「識別子を引用符で囲む」プロパティーを「はい」に設定し
ます。
26 ページの『ランタイム列伝搬』
実行時に出力リンクに列を自動的に追加するように JDBC Connector ステージを構
成できます。

リジェクト条件
JDBC データ・ソースにデータを書き込むために JDBC Connector を使用する場
合、リジェクト・リンクを JDBC Connector ステージに追加し、リジェクトされた
レコードをリンクの反対側に接続されているステージに送信することができます。
リジェクト条件によって、どのような場合にレコードがリジェクトされるかが決ま
ります。
以下のリジェクト条件を設定できます。
SQL エラー
ドライバーが、コネクターによって指定された書き込み操作を実行しようと
してエラーを報告してきた場合。この条件は、すべての書き込みモードに適
用可能です。
行が挿入されませんでした
該当レコードに対して、指定された INSERT ステートメントが実行され、
ステートメントはエラーにならなかった。しかし、ターゲット表には行が何
も挿入されなかった場合。この条件は、次の書き込みモードに適用可能です
: 挿入、挿入してから更新、更新してから挿入、削除してから挿入、新規の
行のみを挿入。
行が更新されませんでした
該当レコードに対して、指定された UPDATE ステートメントが実行され、
ステートメントはエラーにならなかった。しかし、ターゲット表内で更新さ
れた行がなかった場合。この条件は、次の書き込みモードに適用可能です:
更新、挿入してから更新。
行が削除されませんでした
該当レコードに対して、指定された DELETE ステートメントが実行され、
ステートメントはエラーにならなかった。しかし、ターゲット表から削除さ
れた行がなかった場合。この条件は、「削除」書き込みモードに対してのみ
適用可能です。
適用可能でない書き込みモードでリジェクト条件が選択されている場合、コネクタ
ーはリジェクト条件の設定を無視します。
関連タスク:
11 ページの『エラーを含むレコードのリジェクト』
JDBC Connector ステージにリジェクト・リンクが含まれている場合、指定された条
件に一致するレコードは、リジェクト・リンクのターゲット・ステージに自動的に
送付されます。残りのレコードの処理は続行されます。
関連資料:
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34 ページの『サポートされる書き込みモード』
JDBC 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、JDBC データ・ソースに行を書き込むときに使用するモードを指定
できます。

パーティション読み取り
JDBC Connector ステージは、複数の処理ノード上で実行して、データ・ソースから
データを読み取るように構成できます。このようなシナリオでは、ステージの各処
理ノードが、データ・ソースからレコードのセット (パーティション) を取得しま
す。これらのパーティションは、その後、ステージの出力リンク用の完全な結果セ
ットを生成するために結合されます。
パーティション読み取りを可能にするには、「パーティション読み取りを有効にす
る」プロパティーを「はい」に設定します。
ステージは、パーティション読み取り用に構成されると、「SELECT 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各処理ノードで実行します。
ステートメント内で特殊なプレースホルダーを使用することで、各処理ノードがデ
ータ・ソースから確実に別個のレコードのパーティションを取得するようにできま
す。
以下のプレースホルダーをステートメント内で使用して、それぞれの処理ノードが
取得する別個のレコードのパーティションを指定できます。
v [[node-number]] - 実行時に現行処理ノードの索引に置き換えられます。索引は 0
から始まります。プレースホルダーは、最初の処理ノードでは値 0 に置き換えら
れ、2 番目の処理ノードで値 1、3 番目の処理ノードで値 2 と、以下同様に置き
換えられていきます。
v [[node-number-base-one]] - 実行時に現行処理ノードの索引に置き換えられます。
索引は 1 から始まります。プレースホルダーは、最初の処理ノードでは値 1 に
置き換えられ、2 番目の処理ノードで値 2、3 番目の処理ノードで値 3 と、以下
同様に置き換えられていきます。
v [[node-count]] - ステージの処理ノードの総数。デフォルトでは、この数はパラレ
ル構成ファイル内のノードの数です。パラレル構成ファイルの場所は、
APT_CONFIG_FILE 環境変数で指定されます。ステージ・エディターで「ステー
ジ」ページの下の「高度」ページにあるノード制約を定義することで、パラレル
構成ファイルに含まれるノードのサブセットでステージを実行するように構成で
きます。
パーティション読み取りが有効で、「ファイルから SELECT ステートメントを読
み取る」プロパティーが「はい」に設定されていると、コネクターは、このプロパ
ティーによって指定されたファイルの場所にアクセスする前に、「SELECT ステー
トメント」プロパティーの値に含まれている [[node-number]]、[[node-number-baseone]]、および [[node-count]] の各プレースホルダーをすべて解決します。ファイル
から SELECT ステートメントのテキストを取得した後、再度、ステートメントのテ
キスト内の [[node-number]]、[[node-number-base-one]]、および [[node-count]] の各プ
レースホルダーをすべて解決してからステートメントを実行します。
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プレースホルダーのサポートは、「BEFORE SQL (ノード)」プロパティーと
「AFTER SQL (ノード)」プロパティーにも適用されます。パーティション読み取
りが有効な場合は、BEFORE SQL (ノード) および AFTER SQL (ノード) のステー
トメント内の [[node-number]]、[[node-number-base-one]]、および [[node-count]] の各
プレースホルダーがすべて各処理ノードで解決されてから、ステートメントが実行
されます。「ファイルから BEFORE SQL (ノード) ステートメントを読み取る」プ
ロパティーまたは「ファイルから AFTER SQL (ノード) ステートメントを読み取
る」プロパティーが「はい」に設定されている場合、「BEFORE SQL (ノード)」プ
ロパティーまたは「AFTER SQL (ノード)」プロパティーに指定されているファイ
ル名に含まれる [[node-number]]、[[node-number-base-one]]、および [[node-count]] の
各プレースホルダーがすべて解決されてからファイルが開かれます。また、ファイ
ルから取得した BEFORE SQL (ノード) および AFTER SQL (ノード) のステート
メント内の [[node-number]]、[[node-number-base-one]]、および [[node-count]] の各プ
レースホルダーも各処理ノードで解決されてから、そのノードのステートメントが
実行されます。
それぞれの処理ノードのステートメントによって返されるレコードは、必ず同じフ
ィールド定義を持つようにしてください。例えば、ある処理ノードのステートメン
トが、C1 INTEGER 列、C2 VARCHAR(20) 列、および C3 DATE 列を持つレコー
ドを返す場合、残りすべての処理ノードのステートメントも、同じ列定義を持つレ
コードを返すことを確認してください。

例
データ・ソース表 TABLE1 からレコードを読み取るようにステージが構成されてい
るとします。表には、C1 INTEGER、C2 VARCHAR(10)、および C3 DATE の列が
あります。また、ステージは、4 つの処理ノード上でパラレルに実行され、パーテ
ィション読み取りを実行するように構成されているものとします。「SELECT ステ
ートメント」プロパティーには以下の値が設定されています。
SELECT C1, C2, C3 FROM TABLE1 WHERE MOD(C1, [[node-count]]) = [[node-number]]

コネクターは、各処理ノードで以下のステートメントを実行します。
表 5. 各処理ノードで実行されるステートメント
ノード

ステートメント

1

SELECT C1, C2, C3 FROM TABLE1
WHERE MOD(C1, 4) = 0

2

SELECT C1, C2, C3 FROM TABLE1
WHERE MOD(C1, 4) = 1

3

SELECT C1, C2, C3 FROM TABLE1
WHERE MOD(C1, 4) = 2

4

SELECT C1, C2, C3 FROM TABLE1
WHERE MOD(C1, 4) = 3

ソース表には以下の行が含まれているとします。
表 6. ソース表の行
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C1

C2

C3

1

Value one

2013-01-01
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表 6. ソース表の行 (続き)
C1

C2

C3

2

Value two

2013-01-02

3

Value three

2013-01-03

4

Value four

2013-01-04

5

Value five

2013-01-05

6

Value six

2013-01-06

7

Value seven

2013-01-07

8

Value eight

2013-01-08

9

Value nine

2013-01-09

10

Value ten

2013-01-10

最初の処理ノード (ノード索引 0) によって読み取られる行は、以下のとおりです。
表 7. 最初の処理ノードによってフェッチされる行
C1

C2

C3

4

Value four

2013-01-04

8

Value eight

2013-01-08

2 番目の処理ノード (ノード索引 1) によってフェッチされる行は、以下のとおりで
す。
表 8. 2 番目の処理ノードによってフェッチされる行
C1

C2

C3

1

Value one

2013-01-01

5

Value five

2013-01-05

9

Value nine

2013-01-09

3 番目の処理ノード (ノード索引 2) によってフェッチされる行は、以下のとおりで
す。
表 9. 3 番目の処理ノードによってフェッチされる行
C1

C2

C3

2

Value two

2013-01-02

6

Value six

2013-01-06

10

Value ten

2013-01-10

4 番目の処理ノード (ノード索引 3) によってフェッチされる行は、以下のとおりで
す。
表 10. 4 番目の処理ノードによってフェッチされる行
C1

C2

C3

3

Value three

2013-01-03

7

Value seven

2013-01-07

関連タスク:
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8 ページの『パーティション読み取りのための JDBC Connector の構成』
JDBC Connector ステージが、複数の処理ノードで実行されるように構成されている
場合、各処理ノードが他の処理ノードと同時にデータ・ソースからデータを読み取
ります。すべての処理ノードから取得されたレコードのパーティションは結合さ
れ、ステージの出力リンク用の完全なレコード・データ・セットが生成されます。

サポートされる書き込みモード
JDBC 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、JDBC データ・ソースに行を書き込むときに使用するモードを指定
できます。
以下の表に、書き込みモードをリストし、各書き込みモードの場合にコネクターが
ターゲット表に対して実行する操作を説明します。
表 11. 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、入力リンクからのレコードを
行としてターゲット表に挿入しようとしま
す。

更新

コネクターは、入力リンクに到着したレコー
ドに対応するターゲット表内の行を更新しよ
うとします。

削除

コネクターは、入力リンクに到着したレコー
ドに対応するターゲット表内の行を削除しよ
うとします。

新規の行のみを挿入

この書き込みモードの動作は、「挿入」書き
込みモードに非常に似ています。ただし、こ
の書き込みモードが選択されると、保全性制
約違反のためにデータベースに書き込むこと
ができないレコードは無視され、コネクター
は残りのレコードを処理します。保全性制約
違反以外のエラーが発生した場合も、コネク
ターは引き続きエラーをログに記録し、ジョ
ブを停止します。

挿入してから更新

入力レコードごとに、コネクターは、まずレ
コードを新規行としてターゲット表に挿入し
ようとします。保全性制約違反のために挿入
処理が失敗した場合、コネクターは、ターゲ
ット表内の既存の行を入力レコードの新規値
で更新します。

更新してから挿入

入力レコードごとに、コネクターは、まずタ
ーゲット表内で一致する行を見つけ、その行
を入力レコードの新規値で更新しようとしま
す。更新処理の結果、更新された行がゼロ行
だった場合、コネクターは、レコードを新規
行としてターゲット表に挿入します。
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表 11. 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

入力レコードごとに、コネクターは、まずタ
ーゲット表内の一致する行を削除しようとし
ます。実際に行が削除されたか否かに関係な
く、次にコネクターは、INSERT ステートメ
ントを実行して、レコードを新規行としてタ
ーゲット表に挿入します。

カスタム

コネクターは、入力レコードに対してステー
トメントのセットを実行します。このセット
には、ゼロ個のステートメントまたはセミコ
ロンで区切られた 1 つ以上のステートメン
トが含まれます。

コネクターは、実行時に INSERT ステートメントを生成する場合、すべての入力リ
ンク列をステートメントの VALUES 節に使用します。実行時に UPDATE ステー
トメントを生成する場合は、入力リンクのすべてのキー列をステートメントの
WHERE 節に使用し、入力リンクのすべての非キー列をステートメントの SET 節
に使用します。実行時に DELETE ステートメントを生成する場合は、入力リンクの
すべてのキー列をステートメントの WHERE 節に使用します。
コネクターは、バッチ・モードでステートメントを実行できます。このモードの場
合、コネクターは、個々のレコードではなく、レコードのバッチに対してステート
メントを実行します。
コネクターは、以下の条件がすべて満たされた場合にのみ、バッチ・モードでステ
ートメントを実行します。
v 「書き込みモード」プロパティーが「挿入」、「更新」、「削除」、または「カ
スタム」に設定されている。
v ステージにリジェクト・リンクが定義されていない。
v 「バッチ・サイズ」プロパティーが 1 より大きい値に設定されている。
v ドライバーが操作のバッチ・モードをサポートしている。
それ以外の場合、コネクターは個々のレコードに対してステートメントを実行しま
す。

例
以下は、DataStage のバインド・パラメーター構文 (ORCHESTRATE.param_name) を使
用するユーザー定義の INSERT ステートメントの例です。
INSERT INTO TABLE1 VALUES (ORCHESTRATE.C1, ORCHESTRATE.C2)

この場合、コネクターは、名前を使用してステートメント・パラメーターを入力リ
ンク列にバインドします。ステートメント・パラメーター ORCHESTRATE.C1 は入力
リンク列 C1 にマップされ、ステートメント・パラメーター ORCHESTRATE.C2 は入
力リンク列 C2 にマップされます。
以下は、DataStage (ORCHESTRATE.param_name) と JDBC (疑問符) のバインド・パラ
メーター構文を組み合わせたユーザー定義の UPDATE ステートメントの例です。
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UPDATE TABLE_TEST SET C2 = ORCHESTRATE.C2, C3 = ?
WHERE C1 = ? + ORCHESTRATE.C4 AND C4 = ?

この場合、コネクターは、ORCHESTRATE ステートメント・パラメーターは名前に
よって入力リンク列にバインドし、疑問符ステートメント・パラメーターは位置に
よってバインドします。上記の例の場合、バインド・パラメーター ORCHESTRATE.C2
と ORCHESTRATE.C4 は入力リンク列 C2 と C4 にそれぞれバインドされ、1 番目、
2番目、3 番目の疑問符は、1 番目、2番目、3 番目の入力リンク列にそれぞれバイ
ンドされます。
関連タスク:
11 ページの『エラーを含むレコードのリジェクト』
JDBC Connector ステージにリジェクト・リンクが含まれている場合、指定された条
件に一致するレコードは、リジェクト・リンクのターゲット・ステージに自動的に
送付されます。残りのレコードの処理は続行されます。
8 ページの『JDBC Connector ステージを使用したデータの書き込み』
JDBC データ・ソースに接続し、データを書き込むように、JDBC Connector ステー
ジを構成できます。
関連資料:
30 ページの『リジェクト条件』
JDBC データ・ソースにデータを書き込むために JDBC Connector を使用する場
合、リジェクト・リンクを JDBC Connector ステージに追加し、リジェクトされた
レコードをリンクの反対側に接続されているステージに送信することができます。
リジェクト条件によって、どのような場合にレコードがリジェクトされるかが決ま
ります。

データ・タイプのマッピング
InfoSphere DataStage は、Java データ・タイプとも JDBC データ・タイプとも異な
るデータ・タイプをサポートします。コネクターは、操作を完了するために、コネ
クターが使用されるシナリオに応じて、データ・タイプをマップする必要がありま
す。

InfoSphere DataStage データ・タイプから Java データ・タイプへ
のデータ・タイプ・マッピング
JDBC データ・ソースからレコードを読み取り、それらを出力リンクに提供する
か、入力リンクからレコードを読み取り、それらを JDBC データ・ソースに書き込
むために、DataStage ジョブ内でステージとして使用される場合、コネクターは
InfoSphere DataStage データ・タイプを Java データ・タイプにマップします。
コネクターは、以下のシナリオのもとで、DataStage データ・タイプを Java デー
タ・タイプにマップします。
v コネクターは、JDBC データ・ソースからレコードを読み取る際、Java タイプの
値として JDBC ドライバーからフィールド値を取得する。ドライバーから取得し
た値に使用する Java データ・タイプを判別するために、コネクターは、リンク
上の対応する列の DataStage データ・タイプをチェックします。
v コネクターは、JDBC データ・ソースにレコードを書き込む際、Java タイプの値
として JDBC ドライバーにフィールド値を提供する。ドライバーに提供する値に
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使用する Java データ・タイプを判別するために、コネクターは、リンク上の対
応する列の DataStage データ・タイプをチェックします。
以下の表に、InfoSphere DataStage データ・タイプと Java データ・タイプの間のマ
ッピング・ルールを示します。
注: 一部の InfoSphere DataStage データ・タイプに対しては、複数の Java データ・
タイプが表にリストされています。そのような場合、コネクターは、対応する
JDBC データ・ソース列を最も忠実に記述するものと判断した Java データ・タイプ
を選択します。
表 12. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する Java データ・タイプ
InfoSphere DataStage データ・タイプ

Java データ・タイプ

BigInt

long

BigInt (符号なし)

java.lang.String

Binary

byte[]

Bit

boolean

Char

java.lang.String

Char (Unicode)

java.lang.String

Date

java.sql.Date

Decimal

java.math.BigDecimal

Double

double

Float

float

Integer

int

Integer (符号なし)

long

LongNVarChar

java.sql.NClob、java.sql.Clob、java.lang.String

LongVarBinary

java.sql.Blob、byte[]

LongVarChar

java.sql.NClob、java.sql.Clob、java.lang.String

LongVarChar (Unicode)

java.sql.NClob、java.sql.Clob、java.lang.String

NChar

java.lang.String

Numeric

java.math.BigDecimal

NVarChar

java.lang.String

Real

float

SmallInt

short

SmallInt (符号なし)

int

Time

java.sql.Time

Time (マイクロ秒)

java.sql.Time

Timestamp

java.sql.Timestamp

Timestamp (マイクロ秒)

java.sql.Timestamp

TinyInt

byte

TinyInt (符号なし)

short

VarBinary

byte[]

VarChar

java.lang.String

VarChar (Unicode)

java.lang.String
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表 12. InfoSphere DataStage データ・タイプと対応する Java データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage データ・タイプ

Java データ・タイプ

Unknown

java.lang.String

InfoSphere DataStage データ・タイプからネイティブ・データ・タ
イプへのデータ・タイプ・マッピング
コネクターは、実行時にターゲット表を作成し、CREATE TABLE ステートメント
を生成するように構成されている場合、入力リンク列の InfoSphere DataStage デー
タ・タイプをデータ・ソースのネイティブ・データ・タイプにマップします。その
後、ネイティブ・データ・タイプを、生成されるステートメントの列定義に組み込
みます。
各入力リンク列の CREATE TABLE ステートメントに指定するネイティブ・デー
タ・タイプを判別するために、コネクターは、まずリンク列の DataStage データ・
タイプを JDBC データ・タイプにマップします。次に、JDBC ドライバーに照会し
て、その JDBC データ・タイプに対応するネイティブ・データ・タイプを判別しま
す。
以下の表に、InfoSphere DataStage データ・タイプと JDBC データ・タイプの間の
マッピング・ルールを示します。
注: 特定の InfoSphere DataStage データ・タイプに対しては、複数の JDBC デー
タ・タイプが表にリストされています。そのような場合、コネクターは、まず最初
にリストされている JDBC データ・タイプについて、ネイティブ・データ・タイプ
を JDBC ドライバーに照会します。ドライバーから、それに対応するネイティブ・
データ・タイプがないと報告された場合、コネクターはリストにある残りの JDBC
データ・タイプについて、ドライバーに照会を続けます。コネクターが、リストさ
れている最後の JDBC データ・タイプまで達しても、ドライバーからは、対応する
ネイティブ・データ・タイプがないという報告が続く場合、コネクターは JDBC デ
ータ・タイプのリテラルをステートメントに組み込みます。そのような場合は、生
成された CREATE TABLE ステートメントの手動変更が必要になる可能性がありま
す。
表 13. JDBC データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ

38

InfoSphere DataStage データ・タイプ

JDBC データ・タイプ

BigInt

BIGINT

BigInt (符号なし)

BIGINT

Binary

BINARY、VARBINARY

Bit

BIT、BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INTEGER

Char

CHAR、VARCHAR

Char (Unicode)

NCHAR、NVARCHAR、CHAR

Date

DATE

Decimal

DECIMAL、NUMERIC

Double

DOUBLE、FLOAT

Float

FLOAT、REAL、DOUBLE

Integer

INTEGER

Integer (符号なし)

INTEGER

LongNVarChar

NCLOB、LONGNVARCHAR、CLOB、LONGVARCHAR、
NVARCHAR、VARCHAR
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表 13. JDBC データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ (続き)
InfoSphere DataStage データ・タイプ

JDBC データ・タイプ

LongVarBinary

BLOB、LONGVARBINARY、VARBINARY

LongVarChar

CLOB、LONGVARCHAR、VARCHAR

LongVarChar (Unicode)

NCLOB、LONGNVARCHAR、CLOB、LONGVARCHAR、
NVARCHAR、VARCHAR

NChar

NCHAR、NVARCHAR、CHAR

Numeric

NUMERIC、DECIMAL

NVarChar

NVARCHAR、NCHAR、VARCHAR

Real

REAL、FLOAT、DOUBLE

SmallInt

SMALLINT、INTEGER

SmallInt (符号なし)

SMALLINT、INTEGER

Time

TIME

Time (マイクロ秒)

TIME

Timestamp

TIMESTAMP

Timestamp (マイクロ秒)

TIMESTAMP

TinyInt

TINYINT、SMALLINT、INTEGER

TinyInt (符号なし)

TINYINT、SMALLINT、INTEGER

VarBinary

VARBINARY、BINARY

VarChar

VARCHAR、CHAR

VarChar (Unicode)

NVARCHAR、NCHAR、VARCHAR

Unknown

NCLOB、LONGNVARCHAR、CLOB、LONGVARCHAR、
NVARCHAR、VARCHAR

JDBC データ・タイプから InfoSphere DataStage データ・タイプ
へのデータ・タイプ・マッピング
DataStage 列が JDBC データ・タイプから設定される出力リンクでは、Java
Connector ステージが JDBC データ・タイプを InfoSphere DataStage データ・タイ
プにマップします。
コネクターは、以下のシナリオのもとで、JDBC データ・タイプを InfoSphere
DataStage データ・タイプにマップします。
v コネクターに出力リンクがあり、リンクの「ランタイム列伝搬」設定が選択され
ている。コネクターは、JDBC データ・ソース内の列定義に基づいて、実行時に
列定義をリンクに追加します。リンクに構成されている SELECT ステートメント
によって組み込まれるデータ・ソース内の列ごとに、コネクターが JDBC デー
タ・タイプを InfoSphere DataStage データ・タイプにマップします。
v コネクターがデータ・ソース内のデータの読み取り、書き込み、またはルックア
ップを行い、「スキーマの不一致をレポート」プロパティーが「はい」に設定さ
れている。コネクターは、データ・ソース内の列定義とリンクの列定義に互換性
があるかどうか判断しようとします。不一致を検出した場合、コネクターは警告
メッセージをログに記録します。
v InfoSphere Metadata Asset Manager (IMAM) 内で、コネクターが JDBC データ・
ソースから表定義をインポートする。コネクターが JDBC データ・ソースから表
定義を入手する際、その表定義内の列のデータ・タイプは、JDBC ドライバーに
よって報告された JDBC データ・タイプのままです。コネクターがこの表定義を
メタデータ・リポジトリーに保存するためには、コネクターが JDBC 列データ・
タイプを DataStage 列データ・タイプにマップする必要があります。
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以下の表に、JDBC データ・タイプと InfoSphere DataStage データ・タイプの間の
マッピング・ルールを示します。
表 14. JDBC データ・タイプと対応する InfoSphere DataStage データ・タイプ
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InfoSphere DataStage データ・タイプ

ARRAY

VarChar

BIGINT

BigInt

BINARY

Binary

BIT

Bit

BLOB

LongVarBinary

BOOLEAN

Bit

CHAR

Char

CLOB

LongVarChar

DATALINK

VarChar

DATE

Date

DECIMAL

Decimal

DISTINCT

VarChar

DOUBLE

Double

FLOAT

Double

INTEGER

Integer

JAVA_OBJECT

VarChar

LONGNVARCHAR

LongNVarChar

LONGVARBINARY

LongVarBinary

LONGVARCHAR

LongVarChar

NCHAR

NChar

NCLOB

LongNVarChar

NULL

VarChar

NUMERIC

Numeric

NVARCHAR

NVarChar

OTHER

VarChar

REAL

Real

REF

VarChar

ROWID

VarChar

SMALLINT

SmallInt

SQLXML

VarChar

STRUCT

VarChar

TIME

Time

TIMESTAMP

Timestamp (マイクロ秒)

TINYINT

TinyInt

VARBINARY

VarBinary

VARCHAR

VarChar

上記以外のデータ・タイプ

VarChar
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「すべての列を Unicode として生成」プロパティーが「はい」に設定されている
と、表の 2 列目にある Char、VarChar、および LongVarChar の各値は、
NChar、NVarChar、および LongNVarChar にそれぞれ変更されます。
関連タスク:
3 ページの『JDBC メタデータのインポート』
JDBC 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
うジョブを設計する前に、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、JDBC
データ・ソース内の表およびビューを表現した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。
関連資料:
26 ページの『ランタイム列伝搬』
実行時に出力リンクに列を自動的に追加するように JDBC Connector ステージを構
成できます。
22 ページの『「スキーマの不一致をレポート」プロパティー』
「スキーマの不一致をレポート」プロパティーを使用して、リンクの列定義とデー
タ・ソース内の列定義を比較します。

パフォーマンスの最適化
パフォーマンスの最適化につながる可能性がある、JDBC Connector ステージのさま
ざまな設定を構成できます。

ドライバー設定
ご使用のドライバーの要件、機能、および構成オプションをよく理解したうえで、
パフォーマンスを向上させるための設定を調整します。
一部の JDBC ドライバーは、URL 接続ストリング内にカスタム接続プロパティー
を指定することをサポートしています。URL 接続ストリングは「URL」接続プロパ
ティーに指定します。
一部のドライバーは、「属性」プロパティーに name=value 形式でカスタム接続プ
ロパティーをリストすることで、カスタム接続プロパティーを指定することをサポ
ートしています。この方法でオプションが指定される場合、各オプションは別々の
行に指定される必要があります。
また、パフォーマンス上のメリットを提供するために、特定のオプションのセット
を使用して Java 仮想マシン (JVM) が構成されていることをドライバーが必要とす
る場合があります。ステージの各処理ノードで JVM が初期設定されるときに
InfoSphere DataStage ジョブで使用するカスタム JVM オプションを指定できます。
「Java 設定」プロパティーがこの目的に使用されます。

メタデータのインポート
IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートする場
合、個々のデータ・オブジェクトをインポートするのでなく、スキーマ全体をイン
ポートすることによってパフォーマンスが向上する場合があります。使用可能なイ
ンポート方式は、JDBC ドライバーの実装およびインポートするオブジェクトの数
によって異なります。
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IBM InfoSphere Metadata Asset Manager を使用してメタデータをインポートすると
きは、スキーマに含まれているすべてのデータ・オブジェクトをインポートするこ
とも、個々のデータ・オブジェクトを選択してインポートすることもできます。ス
キーマ内の個々のデータ・オブジェクトをインポートする場合、JDBC Connector
は、一度に 1 つのオブジェクトのメタデータを要求します。この方式は、スキーマ
全体のうちの小さなサブセットをインポートする場合には最適です。
しかし、スキーマの大きなサブセットを選択する場合には、完全なスキーマをイン
ポートしたほうがパフォーマンスは高められます。
例えば、スキーマに 50 個の表が含まれる場合に、スキーマ内の 30 個の表を選択
してインポートするのであれば、スキーマ全体をインポートするほうが速い可能性
があります。表を 15 個インポートする場合は、スキーマ全体よりも 15 個の表の
みをインポートするほうが速い可能性があります。
関連タスク:
3 ページの『JDBC メタデータのインポート』
JDBC 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
うジョブを設計する前に、InfoSphere Metadata Asset Manager を使用して、JDBC
データ・ソース内の表およびビューを表現した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。

「長さ」プロパティー値
リンク上のすべての列の「長さ」プロパティーに明確な値を設定するようにするこ
とで、パフォーマンスが改善されることがあります。
「長さ」プロパティーが設定されていない
Char、VarChar、NChar、NVarChar、Binary、および VarBinary のリンク列の場合、
コネクターは、「列のデフォルト長」プロパティーに指定されている値を列の長さ
として使用します。「長さ」プロパティーが設定されていない
LongVarChar、LongNVarChar、および LongVarBnary のリンク列の場合、コネクタ
ーは、「長い列のデフォルト長」プロパティーに指定されている値を列の長さとし
て使用します。
パフォーマンスを改善するには、すべての列の「長さ」プロパティーに値を指定し
ます。列によって表される実際のデータに十分対応できる大きさの最小値を指定し
てください。「長さ」プロパティーに値が指定されると、コネクターは、JDBC ド
ライバーや InfoSphere DataStage フレームワークとデータ値を交換するためのメモ
リー・ストレージなどのリソースを最適に割り振ります。

文字セット変換
ステージでの文字セット変換をなくすと、パフォーマンスが向上する場合がありま
す。
JDBC Connector ステージへのリンクに、「拡張」プロパティーが Unicode に設定
されていない Char、VarChar、または LongVarChar の列が存在すると、コネクター
によって文字セット変換が実行されます。コネクターは、JDBC ドライバーに値を
渡す際、「非 Unicode 列の文字セット」プロパティーに指定されている文字セッ
ト・エンコードから UTF-16 文字セット・エンコードに値を変換します。
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文字データに対する文字セット変換をコネクターが実行しないようにするには、
Char、VarChar、および LongVarChar の列の代わりに、NChar、NVarChar、または
LongNVarChar の列をリンクで使用してください。あるいは、リンクの
Char、VarChar、または LongVarChar の列はそのまま残して、「拡張」プロパティ
ーを Unicode に設定することもできます。そうすると、コネクターは UTF-16 値と
してドライバーと値を交換するようになります。
ジョブ内の他のステージが、「拡張」プロパティーが Unicode に設定されていない
Char、VarChar、または LongVarChar の列をリンク上で必要とする場合がありま
す。そのような場合でも、JDBC Connector ステージのリンクでは
NChar、NVarChar、または LongNVarChar の列をそのまま使用でき、JDBC
Connector ステージの下流または上流にあるステージで Char、VarChar、または
LongVarChar の列とのマッピングを実行できます。
JDBC Connector ステージ以外のステージで文字セットを変換した場合のパフォーマ
ンスと、JDBC Connector ステージで文字セットを変換した場合のパフォーマンスを
比較し、ご使用の環境により適したオプションを選択してください。

フェッチ・サイズ値
「フェッチ・サイズ」プロパティー値を調整することで、データ・ソースからレコ
ードを読み取る際のパフォーマンスが向上する場合があります。
コネクターは、「フェッチ・サイズ」プロパティーの値をドライバーに提供しま
す。この値はドライバーにとって、データ・ソースへの 1 往復でデータ・ソースか
ら取得すべきレコード数のヒントになります。コネクターは常に一度に 1 つのレコ
ードをドライバーに要求しますが、ドライバーは、一部のレコードをコネクターに
ローカルで提供できるように、プリフェッチ・オプションを使用する可能性があり
ます。
「フェッチ・サイズ」プロパティーのデフォルト値は 0 です。多くの場合、デフォ
ルト値によって最適のパフォーマンスになります。「フェッチ・サイズ」プロパテ
ィーを特定の値に設定し、デフォルトのフェッチ・サイズの結果より、よい結果が
得られるかどうか確認することもできます。
ステージが、数百、数千またはそれ以上の多数のレコードを読み取る場合、「フェ
ッチ・サイズ」プロパティーの値を変更することで、パフォーマンスが向上するこ
とがあります。フェッチ・サイズの値に 20、200、2000、および 20000 を指定して
ジョブを実行し、パフォーマンスの動向を監視して、最適の値を決定します。フェ
ッチ・サイズの値をどの値にしてもパフォーマンスが改善されない場合は、デフォ
ルト値を使用してください。

ロック待機
入力リンクでのレコードのパーティション・タイプの選択が、コネクターのパフォ
ーマンスに影響することがあります。
ステージが、データ・ソースへのレコードの書き込みを複数の処理ノードでパラレ
ルに実行するように構成されている場合、入力リンクにレコードのパーティション
を構成して、並行書き込み操作でのロック待機を削減または回避できます。
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例えば、「更新してから挿入」書き込みモードで実行するようにステージを構成し
た場合、コネクターは、まず各入力レコードに対して UPDATE ステートメントを
実行しようとします。この例の場合、WHERE 節は、ターゲット表の主キー列を参
照します。そのステートメントの更新結果がゼロ件だった場合、コネクターはレコ
ードの INSERT ステートメントを実行します。入力データ・セットに、キー列の値
が同じレコードが複数含まれる場合、レコードごとに UPDATE ステートメントが
実行されます。同時にアクティブなトランザクション内で、2 つの処理ノードが、
同じキー値を持つ 2 つの異なるレコードに対してこの操作を試みた場合、最初にス
テートメントを実行した処理ノードが、データ・ソース内の該当行のロックを獲得
します。この処理ノードは、トランザクションが完了するまでロックを保持しま
す。もう一方の処理ノードは、ロックが解放されるまで待機しなければなりませ
ん。
同じキー・フィールド値を持つ入力レコードがすべて同じ処理ノードによって処理
されるようにするには、リンクの「パーティション・タイプ」設定を構成して、そ
のようなレコードが同じ処理ノードに送付されるようにします。「パーティショ
ン・タイプ」は、ステージ・エディターでリンクの「パーティション」ページで指
定します。例えば、「パーティション・タイプ」プロパティーは「ハッシュ」に設
定することができます。ハッシュ・キー列の場合、WHERE 節で参照される入力リ
ンクのキー列を選択します。入力リンクでのレコードのパーティション化によっ
て、ロック待機を回避し、一致するキー値を持つレコードに対して、入力リンクに
到着した順序と同じ順序で UPDATE 処理が実行されるようにできます。

複数リンク
複数入力リンクは、JVM インスタンスおよびデータ・ソース接続の数を削減するた
めの便利なメカニズムですが、同時に、それを使用することがコネクターのパフォ
ーマンスに悪影響を与える可能性もあります。
コネクターは、複数入力リンクをサポートします。それぞれがデータ・ソースに対
して異なる操作を実行するように各リンクを構成できます。リンク上のレコードが
処理される順序は、「レコードの順序付け」プロパティーによって制御されます。
すべての入力リンクのレコードの処理は、単一 JVM インスタンスで実行され、す
べての入力リンクがデータ・ソースへの接続を共有します。
ステージがパラレル・モードで実行するように構成されている場合、各処理ノード
に JVM インスタンスと、データ・ソースへの接続がそれぞれ 1 つずつ作成されま
す。複数入力リンクを使用することのマイナス面は、コネクターによるプロセッサ
ー・サイクルの使用量が増えるおそれがあることです。
このような悪影響と、リンク間で JVM インスタンスおよびデータ・ソース接続を
共有することによるメリットを比較検討し、要件により適合する構成を選択する必
要があります。

リジェクト・リンク
リジェクト・リンクは、エラーのある入力リンク・レコードを処理するための便利
なメカニズムですが、同時に、それを使用することがコネクターのパフォーマンス
に悪影響を与える可能性もあります。
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リジェクト・リンクは、書き込み操作でエラーが発生した入力リンク・レコードを
処理します。リジェクト・リンクが使用すると、ジョブを停止する代わりに、エラ
ーのあるレコードをリジェクト・リンクに送信し、入力レコードの処理を続行する
ようにステージを構成できます。ジョブが完了したら、リジェクトされたレコード
を確認して、その後のアクションを判別できます。
ただし、リジェクト・リンクはコネクターのパフォーマンスに悪影響を与える場合
があります。リジェクト・リンクが設定されたステージがパフォーマンス要件を満
たさない場合、リジェクト・リンクを、エラーのある入力レコードを処理する代わ
りのメカニズムに置き換えることを検討してください。例えば、ターゲット表の
NULL 制約またはチェック制約に違反しているレコードを処理するためにリジェク
ト・リンクが使用されている場合、コネクター・ステージの上流の処理ステージ
で、それらの違反についてレコードをチェックして処理します。
あるいは、エラーのあるレコードをデータ・ソース・サイドで処理できるなんらか
のメカニズムが、バックエンドのデータ・ソースによって提供されていないかどう
か調べてください。例えば、レコードを専用のエラー表にリダイレクトするよう、
データ・ソースに指示できる場合があります。

トランザクションのコミット
データ・ソースからレコードを読み取るときのトランザクション・コミットの頻度
を減らすと、パフォーマンスが向上する場合があります。
コネクターは、データ・ソースからレコードを読み取り、出力リンクにレコードを
送信するように構成されている場合、N 件のレコードごとにトランザクションをコ
ミットします。ここで、N は、「レコード・カウント」プロパティーに指定されて
いる値です。
ステージが実行するステートメントによってデータ・ソース内に変更が発生せず、
出力リンクでレコードを次から次へと送信する必要がなければ、「レコード・カウ
ント」プロパティーを 0 に設定することを検討してください。このプロパティーの
値が 0 の場合、データ・ソースからすべてのレコードが読み取られた後に 1 回の
み、トランザクションがコミットされることを示します。

バッチ処理
コネクターがレコードをデータ・ソースに書き込む際にバッチ処理を使用すると、
パフォーマンスが向上する場合があります。
コネクターは、レコードをデータ・ソースに書き込む際、操作のバッチ・モードを
サポートします。このタイプの操作では、コネクターはバッチに組み込む複数のレ
コードを JDBC ドライバーに提供してから、データ・ソースへのバッチのサブミッ
トをドライバーに要求します。このプロセスにより、パフォーマンスが向上する場
合があります。バッチのサイズは、「バッチ・サイズ」プロパティーで指定しま
す。
「レコード・カウント」プロパティーが 0 に設定されていると、すべてのレコード
がデータ・ソースに書き込まれた後にトランザクションがコミットされます。「レ
コード・カウント」プロパティーを 0 に設定すると、入力レコードの数によって
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は、長期実行トランザクションが発生する可能性があります。しかし、「レコー
ド・カウント」プロパティーを小さな値に設定すると、トランザクション・コミッ
トが頻繁に発生することになります。
バッチ・サイズを小さい値に減らすと、バッチ処理がもたらすメリットが削減され
るか、失われる可能性があります。レコード・カウント値が 0 でない場合、レコー
ド・カウント値をバッチ・サイズの倍数にするために必要であれば、コネクター
は、指定されたバッチ・サイズの値を自動的に調整します。

書き込みモード
「挿入してから更新」書き込みモードと「更新してから挿入」書き込みモードで
は、同じ入力レコードに対するパフォーマンスが違ってくることがあります。
入力レコードごとに実行されるステートメントの総数を最少化することで、パフォ
ーマンスを改善できます。ジョブ実行時に各入力レコードで実行されるステートメ
ントの総数を減らすには、入力データに関する知識に基づいて書き込みモードを選
択します。
「挿入してから更新」書き込みモードで実行する場合、入力レコードについてコネ
クターは、まず INSERT ステートメントを実行しようとします。それが失敗した場
合、コネクターは UPDATE ステートメントを実行します。「更新してから挿入」
書き込みモードで実行する場合、コネクターは、まず UPDATE ステートメントを
実行しようとします。それが失敗した場合、コネクターは INSERT ステートメント
を実行します。
入力データに基づいて書き込みモードを選択することで、パフォーマンスを改善で
きます。
入力レコードのほとんどは挿入対象であることが予期され、更新されるレコードは
ごく一部のみになる場合には、「挿入してから更新」モードのほうがパフォーマン
スは向上します。
入力レコードのほとんどは既にデータ・ソース内に存在し、更新が必要であり、挿
入される入力レコードはごく一部のみになる場合には、「更新してから挿入」書き
込みモードのほうがパフォーマンスは向上します。

JDBC Connector ステージのトラブルシューティング
JDBC Connector ステージに固有の一般的エラーがいくつかあります。

構成ファイルにアクセスできない
isjdbc.config ファイルが構成されているにもかかわらず、構成ファイルにアクセ
スできないことを示すエラーが発生します。

症状
構成ファイルにアクセスできないことを示すエラーが発生します。

問題の解決
以下のステップを実行してください。
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v 構成ファイルが、InfoSphere Information Server エンジン層インストール済み環境
の DSEngine ディレクトリーに保存されていることを確認する。
– Windows オペレーティング・システムの場合、DSEngine ディレクトリーのデ
フォルトの場所は、C:¥IBM¥InformationServer¥Server¥DSEngine です。
– Linux および UNIX オペレーティング・システムの場合、デフォルトの場所
は、/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine です。
v ファイルの名前が、すべて小文字の isjdbc.config であり、前後に空白文字を含
んでいないことを確認する。
v ファイルがエンジン層コンピューターに保存されていることを確認する。
v エンジン層が複数のホストに及ぶ場合、すべてのホストで同じ場所からファイル
にアクセス可能なことを確認する。ファイルのコピーを各ホストで同じ DSEngine
の場所に作成するか、すべてのホストからアクセス可能な共有 DSEngine ネット
ワーク・ロケーションを使用できます。
v InfoSphere DataStage ユーザーとローカル・アドミニストレーター・ユーザー
(Windows) またはシステム root ユーザー (Linux と UNIX) 向けの読み取り権限
がファイルに設定されていることを確認する。Linux および UNIX では、同じ場
所に保管されている .odbc.ini ファイルの許可も確認し、isjdbc.config ファイ
ルと同じ許可を設定してください。
v 構成ファイルの内容が正しいフォーマットであることを確認する。

CREATE TABLE が正常に実行されない
コネクターは、ターゲット表を自動的に作成するように構成されていますが、生成
された CREATE TABLE が正常に実行されませんでした。

症状
入力リンクの列定義、ドライバー、およびデータ・ソースによっては、コネクター
が有効な CREATE TABLE ステートメントを生成できない場合があります。

原因
CREATE TABLE ステートメントを生成するために、コネクターは、まず入力リン
クの各列定義を InfoSphere DataStage データ・タイプから、最も一致に近い JDBC
データ・タイプにマップします。次に、コネクターはドライバーに照会して、その
JDBC データ・タイプに対応するデータ・ソース・ネイティブ・タイプを判別しま
す。
入力リンクのデータ・タイプによっては、コネクターがいくつかの異なる JDBC デ
ータ・タイプを試すことがあります。ただし、一部のケースで、コネクターから提
示されたいずれの JDBC データ・タイプに対しても、ドライバーがネイティブ・デ
ータ・タイプを報告しないことがあります。そのような場合、コネクターは最初の
JDBC データ・タイプを CREATE TABLE ステートメントに使用します。これが結
果として、ステートメントの実行が失敗する原因になることがあります。コネクタ
ーは、生成された CREATE TABLE ステートメントの完全なテキストをジョブ・ロ
グに書き込みます。

問題の解決
このエラーを訂正するには、以下のステップを 1 つ以上実行してください。

JDBC データ・ソース

47

v 入力リンク列に対して別のデータ・タイプを使用する。入力リンクの列定義が、
ジョブ実行時にその列によって表される実際のデータ値に対して有効になるよう
にしてください。
v CREATE TABLE ステートメントを手動で入力する。生成された CREATE
TABLE ステートメントをジョブ・ログからステージ・エディターの「CREATE
TABLE ステートメント」プロパティーにコピーすることで、生成されたステー
トメントを基本に開始してかまいません。
詳しくは、表を作成するデータ・ソースの資料を参照してください。ステートメ
ント内の必要な列に使用するネイティブ・データ・タイプを見つけ、それらのデ
ータ・タイプを直接、ステートメント内に指定します。
表の列に指定するネイティブ・データ・タイプは、ジョブ実行時にそれらの列に
書き込まれる実際のデータ値に対して有効になるようにしてください。
マッピングについて詳しくは、 38 ページの『InfoSphere DataStage データ・タイプ
からネイティブ・データ・タイプへのデータ・タイプ・マッピング』のトピックを
参照してください。

ジョブが失敗し、データ切り捨てまたは文字セット変換エラーを報
告する
リンクの列の「長さ」プロパティーがデータ・ソース内の列の長さと一致する場合
でも、コネクターがリンクの文字ベースの列を使用して、データ・ソース内の文字
ベースの列の値を読み取るか、値を書き込むときに、ジョブが失敗し、データ切り
捨てまたは文字セット変換エラーを報告します。

症状
ジョブが失敗し、データ切り捨てまたは文字セット変換エラーを報告します。

原因
リンク上の Char、VarChar、LongVarChar、NChar、NVarChar、および
LongNVarChar 列の場合、コネクターは、2 バイト Java™ Unicode 値として JDBC
ドライバーと値を交換します。
NChar、NVarChar、および LongNVarChar 列と、「拡張」プロパティーが Unicode
に設定されている Char、VarChar、および LongVarChar 列の場合、コネクターは、
2 バイト Unicode 値として InfoSphere DataStage フレームワークと値を交換しま
す。
「拡張」プロパティーが Unicode に設定されていない Char、VarChar、および
LongVarChar 列の場合、コネクターは、「非 Unicode 列の文字セット」プロパティ
ーでステージに指定されている文字セット・エンコードに基づいて InfoSphere
DataStage フレームワークと値を交換します。このプロパティーの値が「デフォル
ト」に設定されていると、デフォルトのシステム・ロケールの文字セット・エンコ
ードが使用されます。このプロパティーの値が「カスタム」に設定されていると、
使用する文字セット・エンコードは、「文字セット名」プロパティーで指定されま
す。
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リンクの列の「長さ」プロパティーは、NChar、NVarChar、および LongNVarChar
列と、「拡張」プロパティーが Unicode に設定されている Char、VarChar、および
LongVarChar 列の場合は 2 バイト単位で測定され、「拡張」プロパティーが
Unicode に設定されていない Char、VarChar、および LongVarChar 列の場合はバイ
ト単位で測定されます。リンクの列とデータ・ソース内の列に同じ長さが指定され
ている場合でも、これらの違いによって、列定義の矛盾につながることがありま
す。
例えば、データ・ソース内のある列を VARCHAR(10) の列として定義します。この
列は、2 バイトの Unicode 値を 10 個保管できることになります。これに対応する
リンク上の列は VarChar(10) の列として定義され、「拡張」プロパティーは
Unicode に設定されていないものとします。コネクターは、データ・ソース内のこ
の列から値をフェッチするとき、2 バイト Unicode 文字 10 個で構成される Java
Unicode ストリングとしてフェッチします。
「非 Unicode 列の文字セット」プロパティーが「デフォルト」に設定されており、
現行システム・ロケールでは UTF-8 が文字セット・エンコードである、または「非
Unicode 列の文字セット」プロパティーの値が「カスタム」に設定されており、
「文字セット名」プロパティーに UTF-8 文字セット・エンコードが指定されてい
る、そのいずれかの理由でコネクターが、この値を UTF-8 エンコードに変換しなけ
ればならないとします。さらに、フェッチされた値に含まれる 2 バイト文字のいく
つかが、2 バイト、3 バイト、または 4 バイトの UTF-8 文字になることを想定し
てください。この場合、変換後の値は、10 バイトから 40 バイトの間のストレージ
を必要とする可能性があります。必要なストレージが 10 バイトを超えると、コネ
クターは、リンク列の長さが十分でないことを検出し、エラーを報告します。

問題の解決
前述の例に示されているようなエラーを訂正するには、以下のいずれかのアクショ
ンを実行します。
v リンクの列定義のデータ・タイプを NVarChar(10) に変更する。
v 列の「拡張」プロパティーを「Unicode」に設定する。
v すべての値に対応できるように、列定義の長さを 40 に増やす。

ジョブが失敗し、未使用列が検出された
コネクターは、リンク上のレコードを対象に実行するステートメントで使用されて
いない列をそのリンク上で検出すると、検出した不一致列に関するエラーを報告し
ます。

症状
コネクターがリンク上の不一致列に関するエラーを報告し、ジョブが失敗します。

問題の解決
このエラーの解決策は、コネクターが JDBC データ・ソースからデータを読み取る
ように構成されているか、JDBC データ・ソースにデータを書き込むように構成さ
れているかによって異なります。
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コネクターがデータ・ソースから行を読み取るように構成されている場合は、コネ
クターが行の読み取りに使用する SELECT ステートメントの選択リスト内に、リン
ク上の列に対応する列が組み込まれているか確認してください。あるいは、不一致
列をリンクから削除してください。
以下の表に、サンプルのシナリオと、コネクターが JDBC データ・ソースからデー
タを読み取るように構成されている場合に発生する可能性がある個々の問題、それ
らの問題の解決策を示します。
SELECT ステートメ
ント
SELECT C1,
C3 FROM TABLE1

出力リンク列

問題

解決策

C1、C2、および C3

リンク列 C2 が不一
致列と見なされ、エ
ラーになります。

以下のいずれかのス
テップを実行してく
ださい。
v ステートメントを
以下のように変更
する。
SELECT C1, C2,
C3 FROM TABLE1
v 列 C2 を出力リン
クから削除する。

SELECT ステートメ
ントは自動的に生成
され、ソース表
TABLE1 には列
C1、C3、および C4
が含まれています。

C1、C2、および C3

コネクターは、C4 に
対応する列が出力リ
ンクに定義されてい
ないと判断するた
め、生成するステー
トメントに表列 C4
を組み込まず、その
データはフェッチし
ません。しかし、列
C2 は出力リンクに存
在するため、コネク
ターは生成するステ
ートメントにこの列
を組み込みます。表
には同じ名前の列が
ないため、結果とし
てエラーになりま
す。

以下のいずれかのス
テップを実行してく
ださい。
v 列 C2 を表に追加
する。
v 列 C2 を出力リン
クから削除する。

コネクターが入力リンクからのレコードをデータ・ソースに書き込むように構成さ
れている場合、入力リンク上の各列が、データ・ソースにレコードを書き込むのに
ステージが使用する 1 つ以上の SQL ステートメントによって参照されなければな
りません。入力リンク上の列が参照されない場合の動作は、「不一致のフィールド
をドロップ」プロパティーの値によって異なります。このプロパティーが「いい
え」に設定されていると、コネクターはエラーを報告し、ジョブは失敗します。プ
ロパティーが「はい」に設定されていると、コネクターは、使用されない入力リン
ク列ごとに情報メッセージを報告してその列が無視されることを示し、ジョブは続
行されます。
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以下の表に、サンプルのシナリオと、コネクターが JDBC データ・ソースにデータ
を書き込むように構成されている場合に発生する可能性がある個々の問題、それら
の問題の解決策を示します。
書き込みモード

入力リンク列

問題

解決策

コネクターは、「挿
入」書き込みモード
で実行され、以下の
ステートメントを実
行するように、構成
されています。

C1、C2、および C3

コネクターは、入力
リンク列 C2 が
INSERT ステートメ
ントによって参照さ
れていないことを判
別し、「不一致のフ
ィールドをドロッ
プ」プロパティー値
に基づいて動作しま
す。

以下のいずれかのス
テップを実行してく
ださい。

INSERT INTO
TABLE1(C1, C2, C3)
VALUES (
ORCHESTRATE.C1,
’job 1’,
ORCHESTRATE.C3)

v INSERT ステート
メントを以下のよ
うに変更する。
INSERT INTO
TABLE1(C1,
C2, C3)
VALUES
(ORCHESTRATE.C1,
ORCHESTRATE.C2,
ORCHESTRATE.C3)
v 列 C2 を入力リン
クから削除する。

C1、C2、および C4
コネクターは、「挿
入」書き込みモード
で実行され、列
C1、C3、および C4
を持つ表 TABLE1 に
レコードを挿入する
のに使用する
INSERT ステートメ
ントを自動的に生成
するように、構成さ
れています。

対応する列が入力リ
ンク上に存在しない
ため、コネクター
は、生成する
INSERT ステートメ
ントに列 C4 を組み
込みません。列 C2
は入力リンク上に存
在しますが、ターゲ
ット表内に一致する
列がないため、コネ
クターはこの入力リ
ンク列を不一致列と
見なします。

以下のいずれかのス
テップを実行してく
ださい。
v 列 C2 を表に追加
する。
v 列 C2 を入力リン
クから削除する。

コネクターがすべてのスキーマ不一致の検出と報告に失敗する
コネクターは、リンクの列定義と JDBC データ・ソース内の列定義の間の不一致を
報告するように構成されています。しかし、コネクターがすべての不一致の検出と
報告に失敗します。

症状
コネクターは、リンクの列に対応するデータ・ソース内の列の JDBC データ・タイ
プを判別しようとします。コネクターは、データ・タイプが非互換であると判断す
ると、スキーマ不一致の警告を報告します。
ドライバー、データ・ソース、およびステージの使用シナリオによって、データ・
タイプ不一致のチェックが行われないようになっている可能性があります。

原因
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コネクターは、ベスト・エフォート方式でスキーマ不一致をチェックします。常に
すべての矛盾を検出できるとは限りません。

問題の解決
この機能は、リンクの列定義を構成する際の援助機能としての使用にとどめてくだ
さい。スキーマ不一致チェックはジョブのセットアップ・フェーズで行われます。
スキーマ不一致チェックに関係なく、コネクターはジョブ処理フェーズにおいてス
キーマ不一致の詳細をチェックします。追加チェックが発生するのは、コネクター
が JDBC ドライバーに値を提供するとき、または JDBC ドライバーから値を受け
取るときです。そのときにコネクターがデータ切り捨てや文字セット変換の問題を
検出すると、コネクターはエラーを報告し、ジョブが失敗します。

JDBC Connector ステージの使用時に適切なドライバーが見つか
らない
JDBC 構成ファイル内でドライバー・クラスパスが正しく指定されていないとエラ
ーが発生します。

症状
適切なドライバーが見つからないことを示すエラーが発生します。コネクターは指
定の URL 値の適切なドライバーを見つけることができませんでした。

問題の解決
ドライバー・クラスパスに関する情報とドライバー・クラスの名前が、次のように
isjdbc.config 構成ファイルに組み込まれているか確認してください。
v 構成ファイル内の CLASSPATH エントリーには、ドライバーの完全修飾クラスパ
スを含める必要があります。ドライバーが、複数の JAR ファイルで構成される
か、複数の JAR ファイルに依存している場合には、すべての JAR ファイルの場
所を含める必要があります。
ドライバーが 1 つ以上の JAR ファイルに実装されている場合、指定された JAR
ファイルがシステムに存在していることを確認してください。また、 InfoSphere
DataStage ユーザーと、Windows の場合にはローカル・アドミニストレーター・
ユーザー、Linux および UNIX の場合にはシステム root ユーザーに対して、
JAR ファイルの読み取り許可と実行許可が有効になっているか確認してくださ
い。
v ご使用のドライバーの JDBC バージョンが不明の場合は、ドライバー JAR アー
カイブ内にファイル META-INF¥services¥java.sql.Driver が存在するか確認して
ください。このファイルが存在し、ドライバー JDBC クラス名を示す単一値が含
まれている場合、このクラス名を CLASS_NAMES エントリーに指定する必要はあ
りません。
構成ファイル内の CLASS_NAMES エントリーには、java.sql.Driver JDBC イン
ターフェースを実装するドライバーの Java クラスの完全修飾名を含める必要が
あります。この情報は、ドライバーがバージョン 4.0 より前の JDBC API バー
ジョンに基づいている場合にのみ必要です。このクラスの名前については、ドラ
イバーの資料を参照してください。
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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. 2013, 2014

53

54

接続ガイド: JDBC データ・ソースへのアクセス編

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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製品資料に関するフィードバックの提供
IBM の資料に関する貴重なフィードバックをご提供ください。
お客様からのご意見やご感想は、IBM が質の高い情報を提供するための参考にさせ
ていただきます。ご意見をお寄せいただく場合は、次のいずれかの方法を使用する
ことができます。
v IBM の Web サイトでホストしている IBM Knowledge Center 内のトピックにつ
いてコメントをお寄せいただくには、サインインし、トピックの下の「コメント
の追加」ボタンをクリックしてコメントを追加してください。このようにして送
信されたコメントは、一般に公開されます。
v IBM Knowledge Center 内のトピックに関するコメントを IBM に送信し、他の人
からは閲覧できないようにするには、サインインし、IBM Knowledge Center の下
の「フィードバック」リンクをクリックしてください。
v オンライン・リーダー用のコメント・フォーム (www.ibm.com/software/awdtools/
rcf/) を使用して、コメントを送信します。
v コメントを E メールで comments@us.ibm.com に送付します。お送りいただく情
報には、製品の名前、製品のバージョン番号、資料の名前と部品番号 (該当する
場合) を含めてください。特定のテキストについてご意見がある場合は、そのテ
キストの位置 (例えば、タイトル、表番号、ページ番号など) を記載してくださ
い。
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IBM 以外の Web サイトへのリンク
このインフォメーション・センターは、IBM 以外の Web サイトおよびリソースへ
のリンクまたは参照を含む場合があります。
IBM は、IBM Web サイトより参照もしくはアクセスできる、または IBM Web サ
イトにリンクされた Lenovo 社の Web サイトを含む IBM 以外の Web サイトもし
くは第三者のリソースに対して一切の責任を負いません。IBM 以外の Web サイト
にリンクが張られていることにより IBM が当該 Web サイトを推奨するものではな
く、またその内容、使用もしくはサイトの所有者について IBM が責任を負うこと
を意味するものではありません。また、IBM は、お客様が IBM Web サイトから第
三者の存在を知ることになった場合にも (もしくは、IBM Web サイトから第三者へ
のリンクを使用した場合にも) 、お客様と第三者との間のいかなる取引に対しても
一切責任を負いません。したがって、お客様は、IBM が上記の外部サイトまたはリ
ソースの利用について責任を負うものではなく、また、外部サイトまたはリソース
からアクセス可能なコンテンツ、サービス、製品、またはその他の資料一切に対し
て IBM が責任を負うものではないことを承諾し、同意するものとします。
お客様が IBM 以外の Web サイトにアクセスされた場合、それが IBM ロゴを含ん
でいる場合でも、これらの Web サイトは、IBM から独立して運営されており、
IBM は、当該 Web サイトの内容に関していかなる責任も負わないことをご了承く
ださい。ウィルス、ワーム、トロイの木馬、およびその他の有害なプログラムに対
する予防措置を講じること、およびお客様がしかるべき措置が必要であると考えた
場合の情報の保護は、お客様の責任で講じていただきます。
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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 15. 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 15. 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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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 16. 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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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。

パフォーマンスの最適化 (続き)

長さ属性
バッチ処理

不一致列

42

識別子を引用符で囲む
表のアクション 20

文字セット変換 42
リジェクト・リンク

67

［カ行］
コネクター
列定義 7, 11

分離レベル 18
ランタイム列伝搬

45

ステートメントを実行する
25

43

マッピング
データ・タイプ

分離レベル

67

メタデータのインポート
InfoSphere Metadata Asset Manager

商標
リスト

61

文字セット
非 Unicode 列の文字セット

構成 11
リジェクト条件

23

リファレンス
ルックアップ
概要 13
構成 6
スパース
ノーマル

IBM 以外の Web サイト
リンク先 59

アクセシビリティー 53
ソフトウェア・サービス
連絡先 67

8

並列読み取り 8
ランタイム列伝搬 26
リジェクト・レコード

I

製品のアクセシビリティー

30

17

15
14

例

J

［タ行］
データ・タイプ 36, 38
データのインポート 39
データの書き込み 36
データの読み取り 39
データのロード 36
ネイティブ 38
DataStage 36, 38, 39
Java 36
JDBC 39
データ・タイプ不一致 22
特記事項 61
トラブルシューティング
JDBC Connector 46

［ハ行］
パフォーマンスの最適化
異なるフェッチ・サイズ

文字セット名

3

23,

18

読み取り
構成 6
パーティション読み取り

36, 38, 39

サポート
お客様

22

19

BEFORE SQL および AFTER SQL

［マ行］

［サ行］

22

26

レコードの順序付け

43

42

ロック待機

17

不一致のフィールドをドロップ

42

レコードのパーティション
列

31

22

プロパティー

45

メタデータのインポート

お客様サポート

スキーマの不一致をレポート
製品資料
アクセス 55

データの読み取り 6
パーティション読み取り

45

複数リンク 44
無制限列 46

［ア行］
連絡先

JDBC Connector (続き)

ドライバー設定の構成 41
トランザクションのコミット

43
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JDBC Connector 1
書き込み
書き込み前に実行するアクション
20
構成 9
サポートされる方式 34
リジェクト条件 30
リジェクト・レコード 11
構成
ソースとしての JDBC Connector
の構成 6
ターゲットとしての JDBC
Connector の構成 9
識別子を引用符で囲む
列の出力仕様 28
ジョブ定義 4
ジョブのデザイン 2
大/小文字の区別 17
データの書き込み 9

データのルックアップ 13
JDBC Connector のプロパティー 17
JDBC データ・ソースへの接続 5
JDBC Connector ステージ
パフォーマンスの最適化 41
JDBC ソース
JDBC Connector 1
JDBC ドライバー
ドライバー構成ファイル 1

W
Web サイト
IBM 以外
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