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序⽂

1. ⼀般情報

1.1. ⽬的
このユーザーガイドでは、通常の操作状況でTalend Studioの機能を管理する⽅法について
説明します。

このドキュメントに記載されている情報は、Talend Studio 5.5.2に適⽤されます。

1.2. 対象読者
このガイドはTalend Studioのユーザーと管理者を対象としています。

このドキュメントに含まれているGUI画⾯のレイアウトは、実際のGUIと多少異なる場合がありま
す。

1.3. 表記⽅法
このガイドでは、以下の表記⽅法を採⽤しています。

• bold (太字) のテキスト: ウィンドウおよびダイアログ ボックスのボタンとフィールド、
キーボードのキー、メニュー、メニューのオプション

• [bold] (太字) のテキスト: ウィンドウ、ウィザード、およびダイアログ ボックスのタイ
トル

• courier のテキスト: ユーザーが⼊⼒するシステム パラメーター

• italics (斜体) のテキスト: ファイル、スキーマ、カラム、⾏、および変数名

•  アイコンは、重要な点について追加情報を提供するアイテムを⽰します。また、表
や図に関するコメントを追加する場合にも使⽤されます。

•  アイコンは、実⾏要件や推奨タイプに関する情報を提供するメッセージを⽰しま
す。また、エンドユーザーが特に注意を払う必要がある状況や情報を⽰す場合にも使⽤
されます。

2. フィードバックとサポート
お客様からのフィードバックは当社にとって⼤変貴重です。本ドキュメントまたは本製
品に関するご意⾒、ご提案、ご要望をお寄せいただく場合やサポートが必要な場合は、次
のTalendフォーラムのTalendチームまで、お気軽にご連絡ください:
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1. エンタープライズサービスバス:概念と基本⽅
針
先進のApacheオープンソース統合プロジェクトが搭載されたTalend ESBは、単純な部⾨のプロジェ
クトから複雑な異機種混在のIT環境まで、組織内のあらゆる統合課題を解消できる多彩で柔軟なエン
タープライズサービスバス(ESB)です。Talend ESBは、システムとアプリケーションを統合し拡張す
るためのコスト効率の良い使いやすい⽅法を提供することで、エンタープライズクラスの統合に対処
できるようにします。

Talend ESBは、機能的、エンタープライズおよび地理的な境界にまたがり分散されたシステムを統
合するために使⽤される標準ベースの接続レイヤーです。機能には、メッセージング、Webサービ
ス、インテリジェントルーティング、およびデータ変換が含まれます。モジュール式のプラグ可能な
アーキテクチャによって、⼤半のエンタープライズ要件に適合するように簡単に拡張できます。

また、Talend ESBは、ますます接続されていく世界で企業が⼤量のデータを活⽤できるように、ア
プリケーション統合とデータ管理を組み合わせた初のプラットフォームです。Talend ESB (Talend
Studioを介して)を使⽤することで、開発者は、信頼性と拡張性の⾼い安全なREST、Web、データ
サービスを容易に設計でき、異機種混在のIT環境を迅速に統合できます。

Talend Studioは、ApacheベースのオープンソースエンタープライズサービスバスであるTalend
ESBを使⽤して統合ソリューションをモデル化、設定、デプロイするための⾰新的なEclipseベース
のツール環境です。Talend Studioは、開発者の⽣産性を⾼め、統合要件に迅速に対応できるようにす
ることで、デプロイメントに要する時間を短縮します。

Talend Studioでは、開発者は、開発中の⾃動テストを通じて問題を特定することでプロジェクト
の成功率を⾼め、デプロイメントやコンテナ設定の詳細な知識なしでEIP (Enterprise Integration
Pattern)を使⽤してメッセージをサービス間でメディエーションし、Webサービス、データサービ
ス、RESTアプリケーションおよびメディエーションルートを迅速にデプロイし、⼀元化されたデプ
ロイメントコンソールでアップグレードを管理できます。
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1.1. 多彩で柔軟なWebサービス
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブでは、ユーザーはコンポーネントとコネクタの
グラフィカルなパレットを使⽤して簡単にデータ統合とWebサービスを組み合わせ、使いやすいド
ラッグアンドドロップ式のグラフィカルインターフェースを介してJava WebサービスとRESTアプリ
ケーションを迅速に開発、構築、テストし、安全にパブリッシュできます。ユーザーはWSDLファー
ストアプローチを活⽤して統合に取り組み、共通のESBランタイムの単⼀のインターフェースの背後
で複数のデータサービスを効率的にデプロイできます。Talend Studioでは、データの統合、移⾏また
は同期のためのすべてのタイプのソースとターゲットをサポートする450以上のコネクタのライブラ
リにアクセスできます。サービスの作成⽅法の詳細については、6章サービスの設計を参照してくだ
さい。Talendコンポーネントの詳細とESBコンポーネントの具体的な説明については、Talend Open
Studio Components Reference Guide』を参照してください。

1.2. 動的メディエーションとインテリジェント
ルーティング
統合されたビジネス運⽤には、さまざまなシステムとアプリケーション間の複雑な関係が多数含ま
れます。何をいつどこで処理するかに関する決定は、急変することがあります。Talend ESBは、EIP
(Enterprise Integration Pattern) に基づく動的なメディエーションおよびルーティング機能を提供
し、このような常に変化するシステムの需要を満たします。メディエーションとルーティングの決定
は、アーキテクチャ、ビジネスルール、およびデプロイされたEIPに基づきます。Talend ESBではエ
ンドポイントでルーティングを決定できます。これにより、ボトルネックをなくし、結果として拡張
性が⾼くハイパフォーマンスなソリューションをもたらします。

Talend Studioには、標準的な統合ニーズに対応するために使⽤される統合テンプレートの標準
セットであるEIP (Enterprise Integration Pattern)に基づいて統合ソリューションを設計するため
のMediation (メディエーション)パースペクティブが組み込まれています。Talend ESB製品または
Apache Camelプロジェクトと⼀緒に使⽤すると、Mediation (メディエーション)パースペクティブ
によって、すべての標準EIPが収集されたパレットからEIPをドラッグアンドドロップして設定できる
ため、コードを記述したり、ドメイン固有⾔語(DSL)を使⽤したりする必要はなくなります。特定の
EIP内のメッセージフローアクティビティのライブ統計を表⽰できるため、開発者は迅速なプロトタ
イピングが可能となり、開発サイクルとテストサイクルを劇的に削減できます。ルートの作成および
管理⽅法の詳細については、5章 ルートの設計と7章ジョブ、ルート、およびサービスの管理 を参照
してください。EIPの詳細については、Talend ESB Mediation Componentsリファレンス』を参照し
てください。

1.3. 柔軟なデプロイメント
Talend ESBは、Apache ESBソフトウェア、Apache Camel、およびApache CXFを含む実証済みの
オープンソーステクノロジーを統合および強化した製品で、単⼀のパッケージとして配布され、す
べての⼀般的なJava環境で共通のデプロイメントに対してすぐに使えるように事前設定されていま
す。このため、Talend ESBはユーザーの時間と労⼒を節減し、セットアップエラーの可能性を最⼩
化します。デプロイメントの詳細については、「デプロイ用にサービスをエクスポートする方法」お
よび「ESB用OSGIバンドルとしてジョブをビルドする方法」を参照してください。
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1.4. ライブ統計とリアルタイムデバッグ
Talend Studioにはテスト、デバッグ、チューニングのための強⼒な機能が搭載されており、実⾏統計
および詳細トレースモードを含む、変換プロセス全体においてデータフローをリアルタイムで追跡す
ることができます。

Talend Studioでは、特定のメッセージングルート内でのメッセージフローアクティビティのライブ統
計を視覚化し、開発の効率化を図れます。Eclipseでメッセージングルートをシミュレーションし、
各メッセージに対して実⾏されるルートの各側⾯での統計により、実⾏フローを観察できます。これ
により、開発者はプロトタイプを迅速に作成することができ、開発とテストサイクルの回数を劇的に
削減できます。

Talend Studioで⽣成されるすべてのコードは、ターゲット⾔語に関係なく、設計環境から常に確認お
よびアクセスできます。

1.5. システム監視
Talend ESBにはService Activity Monitoring (サービスアクティビティモニタリング)が含まれてお
り、プロセス間アプリケーションやデータサービスのイベントへのドリルダウンがサポートされてい
ます。イベントベースであるこの監視機能は複数のサービス起動にまたがってメッセージを追跡する
ほか、ユーザーは綿密な分析を実⾏でき、同期および⾮同期のメッセージパターンのサービスレベル
アグリーメント(SLA)への対応が可能となります。この機能はまた、サービス応答時間の分析、トラ
フィックパターンの特定、根本原因分析などにも使⽤できます。Talend StudioでのService Activity
Monitoringオプションについての詳細は、本ガイドの「Runtimeオプションの設定方法」を参照して
ください。Service Activity Monitoringの詳細は、『 Infrasctructure Services Configuration Guide』
を参照してください。

1.6. サービスのセキュリティ
Talend ESBはWebサービスの最新のセキュリティ基準を使⽤して⼆者の間に「信頼」を築くことが
できます。接続時、クライアントとサービスはSTSフレームワークを通じて透過的に安全に認証さ
れます。カスタムコードは必要ありません。⼆者の間で信頼を直接確⽴することができない場合、
ブローカーを通して認証を抽象化し、共通の信頼済みエンティティを通して信頼を確⽴することが
できます。Talend Studioのセキュリティトークンサービスオプションについての詳細は、本ガイド
の「Runtimeオプションの設定方法」を参照してください。セキュリティトークンサービスの詳細
は、『インフラストラクチャサービス設定ガイド』および『 Security Token Service User Guide』を
参照してください。

1.7. フェールオーバーと負荷分散
Talend ESBでは、サービスロケーターを通じて、Apache Zookeeperを介したダイナミックなエンド
ポイントの登録およびルックアップによる⾃動的かつ透過的なフェールオーバーおよび負荷分散を提
供します。サービスロケーターは、要求およびサービスレベルアグリーメント(SLA)を満たすよう、
サービスの可⽤性を維持します。Talend Studioでのサービスロケーターオプションについての詳細
は、本ガイドの「Runtimeオプションの設定方法」を参照してください。サービスロケーターの詳細
は、『 Infrasctructure Services Configuration Guide』を参照してください。
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1.8. Talend ESB機能アーキテクチャ
Talend Studio機能アーキテクチャは、Talend Studio機能、相互作⽤、および対応するITニーズを特定
するアーキテクチャモデルです。アーキテクチャ全体は、特定の機能をさまざまな機能ブロックに分
類して記述されています。

次の図は、エンタープライズ統合タスクの処理に使⽤される主なアーキテクチャ機能ブロックを⽰し
ます。

機能ブロックは次の3つに分類できます。

• ⻘いブロックは、データ統合またはデータサービスプロセス、メディエーションルート、および
サービスを実⾏できるStudio APIを表します。詳細は、本ユーザーガイドのそれぞれの章を参照し
てください。

• ⾚いブロックは、情報システム内にデプロイされた1つ以上のTalend Runtimes (実⾏コンテナ)を
表します。Talend Runtimeを使⽤して、Studioで作成されたジョブ、ルート、およびサービスを
デプロイおよび実⾏できます。Talend Runtimeにアイテムをデプロイする⽅法の詳細は、「デプ
ロイ用にサービスをエクスポートする方法」を参照してください。Talend Runtimeについての詳
細は、『Talend ESB Infrastructure Services Configuration Guide』を参照してください。

サービスやルートをデプロイするTalend Runtimesが複数ある場合は、必要に応じてその実⾏の負
荷を分散することができます。Talend Runtimeのすべてのインスタンスはサービスロケーターを
通じてお互いにコミュニケーションを取り、デプロイおよび実⾏に最適なインスタンスを特定しま
す。



Talend ESB機能アーキテクチャ

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 5

• オレンジのブロックは、データプロセスおよびサービスアクティビティの実⾏のログ情報を収集す
る監視データベースを表します。

データプロセスログ情報は、[tFlowMeterCatcher]、[tStatCatcher]、[tLogCatcher]コンポー
ネントを使⽤して取得できます。詳細は、Talend Open Studio Components Reference Guideを参
照してください。[tFlowMeterCatcher]、[tStatCatcher]、[tLogCatcher]コンポーネントを使
⽤せずにその機能を⾃動化するには、[Stats & Logs] (統計&ログ)タブを使⽤できます。統計および
ログの詳細は、本ガイドの「統計およびログの使用を自動化する方法」を参照してください。

エンドユーザーはService Activity Monitoringを使⽤してサービスの呼び出しを監視できます。こ
れは、エンドユーザーがイベントを構成する基本的な要求と応答を把握し、予期せず発⽣する障
害を監視して、システム管理に関する意思決定をサポートすることができる、統合的な監視イベン
ト情報を提供します。Service Activity Monitoringの詳細は、『Talend ESB Infrastructure Services
Configuration Guide』の該当の章を参照してください。

インストールに関する詳細は、Talend ESB入門ガイドを参照して下さい。また、Talendインスト
レーションガイドも参照して下さい：http://www.talend.com/download.php。

http://www.talend.com/download.php
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2.Talend Studioの使い⽅
この章では、Talend Studioの概要を説明します。Talend Studioを使い始めるために必要な基本的な
設定情報を⽰します。

ローカルプロジェクトを作成するための基本⼿順を順を追って説明します。また、Talend Studioにお
ける環境設定の設定⽅法とワークスペースのカスタマイズ⽅法も説明します。
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2.1. Talend Studioの重要なコンセプト
Talend Studioで作業している場合、リポジトリ、プロジェクト、ワークスペース、ジョブ、データ
サービスジョブ、ルート、サービス、コンポーネント、アイテムといった⽤語をよく⾒かけます。

これらの各⽤語の背後にあるコンセプトを理解することは、Talend Studioの機能性を把握するうえで
⾮常に重要です。

リポジトリとは?リポジトリは、ユーザーがビジネスモデルの記述、またはジョブの設計を⽬的に使
⽤する技術的なアイテムすべてに関連するデータを収集するためにTalend Studioが使⽤する保存場所
です。

プロジェクトとは?プロジェクトは、技術的なアイテムとそれらに関連付けられたメタデータの構造
化された集合です。設計するジョブとビジネスモデルはすべて、プロジェクトに編成されます。

リポジトリ内で必要な数のプロジェクトを作成できます。プロジェクトの詳細は、「プロジェクトの
操作」を参照してください。

ワークスペースとは?ワークスペースはすべてのプロジェクトフォルダーを保存するディレクトリで
す。接続(リポジトリ接続)ごとに1つずつワークスペースディレクトリが必要です。Talend Studioで
は、デフォルトのワークスペースディレクトリの使⽤を避ける必要がある場合に、異なるワークス
ペースディレクトリに接続できます。

ワークスペースの詳細は、「さまざまなワークスペースディレクトリの操作」を参照してください。

ジョブとは?ジョブは、1つ以上のコンポーネントが相互に接続されたグラフィカルな設計で、データ
フロー管理プロセスを設定し実⾏できます。ビジネスニーズをコード、ルーチン、プログラムに変換
します。ジョブは、データ統合プロセスおよびその他のすべての関連するプロセスに必要なさまざま
なソースやターゲットすべてに対応しています。

データサービスジョブとは?データサービスジョブは、1つ以上のコンポーネントが相互に接続された
グラフィカルな設計で、データサービスプロセスを設定し実⾏できます。ビジネスニーズをコード、
ルーチン、プログラムに変換します。ジョブは、データ統合プロセスに必要なさまざまなソースや
ターゲットすべてに対応しており、データ統合プロセスをWebサービスと組み合わせます。

Talend Studioでデータ統合プロセスを設計する⽅法の詳細は、4章ジョブの設計を参照してくださ
い。

次のドキュメントでは、データサービスジョブを単に「ジョブ」と呼んでいます。

ルートとは?Camelルートは、2つ以上のコンポーネントが相互に接続された、Apache Camelフレー
ムワークに基づくグラフィカルな設計で、ルーティングとメディエーションのルールを設定し実⾏で
きます。ルーチンルールは、メッセージをサービス(またはエンドポイント)間で移動する⽅法を定義
します。

サービスとは?サービスは、複数のWSDLオブジェクト(サービス、バインド、ポートタイプなど)が相
互にリンクされたグラフィカルな設計で、Webサービスを設定し実装できます。サービスは、サー
ビスプロバイダーとして1つ以上のデータサービスジョブに関連付けられ、コンシューマージョブに
よって使⽤されます。

コンポーネントとは?コンポーネントは、統合するデータソースがデータベース、アプリケーショ
ン、フラットファイル、Webサービスなどのいずれであるかに関係なく、特定のデータ統合操作を実
⾏するために使⽤される事前設定されたコネクターです。コンポーネントは、複数の異種のソースか
らのデータを操作する必要のある⼿動コーディングの量を最⼩限に抑えます。

コンポーネントは、⽤途に従ってファミリにグループ化され、Talend StudioのIntegration (統合)
の[Palette] (パレット)に表⽰されます。
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コンポーネントのタイプとそれらの⽤途の詳細は、Talend Open Studio Components Reference
Guide』を参照してください。

アイテムとは?アイテムは、プロジェクト内の基本となる技術的な単位です。アイテムはタイプに
従って、ジョブデザイン、ビジネスモデル、コンテキスト、コード、メタデータ、などにグループ化
されます。1つのアイテムに、他のアイテムを含めることができます。たとえば、ユーザーが設計し
たビジネスモデルとジョブはアイテムであり、ジョブ内で使⽤するメタデータとルーチンもアイテム
です。

2.2. Talend Studioの起動
このセクションでは、初めてTalend Studioを起動し、に接続して、Studioで最初のプロジェクトを開
き、プロジェクトの設定時に情報を提供するための基本的な⼿順について説明しています。

2.2.1. Studioの初回起動⽅法
Talend Studioを初めて開くには、次の⼿順を実⾏します。

1. Talend Studio zipファイルを解凍し、フォルダーの中のオペレーティングシステムに対応する実
⾏可能ファイルをダブルクリックします。

StudioのZIP圧縮ファイルには、Mac OS XおよびLinux/Unixを含む、いくつかのプラットフォーム⽤のバ
イナリが含まれています。

2. 表⽰された[License] (ライセンス)ウィンドウで、エンドユーザーライセンス契約の条件に同意
し、続⾏します。

startupウィンドウが表⽰されます。

この画⾯は、Talend Studioの初回起動時、またはすべての既存のプロジェクトが削除された場合にのみ
表⽰されます。

3. Import...（インポート）ボタンをクリックしてデモプロジェクトを選択するか、Create New
Project（新規プロジェクトの作成）欄にプロジェクト名を⼊⼒してCreate...（作成）ボタンを
クリックし、新規プロジェクトを作成します。また、Advanced...（詳細）ボタンをクリックし
てTalend Studioのログインウィンドウに進みます。

この⼿順で、Advanced...（詳細）設定に切り替わります。詳細設定については、「デモプロ
ジェクトをインポートする方法」⼜は「プロジェクトを作成する方法」を参照して下さい。
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4. Talend Studioログインウィンドウ

Click... ⽬的
Create... (新規ローカルプロジェ
クトの作成)

Studioで設計されたすべてのジョブとビジネスモデルを保持する新しいプロ
ジェクトを作成します。

詳細は、「プロジェクトを作成する方法」を参照してください。
Import... (既存のプロジェクトを
ローカルにインポート)

1つ以上の既存のプロジェクトをインポートします。

詳細は、「プロジェクトをインポートする方法」を参照してください。
Demo Project... (デモプロジェ
クトのインポート)

多数の既製ジョブの例を含むデモプロジェクトをインポートします。このデ
モプロジェクトは、さまざまなTalendコンポーネントの機能を理解するため
に役⽴ちます。

詳細は、「デモプロジェクトをインポートする方法」を参照してください。
Open（開く） 既存のプロジェクトを選択して開きます。

詳細は、「プロジェクトを開く方法」を参照して下さい。
Delete... (ローカルプロジェクト
の削除)

不要になった作成済みまたはインポート済みのプロジェクトを削除できるダ
イアログボックスが開きます。

詳細は、「プロジェクトを削除する方法」を参照してください。

この⼿順の⽬的は新規プロジェクトを作成することであるため、[Action] (アクション)リストか
ら[Create a new local project] (新規ローカルプロジェクトの作成)click Create... to open the
[New project] dialog box。

5. ダイアログボックスに、プロジェクトの名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックしてダイアロ
グボックスを閉じます。[Project] (プロジェクト)リストに新しいプロジェクトの名前が表⽰さ
れます。
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6. Select the project, and click [Open] (開く)をクリックします。

[Connect to TalendForge] (TalendForgeへ接続)ページが表⽰され、Talendコミュニティに接
続するよう誘導されます。このコミュニティでは、外部コンポーネントの確認、ダウンロード、
インストールを実⾏したり、Studioのジョブデザイナーの[Exchange] (Exchange)ビューを使⽤
して、Talendコミュニティに⾃⾝のコンポーネントをアップロードし、他のTalendユーザーと
直接共有したりすることができます。

Talendコミュニティの詳細は、read more (詳細)リンクをクリックしてください。コミュニ
ティコンポーネントを使⽤および共有する⽅法の詳細は、「Talendコミュニティコンポーネント
をダウンロード/アップロードする方法」を参照してください。

後でTalendコミュニティに接続する場合は、Skip (スキップ)をクリックして続⾏します。

7. プロキシを介して作業している場合は、[Proxy setting] (プロキシ設定)をクリック
し、[Network setting] (ネットワーク設定)ダイアログボックスで[Proxy Host] (プロキシホス
ト)および[Proxy Port] (プロキシポート)フィールドに該当する値を⼊⼒します。

8. デフォルトでは、Studioは製品の使⽤状況データを⾃動的に収集し、製品の使⽤状況の分析
と共有のみを⽬的として、Talendがホストするサーバーにそのデータを定期的に送信しま
す。Studioのこの機能を無効にするには、I want to help to improve Talend by sharing
anonymous usage statistics (機能改善のために使⽤統計情報をTalendと共有する)チェック
ボックスをオフにします。

また、使⽤状況データの収集は、Usage Data Collectorの環境設定でも有効/無効を切り替えるこ
とができます。詳細は、「Usage Data Collectorの環境設定(Talend > Usage Data Collector)」を
参照してください。

9. 必要な情報を⼊⼒し、[I Agree to the TalendForge Terms of Use] (TalendForgeの利⽤条件に
同意する)チェックボックスをオンにして、[Create an account] (アカウントの作成)をクリック
すると、⾃動的にアカウントが作成され、Talendコミュニティに接続されます。すでにhttp://
www.talendforge.orgでアカウントを作成してある場合は、[or connect on existing account]
(既存のアカウントで接続)リンクをクリックしてサインインします。

Talendにご提供いただいた個⼈情報は、決して第三者に伝送されることはなく、Talendコミュニティ
への参加とログイン、およびTalendの更新に関する最新情報の通知以外の⽬的で使⽤されることはない
ためご安⼼ください。

http://www.talendforge.org
http://www.talendforge.org
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Talendコミュニティに正常に接続した後、または過剰に[Skip] (スキップ)をクリックした場合は、この
ページがStudioで再度表⽰されることはありません。このページは[Preferences] (環境設定)ダイアログ
ボックスから再表⽰できます。詳細は、「Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)」を参照してくださ
い。

進⾏状況を⽰すバーが表⽰され、続いてウェルカムウィンドウが開きます。

10. このページには、デモプロジェクト、ユーザードキュメント、チュートリアル、Talendフォー
ラム、Talendオンデマンドトレーニング、およびTalend最新ニュースへの直接リンクがありま
す。[Start now!] (今すぐ起動)をクリックして、Talend Studioメインウィンドウを開きます。

メインウィンドウが開き、ウェルカムページにStudioを使⽤開始する⽅法について初⼼者向けの
役⽴ちヒントが⽰されます。下線付きのリンクをクリックすると、該当するタブビューに移動す
るか、該当するダイアログボックスが開きます。

プロジェクトを開く⽅法の詳細は、「プロジェクトを開く方法」を参照してください。
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2.2.2. プロジェクトの設定⽅法
Talend Studioを開くには、最初に、プロジェクトを設定する必要があります。

、次の⼿順でプロジェクトを設定できます。

• 新規プロジェクトを作成します。詳細は、「プロジェクトを作成する方法」を参照してください。

• iTalend Studioの他のセッションですでに作成されている1つ以上のプロジェクトをインポートしま
す。詳細は、「プロジェクトをインポートする方法」を参照してください。

• デモプロジェクトをインポートします。詳細は、「デモプロジェクトをインポートする方法」を参
照してください。

2.3. さまざまなワークスペースディレクトリの
操作
Talend Studioでは、多数のワークスペースディレクトリを作成し、必要に応じて現在作業中のワーク
スペース以外に接続することができます。

この柔軟性により、どこにでも必要な場所にディレクトリを保存し、複数のプロジェクトに同じプロ
ジェクト名を付けて、異なるディレクトリに保存することができます。
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2.3.1. 新規ワークスペースディレクトリを作成する⽅法
Talend Studioには、デフォルトのワークスペースディレクトリが付属しています。ただし、ディレク
トリはいくつでも新規作成することができ、必要に応じて作成したディレクトリにプロジェクトフォ
ルダーを保存できます。

新規ワークスペースディレクトリを作成するには

1. プロジェクトログインウィンドウにて、Change（変更）をクリックして新規ワークスペース⽤
のディレクトリを選択します。

2. In the dialog box (ワークスペース)フィールドで、作成する新規ワークスペースディレクトリへ
のパスを設定し、[OK]をクリックして、ウィンドウを閉じます。

ログインウィンドウにメッセージが表⽰され、Studioの再起動が求められます。

3. [Restart] (再起動)をクリックし、Studioを再起動します。

4. 再度開いたログインウィンドウで、この新規ワークスペースディレクトリのプロジェクトを設定
します。

詳細は、「プロジェクトの設定方法」を参照してください。

5. [Project] (プロジェクト)リストからプロジェクトを選択し、[Open] (開く)をクリックし
て、Talend Studioのメインウィンドウを開きます。

現在のインスタンスのStudioで設計するすべてのビジネスモデルまたはジョブが、作成した新規ワー
クスペースディレクトリに保存されます。

他の作成したワークスペースに接続する場合は、この章の⼿順を繰り返すことで可能です。

2.4. プロジェクトの操作
Talend Studioでは、さまざまなタイプのデータ統合ジョブやビジネスモデル、メタデータ、ルーチン
などを保存する物理構造で最上位に位置するのが「プロジェクト」になります。

Studioのログインウィンドウで次のことができます。

• 各種既製ジョブのサンプルに基づいて、Talend Studioのフィーチャーを把握するために、デモプロ
ジェクトをインポートする。デモプロジェクトをインポートすると、Studioの現在のセッションの
ワークスペースディレクトリに⾃動的にインポートされます。
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詳細は、「デモプロジェクトをインポートする方法」を参照してください。

• ローカルプロジェクトを作成する。Talend Studioに初めて接続した場合、デフォルトのプロジェク
トは表⽰されません。プロジェクトを作成し、Studioで開くと、作成するすべてのジョブとビジネ
スモデルを保存できます。新規プロジェクトを作成すると、リポジトリサーバーのワークスペース
ディレクトリにツリーフォルダーが⾃動的に作成されます。これは、Studioのメインウィンドウに
表⽰される[Repository] (リポジトリ)ツリービューに対応します。

詳細は、「プロジェクトを作成する方法」を参照してください。

• Import existing project(s) as local (既存のプロジェクトをローカルにインポート)オプションを
使って、以前のリリースのTalend Studioで作成したプロジェクトを現在のTalend Studioワークス
ペースディレクトリby clicking Import... 。

詳細は、「プロジェクトをインポートする方法」を参照してください。

• Studioで作成またはインポートしたプロジェクトを開く。

ローカルプロジェクトを開く⽅法「プロジェクトを開く方法」を参照してください。

• 作成済みまたはインポート済みのローカルプロジェクトの中で、今後必要のないものを削除する。

詳細は、「プロジェクトを削除する方法」を参照してください。

Talend Studioを起動すると、現在のインスタンスのStudioで作成した1つ以上のプロジェクトのリ
ソースをエクスポートできます。詳細は、「プロジェクトをエクスポートする方法」を参照してくだ
さい。

2.4.1. プロジェクトを作成する⽅法
launch the 現在のStudioのローカルリポジトリに初めて接続した場合、デフォルトのプロジェクト
は表⽰されません。現在のインスタンスのStudioで設計するすべてのデータ統合ジョブとビジネスモ
デルを保存するプロジェクトを作成する必要があります。

プロジェクトを作成するには

1. Talend Studio。

2. 次のいずれかの⼿順を⾏って下さい：

• プロジェクト名をCreate A New Project（新規プロジェクトの作成）欄に⼊⼒し
てCreate（作成）をクリックします。[New project] （新規プロジェクト）ダイアログボッ
クスが開きますので、Project name（プロジェクト名）欄にプロジェクト名を⼊⼒します。

• Advanced（詳細）をクリックして、ログインウィンドウでCreate...（作成）をクリックし
ます。[New project] （新規プロジェクト）ダイアログボックスが開きますので、Project
name（プロジェクト名）欄に⼊⼒します。
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3. [Project Name] (プロジェクト名)フィールドに、新規プロジェクトの名前を⼊⼒します。, or
change the previously specified project name if neededこのフィールドは必須です。

ポインターの位置に応じて、ウィザードの上部にメッセージが表⽰され、禁⽌⽂字など、⼊⼒す
るデータの性質についての情報が⽰されます。

実際のプロジェクトファイルのファイル名として、読み取り専⽤の「テクニカル名」が使⽤されます。
この名前は通常プロジェクト名に対応し、必要に応じて、⼤⽂字で表記され、下線で連結されていま
す。

4. [Finish] (終了)をクリックします。Studioのログインウィンドウの中の[Project] (プロジェクト)
リストに、作成したばかりの新規プロジェクトの名前が表⽰されます。

バージョン5.0以降は、Javaが⽣成される唯⼀の⾔語となります。
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作成したばかりのプロジェクトをTalend Studioで開くには、[Project] (プロジェクト)リストで選択
し、[Open] (開く)をクリックします。⽣成エンジン初期化ウィンドウが表⽰されます。初期化が完
了するまで待ちます。

後で、プロジェクトを別のプロジェクトに切り替える場合、Studioのメニューバーで、[File] (ファ
イル) > [Switch Project] (プロジェクトの切り替え)を選択します。

Talend Studioをこれまでに使⽤し、以前のリリースからプロジェクトをインポートする場合は、「プ
ロジェクトをインポートする方法」を参照してください。

2.4.2. デモプロジェクトをインポートする⽅法
Talend Studioでは、既製ジョブの多数のサンプルを含むデモプロジェクトをインポートできます。こ
のデモプロジェクトは、Talendのさまざまなコンポーネントの機能を理解するために役⽴ちます。

Talend Studioを初めて起動すると、デモプロジェクトをテンプレートとして使⽤して、レポジトリに
新規プロジェクトを作成できます。

次の⼿順で続⾏します。

1. インポートしたいデモプロジェクトをSelect A Demo Project（デモプロジェクトを選択）リ
ストボックスより選択して、Import（インポート）ボタンをクリックします。ステップ 3にス
キップできます。

また、Advanced...（詳細）をクリックして、ログインウィンドウからDemo Project...（デモ
プロジェクト）をクリックします。

ダイアログボックスが表⽰され、デモプロジェクトが選択できます。

ダイアログボックスで選択可能なデモプロジェクトは、使用しているproductによって異なる場合があり
ます。
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2. インポートするデモプロジェクトをクリックし、[Finish] (終了)をクリックしてダイアログボッ
クスを閉じます。

3. [Import demo project] (デモプロジェクトのインポート)ダイアログボックスが開きます。

4. 新規プロジェクトの名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックしてプロジェクトを作成します。
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デモプロジェクトのすべてのサンプルが作成したばかりの新規プロジェクトにインポートされ、
新規プロジェクトの名前がログインウィンドウの[Project] (プロジェクト)リストに表⽰されま
す。

5. インポートしたデモプロジェクトをTalend Studioで開くには、[Project] (プロジェクト)リスト
で選択し、[Open] (開く)をクリックします。⽣成エンジン初期化ウィンドウが表⽰されます。
初期化が完了するまで待ちます。

開いているデモプロジェクトのジョブサンプルは、ワークスペースディレクトリに⾃動的に直
接インポートされ、[Job Designs] (ジョブデザイン)フォルダーの[Repository] (レポジトリ)ツ
リービューで使⽤できます。

これらのサンプルを使って、独⾃のジョブデザインを開始することができます。

Talend Studioの起動中に、ウェルカムウィンドウからデモプロジェクトをインポートすることもでき
ます。

次の⼿順で続⾏します。

1. ウェルカムウィンドウの[Demos] (デモ)リンクをクリックします。

2. ダイアログボックスが表⽰され、1つ以上のデモプロジェクトが選択できます。

ダイアログボックスで選択可能なデモプロジェクトは、使用しているproductによって異なる場合があり
ます。
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3. インポートするデモプロジェクトをリストでクリックし、[Finish] (終了)をクリックしてダイア
ログボックスを閉じます。

確認のメッセージが表⽰され、デモプロジェクトが現在のインスタンスのStudioにインポートさ
れたことが⽰されます。

4. ウェルカムウィンドウの[Start now!] (今すぐ開始する!)リンクをクリックします。

開いているデモプロジェクトのジョブサンプルは、ワークスペースディレクトリに⾃動的に直
接インポートされ、[Job Designs] (ジョブデザイン)フォルダーの[Repository] (レポジトリ)ツ
リービューで使⽤できます。

必要に応じて、Talend Studioが起動後に、デモプロジェクトをインポートすることもできます。

次の⼿順で続⾏します。

1.
Talend Studioのメインウィンドウで、ツールバーの ボタンをクリックします。

ダイアログボックスが表⽰され、1つ以上のデモプロジェクトが選択できます。
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2. ⽬的のデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

確認のメッセージが表⽰され、デモプロジェクトが現在のインスタンスのStudioにインポートさ
れたことが⽰されます。

開いているデモプロジェクトのジョブサンプルは、ワークスペースディレクトリに⾃動的に直
接インポートされ、[Job Designs] (ジョブデザイン)フォルダーの[Repository] (レポジトリ)ツ
リービューで使⽤できます。

これらのサンプルを使って、独⾃のジョブデザインを開始することができます。

2.4.3. プロジェクトをインポートする⽅法
Talend Studioでは、以前のリリースのStudioで作成したプロジェクトをインポートできます。

1. Talend Studioを初めて起動する場合、Advanced...（詳細）をクリックしてログインウィンドウ
を開きます。

2. Studioのログインウィンドウにあるlogin window, click Import... (移動)をクリックし
て、[Import] (インポート)ウィザードを開きます。
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3. 同時に複数のプロジェクトをインポートする場合は、[Import several projects] (複数のプロ
ジェクトをインポート)をクリックします。

4. インポート元のソースに応じて、[Select root directory] (ルートディレクトリに選択)また
は[Select archive file] (圧縮ファイルの選択)をクリックします。

5. [Browse...] (参照...)をクリックして、特定のプロジェクトフォルダーからワークスペースディレ
クトリまたは圧縮ファイルを選択します。デフォルトで、選択可能なワークスペースは現在のリ
リースのものです。インポートするプロジェクトが含まれる、以前のリリースのワークスペース
または圧縮ファイルに移動します。

6. [Copy projects into workspace] (プロジェクトをワークスペースにコピー)チェックボックス
をオンにし、インポートするプロジェクトを移動しないで、そのコピーを作成します。

インポート元のTalend Studioワークスペースディレクトリから元のプロジェクトフォルダーを削除する
場合は、このチェックボックスをオフにします。バックアップのために、このオプションを選択したま
まにしておくことを強く推奨します。

7. [Projects] (プロジェクト)リストでインポートするプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックして操作を有効にします。

ログインウィンドウの[Project] (プロジェクト)リストにインポートしたプロジェクトの名前が
表⽰されます。
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これでインポートしたプロジェクトを選択して、Talend Studioで開くことができます。[Open] (開
く)をクリックして、Studioを起動します。

アプリケーションを起動すると、⽣成初期化ウィンドウが開く場合があります。初期化が完了するまで待ちま
す。

2.4.4. プロジェクトを開く⽅法
Talend Studioを初めて起動すると、[Project] (プロジェクト)リストにはプロジェクト名は表示されませ
ん。Studioで開くことができるプロジェクトの名前を[Project] (プロジェクト)リストに表示するには、最初
にプロジェクトを作成するか、デモプロジェクトをインポートする必要があります。

Talend Studioでプロジェクトを開くには

Studioのログインウィンドウで、Project（プロジェクト）リストからプロジェクトを選択し
て[Open] (開く)をクリックします。

進⾏状況を⽰すバーが表され、Talend Studioのメインウィンドウが開きます。⽣成エンジン初期化
ウィンドウが表⽰されます。初期化が完了するまで待ちます。

以前のバージョンのStudioからインポートしたプロジェクトを開くと、情報ウィンドウが開いて、移⾏タスク
が成功したことが⽰されます。詳細は、「移行タスク」を参照してください。
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2.4.5. プロジェクトを削除する⽅法
1. ログインスクリーンで、Delete...（削除）をクリックします。 (移動)をクリックして、[Select

Project] (プロジェクトの選択)ダイアログボックスを開きます。

2. 削除するプロジェクトのチェックボックスをオンにします。

3. [OK]をクリックして、削除を有効にします。

ログインウィンドウのプロジェクトリストが更新されます。

この操作は元に戻せないため、注意してください。[OK]をクリックすると、削除したプロジェクトを回
復する方法はありません。

[Do not delete projects physically]  (プロジェクトを物理的に削除しない)チェックボックスをオンに
すると、選択したプロジェクトをプロジェクトリストから削除できますが、Talend Studioのワークス
ペースディレクトリには残ります。そのため、ログインウィンドウにある[Project] (プロジェクト)リス
トの[Import existing project(s) as local] (既存のプロジェクトをローカルにインポート)オプションを
使って、いつでも削除したプロジェクトを回復できます。

2.4.6. プロジェクトをエクスポートする⽅法
Talend Studioでは、現在のインスタンスのTalend Studioで作成またはインポートしたプロジェクト
をエクスポートできます。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの ボタンをクリックし、[Export Talend
projects in archive file] (圧縮ファイルにTalendプロジェクトをエクスポート)を開きます。
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2. エクスポートするプロジェクトのチェックボックスをオンにします。必要に応じて(上級ユー
ザーのみ)、[Filter Types...] (フィルターのタイプ)リンクを使って、プロジェクトの⼀部のみを
選択できます。

3. [To archive file] (エクスポート先のアーカイブファイル)フィールドに、選択したプロジェクト
のエクスポート先である圧縮ファイルの名前を⼊⼒するか、参照して探します。

4. [Option] (オプション)エリアで、圧縮形式と構造のタイプを選択します。

5. Finish (終了)をクリックして変更を有効にします。

エクスポートファイルが含まれる圧縮ファイルが、定義した場所に作成されます。

2.4.7. 移⾏タスク
移⾏タスクは、Talend Studioの以前のバージョンと現在のバージョンで作成されたプロジェクトの互
換性を保つために⾏います。

ユーザーにいくつかの変更が表⽰される場合があるため、情報ウィンドウを使ってこの更新タスクを
⾏う⽅法を説明しています。

この情報ウィンドウは、以前のバージョンのTalend Studioでインポート(作成)したプロジェクト起動
すると開きます。このウィンドウには正常に⾏われたタスクの簡単な説明が⽰され、円滑にプロジェ
クトを進⾏できます。
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Talend Studioの使⽤に影響のある変更には、次のような例があります。

• MySQLデータベースで使⽤されるtDBInputが、特定のtDBMysqlInputコンポーネントになり、使
⽤するジョブでそのアスペクトが⾃動的に変更されます。

• tUniqRowはこれまで⼊⼒スキーマキーに基づいていましたが、最新のtUniqRowでは、ユーザー
は単⼀性を基にするカラムを選択できます。

2.5. Talend Studioの環境設定
Talend Studioのすべてのパースペクティブのさまざまなプロパティを必要性と好みに応じて定義でき
ます。

定義するさまざまな設定は、[Preference] (環境設定)に保存することができ、作成するすべての新規
ジョブのデフォルト値となります。

次のセクションでは、環境設定として定義できる設定について説明しています。

最初に、Talend Studioの[Window] (ウィンドウ)メニューをクリックし、[Preferences] (環境設定)
を選択します。

2.5.1. Javaインタプリタのパス(Talend)
Javaインタプリタのパスは、お使いのコンピュータのJavaファイルでデフォルト設定されています
(デフォルトでProgram Files\Java\jre6\bin\java.exe)。
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Javaインタプリタのパスをカスタマイズするには

1. 必要に応じて、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスのツリービューでTalendノードを
クリックします。

2. デフォルトのディレクトリが正しいパスを表⽰しない場合は、[Java interpreter] (Javaインタ
プリタ)フィールドにパスを⼊⼒します。

同じビューで、プレビューの制限、⼀時ファイルのパス、またはOS⾔語を変更することもできま
す。

2.5.2. Designerの環境設定(Talend > Appearance)
コンポーネントとジョブデザインの環境設定を定義して、Studioでその設定を永久的なものにできま
す。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talend > [Appearance] (外観)ノードの順に展開します。

3. [Designer] (デザイナー)をクリックして、該当するビューを表⽰します。

このビューで、コンポーネント名やヒントの表⽰⽅法を定義できます。
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4. 関連するチェックボックスをオンにして、Talend Studioデザインワークスペースの使⽤をカスタ
マイズします。

2.5.3. ユーザーコンポーネントフォルダーを定義する⽅法
(Talend > Components)
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブで使⽤するカスタムコンポーネントを作成して
開発できます。

ユーザーコンポーネントの作成と開発の詳細は、「http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?
id=component_creation」でコンポーネント作成チュートリアルを参照してください。

次の⼿順は外部コンポーネントにのみ該当します。すべてのコンポーネントの環境設定は、「特定の
コンポーネントの設定を変更する方法(Talend > Components)」を参照してください。

ユーザーコンポーネントフォルダーには、⾃分で作成したコンポーネントまたはTalendForgeからダ
ウンロードしたコンポーネントが含まれます。コンポーネントフォルダーを定義するには、次の⼿順
を実⾏します。

1. [Preferences] (環境設定)ダイアログボックスのツリービューで、Talendノードを展開
し、[Components] (コンポーネント)を選択します。

http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?id=component_creation
http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?id=component_creation
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2. [User component folder] (ユーザーコンポーネントフォルダー)に、Studioの[Palette](パレッ
ト)に追加するカスタムコンポーネントを含むフォルダーへのパスを⼊⼒するか、参照して探し
ます。

Studioの[Palette](パレット)にインポートするには、カスタムコンポーネントは、⾃分で定義
したコンポーネントフォルダーのルートにある別のフォルダーに保存されていなければなりませ
ん。

3. [Apply] (適⽤)をクリックして、[OK]をクリックし、環境設定を有効にしてダイアログボックス
を閉じます。

Studioが再起動し、外部コンポーネントが[Palette] (パレット)に追加されます。

この設定はワークスペースのメタデータに保存されます。Talend Studioのワークスペースが変更にな
ると、この設定をもう⼀度⾏う必要があります。

2.5.4. 特定のコンポーネントの設定を変更する⽅法
(Talend > Components)
デフォルトのマッピングリンク表⽰など、特定のコンポーネントの設定を変更できます。

次の⼿順は外部コンポーネントおよびStudioに含まれるコンポーネントに該当します。ユーザーコ
ンポーネントに特有の環境設定は、「ユーザーコンポーネントフォルダーを定義する方法(Talend >
Components)」を参照してください。

特定のコンポーネント設定を変更するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Preferences] (環境設定)ダイアログボックスのツリービューで、Talendノードを展開
し、[Components] (コンポーネント)を選択します。



Documentationの環境設定(Talend > Documentation)

30 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

2. [Default mapping links display as] (デフォルトのマッピングリンク表⽰タイプ)リストか
ら、tMapで使⽤するマッピングリンクのタイプを選択します。

3. tRunJobコンポーネントをダブルクリックしたときに、該当するジョブが開かないようにする
には、tRunJobの下のチェックボックスをオンにします。

上記のオプションを選択しても、該当するジョブは、tRunJobコンポーネントを右クリックし
て、[Open tRunJob Component] (tRunJobコンポーネントを開く)を選択することで開くことができま
す。

4. [Apply] (適⽤)をクリックして、[OK]をクリックし、環境設定を有効にしてダイアログボックス
を閉じます。

この設定はワークスペースのメタデータに保存されます。Talend Studioのワークスペースが変更にな
ると、この設定をもう⼀度⾏う必要があります。

2.5.5. Documentationの環境設定(Talend >
Documentation)
⽣成されたドキュメントにソースコードを含むことができます。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talendノードを展開し、[Documentation] (ドキュメント)をクリックして、ドキュメントの環
境設定を表⽰します。

3. 必要に応じて、ドキュメントの環境設定をカスタマイズします。
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• ⽣成するHTMLドキュメントにソースコードを含めるには、[Source code to HTML
generation] (ソースコードからHTMLの⽣成)チェックボックスをオンにします。

• CSSファイルを使って、エクスポートしたHTMLファイルをカスタマイズするには、[Use CSS
file as a template when export to HTML] (HTMLにエクスポートしたらCSSファイルをテン
プレートとして使⽤)チェックボックスをオンにして、[CSS File] (CSSファイル)フィールドを
有効にします。

ドキュメントの詳細は、「HTMLドキュメンテーションの生成方法」および「Documentation (ドキュ
メンテーション)タブ」を参照してください。

2.5.6. RESTサービスの環境設定(Talend > ESB)
RESTサービスにデフォルトのエンドポイントURIとデフォルトのサービスロケーターネームスペース
を設定できます。次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talend > [ESB]ノードの順に展開します。

3. [Service-REST] (サービス-REST)をクリックして、該当するビューを表⽰します。

このビューで、RESTサービスにデフォルトのエンドポイントURIとデフォルトのサービスロケー
ターネームスペースを設定できます。

2.5.7. Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)
Talend Studioで、Talendコミュニティの⼀部であるTalend Exchangeへの接続に関連する環境設定
を定義できます。次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talendノードを展開し、[Exchange]をクリックして、[Exchange]ビューを表⽰します。
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3. 必要に応じて、Exchangeの環境設定をカスタマイズします。

• Talendコミュニティにまだ接続していない場合は、[Sign In] (サインイン)をクリックし
て、[Connect to TalendForge] (TalendForgeへの接続)ページを開き、Talendコミュニティ
資格情報を使ってサインインするか、Talendコミュニティアカウントを作成してサインイン
します。

Talendコミュニティにすでに接続している場合は、アカウントが表⽰され、[Sign In] (サイン
イン)ボタンが[Sign Out] (サインアウト)ボタンに変わります。Talendコミュニティへの接続
を切断するには、[Sign Out] (サインアウト)をクリックします。

• Talendコミュニティに接続中に、インストールしたコミュニティエクステンションへのアッ
プデートがある場合、デフォルトで、アップデートがあることを通知するダイアログボックス
が表⽰されます。コミュニティエクステンションのアップデートを頻繁に確認し、次回からこ
のダイアログボックスを表⽰したくない場合は、[Notify me when updated extensions are
available] (エクステンションのアップデートを通知する)をオフにします。

Talendコミュニティへの接続の詳細は、「Talend Studioの起動」を参照してください。コミュニ
ティエクステンションの詳細は、「Talendコミュニティコンポーネントをダウンロード/アップロー
ドする方法」を参照してください。

2.5.8. デフォルトでのコードの追加(Talend > Import/
Export)
ジョブのコードの最初と最後にデフォルトでコードを追加できます。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talend、[Import/Export] (インポート/エクスポート)ノードの順に展開し、[Shell Setting]
(シェルの設定)をクリックして該当するビューを表⽰します。

3. [Command] (コマンド)フィールドで、%GENERATED_TOS_CALL%の前または後にコードを⼊⼒する
と、ジョブのコードの前または後にそのコードが表⽰されます。

2.5.9. ⾔語の環境設定(Talend > Internationalization)
Talend Studioでは、⾔語の環境設定を定義できます。次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。
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2. Talendノードを展開し、[Internationalization] (国際化)をクリックして、該当するビューを表
⽰します。

3. [Local Language] (ローカル⾔語)リストから、Talend Studioのグラフィックインターフェイス
に使⽤する⾔語を選択します。

4. [Apply] (適⽤)をクリックし、[OK]をクリックして変更を有効にし、[Preferences] (環境設定)
ダイアログボックスを閉じます。

5. Studioを再起動すると、グラフィックインターフェイスが選択した⾔語で表⽰されます。

2.5.10. パフォーマンスの環境設定(Talend >
Performance)
Talend Studioの使⽤に応じて、[Repository] (レポジトリ)ツリービューの環境設定を定義できま
す。[Repository] (リポジトリ)ビューを更新するには

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talendノードを展開し、[Performance] (パフォーマンス)をクリックして、リポジトリの更新
の環境設定を表⽰します。
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⾃動更新を無効にすると、パフォーマンスが向上します。

3. Talend Studioの使用に応じて、次のように、[Repository] (レポジトリ)ツリービューの環境設定
を定義します。

• リポジトリの⾃動検出と更新を無効にするには、[Deactivate auto detect/update after a
modification in the repository] (リポジトリの変更後の⾃動検索/更新を⾮アクティブ化)チェッ
クボックスをオンにします。

• コンポーネントのプロパティフィールドの監査を有効にするには、[Check the property fields
when generating code] (コード⽣成時にプロパティフィールドをチェック)チェックボックスを
オンにします。正しく⼊⼒されていないプロパティフィールドがあると、デザインワークスペース
のコンポーネントが⾚⾊で囲まれます。

コンポーネントのプロパティフィールドの検証を無効にすると、パフォーマンスを最適化できます。そ
れには、[Check the property fields when generating code] (コード⽣成時にプロパティフィールドを
チェック)チェックボックスをオフにします。

• ジョブを開いたときにコードが⽣成されるようにするには、[Generate code when opening the
job] (ジョブを開いた時にコードを⽣成)チェックボックスをオンにします。

• ジョブまたはを更新するときに最新バージョンのみが確認されるようにするには、[Check only
the last version when updating jobs or joblets] (ジョブまたはジョブレットの更新時に最終
バージョンのみチェック)チェックボックスをオンにします。

• リポジトリコンテキストに変数の変更を反映するには、[Propagate add/delete variable
changes in repository contexts] (変数の追加/削除の変更をリポジトリコンテキストに反映)を選
択します。

• データベース接続のタイムアウトを有効にするには、[Activate the timeout for database
connection] (データベース接続のタイムアウトのアクティブ化)チェックボックスをオンにし
ます。次に、タイムアウトの時間を[Connection timeout (seconds)] (接続タイムアウト(秒))
フィールドで設定します。

• 新規ジョブの作成時にすべてのユーザールーチンをジョブの依存関係に追加するには、[Add all
user routines to job dependencies, when create new job] (新規ジョブの作成時にすべての
ユーザールーチンをジョブの依存関係に追加)チェックボックスをオンにします。

• 新規ジョブの作成時にすべてのシステムルーチンをジョブの依存関係に追加するには、[Add all
system routines to job dependencies, when create new job] (新規ジョブの作成時にすべての
システムルーチンをジョブの依存関係に追加)チェックボックスをオンにします。

2.5.11. デバッグとジョブ実⾏の環境設定(Talend > Run/
Debug)
Talend Studioでは、デバッグとジョブ実⾏の環境設定を定義できます。次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talendノードを展開し、[Run/Debug] (実⾏/デバッグ)をクリックして、該当するビューを表⽰
します。
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• [Talend client configuration] (Talendクライアントの設定)エリアで、デフォルトとして使⽤す
る実⾏オプションを定義できます。

Stats port range (統計
ポートの範囲)

統計を⽣成するために使⽤するポートの範囲を指定します。特に、デフォルトで定義さ
れるポートが別のアプリケーションで使⽤されている場合のためです。

Trace port range (ト
レースポートの範囲)

トレースを⽣成するために使⽤するポートの範囲を指定します。特に、デフォルトで定
義されるポートが別のアプリケーションで使⽤されている場合のためです。

Save before run (実⾏前
に保存)

ジョブを実⾏する前に、⾃動的に保存するには、このチェックボックスをオンにしま
す。

Clear before run (実⾏前
にクリア)

ジョブを再実⾏する前に、前の実⾏結果を削除するには、このチェックボックスをオン
にします。

Exec time (実⾏時間) ジョブの実⾏時間を表⽰するには、このチェックボックスをオンにします。
Statistics (統計) ジョブの実⾏中にデータフローの統計値を表⽰するには、このチェックボックスをオン

にします。
Traces (トレース) ジョブの実⾏中にデータ処理を表⽰するには、このチェックボックスをオンにします。
Pause time (停⽌時間) 各データ⾏がトレーステーブルに送られるまでの時間を⼊⼒します。

• [Job Run VM arguments] (ジョブ実⾏VMの引数)リストで、必要に応じて、現在のJVMのパラ
メータを定義できます。デフォルトのパラメーターの-Xms256Mと-Xmx1024Mは、ジョブ実⾏の
ために予約された最低および最⼤のメモリ容量に対応しています。

たとえば、特定のジョブの実⾏結果を⽇本語で表⽰する場合など、特定のジョブの実⾏のみにJVM
パラメーターを使⽤する場合は、このジョブの[Run] (実⾏)ビューを開き、[Run] (実⾏)ビューで
該当するパラメーターを定義して、実⾏の詳細設定を⾏います。

特定のジョブ実⾏の詳細設定は、「実行の詳細設定を行う方法」を参照してください。

使⽤可能パラメーターの詳細は、http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/
vmoptions-jsp-140102.htmlを参照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html
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2.5.12. スキーマカラムでの特殊⽂字の表⽰(Talend >
Specific settings)
中国語、⽇本語、韓国語などの特殊⽂字で書かれたカラムを含むテーブルスキーマを取得する必要が
ある場合は、Talend Studioで特殊⽂字の読み取りを有効にします。次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. 開いたダイアログボックスのツリービューで、Talendノードを展開します。

3. [Specific settings] (特別設定)ノードをクリックし、ダイアログボックスの右側に該当する
ビューを開きます。

4. [Allow specific characters (UTF8,...) for columns of schemas] (スキーマのカラムに特殊⽂
字(UTF8,...)を許可する)チェックボックスをオンにします。

2.5.13. スキーマの環境設定(Talend > Specific Settings)
コンポーネントのスキーマフィールドのデフォルトのデータ⻑さとデータ型を定義できます。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talendノードを展開して、[Specific Settings] (特別設定) > [Default Type and Length] (デ
フォルトのデータ型と⻑さ)の順にクリックし、スキーマのデータ型と⻑さを表⽰します。
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3. 必要に応じて、パラメーターを設定します。

• [Default Settings for Fields with Null Values] (Null値のデフォルト設定)エリアで、データ
型とフィールドの⻑さを⼊⼒し、Nullフィールドに適⽤します。

• [Default Settings for All Fields] (フィールドのデフォルト設定)エリアで、データ型とフィー
ルドの⻑さを⼊⼒し、スキーマのすべてのフィールドに適⽤します。

• [Default Length for Data Type] (データ型のデフォルト⻑)エリアで、各データ型のフィール
ドの⻑さを⼊⼒します。

2.5.14. タイプの変換(Talend > Specific Settings)
Talend Studioでは、Javaからデータベースに、またはその逆にタイプを変換する際のパラメーター
を設定できます。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talend、[Specific Settings] (特別設定)ノードの順に展開し、[Metadata of Talend Type]
(Talendタイプのメタデータ)をクリックして関連するビューを表⽰します。
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[Metadata Mapping File] (メタデータマッピングファイル)エリアに、Talend Studioで使⽤され
る各データベースタイプの変換パラメーターが保存されたXMLファイルが表⽰されます。

• [Import] (インポート)、[Export] (エクスポート)、[Remove] (削除)をクリックし、変換ファ
イルをインポート、エクスポート、削除できます。

• 変換ファイルは必要に応じて変更できます。これを⾏うには、[Edit] (編集)ボタンをクリック
して、[Edit mapping file] (マッピングファイルの編集)ダイアログボックスを表⽰し、開いた
ダイアログボックスで直接XMLコードを変更します。

2.5.15. SQLビルダーの環境設定(Talend > Specific
Settings)
Talend ESB Studioでは、SQLビルダーの環境設定を定義できます。次の⼿順を実⾏します。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talend、[Specific Settings] (特別設定)ノードの順に展開し、[SQL Builder] (SQLビルダー)を
クリックして関連するビューを表⽰します。

3. 必要に応じて、SQLビルダーの環境設定をカスタマイズするには、次のいずれかのオプションを
選択します。

• SQLクエリのコラム名とテーブル名を引⽤符で囲むには、[add quotes, when you
generated sql statement] (SQLステートメントの⽣成時に引⽤符を追加)チェックボックス
をオンにします。

• AS/400データベースの使⽤時に、標準SQLステートメントまたはシステムSQLステートメン
トを使⽤するには、[AS400 SQL generation] (AS400 SQLの⽣成)エリアで、[Standard SQL
Statement] (標準SQLステートメント)または[System SQL Statement] (システムSQLステー
トメント)チェックボックスをオンにします。

• データベースのすべてのコンポーネントでクエリの検証を無効にするには、[Enable check
queries in the database components (disable to avoid warnings for specific queries)
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(DBコンポーネントのクエリチェックを有効にする(特定のクエリに対する警告を有効にする))
チェックボックスをオンにします。

2.5.16. Usage Data Collectorの環境設定(Talend >
Usage Data Collector)
Talend Studioで、ユーザーがStudioの使⽤統計の収集を許可すると、ユーザーのTalend製品への理
解が⾼まるだけでなく、Talendがユーザーの製品の使⽤状況を把握するために役⽴ちます。それに
より、Talendはユーザーのために製品の品質とパフォーマンスを向できます。

デフォルトで、Talend Studioでは⾃動的にユーザーによるStudioの使⽤データが収集さ
れ、Talendがホストするサーバーに定期的に送信されます。必要に応じて、使⽤状況データの収集
を確認し、情報をアップロードし、Usage Data Collector (使⽤状況データコレクタ)の環境設定をカ
スタマイズできます。

収集されるのはStudioの使⽤統計データのみでです。個⼈情報は収集されず、Talendには送信されないため
ご安⼼ください。

1. メニューバーで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定)の順にクリック
し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。

2. Talendノードを展開し、[Usage Data Collector] (使⽤状況データコレクタ)をクリックし
て、[Usage Data Collector] (使⽤状況データコレクタ)ビューを表⽰します。

3. Usage Data Collector (使⽤状況データコレクタ)についてのメッセージをお読みくださ
い。Usage Data Collector (使⽤状況データコレクタ)でStudio使⽤情報の収集とアップロードを
許可しない場合は、[Enable capture] (キャプチャの有効化)をオフにします。

4. Usage Data Collector (使⽤状況データコレクタ)で収集された使⽤状況データをプレビューする
には、[Usage Data Collector] (使⽤状況データコレクタ)ノードを展開して、[Preview] (プレ
ビュー)をクリックします。
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5. 使⽤状況データのアップロード間隔をカスタマイズしたり、最後にアップロードされた⽇を確認
するには、[Usage Data Collector] (使⽤状況データコレクタ)ノードの下の[Uploading] (アッ
プロード)をクリックします。

• Usage Data Collector (使⽤状況データコレクタ)が有効になっていると、デフォルトで製品
の使⽤状況データが収集され、10⽇ごとにTalendサーバーに送信されます。データのアップ
ロード間隔を変更するには、[Upload Period] (アップロード間隔)に新しい⽇数を整数で⼊⼒
します。

• 読み取り専⽤の[Last Upload] (最終アップロード)フィールドには、使⽤状況データが最後
にTalendサーバーに送信された⽇時が表⽰されます。

2.6. プロジェクト設定のカスタマイズ
Talend Studioでは、進⾏中のプロジェクトの情報と設定(パレット、ジョブ設定、ジョブバージョン
管理など)をカスタマイズできます。

プロジェクト設定をカスタマイズするには、次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioツールバーで をクリックするか、メニューバーで[File] (ファイル) > [Edit Project
Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択します。

[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスが開きます。
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2. ダイアログボックスの左にあるツリーダイアグラムで、カスタマイズする設定を選択し、ボック
スの右に表⽰されているオプションを使ってカスタマイズします。

このダイアログボックスでは、特定のプロジェクトを定義する設定の集合体をエクスポートまたはイ
ンポートすることもできます。

• 設定をエクスポートするには、[Export] (エクスポート)ボタンをクリックします。エクスポートに
よって、プロジェクト設定をすべて含んでいるXMLファイルが⽣成されます。

• 設定をインポートするには、[Import] (インポート)ボタンをクリックし、現在のプロジェクトに適
⽤するプロジェクトのパラメーターが含まれているXMLファイルを選択します。

2.6.1. パレット設定
プロジェクトで使⽤されるコンポーネントだけがロードされるよう、パレット表⽰の設定をカスタマ
イズできます。これによって、Studioをさらに速く起動できるようになります。

パレット表⽰の設定をカスタマイズするには、次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。
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プロジェクト作成時にプロジェクトの説明を追加しなかった場合は、[Project Settings] (プロジェクト
設定)ダイアログボックスの[General] (⼀般設定)で追加できます。

2. [Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスのツリービューで[Designer] (デザ
イナー)を展開し、[Palette Settings] (パレット設定)を選択します。ダイアログボックスの右に
あるパネルに、現在のパレット設定が表⽰されます。

3. 現在のプロジェクトのパレットから削除するコンポーネントを、1つまたは複数、あるいはセッ
トで選択します。

4. 左⽮印ボタンを使って、選択したコンポーネントを左のパネルに移動します。これで、選択した
コンポーネントがパレットから削除されます。

5. ⾮表⽰にされたコンポーネントを再表⽰させるには、左のパネルでそのコンポーネントを選択
し、右⽮印ボタンを使ってパレットに復元します。

6. [Apply] (適⽤)をクリックして変更を確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

パレットをデフォルト設定に戻すには、[Restore Defaults] (デフォルトの復元)をクリックします。

パレットの詳細は、「パレットのレイアウトと設定を変更する方法」を参照してください。
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2.6.2. バージョン管理
また、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスの[General] (⼀般設定) > [Version
Management] (バージョン管理)を通じて、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで各アイテムの
バージョンを管理することもできます。

次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

2. ダイアログボックスのツリービューで[General] (⼀般設定)を展開し、[Version Management]
(バージョン管理)を選択して該当するビューを開きます。

3. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、バージョンを管理するアイテムが含まれているノー
ドを展開し、そのアイテムのチェックボックスをオンにします。

選択されたアイテムが右の[Items] (アイテム)リストに表⽰されます。その横の[Version] (バー
ジョン)カラムには現在のバージョンが、[New Version] (新規バージョン)カラムには設定された
新しいバージョンがそれぞれ表⽰されます。

4. 必要に応じて変更します。
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• [Options] (オプション)エリアで[Change all items to a fixed version] (すべてのアイテムを
⼀定のバージョンに変更)チェックボックスをオンにし、選択されたアイテムのバージョンを
⼀定のバージョンに変更します。

• 変更を取り消す場合は、[Revert] (戻す)をクリックします。

• 選択されたアイテムに依存するアイテムをすべて同時に更新する場合は、[Select all
dependencies] (すべての依存関係を選択)をクリックします。

• 選択されたアイテムに依存するサブジョブをすべて同時に更新する場合は、[Select all
subjobs] (すべてのサブジョブを選択)をクリックします。

• アイテムの各バージョンを⾼くするには、[Update the version of each item] (各アイテムの
バージョンの更新)チェックボックスをオンにし、⼿動で変更します。

• どのように更新されるかにかかわらず、バージョン化されるtRunJobで、現在のバージョン
の⽗親ジョブが現在のバージョンの⼦のジョブを引き続き使⽤するようにする場合は、[Fix
tRunjob versions if Latest] (最新の場合はtRunjobのバージョンを同⼀にする)チェックボッ
クスをオンにします。たとえばtRunJobによって、⽗親と⼦の両⽅のレベルで、現在のバー
ジョン1.0が1.1に更新されます。このチェックボックスをオンにすると、⽗親ジョブ1.0は、
更新が完了した時の最新バージョン(バージョン1.1など)ではなく、引き続き⼦ジョブ1.0を使
⽤します。

このチェックボックスを使用するには、バージョン化されるtRunjobで、父親ジョブが現在のバージョ
ンとして最新バージョンの子ジョブを使用していることが必要です。この最新バージョンは、子ジョ
ブの[Component] (コンポーネント)ビューにあるドロップダウンバージョンで[Latest] (最新)オプショ
ンを選択して取得します。tRunJobの詳細は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』
を参照してください。

5. [Apply] (適⽤)をクリックして変更を適⽤し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

バージョン管理の詳細は、「ジョブおよびルートのバージョン管理」を参照してください。

2.6.3. ステータス管理
また、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスの[General] (⼀般設定) > [Status
Management] (ステータス管理)を通じて、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで各アイテムの
ステータスを管理することもできます。

次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

2. ダイアログボックスのツリービューで[General] (⼀般設定)を展開し、[Status Management]
(ステータス管理)を選択して該当するビューを開きます。
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3. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ステータスを管理するアイテムが含まれているノー
ドを展開し、そのアイテムのチェックボックスをオンにします。

選択されたアイテムが右の[Items] (アイテム)リストに表⽰されます。その横の[Status] (ステー
タス)カラムには現在のステータスが、[New Status] (新規ステータス)カラムには設定された新
しいステータスがそれぞれ表⽰されます。

4. [Options] (オプション)エリアで[Change all technical items to a fixed status] (すべてのテク
ニカルアイテムを同⼀ステータスへ変更)チェックボックスをオンにし、選択されたアイテムの
ステータスを⼀定のステータスに変更します。

5. 変更を取り消す場合は、[Revert] (戻す)をクリックします。

6. アイテムの各ステータスを⾼くするには、[Update the Status of each item] (各アイテムのス
テータスの更新)チェックボックスをオンにし、⼿動で変更します。

7. [Apply] (適⽤)をクリックして変更を適⽤し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

ジョブステータスの詳細は、「ステータス設定」を参照してください。
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2.6.4. ジョブ設定
ジョブの新規作成時に実際のプロジェクトの[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボッ
クスで定義した[Implicit Context Load] (暗黙的なコンテキストのロード)と[Stats and Logs] (統計
とログ)の設定を⾃動的に使⽤できます。

次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

2. ダイアログボックスのツリービューで[Job Settings] (ジョブ設定)ノードをクリックし、該当す
るビューを開きます。

3. [Implicit Context Load] (暗黙的なコンテキストのロード)エリア、および[Stats and Logs] (統
計とログ)エリアの[Use project settings when create a new job] (新規ジョブの作成時にプロ
ジェクト設定を使⽤)チェックボックスをオンにします。

4. [Apply] (適⽤)をクリックして変更を確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

2.6.5. 統計とログ
ジョブを実⾏する場合は、[tStatCatcher Statistics] (tStatCatcher統計)オプション、またはログコ
ンポーネントを通じてその実⾏を監視できます。これによって、収集されたログデータを.csvファイ
ルやデータベースに格納できるようになります。

その後、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスでログファイルやデータベース
へのパスをいちどセットアップするだけで、ログデータは常にその場所に格納されるようになりま
す。

次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。
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2. ダイアログボックスのツリービューで[Job Settings] (ジョブ設定)ノードを展開し、[Stats &
Logs] (統計とログ)をクリックして該当するビューを開きます。

実⾏のコンテキストによっては[Stats & Logs] (統計とログ)の環境設定が変更されないことがわかってい
る場合は、永続的な環境設定にします。[Stats & Logs] (統計とログ)の設定を個別に適⽤する場合は、こ
れらのパラメーターを[Stats & Logs] (統計とログ)ビューで直接設定するほうが得策です。このビューの
詳細は、「統計およびログの使用を自動化する方法」を参照してください。

3. [Use Statistics] (統計の使⽤)、[Use Logs] (ログの使⽤)、[Use Volumetrics] (ボリューメト
リックスの使⽤)の中で該当するチェックボックスをオンにし、パスを選択するログ情報のタイ
プを選択します。

4. ログデータの格納形式を選択します。[On Files] (ファイルへ出⼒)チェックボックスか[On
Database] (データベースへ出⼒)チェックボックスをオンにしてください。また、[On
Console] (コンソールへ出⼒)チェックボックスをオンにすればデータをコンソールに表⽰させ
ることもできます。

これらの設定に基づいて、該当するフィールドが有効または無効になります。選択したログ情報のタ
イプに基づいて、両端に引⽤符を付けてファイル名またはDB名を⼊⼒します。

これで、[Repository] (リポジトリ)にデータベース接続情報を格納することができます。[Property
Type] (プロパティタイプ)を[Repository] (リポジトリ)に設定し、関連する接続メタデータを参照し
て取得します。フィールドへの⼊⼒が⾃動的に完了します。

コンテキストに接続情報を保存する場合は、Ctrl+スペースキーを使ってその情報にアクセスすることもでき
ます。

2.6.6. コンテキスト設定
⾃分のジョブで使⽤するデフォルトのコンテキストパラメーターを定義できます。

次の⼿順を実⾏します。
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1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

2. ダイアログボックスのツリービューで[Job Settings] (ジョブ設定)ノードを展開し、[Implicit
Context Load] (暗黙的なコンテキストのロード)チェックボックスをオンにして、暗黙的
な[tContextLoad]フィーチャーの設定パラメーターを表⽰します。

3. ⾃分のコンテキストを格納するファイルのタイプに基づいて、[From File] (ファイルから)
チェックボックス、または[From Database] (データベースから)チェックボックスをオンにしま
す。

4. ファイルの場合は、[From File] (ファイルから)フィールドにファイルパスを、[Field
Separator] (フィールドセパレータ)フィールドにフィールドセパレータをそれぞれ⼊⼒しま
す。

5. データベースの場合は、[Property Type] (プロパティタイプ)リストで[Built-in] (組み込み)モー
ド、または[Repository] (リポジトリ)モードを選択し、続くフィールドに⼊⼒します。

6. [Table Name] (テーブル名)フィールドと[Query Condition] (クエリ条件)フィールドに⼊⼒し
ます。

7. 変数はロードされたもののコンテキストに存在しない(またはその逆の)場合に備え、受信するシ
ステムメッセージのタイプ(警告、エラー、情報)を選択します。

8. [Apply] (適⽤)をクリックして変更を確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

2.6.7. プロジェクト設定の使⽤
[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスでは、[Implicit Context Load] (暗
黙的なコンテキストのロード)と[Stats and Logs] (統計とログ)の設定の適⽤先とするジョブ
を[Repository] (リポジトリ)ツリービューから選択できます。

次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。
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2. ダイアログボックスのツリービューで[Job Settings] (ジョブ設定)ノードを展開し、[Use
Project Settings] (プロジェクト設定の使⽤)をクリックして、ジョブでの[Implicit Context
Load] (暗黙的なコンテキストのロード)と[Stats and Logs] (統計とログ)のオプションを表⽰し
ます。

3. [Implicit Context Load Settings] (暗黙的なコンテキストのロードの設定)エリアで、暗黙的な
コンテキストのロードオプションを使⽤するジョブのチェックボックスをオンにします。

4. [Stats Logs Settings] (統計とログの設定)エリアで、統計とログオプションを使⽤するジョブの
チェックボックスをオンにします。

5. [Apply] (適⽤)をクリックして変更を確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

2.6.8. ステータス設定
[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスではステータスも定義できます。

次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

2. ダイアログボックスのツリービューで[Status] (ステータス)ノードをクリックし、⾃分
の[Repository] (リポジトリ)ツリービューモジュールのメインプロパティを定義します。

リポジトリアイテムのメインプロパティでは、選択されたアイテムの名前、⽬的、説明、作成
者、バージョン、ステータスといった情報データが収集されます。ほとんどのプロパティはフ
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リーテキストのフィールドですが、[Status] (ステータス)フィールドはドロップダウンリストで
す。

3. [New...] (新規)ボタンをクリックしてダイアログボックスを表⽰させ、⾃分のニーズに最も適切
な値を[Status] (ステータス)リストに⼊⼒します。[Code] (コード)には3⽂字までしか⼊⼒でき
ません。また、[Label] (ラベル)にも⼊⼒が必要です。

Talendでは、テクニカルステータスとドキュメンテーションステータスを区別しています。

[Technical status] (テクニカルステータス)リストには、ステーションで実⾏するモジュールの
分類コード(ジョブ、メタデータ、ルーチンなど)が表⽰されます。

[Documentation status] (ドキュメンテーション)リストでは、ドキュメントプロセス(ビジネス
モデルまたはドキュメンテーション)に使⽤されるリポジトリのモジュールを分類できます。

4. ステータス設定が完了したら、[OK]をクリックして保存します。

[Status] (ステータス)リストに、ジョブデザインやビジネスモデルのメインプロパティを定義し
た時にここで定義したステータスレベルが表⽰されます。

5. [Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスで[Apply] (適⽤)をクリックして変更
を確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
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2.6.9. セキュリティ設定
⾃分のドキュメンテーション、メタデータ、コンテキストなどが[Repository] (リポジトリ)ツリー
ビューに格納される時に使⽤するパスワードを、表⽰または⾮表⽰にすることができます。

パスワードを⾮表⽰にするには、次の⼿順を実⾏します。

1.
Studioのメインウィンドウで、ツールバーの をクリックするか、メニューバーで[File]
(ファイル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトのプロパティを編集)を選択して[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

2. ダイアログボックスのツリービューで[Security] (セキュリティ)ノードをクリックし、該当する
ビューを開きます。

3. [Hide passwords] (パスワードの⾮表⽰)チェックボックスをオンにして、パスワードを⾮表⽰
にします。

[Hide passwords] (パスワードの⾮表⽰)チェックボックスをオンにすると、コンポーネントの[Basic
Setting] (基本設定)ビューの[Property Type] (プロパティタイプ)で[Repository] (リポジトリ)を選択し
た時に、⾃分の全ドキュメンテーションやコンテキストでだけでなくコンポーネントプロパティでもパ
スワードが表⽰されなくなります(下図参照)。ただし、[Built-in] (組み込み)を選択するとパスワードは
⾮表⽰になりません。

4. [Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスで[Apply] (適⽤)をクリックして変更
を確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

2.7. Repository (リポジトリ)ツリービューにリ
ストされているエントリのフィルタリング
Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューにリストするノード、ジョブ、アイテム
を選択できます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューは、ジョブ名、ジョブステータス、ジョブやアイテムを作成
したユーザー別にフィルタリングできます。あるいは、ビューで表⽰または⾮表⽰にするノードやア
イテムのとなりのチェックボックスをオンに、またはオフにする⽅法もあります。また、複数のフィ
ルタを同時に設定することもできます。

2.7.1. ジョブ名別にフィルタリングする⽅法
[Repository] (リポジトリ)ツリービューにリストされているジョブをジョブ名別にフィルタリングす
るには、次のようにします。
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1.
Studioで アイコン([Repository]ツリービューの右上)をクリックし、コンテキストメ
ニューから[Filter settings] (フィルタ設定)を開きます。

[Repository Filter] (リポジトリフィルタ)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Filter By Name] (名前別にフィルタリング)チェックボックスをオンにします。

該当するフィールドが利⽤可能になります。

3. ジョブのフィルタリングに使⽤するパターンを書き込む時は、フィールドの下にあるルールに
従ってください。

この例では、tMapまたはtestで始まるジョブをすべてツリービューにリストします。

4. [Repository Filter] (リポジトリフィルタ)ダイアログボックスで[OK]をクリックして変更を確定
し、ダイアログボックスを閉じます。

設定したフィルターに該当するジョブ(この例ではtMapまたはtestで始まるジョブ)のみ、ツリー
ビューに表⽰されます。
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デフォルトのツリービューに戻し、ノード、ジョブ、アイテムをすべてリストさせる場合は、 アイコン
をクリックするだけです。これにより、アイコンに付加されている緑の[+]記号が⾚の[-]記号( )に変わりま
す。

2.7.2. ユーザー別にフィルタリングする⽅法
ジョブやアイテムを作成したユーザー別に[Repository] (リポジトリ)ツリービューのエントリをフィ
ルタリングするには、次のようにします。

1.
Studioで アイコン([Repository]ツリービューの右上)をクリックし、コンテキストメ
ニューから[Filter settings] (フィルタ設定)を開きます。

[Repository Filter] (リポジトリフィルタ)ダイアログボックスが表⽰されます。
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2. [All Users] (すべてのユーザー)チェックボックスをオフにします。

それに続くテーブル内の該当フィールドが利⽤可能になります。

Talend Studioにログインしてジョブやアイテムを作成した全ユーザーの認証情報が、このテーブ
ルにリストされます。

3. 特定のユーザーによって作成されたジョブやアイテムを[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
で⾮表⽰にする場合は、そのユーザーのとなりのチェックボックスをオフにします。

4. [OK]をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

該当するユーザーによって作成されたジョブやアイテムがツリービューに⼀切表⽰されなくなり
ます。
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デフォルトのツリービューに戻し、ノード、ジョブ、アイテムをすべてリストさせる場合は、 アイコン
をクリックするだけです。これにより、アイコンに付加されている緑の[+]記号が⾚の[-]記号( )に変わりま
す。

2.7.3. ジョブステータス別にフィルタリングする⽅法
[Repository] (リポジトリ)ツリービューのジョブをジョブステータス別にフィルタリングするには、
次の⼿順を完了します。

1.
Studioで アイコン([Repository]ツリービューの右上)をクリックし、コンテキストメ
ニューから[Filter settings] (フィルタ設定)を開きます。

[Repository Filter] (リポジトリフィルタ)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. 選択されたステータスのジョブをすべて⾮表⽰にする場合は、[Filter By Status] (ステータス別
にフィルタリング)エリアで、ステータスタイプのとなりのチェックボックスをオフにします。

3. [OK]をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

該当するステータスを持つジョブがツリービューに⼀切表⽰されなくなります。

デフォルトのツリービューに戻し、ノード、ジョブ、アイテムをすべてリストさせる場合は、 アイコン
をクリックするだけです。これにより、アイコンに付加されている緑の[+]記号が⾚の[-]記号( )に変わりま
す。
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2.7.4. 表⽰するリポジトリノードを選択する⽅法
リポジトリノードをフィルタリングするには、次の⼿順を完了します。

1.
StudioのIntegration (統合)パースペクティブで アイコン([Repository]ツリービューの
右上)をクリックし、コンテキストメニューから[Filter settings] (フィルタ設定)を開きます。

[Repository Filter] (リポジトリフィルタ)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューに表⽰するノードのとなりのチェックボックスをオンに
します。
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たとえば、[Job Designs] (ジョブデザイン)ノードの下にリストされているすべてのジョ
ブ、[SQL Templates] (SQLテンプレート)ノードの下にリストされているフォルダーのうち3
つと、[Metadata] (メタデータ)ノードの下に表⽰されているメタデータアイテムのうち1つをツ
リービューに表⽰します。

3. [OK]をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

該当するチェックボックスをオンにしたノードやフォルダーのみツリービューに表⽰されます。

[Job Designs] (ジョブデザイン)ノードの下にすべてのジョブのリストが表⽰されないようにする場合
は、[Filter By Name] (名前別にフィルタリング)チェックボックスを使ってジョブをフィルタリングできま
す。ジョブのフィルタリングについての詳細は、「ジョブ名別にフィルタリングする方法」を参照してくださ
い。
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3.ビジネスモデルの設計
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブは、ビジネス記述を構築ブロックとそれらの関
係に形式化するための最適なツールを提供しています。Talend Studioでは、図形とリンクの直感的な
グラフィカルライブラリを通じて標準化されたワークフロー表記を使⽤して、システム、接続、プロ
セスおよび要件を設計できます。

この章は、フロー管理ニーズをマクロレベルでモデル化する必要のあるビジネスマネージャー、意思
決定者、または開発者を対象としています。
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3.1. ビジネスモデルとは
データ統合プロジェクトの関係者は、Talendのビジネスモデルを使って、技術的実装の要件にかか
わらず業務ニーズをグラフィカルに表現できます。ビジネスモデルは、IT運⽤担当者が表現された業
務ニーズを理解し、技術的プロセス(ジョブ)に変換するのに役⽴ちます。ビジネスモデルには通常、
企業ですでに運⽤されているシステムやプロセスだけでなく、将来必要となるシステムやプロセスも
含まれます。

ビジネスモデルの設計は、企業のデータ統合プロジェクトを成功させるためにプロジェクトのかな
り早い段階で採⽤しておく必要があるベストプラクティスの1つです。通常、ビジネスモデルはプロ
ジェクトのボトルネックや弱点をすばやく検出し解決するのに役⽴つため、予算超過を抑制したり先
⾏投資を減らす効果があります。プロジェクト導⼊中または導⼊後にビジネスモデルのレビューや修
正を⾏って、必要とされる変更を反映させることができます。

ビジネスモデルとは、業務ニーズのワークフローの技術的でないビューのことをいいます。

⼀般にビジネスモデルには、新たな業務ニーズだけでなく、企業内で運⽤中の戦略的システムやプロ
セスも含まれます。それらのシステム、プロセス、ニーズは多様なシェイプを使って表現でき、相互
に接続できます。さらに、すべてのアイテムはリポジトリ属性やフォーマットツールを使って簡単に
説明できます。

Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブ内のデザインワークスペースを使うと、複数の
ツールを使って次のようなことができます。

• 業務ニーズを設計する。

• リポジトリアイテムを多数作成し、モデルオブジェクトに割り当てる。

• モデルオブジェクトのビジネスモデルプロパティを定義する。

3.2. ビジネスモデルのオープンまたは作成
Talend Studioを開き、「Talend Studioの起動」の⼿順に従います。

Integration (統合)パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Business
Models] (ビジネスモデル)ノードを右クリックします。

[Expand/Collapse] (展開/折りたたみ)を選択し、存在する場合は既存のビジネスモデルをすべて表
⽰します。
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3.2.1. ビジネスモデルを開く⽅法
開くビジネスモデルの名前をダブルクリックします。

選択されたビジネスモデルがデザインワークスペースで開きます。

3.2.2. ビジネスモデルを作成する⽅法
ビジネスモデルを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Business Models] (ビジネスモデル)ノードを右クリックし、[Create Business Model] (ビジネ
スモデルの作成)を選択します。

作成ウィザードを使うと、新しいビジネスモデルを⼿順ごとに作成できます。

2. 次のテーブルに基づいて、ビジネスモデルのプロパティを⼊⼒します。

フィールド 説明
Name (名前) 新しいビジネスモデルの名前。禁⽌⽂字を⼊⼒するとメッセージが表⽰されます。
Purpose (⽬的) ビジネスモデルの⽬的やその使⽤に関する便利な情報。
Description (説明) ビジネスモデルの説明。
Author (作成者) 現在のユーザーのログインをデフォルトで表⽰する、読み取り専⽤フィールド。
Locker (ロッカー) 現在のジョブでロックを保持しているユーザーのログインをデフォルトで表⽰する、読み

取り専⽤フィールド。このフィールドはビジネスモデルを作成する時は空で、既存のビジ
ネスモデルのプロパティを編集する時のみデータが⼊ります。

Version (バージョ
ン)

読み取り専⽤フィールド。[M]ボタンや[m]ボタンを使って、⼿動でバージョンを上げるこ
とができます。

Status (ステータ
ス)

作成しているビジネス モデルのステータスから選択するリスト。

Path (パス) ビジネスモデルが作成されるフォルダーから選択するリスト。

3. 空のデザインワークスペースに、[Modeler] (モデラー)が開きます。

モデルはいくつでも作成し、すべて開くことができます。
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[Modeler] (モデラー)は次のパネルで構成されています。

• Integration (統合)パースペクティブのデザインワークスペース

• ビジネスモデル作成に固有のシェイプや線のPalette (パレット)

• モデルのすべて、または⼀部に関する特定情報を表⽰する[Business Model] (ビジネスモデ
ル)パネル

3.3. ビジネスモデルのモデリング
デザインワークスペースで複数のタブを開いている場合は、該当するタブをクリックし、関連するモ
デル情報を表⽰します。

[Business Model] (ビジネスモデル)ビューには、アクティブなモデルに関連する情報が表⽰されま
す。

パレットを使って適切なシェイプをデザインワークスペースにドロップし、ブランチで相互接続し、
ズームインやズームアウトによりモデルを視覚的に調整、または改善します。
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このパレットには、ビジネスモデルに関わるオブジェクトがグラフィカルに表⽰されます。

オブジェクトには、戦略システムから出⼒ドキュメント、決定⼿順までさまざまなタイプが含まれま
す。オブジェクトは、付与する説明、定義、割り当てに基づいてビジネスモデルの中で特定の役割が
あります。

オブジェクトはすべてパレットでシェイプとして表現されるほか、モデルに含まれることもありま
す。

パレットにシェイプのライブラリを表⽰するには、[business]フォルダーをクリックする必要がある
ことに注意してください。

3.3.1. Shapes (シェイプ)
ビジネスモデルに含めるオブジェクトに対応するシェイプを選択します。パレットでシェイプをダブ
ルクリックし、モデリングエリアにドロップします。

あるいは、カーソルをモデリングエリアに数秒置くとクィックアクセスツールバーが表⽰されるた
め、ここからシェイプライブラリにすばやくアクセスすることもできます。

たとえば、ビジネスシェイプに決定⼿順が含まれている場合は、パレットでダイアモンドシェイプを
選択し、その決定⼿順をモデルに追加します。

ポインターをクィックアクセスツールバーの上に移動すると、シェイプを特定するのに役⽴つツールヒントが
表⽰されます。
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次に、クリックするとモデリングエリアにシェイプが表⽰されます。

シェイプは黒い点線の枠内に配置されます。必要であれば、⾓の点線を動かしてサイズを変更できま
す。

また、⻘い枠の⼊⼒ボックスではシェイプにラベルを追加できます。⼀⽬⾒ただけでモデルのシェイ
プの役割が認識できるように、わかりやすい名前を選択します。

追加されたシェイプの下の2つの⽮印を使うと、他のシェイプとの接続を作成できます。これによ
り、シェイプ間の順序や依存関係をすばやく定義できます。

関連項⽬: 「シェイプの接続」

利⽤できるシェイプは次のとおりです。

コールアウト 詳細
Decision (決定) ダイアモンド型のシェイプで、通常はモデル内でIF条件を表します。コンテキスト依存のア

クションを実⾏できます。
Action (アクション) 四⾓形のシェイプで、変換、翻訳、フォーマッティングなど、性質に関わるアクションを表

すために使⽤されます。
Terminal (端末) ⾓丸四⾓形で、あらゆるタイプの出⼒端末を表します。
Data (データ) 平⾏四辺形のシェイプで、あらゆるタイプのデータを表します。
Document (ドキュメン
ト)

処理されるデータの⼊⼒または出⼒に使⽤できる、あらゆるタイプのドキュメントオブジェ
クトを挿⼊します。

Input (⼊⼒) ユーザーがデータを⼊⼒するか、処理されるデータを⼿動で提供する⼊⼒オブジェクトを挿
⼊します。

List (リスト) 抽出されたデータでリストを作成します。このリストには、データの性質を含めるよう定義
できます。

Database (データベー
ス)

処理される⼊⼒データや出⼒データを保持できるデータベースオブジェクトを挿⼊します。

Actor (アクター) この登場⼈物のスキーマは、決定⽀援や技術プロセスで役割を果たすプレイヤーを表しま
す。

Ellipse (楕円) 楕円シェイプを挿⼊します。
Gear (⻭⾞) ⼿動でプログラムされていて、Talendジョブなどにより置き換える必要のあるコード部分

を表すために使⽤できます。

3.3.2. シェイプの接続
ビジネスモデルを設計する際、ソースシェイプとターゲットシェイプを関係付ける場合があります。

デザインワークスペースでのシェイプの接続は次の2つの⽅法で⾏えます。

1つは、適切な関係ツールをパレットで選択する⽅法で、デザインワークスペースで⼀⽅のシェイプ
からもう⼀⽅のシェイプにリンクを引っ張って両者を接続します。
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もう1つは、数回クリックして関係とモジュールの両⽅を実装し、両者を関連付ける⽅法です。

1. デザインワークスペースにドロップしたシェイプにマウスオーバーすると、両向き接続⽮印を表
⽰できます。

2. 必要に応じて、適切な⽮印を選択して正しい⽅向で接続を実装します。

3. リンクを引っ張ってデザインワークスペースの空⽩エリアで放すと、接続ポップアップメニュー
が表⽰されます。

4. 適切な接続をリストから選択します。[Create Relationship To] (関係の作成)、[Create
Directional Relationship To] (⼀⽅向の関係の作成)、[Create Bidirectional Relationship
To] (双⽅向の関係の作成)から選択できます。

5. 次に、リストされるアイテムから接続先となるモジュールを選択します。

モデルの既存のモジュールに接続を作成できます。ポップアップメニューで[Existing Element] (既
存のモジュール)を選択し、表⽰されるリストボックスから、接続先となる既存のモジュールを選択
します。
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選択されたシェイプで接続が⾃動的に作成されます。

この接続の性質は[Repository] (リポジトリ)モジュールを使って定義できるほか、[Properties] (プ
ロパティ)パネルでフォーマッティングとラベル付けが可能です。詳細は、「ビジネスモデル」を参
照してください。

接続を作成する際、⼊⼒ボックスを使うと作成した接続にラベルを追加できます。作成した関係のタ
イプを⾒分けるため、意味のある名前をつけるようにします。

また、後でモジュールや接続を⾒分けるため、作成したモデルに注記やコメントを追加することもできます。

関連項⽬: 「モデルにコメントして調整する方法」

3.3.3. モデルにコメントして調整する⽅法
パレットのツールを使って、モデルをカスタマイズできます。

コールアウト 詳細
Select (選択) デザインワークスペースのモデリングエリアで、シェイプや線を選択して移動します。
Zoom (ズーム) モデルにズームインすると、モデルの⼀部を拡⼤表⽰できます。ズームアウトするに

は、Shiftを押してモデリングエリアをクリックします。
Note/Text/Note
attachment (注記/テキス
ト/注記の添付)

モデルやその⼀部に関する役⽴つ情報を保管するため、コメントや注記を追加できま
す。

3.3.3.1. 注記やフリーテキストを追加する⽅法

注記を追加するには、デザインワークスペースの右に表⽰されているパレットで[Note] (注記)アイコ
ンを選択します。

あるいは、注記をリンクするモデルやシェイプを右クリックし、[注記の追加]を選択することもでき
ます。さらに、クィックアクセスツールバーで注記ツールを選択することもできます。

モデリングエリアに付箋が表⽰されます。注記が特定のシェイプにリンクされている場合は、その
シェイプに向けて⾃動的に線が引かれます。

⼊⼒ボックスにテキストを⼊⼒します。⼊⼒ボックスが表⽰されない場合は付箋に直接⼊⼒します。

注記をモデルの特定のシェイプにリンクする場合は、パレットの[Note] (注記)ツールのとなりの下向
き⽮印をクリックし、[Note attachment] (注記の添付)を選択します。黒の⽮印を引っ張ってデザイ
ンワークスペースの空⽩エリアで放します。ポップアップメニューで、選択したシェイプに新しい注
記を添付するよう求められます。

また、[Add Text] (テキストの追加)を選択し、モデリングエリアにフリーテキストを直接⼊⼒するこ
ともできます。テキストの追加は、パレットの[Note] (注記)ドロップダウンメニュー、またはクィッ
クアクセスツールバーの[Add Note] (注記の追加)のとなりのショートカットからアクセスできます。
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3.3.3.2. モデルビューを調整する⽅法

モデルのルックアンドフィールは、右クリックのメニューでも再調整できます。

カーソルをデザインエリアに置き、右クリックしてメニューを表⽰して[Arrange all] (すべて調整)を
選択します。モデルの表⽰が最適化されるように、シェイプが⾃動的に移動します。

また、モデル全体やその⼀部を⼿動で選択することもできます。

その場合、モデリングエリアのいずれかの部分を右クリックし、[Select] (選択)をクリックします。

選択できるオプションは次のとおりです。

• [All] (すべて) - モデルのすべてのシェイプおよびコネクタ

• [All shapes] (すべてのシェイプ) - デザインワークスペースで使⽤されているすべてのシェイプ

• [All connectors] (すべてのコネクタ) - シェイプの分岐を連結させるすべてのコネクタ

このメニューでは、モデルの⼀部をズームインまたはズームアウトし、モデルのビューを変更するこ
とができます。

3.3.4. ビジネスモデル
[Business Models] (ビジネスモデル)ビューには、現在選択しているものの情報が表⽰されます。
シェイプをすべて選択するとモデル全体の情報が表⽰され、シェイプを１つ選択すると、より具体的
な情報が表⽰されます。何も選択していない場合、[Business Models] (ビジネスモデル)タブにはモ
デルの⼀般情報が表⽰されます。

[Business Models] (ビジネスモデル)ビューにはさまざまなタイプの情報が含まれてお
り、[Main] (メイン)タブ、[Appearance] (外観)タブ、[Rules & Grid] (ルールおよびグリッド)タ
ブ、[Assignment] (割り当て)タブでグループ化されています。

[Main] (メイン)タブには、デザインワークスペースで選択したアイテム(ビジネスモデルやジョブ)の
情報が表⽰されます。[Main] (メイン)タブの詳細は、「ジョブ設定タブやビューを表示する方法」を
参照してください。
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3.3.4.1. Appearance (外観)タブ

[Appearance] (外観)タブでは、シェイプの塗りつぶしや枠線の⾊、シェイプや線の外観を変更し
て、ビジネスモデルをカスタマイズしたり読みやすくしたりできます。

[Business Model] (ビジネスモデル)ビューでは次の操作が可能です。

• シェイプを選択された⾊で塗りつぶす

• シェイプの枠線の⾊を変える

• シェイプの上にテキストを挿⼊する

• シェイプに⾊のグラデーションを挿⼊する

• シェイプにシャドウを挿⼊する

また、編集ツールを使ってモデルのシェイプを移動するか、管理することもできます。適切なシェイ
プを右クリックして、編集ツールにアクセスします。

3.3.4.2. Rulers and Grid (ルーラーとグリッド)タブ

[Rulers & Grid] (ルーラーとグリッド)タブを表⽰するには、 (パレット上)をクリックし、デザイ
ンワークスペースの空⽩エリアをクリックして現在の選択を解除します。

[Rulers & Grid] (ルーラーとグリッド)タブをクリックし、ルーラーとグリッドの設定ビューにアクセ
スします。

[Display] (表⽰)エリアで、[Show Ruler] (ルーラーの表⽰)チェックボックスをオンにするとルー
ラーが、[Show Grid] (グリッドの表⽰)チェックボックスをオンにするとグリッドが表⽰されます。
両⽅のチェックボックスをオンにすることもできます。[Grid in front] (グリッドを前へ)で、モデル
の前⾯にグリッドが移動します。

[Measurement] (単位)エリアで、[Centimeters] (センチメートル)、[Inches] (インチ)、[Pixels]
(ピクセル)から測定単位を選択します。

[Grid Line] (グリッド線)エリアで、[Color] (⾊)ボタンをクリックしてグリッド線の⾊を設定
し、[Style] (スタイル)リストからスタイルを選択します。

[Snap To Grid] (グリッドにスナップ)チェックボックスをオンにすると、シェイプがグリッド線に吸
着されます。[Snap To Shapes] (シェイプにスナップ)チェックボックスをオンにすると、ビジネス
モデルにドロップ済みのシェイプに吸着されます。

[Restore Defaults] (デフォルトを復元)ボタンをクリックすると、デフォルト設定を復元できます。
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3.3.4.3. Assignment (割り当て)タブ
[Assignment] (割り当て)タブでは、シェイプや接続に割り当てるリポジトリ属性の詳細が表形式で
⽰されます。

表に割り当て情報を表⽰するには、アクティブなモデルでシェイプや接続を選択し、[Business
Model] (ビジネスモデル)ビューで[Assignment] (割り当て)タブをクリックします。

割り当てリストは、情報を割り当てたシェイプでマウスオーバーして表⽰することもできます。

⼀部の情報を変更したり、コメントを添付することができます。また、[Repository] (リポジトリ)ツ
リービューからのデータを更新すると、割り当て情報も⾃動的に更新されます。

モジュールをビジネスモデルに割り当てる⽅法についての詳細は、「リポジトリモジュールをビジネ
スモデルに割り当てる」を参照してください。
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3.4. リポジトリモジュールをビジネスモデルに
割り当てる
[Business Models] (ビジネスモデル)ビューの[Assignment] (割り当て)タブに、[Repository] (リポ
ジトリ)ツリービューからのモジュールでビジネスモデルのシェイプに割り当てられたものがリスト
されます。

ビジネスモデルで特定のオブジェクトをさまざまなタイプの情報に関連付ける(つまりメタデータア
イテムを追加する)ことにより、オブジェクトを定義し、説明することができます。

割り当て、または処理するメタデータの性質を設定できるため、ジョブデザインの段階が容易になり
ます。

メタデータアイテムの割り当ては、アイテムを[Repository] (リポジトリ)ツリービューからデザイン
ワークスペースの該当するシェイプにドロップするだけです。

デザインワークスペースの下の[Assignment] (割り当て)テーブルは、選択されたオブジェクトの割
当情報に基づいて⾃動的に更新されます。

割り当てることができるアイテムのタイプは次のとおりです。

モジュール 詳細
ジョブデザイン 同じリポジトリで他のプロジェクトのために開発されたジョブデザインを利⽤できる場合

は、アクティブなビジネスモデルでメタデータとして再使⽤できます。
メタデータ リポジトリに格納されている記述データは、モデルで使⽤されている任意のオブジェクト

に割り当てることができます。たとえば、データベースへの接続情報などが含まれます。
ビジネスモデル 同じプロジェクトのリポジトリに格納されている他のすべてのビジネスモデルもアクティ

ブなモデルで使⽤できます。
ドキュメンテーション タイプや形式を問わず、任意のドキュメンテーションを割り当てることができます。技術

ドキュメンテーション、テキスト形式のガイドライン、または使⽤するデータベースの簡
単な記述などが含まれます。

ルーチン(コード) 以前のプロジェクトで開発したルーチンがあれば、そのルーチンを⾃分のビジネスモデ
ルに割り当てて、タスクの⾃動化などを実⾏できます。ルーチンは[Repository] (ツリー
ビュー)の[Code] (コード)フォルダーに格納されます。

[Repository] (リポジトリ)モジュールの詳細は、4章ジョブの設計を参照してください。

3.5. ビジネスモデルの編集
必要に応じて、該当する⼿順を実⾏します。
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ビジネスモデルの名前を変更する⽅法
1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、該当するビジネスモデルを右クリックして[Edit

properties] (プロパティの編集)を選択します。[Edit properties] (プロパティの編集)ダイアロ
グボックスに、該当する[Main] (メイン)プロパティが表⽰されます。

2. [Name] (名前)フィールドでモデル名を編集し、[Finish] (終了)をクリックしてダイアログボッ
クスを閉じます。モデルのラベル名は[Repository] (リポジトリ)ツリービューで⾃動的に変更
され、次回このビジネスモデルを開いた時にデザインワークスペースのモデルタブに反映されま
す。

ビジネスモデルが開いている場合、[Edit properties] (プロパティの編集)ダイアログボックスは編集で
きないよう読み取り専⽤になります。

ビジネスモデルをコピーして貼り付ける⽅法
1. [Repository] (リポジトリ) > [Business model] (ビジネスモデル)で、コピーするビジネスモデ

ルの名前を右クリックし、ポップアップメニューで[Copy] (コピー)を選択するか、Ctrl+Cを押
します。

2. その後、ビジネスモデルを貼り付ける場所を右クリックして[Paste] (貼り付け)を選択します。

ビジネスモデルを移動する⽅法
1. ビジネスモデルプロジェクトフォルダー内でビジネスモデルを移動するには、[Repository] (リ

ポジトリ) > [Business Model] (ビジネスモデル)ツリーでビジネスモデルを選択します。

2. そして、新しい場所にドロップするだけです。

ビジネスモデルを削除する⽅法
1. 削除するモデルの名前を右クリックし、ポップアップメニューで[Delete] (削除)を選択します。

2. または、該当するビジネスモデルを選択して[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
の[Recycle bin] (ごみ箱)にドロップします。

3.6. ビジネスモデルの保存
ビジネスモデルを保存するには、[File] (ファイル) > [Save] (保存)をクリックするか、Ctrl+Sを押し
ます。作成プロセスで付けた名前でモデルが保存されます。

ビジネスモデル名の前にアスタリスク(*)が表⽰されている場合は、そのモデルに対して加えた変更が
まだ保存されていないことを意味しています。

ビジネスモデルの保存と同時にそのバージョンを上げるには、次のようにします。

1. [File] (ファイル) > [Save as...] (名前を付けて保存)をクリックします。[Save as] (名前を付けて
保存)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Version] (バージョン)フィールドの横にある[M]ボタンをクリックするとメジャーバージョン
が、[m]ボタンをクリックするとマイナーバージョンがそれぞれ上がります。

3. [Finish] (終了)をクリックし、変更を確定します。

デフォルトでは、ビジネスモデルを開くと最新バージョンが開きます。ビジネスモデルの前のバージョンはす
べて読み取り専⽤となり、変更はできません。
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ビジネスモデルのさまざまなバージョンのリストにアクセスし、特定の操作を実⾏できます。次の⼿
順で⾏います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、バージョンを調べるビジネスモデルを選択します。

2. [Business Models] (ビジネスモデル) > [Version] (バージョン)をクリックし、選択されたジョ
ブのバージョンリストを表⽰します。

3. 調べるビジネスモデルのバージョンを右クリックします。

4. 次のいずれかを⾏います。

選択 動作
Edit properties (プロパティの編
集)

ビジネスモデルのプロパティを編集します。

メモ:読み取り専⽤モードになるため、ビジネスモデルはデザインワークスペー
スで開かないようにします。

Read Business Model (ビジネスモ
デルの読み取り)

読み取り専⽤モードでビジネスモデルを調べます。

ドロップダウンリストから[Edit Business Model] (ビジネスモデルの編集)を選択すると、[Version] (バー
ジョン)ビューから最新バージョンのビジネスモデルを開いて変更することができます。
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4.ジョブの設計
Talend Studioは、データ統合およびデータサービスプロセスとその他の関連付けられたすべての操作
で必要なさまざまなソースとターゲットをすべて処理する機能を備えたツールです。

Talend Studioを介して、データ統合およびデータサービスジョブを設計できます。これらのジョブを
使⽤して、データフロー管理プロセスを配備し実⾏することができます。

この章では、ビジネスモデル(Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブのビジネスモ
デラーで設計したかどうかに関係なく)の技術的な側⾯の実装を担うプログラマーまたはITマネー
ジャーのニーズを解消します。
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4.1. ジョブデザインとは
次のドキュメンテーションでは、データサービスジョブのことを単にジョブと呼んでいます。

ジョブデザインとは、ビジネスモデルの実⾏可能レイヤーのことをいいます。グラフィカルなデザイ
ンでコンポーネントを相互に接続し、データフロー管理プロセスを設定して実⾏できます。ジョブデ
ザインにより、業務ニーズがコード、ルーチン、プログラムに変換される、つまりデータフローが技
術的に実装されます。

ジョブのデザインでは、データ統合プロセスやデータサービスプロセス、その他の関連プロセスで必
要となるさまざまなソースやターゲットのすべてを扱うことができます。

Talend Studioでジョブをデザインする場合は、次の操作が可能です。

• テクニカルコンポーネントを使って、データ統合アクションやデータサービスアクションを導⼊す
る。

• コンポーネントのデフォルト設定を変更し、業務ニーズに的確に⼀致するコンポーネントやコン
ポーネントのファミリーを新規作成する。

• コンポーネント間の接続や関係を設定し、アクションの順番や内容を定義する。

• コードに随時アクセスし、デザインされたジョブでコンポーネントを編集または⽂書化する。

• 他のプロジェクトやジョブで再使⽤したり、他のユーザーと共有できるよう、アイテムを作成して
リポジトリに追加する。

Talend Studioでデザインしたジョブを実行できるようにするには、Oracle JVM 1.6以降のバージョンをインス
トールする必要があります(IBM JVMはサポートされていません)。これはhttp://www.oracle.com/technetwork/
java/javase/downloads/index.htmlからダウンロードできます。

4.2. 基本的なジョブデザインの使い⽅
ジョブが作成されるまでデザインワークスペースは利用できず、パレットも表示されません。

ジョブデザインはサブジョブから構成されており、そのサブジョブはともにリンクし合うコンポーネ
ントによって定義されています。正しく動作させるため、コンポーネントのプロパティはそれぞれ個
別に設定する必要があります。

詳細は、「コンポーネントどうしを接続する方法」および「コンポーネントプロパティを定義する方
法」を参照してください。

4.2.1. ジョブを作成する⽅法
Talend Studioでは、パレットからさまざまなテクニカルコンポーネントをデザインワークスペースに
ドロップし、そのコンポーネントを互いに接続させることでジョブデザインを作成できます。

また、複数のフォルダーを作成し、より効果的にジョブを分類することもできます。

ジョブを作成するには、次の⼿順を完了します。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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1. Talend Studioを開き、「Talend Studioの起動」の⼿順を実⾏します。

2. Integration (統合)パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job
Designs] (ジョブデザイン)ノードを右クリックし、コンテキストメニューで[Create job] (ジョ
ブを作成)をクリックします。

[New job] (新規ジョブ)ウィザードが開き、新規ジョブのメインプロパティを定義できます。

3. 次のテーブルに基づいて、ジョブプロパティを⼊⼒します。

フィールド 説明
Name (名前) 新しいジョブの名前。禁⽌⽂字を⼊⼒するとメッセージが表⽰されます。
Purpose (⽬的) ジョブの⽬的、またはジョブの使⽤に便利な情報です。
Description (説明) ジョブの説明。
Author (作成者) デフォルトで現在のユーザーログインを表⽰する、読み取り専⽤のフィールド。
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フィールド 説明
[Locker] (ロック保
持者)

現在のジョブでロックを保持しているユーザーのログインをデフォルトで表⽰する、読み
取り専⽤のフィールドです。このフィールドはジョブを作成する時は空で、既存のジョブ
のプロパティを編集する時のみデータが存在します。

Version (バージョ
ン)

読み取り専⽤のフィールド。[M]および[m]ボタンを使⽤して、⼿動でバージョンを⾼くす
ることができます。詳細は、「ジョブおよびルートのバージョン管理」を参照してくださ
い。

Status (ステータ
ス)

作成中のジョブのステータスから選択するリスト。

Path (パス) ジョブが作成されるフォルダーから選択するリスト。

空のデザインワークスペースが開き、ジョブの名前がタブラベルとして表⽰されます。

4. ジョブデザインで使⽤するコンポーネントを[Palette] (パレット)からデザインワークスペース
にドロップして、相互に接続します。詳細は、「ワークスペースにコンポーネントを追加する方
法」および「コンポーネントどうしを接続する方法」を参照してください。

5. ジョブで使⽤されている各コンポーネントのプロパティを定義します。詳細は、「コンポーネン
トプロパティを定義する方法」を参照してください。

6. ジョブを保存し、F6を押して実⾏します。詳細は、「ジョブを実行する方法」を参照してくだ
さい。

作成したジョブは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Job Designs] (ジョブデザイン)
ノードの下にリスト表⽰されます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューでジョブラベルをダブルクリックするだけで、作成した1つ以上の
ジョブを開くことができます。

ジョブのフォルダーを複数作成するには、次のようにします。

1. Integration (統合)パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job
Designs] (ジョブデザイン)を右クリックし、コンテキストメニューで[Create folder] (フォル
ダーを作成)をクリックします。

[New folder] (新規フォルダー)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Label] (ラベル)フィールドにフォルダーの名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックして変更を
確定し、ダイアログボックスを閉じます。

作成されたフォルダーは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Job Designs] (ジョブデ
ザイン)ノードの下にリスト表⽰されます。

この新しいフォルダーに移動するジョブが既に作成されている場合、このフォルダーにドロップします。
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実際のデータサービスジョブの作成⽅法を説明するシナリオは、付録C 理論の実践:データサービス
とルーティングの例を参照してください。

4.2.2. ワークスペースにコンポーネントを追加する⽅法
コンポーネントは、コンポーネント名(全体または⼀部)を⼊⼒してクリックするとデザインワークス
ペースに直接追加できます。また、パレットや[Medadata] (メタデータ)ノードからコンポーネント
をドロップする⽅法もあります。

デザインワークスペースにコンポーネントを追加するには、次の操作を実⾏します。

• パレットからコンポーネントをドロップします。詳細は、「パレットからコンポーネントをドロッ
プする方法」を参照してください。

• [Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップします。詳細は、「[Metadata] (メ
タデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」を参照してください。

• ワークスペースにコンポーネントを直接追加します。詳細は、「ワークスペースにコンポーネント
を直接追加する方法」を参照してください。

4.2.2.1. パレットからコンポーネントをドロップする⽅法

ジョブの設計を実際に開始するには、パレットでコンポーネントをクリックします。その後、デザイ
ンワークスペースをもう⼀度クリックすると、そこにコンポーネントがドロップされ、ジョブデザイ
ンに追加されます。

Studioにパレットが表⽰されない場合は、「パレットを表示または非表示にし、位置を変更する方法」を参照
してください。

注記も、コンポーネントと同じ要領でジョブにドロップできます。詳細は、「ノードをジョブデザインに追加
する方法」を参照してください。

通常、新しく追加されたコンポーネントはどれも⻘の四⾓形で表⽰されます。これは個別のサブジョ
ブを表しています。
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提供されている接続を使ってコンポーネントを論理的順序で接続させ、完全なジョブやサブジョブを
作成します。コンポーネント接続タイプの詳細は、「接続タイプ」を参照してください。

ジョブやサブジョブはそれぞれ⻘の⻑⽅形で強調表⽰されます。ジョブやサブジョブの背景⾊の詳細
は、「サブジョブ表示を管理する方法」を参照してください。

コンポーネントの横にさまざまな情報や警告が表⽰されることがあります。コンポーネントアイ
コンの上にポインターを乗せると、情報ツールヒントが表⽰されます。ジョブデザインが完成し
て、[Component ] (コンポーネント)ビューの基本的(かつ場合によっては詳細)なすべてのコンポー
ネントプロパティを定義するまで、これは表⽰されます。

プロジェクトでJavaコードを使用するよう求められます。

また、ワークスペースにコンポーネントを直接追加することもできます。詳細は、「ワークスペース
にコンポーネントを直接追加する方法」を参照してください。

関連項⽬:

• 「コンポーネントどうしを接続する方法」

• 「コンポーネントの警告およびエラーアイコン」

• 「コンポーネントプロパティを定義する方法」

4.2.2.2. ワークスペースにコンポーネントを直接追加する⽅法
ジョブの設計時は、パレットや[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする代
わりに、ワークスペースでコンポーネントを直接検索したり追加することができます。コンポーネン
トは名前全体でも⼀部でも検索が可能です。

前提条件:[Enable Component Creation Assistant] (コンポーネント作成アシスタントを有効にす
る)チェックボックスが選択されていること。

そのためには、メニューバーで[Window] > [Preferences] (優先設定)をクリックし、[Preferences]
(優先設定)ダイアログボックスを開いて、[Talend] > [Components] (コンポーネント)ノードを展開
し、[Enable Component Creation Assistant] (コンポーネント作成アシスタントの有効化)チェッ
クボックスが選択されていることを確認します。
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ワークスペースにコンポーネントを直接追加するには、次のようにします。

1. デザインワークスペースでコンポーネントを追加する場所をクリックし、⾃動的に表⽰されるテ
キストフィールドに、コンポーネント名に含まれている⽂字列を⼊⼒します。

テキストフィールドの下部にリストボックスが開き、⼀致するコンポーネントがアルファベット
順に表⽰されます。

2. ⽬的のコンポーネントをダブルクリックして、ワークスペースに追加します。

パレットからコンポーネントをドロップする⽅法の詳細は、「パレットからコンポーネントをドロッ
プする方法」を参照してください。

メタデータノードからコンポーネントをドロップする⽅法の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノー
ドからコンポーネントをドロップする方法」を参照してください。

4.2.2.3. [Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロッ
プする⽅法

さまざまなジョブでファイルやDB接続を反復使⽤できるよう、[Metadata] (メタデータ)ノードの下
にある[Repository] (リポジトリ)ツリービューに接続とスキーマのメタデータを格納することをお勧
めします。データベース、ファイル、システムへの接続を始め、確⽴された接続が[Metadata] (メタ
データ)ノードの下にある各種フォルダーにグループ化されます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続やスキーマを⼀元化する場合は、さまざまなウィザー
ドを利⽤できます。[Metadata Manager] (メタデータマネージャ)ウィザードの詳細は、9章メタ
データの管理を参照してください。

メタデータが[Metadata] (メタデータ)ノードの下に格納されたら、該当するコンポーネントをデザ
インワークスペースに直接ドロップできます。

1. Integration (統合)パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata]
(メタデータ)を展開し、ジョブで使⽤する接続が含まれているフォルダーを参照します。

2. 該当する接続やスキーマをデザインワークスペースにドロップします。
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ダイアログボックスが表⽰され、表⽰されるコンポーネントの中から使⽤するものを選択しま
す。

3. コンポーネントを選択し、[OK]をクリックします。選択されたコンポーネントがデザインワー
クスペースに表⽰されます。

また、使⽤するコンポーネントのタイプ(⼊⼒または出⼒)に基づいて次の操作を実⾏します。

• Output (出⼒):コンポーネントをデザインワークスペースにドロップしている時にキーボード
でCtrlを押せば、そのコンポーネントをアクティブなジョブに直接含めることができます。

• Input (⼊⼒):コンポーネントをデザインワークスペースにドロップする時にキーボードでAltを押
せば、そのコンポーネントをアクティブなジョブに直接含めることができます。

コンポーネントをダブルクリックすると、選択された接続の詳細とスキーマ情報が[Component] (コ
ンポーネント)ビューに表⽰されます。
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スキーマを選択せずに接続を選択すると、最初に⾒つかったスキーマがプロパティに⼊⼒されます。

4.2.3. パレットでコンポーネントを検索する⽅法
ジョブで使⽤するコンポーネントを⾒つける時にパレットでコンポーネントファミリーを参照しない
場合は、パレットの上部にある検索フィールドで⽬的のコンポーネントを直接検索できます。

コンポーネントを検索するには、次のようにします。

1. をクリックし、検索フィールド内の⽂字列をクリアします。

2. 探しているコンポーネントの名前を⼊⼒し、[OK]をクリックします。

パレットにはそのコンポーネントが含まれているファミリーのみ表⽰されます。

デフォルトのパレット設定に戻すには、 をクリックします。

4.2.4. コンポーネントどうしを接続する⽅法
論理的に互いに接続するコンポーネントのグループによって、ジョブやサブジョブが定義されます。
ジョブ⾃体は、各種処理を実⾏する複数のサブジョブで構成できます。

サブジョブだけでなくサブジョブを構成するコンポーネントも、さまざまなタイプの接続を使って互
いに接続しています。

また、ジョブ(サブジョブで構成)の前にプリジョブコンポーネントを、ジョブの後にポストジョブコ
ンポーネントを置き、特定のデータベースタスク(実際のデータ処理に関連しない場合が多い)がプロ
セスの最初と最後に実⾏されるようにすることもできます。詳細は、「tPrejobおよびtPostjobコン
ポーネントを使用する方法」を参照してください。

2つのコンポーネントを接続させるには、デザインワークスペースでコンポーネントを右クリック
し、コンテキストメニューで接続のタイプを選択して、ターゲットコンポーネントをクリックしま
す。
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ソースコンポーネントからターゲットコンポーネントにリンクをドラッグする場合は、⽬的のコン
ポーネントが有効かどうかプラグの画像でわかります。黒の⼗字円は、有効なターゲットコンポーネ
ントに達した場合のみ表⽰されなくなります。

右クリックのコンテキストメニューには、選択したコンポーネントで承認された接続のみリスト表⽰
されます。

コンポーネントに対して提案される接続のタイプは、ジョブ内の性質や役割(定義されたスキーマか
らデータを転送するための接続か、処理されるデータがないか)によって異なります。

また、利⽤可能な接続のタイプは、データの⼊⼒元ファイルや出⼒先がそれぞれ1つか複数かも関係
します。

接続タイプと設定の詳細は、「接続の使用」を参照してください。

4.2.5. ⾏リンクの途中にコンポーネントをドロップする⽅
法
Talend Studioでジョブを作成する時に、[Row] (⾏) > [Main] (メイン)接続、[Row] (⾏) > [Reject] (リ
ジェクト)接続、または[Row] (⾏) > [Combine] (組み合わせ)接続の途中にコンポーネントを挿⼊す
ることができます。

次のようにします。

1. Integration (統合)パースペクティブで、組み合わせコンポーネントとファイルコンポーネント
をそれぞれ2つずつパレットからデザインワークスペースにドロップします。

2. [Row] (⾏) > [Main] (メイン)接続または[Row] (⾏) > [Reject] (リジェクト)接続と、[Row] (⾏) >
[Combine] (組み合わせ)接続を使って、両コンポーネントのペアを接続します。

3. 挿⼊するコンポーネントを⾏の途中にドロップします。リンクが太字になり、ダイアログボック
スが表⽰され、出⼒リンクの名前を⼊⼒するよう求められます。
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4. 名前を⼊⼒し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

また、ターゲットコンポーネントのスキーマを取得するよう求められることがあります。同意する場合
は[OK]を、拒否する場合は[No] (いいえ)をクリックします。

リンクの途中にコンポーネントが挿⼊され、リンクは2つに分割されます。

4.2.6. コンポーネントプロパティを定義する⽅法
ジョブやサブジョブを構成する各コンポーネントのプロパティ情報で、アクティブなジョブの実際の
技術的実装を設定できます。

コンポーネントはそれぞれ、デザインワークスペースで選択されたコンポーネントの[Component]
(コンポーネント)ビューにある[Basic Settings] (基本設定)タブの基本プロパティや[Advanced
Settings] (詳細設定)タブの詳細プロパティで定義が⾏われます。[Component] (コンポーネン
ト)ビューでは、使⽤中のコンポーネントに関する他のドキュメント情報も収集されます。[View]
(ビュー)タブや[Documentation] (ドキュメンテーション)タブがこれに含まれます。

パレットに表⽰される各コンポーネントの詳細設定は、『Talend Open Studio Components
Reference Guide』を参照してください。

4.2.6.1. Basic Settings (基本設定)タブ

[Basic Settings] (基本設定)タブは[Component] (コンポーネント)ビューの⼀部で、Talend
StudioのIntegration (統合)パースペクティブにある設計エディタの下部に位置しています。
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コンポーネントはそれぞれ、ジョブの機能要件に基づいて基本的な値で設定されています。各コン
ポーネントのプロパティと⽤途についての詳細は、『Talend Open Studio Components Reference
Guide』を参照してください。

コンポーネントによっては、コードの⼊⼒や機能の設定が必要なものがあります。プロパティでは必ずJava
コードを使⽤してください。

ファイルコンポーネントとデータベースコンポーネントについては、[Repository] (リポジトリ)ツ
リービューの[Metadata] (メタデータ)ディレクトリにあるメタデータファイルでプロパティを⼀元
化できます。これによって、[Basic Settings](基本設定)タブの[Property Type] (プロパティタイ
プ)で[Built-In] (組み込み)を選択すれば、その場でプロパティを設定できます。また、[Property
Type] (プロパティタイプ)で[Repository] (リポジトリ)を選択すると、[Metadata Manager] (メタ
データマネージャ)に格納されているプロパティを使⽤できます。後者のオプションを使うと時間を
節約できます。

[Property Type] (プロパティタイプ)で[Repository] (リポジトリ)を選択し、該当する情報が含まれ
ているメタデータを選択します。関連項⽬: 「メタデータアイテムを一元化する方法」

また、[Repository] (リポジトリ)ツリービューからデザインワークスペースに[Metadata] (メタデー
タ)アイテムを直接ドロップし、プロパティが⾃動的に⼊⼒されるようにすることもできます。

[Built-in] (組み込み)モードを選択し、コンポーネントのプロパティを⼿動で設定した場合は、その
プロパティをメタデータとして[Repository] (リポジトリ)に保存することもできます。次のようにし
ます。

1. フロッピーディスクのアイコンをクリックします。コンポーネントに対応するメタデータ作成
ウィザードが開きます。

2. ウィザードの⼿順を実⾏します。メタデータアイテムの作成の詳細は、9章メタデータの管理を
参照してください。

3. メタデータが[Repository] (リポジトリ)の[Metadata] (メタデータ)ノードの下に表⽰されま
す。

データフローを処理するコンポーネント(⼤半のコンポーネントが該当)であれば、処理するデータの
説明ほか選択も可能となるようにTalendスキーマを定義できます。プロパティデータと同様、この
スキーマは組み込みになっているか、作成したメタデータファイルの[Repository] (リポジトリ)にリ
モートで格納されています。次のセクションで、スキーマ設定の詳細を説明しています。

組み込みスキーマを設定する⽅法

組み込みとして作成されたスキーマの使⽤はジョブで1回のみと想定されているため、他のジョブで
は再使⽤できません。



コンポーネントプロパティを定義する⽅法

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 85

[Basic settings] (基本設定)ビューの[Property Type] (プロパティタイプ)リストで[Built-in] (組み込
み)を選択し、[Edit Schema] (スキーマの編集)ボタンをクリックします。⼊⼒ファイルの定義に基づ
いてカラムを追加し、コンテンツを説明して、組み込みのスキーマを作成します。

出⼒プロパティでは出⼒スキーマを定義する必要もあります。⼊⼒スキーマで定義されたスキーマを
取得するには、[Basic settings] (基本設定)ビューで[Sync columns] (カラムの同期)タブをクリック
します。

データベーステーブルを作成する時は、使用されるコンポーネントのスキーマで、[String] (文字列)、[Integer]
(整数)、[Long] (長整数型)の全カラムについては[Length] (長さ)フィールドを指定し、[Double] (倍精度)、
[Float] (浮動小数点)、[BigDecimal] (第十進数)の全カラムについては[Precision] (精度)フィールドを指定するこ
とをお勧めします。指定しない場合、予測しないエラーが発生することがあります。

さらに情報が必要です。⽇付パターンなどの詳細は、 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/
index.htmlを参照してください。

リポジトリスキーマを設定する⽅法

データ統合ジョブを作成する時に特定のデータベース接続やファイルを使⽤することが多い
場合は、Integration (統合)パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューにあ
る[Metadata] (メタデータ)ノードでメタデータファイルを作成して格納すると、同じプロパティを
何度も定義せずに済みます。

現在のジョブにメタデータファイルを呼び戻すには、 [Schema] (スキーマ)リストで[Repository]
(リポジトリ)を選択し、該当するメタデータファイルを選択します。または、[Repository] (リポジ
トリ)ツリービューから、デザインワークスペースにすでにドロップしたコンポーネントにメタデー
タアイテムを直接ドロップします。その後、[Edit Schema] (スキーマの編集)をクリックし、データ
が適切かどうか調べます。

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
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ジョブで使⽤されるリポジトリスキーマは、[Basic settings] (基本設定)ビューで編集できます。た
だし、スキーマは現在のジョブで組み込みになることに注意してください。

リポジトリスキーマは部分的に使⽤することもできます。詳細は、「リポジトリスキーマを部分的に
使用する方法」を参照してください。

このウィンドウでは、リポジトリに格納されているスキーマを変更することはできません。リモートに格納さ
れているスキーマを編集するには、[Metadata] (メタデータ)ノードの下でそのスキーマを右クリックし、該
当する編集オプション、つまり[Edit connection] (接続の編集)か[Edit file] (ファイルの編集)をコンテキスト
メニューで選択します。

関連項⽬:9章メタデータの管理

リポジトリスキーマを部分的に使⽤する⽅法

リポジトリスキーマの使⽤時に、事前定義されたカラムすべてを使⽤するわけではない場合、スキー
マを組み込みスキーマに変更せずに特定のカラムを選択できます。

データベース出⼒コンポーネントでリポジトリスキーマを部分的に使⽤する⽅法は次のとおりです。
使⽤しているコンポーネントによって⼿順が若⼲異なります。

1. [Basic settings] (基本設定)タブで、[Edit schema] (スキーマの編集)のとなりの[...] ボタンをク
リックします。[Edit parameter using repository] (リポジトリを使⽤してパラメーターを編
集)ダイアログボックスが表⽰されます。デフォルトでは、[View schema] (スキーマの表⽰)オ
プションが選択されています。
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2. [OK]をクリックします。[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスが開き、スキーマ内のカラ
ムがすべて表⽰されます。カラム名の前にある[Used Column] (使⽤カラム)チェックボックス
は、そのカラムが使⽤されているかどうかを⽰します。

3. 使⽤するカラムを選択します。

4. [OK]をクリックします。メッセージがボックスが表⽰され、推測クエリーを実⾏するよう求め
られます。

推測クエリー操作が必要なのはデータベースメタデータに限られます。
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5. [OK]をクリックし、メッセージボックスを閉じます。[Propagate] (反映)ダイアログボックスが
表⽰されます。[Yes] (はい)をクリックし、変更を反映させてダイアログボックスを閉じます。

6. [Basic settings] (基本設定)タブで、[Guess Query] (クエリーの推測)をクリックしま
す。[Query] (クエリー)エリアに、選択したカラム名が予想通り表⽰されます。

リポジトリスキーマを設定する⽅法の詳細は、「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してく
ださい。

フィールドをダイナミックに設定する⽅法(Ctrl+スペース)

ジョブやコンポーネントの[Properties] (プロパティ)ビューのどのフィールドでも、Ctrl+スペー
スを使ってグローバル変数とコンテキスト変数のリストにアクセスし、適切なフィールド値をダイナ
ミックに設定することができます。
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1. [Component] (コンポーネント)ビューの任意のフィールドの上にカーソルを置きます。

2. Ctrl+スペースバーを押して、候補リストにアクセスします。

3. リストから必要な関連パラメーターを選択します。変数リストに付随する情報パネルには、選択
したパラメーターに関する詳細情報が表⽰されます。

エラーメッセージや処理⾏数を始め、あらゆるパラメーターがこれに該当します。このリスト
は、選択したコンポーネントや作業中のコンテキストによって異なります。

関連項⽬: 「コンテキストおよび変数を一元化する方法」

4.2.6.2. Advanced settings (詳細設定)タブ

⼀部のコンポーネント、特にファイルコンポーネントとデータベースコンポーネントでは、⾼度な機
能が提供されています。

[Advanced settings] (詳細設定)タブの内容は、選択したコンポーネントによって異なります。

このタブには⼀般的に、コンポーネントの基本的または通常の使⽤では必要とされないものの、標準
範囲を超えた使⽤で必要とされるパラメーターが表⽰されます。

データフローを測定する⽅法

また、[Advanced settings] (詳細設定)ビューで[tStatCatcher Statistics] (tStatCatcher統計)オプ
ションを選択すると、専⽤のコンポーネントを使うことなく現在のジョブのログと統計が表⽰されま
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す。統計とログのフィーチャーの詳細は、「統計およびログの使用を自動化する方法」を参照してく
ださい。

4.2.6.3. Dynamic settings (動的設定)タブ

どのコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)タブや[Advanced settings] (詳細設定)タブにも、
コンポーネントパラメーター⽤にさまざまなチェックボックスやドロップダウンリストが表⽰されま
す。通常、そのようなパラメータータイプで使⽤できる変数は、ジョブの設計時のみ編集が可能で
す。

[Component] (コンポーネント)ビューの[Dynamic settings] (動的設定)タブでは、これらのパラ
メーターをコードや変数にカスタマイズできます。

このフィーチャーによってこれらのパラメーターを変数として定義し、コンテキスト依存にすること
ができますが、デフォルトではそのように想定されていません。

このフィーチャーの他の利点としては、実⾏時にコンテキスト設定を変更できるようになったことが
挙げられます。ジョブをエクスポートし、ジョブ実⾏サーバーにデプロイする場合などに便利です。

コンテキスト変数など、このようなタイプのパラメーターをカスタマイズするには次の⼿順を実⾏し
ます。

1. 変数として定義するパラメーターが含まれているコンポーネントの基本設定ビュー、または詳細
設定ビューを選択します。

2. [Dynamic settings] (動的設定)タブをクリックします。

3. [+]ボタンをクリックし、テーブルに新しいパラメーター⾏を表⽰します。

4. 表⽰されているパラメーターの[Name] (名前)をクリックし、使⽤可能なパラメーターのリスト
を表⽰します。例:Print operations

5. 次に、そのとなりの[Code] (コード)カラムセルをクリックし、使⽤するコードを設定します。
例: 該当するコンテキスト変数(context.verbose)を作成する場合はcontext.verboseとなります。

コードには、コンテキスト変数かJavaコードの⼀部を⼊⼒できます。

該当するリストやチェックボックスが利⽤不可になり、[Basic settings] (基本設定)タブ
や[Advanced settings](詳細設定)タブに⻩⾊で強調表⽰されます。
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パラメーターをコンテキスト変数として設定する場合は、[Context] (コンテキスト)ビューで該当する変数を
作成します。

コンテキスト変数の定義の詳細は、「コンテキストビューにおける変数の使用方法」を参照してください。

ダイナミックパラメーターの定義⽅法を⽰す使⽤例は、『Talend Open Studio Components
Reference Guide』で、コンテキストベースのダイナミック接続を通じてMySQLデータベースから
データを読み取るtMysqlInputシナリオと、tContextLoadシナリオを参照してください。

4.2.6.4. View (ビュー)タブ

[Component] (コンポーネント)ビューの[View] (表⽰)タブでは、デザインワークスペース上のコン
ポーネントのデフォルトの表⽰形式を変更できます。

フィールド 説明
Label format (ラベルフォー
マット)

デザインワークスペースに表⽰される⾃由形式のテキストのラベル。他のフィールド
から値を取得し表⽰するよう、変数を設定できます。フィールドツールヒントには通
常、フィールド値が格納されている変数が表⽰されます。

Hint format (ヒントフォー
マット)

⾮表⽰のツールヒント。コンポーネントの上にマウスを合わせたときのみに表⽰され
ます。

Connection format (接続
フォーマット)

コンポーネントで受け⼊れる接続のタイプを⽰します。

[Label] (ラベル)および[Hint] (ヒント)のテキストは、HTMLフォーマットタグを使⽤してグラフィカ
ルに強調表⽰することができます:

• 太字: <b> YourLabelOrHint </b>

• 斜体: <i> YourLabelOrHint </i>

• 改⾏:YourLabelOrHint <br> ContdOnNextLine

• ⾊: <Font color= ‘#RGBcolor'> YourLabelOrHint </Font>

この[View] (ビュー)パネルの環境設定を変更するには、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環
境設定) >Talend > [Designer]をクリックします。

4.2.6.5. Documentation (ドキュメンテーション)タブ

コンポーネントには、有⽤なコメントや⼀連のテキストまたはドキュメンテーションなどを⾃由に追
加することができます。
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[Documentation] (ドキュメンテーション)タブでは、[Comment] (コメント)フィールドにテキスト
を追加することができます。ここで、[Show Information] (情報の表⽰)チェックボックスをオンに
すると、デザインワークスペースで対応するコンポーネントのとなりに情報アイコンが表⽰されま
す。

関連付けられている変数である_COMMENT_を使えば、ドキュメンテーションをツールヒントに表
⽰させることができます。このアイコンにマウスを置くと、[Comment] (コメント)フィールドに⼊
⼒されているテキストがツールヒントボックスに表⽰されます。

また、[Documentation] (ドキュメンテーション)ビューを使ってあらゆるタイプのドキュメンテー
ションを格納して再使⽤するという⾼度な⽤途もあります。

4.2.7. ジョブを実⾏する⽅法
ジョブの実⾏⽅法はいくつかあります。主に、ジョブ実⾏の⽬的とユーザーレベルによって異なりま
す。

Javaの⼗分な知識を持つユーザーで、ジョブを段階的に実⾏しながら変更を加える場合は、「Java
デバッグモードでジョブを実行する方法」を参照してください。

Javaの⼗分な知識がなく、通常のモードでジョブを監視する場合は、「通常モードでジョブを実行
する方法」を参照してください。

4.2.7.1. 通常モードでジョブを実⾏する⽅法
ジョブを実⾏してすべてのプロパティを適⽤する前に、ジョブが保存されていることを確認します。



ジョブを実⾏する⽅法

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 93

ジョブを通常モードで実⾏するには、次のようにします。

1. [Run] (実⾏)ビューをクリックしてアクセスします。

2. [Basic Run] (基本実⾏)タブをクリックし、通常の実⾏モードにアクセスします。

3. ビューの右にある[Context] (コンテキスト)ビューで、ジョブの実⾏に適切なコンテキストをリ
ストから選択します。また、変数の値もチェックできます。

いずれの実⾏コンテキストも定義されていないと、コンテキストパラメーターテーブルは空になり、
コンテキストはデフォルトになります。関連項⽬: 「コンテキストおよび変数を一元化する方法」

1. [Run] (実⾏)をクリックして実⾏を開始します。

2. 同じビューのコンソールに、実⾏の進⾏状況が表⽰されます。ログには、開始メッセージ
や終了メッセージだけでなくエラーメッセージもすべて含まれます。また、ジョブデザイン
でtLogRowコンポーネントが使⽤されている場合はジョブ出⼒も表⽰されます。

3. コンソールに表⽰する実⾏の進⾏状況の⾏を定義するには、[Line limit] (⾏数の制限)チェック
ボックスをオンにして、フィールドに値を⼊⼒します。

4. [Wrap] (折り返し)チェックボックスをオンにすると、コンソールの幅に合わせてテキストが折
り返されます。このチェックボックスはデフォルトで選択されています。クリアされると⽔平ス
クロールバーが表⽰され、⾏が最後まで表⽰されます。

ジョブを再び実⾏する前に、デザインワークスペースから実⾏統計とトレースを削除することをお勧
めします。そのためには、[Clear] (クリア)ボタンをクリックします。

何らかの理由で進⾏中のジョブを停⽌する場合は[Kill] (停⽌)ボタンをクリックします。ジョブを再
び開始するには、[Run] (実⾏)ボタンをもう⼀度クリックします。

Talend Studioでは、統計やトレースなど多岐かつ有益なフィーチャーが実⾏中に表⽰されるため、
ジョブの監視やデバッグ作業が容易になります。詳細は、次のセクションを参照してください。

4.2.7.2. Javaデバッグモードでジョブを実⾏する⽅法

バグを検出するためにジョブの実⾏を段階的に進めるには、[Debug] (デバッグ)モードで実⾏しま
す。

デバッグモードにアクセスするには、次のようにします。

1. [Run] (実⾏)ビューをクリックしてアクセスします。



ジョブを実⾏する⽅法

94 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

2. [Debug Run] (デバッグ実⾏)タブをクリックし、デバッグ実⾏モードにアクセスします。

デバッグモードでジョブを実⾏する前に、ジョブフローの主なステップにブレークポイントを追加し
ます。

これによってジョブが各ブレークポイントで⾃動的に停⽌するようになります。この⽅法を使うとコ
ンポーネントとその値を個別に検証でき、必要に応じてデバッグできます。

コンポーネントにブレークポイントを追加するには、デザインワークスペースを右クリックし、コン
テキストメニューで[Add breakpoint] (ブレークポイントの追加)を選択します。

ブレークが追加されたコンポーネントの横に⼀時停⽌アイコンが表⽰されます。

デバッグモードに切り替えるには、 [Run] (実⾏)パネルの[Debug Run] (デバッグ実⾏)タブで[Java
Debug] (Javaデバッグ)ボタンをクリックします。Talend Studioのメインウィンドウがデバッグ⽤に
再編成されます。

これで、ジョブを段階的に実⾏し、望ましい動作や変数値が得られているかどうか各ブレークポイン
トコンポーネントを調べられるようになります。

Talend Studioデザイナーモードに戻すには、[Window] (ウィンドウ) > [Perspective] (パースペク
ティブ)の順にクリックし、Integration (統合)を選択します。

4.2.7.3. トレースデバッグモードでジョブを実⾏する⽅法

このフィーチャーによって、Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブでジョブを実⾏す
る時にデータ処理を監視できます。

コンポーネントの動作が⾏ごとに表⽰され、デザインワークスペースの[Row] (⾏)リンクのとなりに
ダイナミックな結果が表⽰されます。

このフィーチャーによって、デバッグモードに切り替えることな、ジョブの全コンポーネントを監視
できるため、Javaの⾼度な知識は必要ありません。

トレース機能で、処理された⾏のコンテンツがテーブルに表⽰されます。

設計に含まれていないためにこのフィーチャーを提供できない外部コンポーネントでは、例外が発⽣します。

トレースの有効化と無効化を切り替えられるほか、現在のジョブの起動時にデザインワークスペース
に表⽰されるトレーステーブルに、処理されたカラムのどれを表⽰させるか決定できます。
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ジョブでトレースモードを有効にするには、次のようにします。

1. [Run] (実⾏)ビューをクリックします。

2. [Debug Run] (デバッグ実⾏)タブをクリックし、デバッグ実⾏モードやトレース実⾏モードにア
クセスします。

3. [Java Debug] (Javaデバッグ)ボタンの下向き⽮印をクリックし、[Traces Debug] (トレースデ
バッグ)オプションを選択します。ジョブの各フローの下にアイコンが表⽰され、処理の監視が
有効になったことが⽰されます。

4. [Traces Debug] (トレースデバッグ)をクリックし、トレースモードでジョブを実⾏します。

ジョブのいずれかのフローでトレースを無効にするには、次のようにします。

1. 該当するフローの下にある[Traces] (トレース)アイコンを右クリックします。

2. リストで[Disable Traces] (トレースの無効化)を選択します。アイコン上の⾚の[-]記号が緑の[+]
記号に変わり、このフローで[Traces] (トレース)モードが無効になったことが⽰されます。

[Traces] (トレース)テーブルに表⽰する処理データのカラムを選択するには、次のようにします。

1. 該当するフローの[Traces] (トレース)アイコンを右クリックし、リストから[Setup Traces] (ト
レースのセットアップ)を選択します。[Setup Traces] (トレースのセットアップ)ダイアログ
ボックスが開きます。

2. ダイアログボックスで、[Traces] (トレース)テーブルに表⽰しないカラムのチェックボックスを
オフにします。

3. [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
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データ処理の監視はジョブの実⾏時に開始され、実⾏の最後に終了します。

表⽰されている監視情報をクリアするには、[Debug Run] (デバッグ実⾏)タブで[Clear] (クリ
ア)ボタンをクリックします。

4.2.7.4. 実⾏の詳細設定を⾏う⽅法

ジョブをより便利に実⾏できる⾼度な実⾏設定があります。

• Statistics (統計) - 処理パフォーマンス率を表⽰します。詳細は、「統計を表示する方法」を参照
してください。

• Exec time (実⾏時間) - 実⾏の最後に実⾏時間をコンソールに表⽰します。詳細は、「実行時間や
他のオプションを表示する方法」を参照してください。

• Save Job before execution (実⾏前にジョブを保存) - 実⾏の前にジョブを⾃動的に保存できま
す。

• Clear before run (実⾏前にクリア) - ジョブの再実⾏の前に実⾏結果を削除します。

• JVM Setting (JVM設定) - 必要に応じてJVMのパラメーター(特殊⽂字の表⽰に使⽤するパラメー
ターなど)を定義できます。

統計を表⽰する⽅法

[Statistics] (統計)フィーチャーでは、デザインワークスペースのフローリンクの下に各コンポーネ
ントのパフォーマンス率が表⽰されます。

処理された⾏数と⾏での実⾏時間(秒)が表⽰されるため、データ処理フローでの障害を即座に発⾒で
きます。

[OnComponentOK] (コンポーネントがOKの場合)、[OnComponentError] (コンポーネントがエ
ラーの場合)、[OnSubjobOK] (サブジョブがOKの場合)、[OnSubjobError] (サブジョブがエラーの
場合)、[If] (次の場合)といったトリガーリンクでは、[Statistics] (統計)オプションに、ジョブの実⾏
中にそのトリガーの状態が[Ok]か[Error] (エラー)、および[True] (真)か[False] (偽)で表⽰されます。

設計に含まれていないためにこのフィーチャーを提供できない外部コンポーネントでは、例外が発⽣します。



ジョブを実⾏する⽅法

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 97

[Run] (実⾏)ビューで[Advanced settings] (詳細設定)タブをクリックし、[Statistics] (統計)チェッ
クボックスをオンにすると、統計フィーチャーが有効になります。このボックスをオフにすると無効
になります。

計算はジョブの実⾏時にのみ開始され、実⾏の最後に終了します。

[Basic] (基本)ビューまたは[Debug Run] (デバッグ実⾏)ビューで[Clear] (クリア)ボタンをクリック
し、表⽰されている計算済みの統計を削除します。[Clear before Run] (実⾏前にクリア)チェック
ボックスをすると、統計フィーチャーが実⾏前にリセットされます。

ジョブで統計データをデザインワークスペースに送信して、表⽰する必要があるため、統計スレッドではジョ
ブの実⾏が遅くなります。

また、実⾏を開始する前にジョブを保存することもできます。該当するオプションのチェックボック
スをオンにします。

実⾏時間や他のオプションを表⽰する⽅法

ジョブ実⾏後にジョブの合計実⾏時間を表⽰するには、ジョブ実⾏前に[Run] (実⾏)ビュー
の[Advanced settings] (詳細設定)タブで[Exec time] (実⾏時間)チェックボックスをオンにします。

これによって、本番環境へ移⾏する前にジョブをテストできます。

[Clear before Run] (実⾏前にクリア)チェックボックスをオンにすると、ジョブを実⾏する前にデザ
インワークスペースがクリアされます。

また、実⾏を開始する前にジョブを保存することもできます。該当するオプションのチェックボック
スをオンにします。

コンソールに特殊⽂字を表⽰する⽅法

Talend Studioでは、コンソールに特殊⽂字を表⽰できます。たとえば中国語、⽇本語、韓国語の⽂字
を表⽰する場合は、ジョブ実⾏の前に次のようにします。

1. [Advanced settings] (詳細設定)タブを選択します。

2. このタブビューの[JVM setting] (JVM設定)エリアで[Use specific JVM arguments] (特定の
JVM引数の使⽤)チェックボックスをオンにし、[Argument] (引数)テーブルを有効にします。
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3. [Argument] (引数)テーブルのとなりの[New...] (新規...)ボタンをクリックすると、[Set the VM
argument] (VMの引数の設定)ダイアログボックスが表⽰されます。

4. このダイアログボックスに-Dfile.encoding=UTF-8と⼊⼒します。

5. [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

この引数は、Talend Studioで実⾏するすべてのジョブに適⽤されます。このJVM引数をすべ
てのジョブ実⾏に適⽤する⽅法の詳細は、「デバッグとジョブ実行の環境設定(Talend > Run/
Debug)」を参照してください。

4.2.8. ワークスペースをカスタマイズする⽅法
Talend Studioを使ってデータ統合ジョブを設計する場合、必要に応じてパレットのレイアウトや設定
をカスタマイズできます。また、要件に合うようStudioにあるパネルの位置を変更することもできま
す。

このドキュメンテーションで説明しているパネル、タブ、ビューはすべてTalend Studio特有のもので
す。[Show View] (ビューの表⽰)ダイアログボックスにリスト表⽰されるビューの⼀部はEclipse特有のもの
で、このドキュメンテーションでは説明していません。ビューの詳細は、Eclipseオンラインドキュメンテー
ション(http://www.eclipse.org/documentation/)を参照してください。

4.2.8.1. パレットのレイアウトと設定を変更する⽅法
パレットには、基本的なテクニカルコンポーネントやシェイプのほか、デザインワークスペース
でのジョブデザインやビジネスモデリングのブランチが含まれています。このようなコンポーネン
ト、、シェイプ、ブランチは、ファミリーやサブファミリーにグループ化されます。

特定のコンポーネント設定については、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を参
照してください。

Talend Studioでは、要件に基づいてパレットのレイアウトや位置を変更できます。次のセクションで
は、パレットで実⾏できる管理オプションを説明しています。

パレットを表⽰または⾮表⽰にし、位置を変更する⽅法

デフォルトでは、パレットがデザインワークスペースの右側に隠れている場合があります。

パレットを表⽰したままにするには、デザインワークスペースの右上にある左向き⽮印をクリックし
ます。

また、Integration (統合)パースペクティブのデザインワークスペースの外側にパレットを移動する
こともできます。スタンドアロンの[パレット]ビューを有効にするには、[Window] (ウィンドウ)メ
ニュー > [Show View...] (ビューの表⽰...) > [General] (⼀般設定) > [Palette] (パレット)をクリック
します。

http://www.eclipse.org/documentation/
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パレットをパネルから独⽴させるには、[Palette] (パレット)ヘッドバーを右クリックし、コンテキ
ストメニューで[Detached] (分離)を選択します。パレットが個別のビューで開き、パースペクティ
ブ内で⾃由に移動できるようになります。

コンポーネントファミリーを表⽰または⾮表⽰にする⽅法

表⽰の問題がある場合など、必要に応じてコンポーネントファミリーの表⽰を切り替えることがで
きます。その場合、パレットを右クリックし、[Display folder] (フォルダーの表⽰)を選択してコン
ポーネントファミリーを表⽰するか、[Hide folder] (フォルダーの⾮表⽰)を選択してファミリーな
しでコンポーネントを表⽰します。

この表⽰/⾮表⽰オプションは、パレットの[Favorite] (お気に⼊り)ビューを開いている時に⾮常に便利で
す。このビューでコンポーネントをファミリーなしで表⽰すると、コンポーネントの数が限定されるため、
アルファベット順に並べるとすばやく⾒つけることができます。パレットの [Favorite] (お気に⼊り)の詳細
は、「パレットのお気に入りを設定する方法」を参照してください。

コンポーネントファミリーを開いたままにしておく⽅法

使⽤頻度の⾼いコンポーネントファミリーについて、ファミリー名にピンを追加すると、他のファミ
リーのコンポーネントを選択しても折りたたまれないようにすることができます。

ピンを追加するには、ファミリー名の右上にあるピンのアイコンをクリックします。

パレットをフィルタリングする⽅法

パレットで表⽰または⾮表⽰にするコンポーネントを選択できます。また、開発したコンポーネント
をパレットに追加することもできます。

パレットのフィルタリングの詳細は、「パレット設定」を参照してください。

Talend Exchangeから、または開発環境からパレットにコンポーネントを追加する場合の詳細
は、「Talendコミュニティコンポーネントをダウンロード/アップロードする方法」および「ユー
ザーコンポーネントフォルダーを定義する方法(Talend > Components)」を参照してください。
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パレットのお気に⼊りを設定する⽅法

パレットでは、使い勝⼿を向上させる検索やお気に⼊りが提供されています。

よく使うコンポーネントにすばやくアクセスできるようにするため、パレットのお気に⼊りからコン
ポーネントを追加または削除することができます。

次のようにします。

1. パレットで、パレットのお気に⼊りに追加するコンポーネントを右クリックし、[Add To
Favorite] (お気に⼊りに追加)を選択します。

2. パレットのお気に⼊りに追加するすべてのコンポーネントについて同じ操作を⾏い、[Favorite]

 (お気に⼊り)ボタン(パレットの右上)をクリックして、パレットのお気に⼊りを表⽰します。

お気に⼊りに追加されたコンポーネントのみ表⽰されます。

パレットのお気に⼊りからコンポーネントを削除するには、お気に⼊りから削除するコンポーネ
ントを右クリックし、[Remove From Favorite] (お気に⼊りから削除)を選択します。
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パレットの標準ビューを復元するには、[Standard]  (標準)ボタン(パレットの右上)をクリッ
クします。

パレットのコンポーネントレイアウトを変更する⽅法

パレットでコンポーネントリストのレイアウトを変更し、アイコンのみまたはアイコンに短い説明を
付けて、コンポーネントをカラムやリストに表⽰できます。

また、コンポーネントアイコンを拡⼤してコンポーネントリストを読みやすくすることもできます。

そのためには、パレットでコンポーネントファミリーを右クリックし、コンテキストメニューで⽬
的のオプションを選択して[Settings] (設定)をクリックします。[Palette Settings] (パレット設定)
ウィンドウが開き、ここでレイアウトを微調整できます。

外部コンポーネントをパレットに追加する⽅法

Talend Studioでは、外部コンポーネントをStudioのパレットに追加し、ジョブデザインで使⽤するこ
とができます。

ユーザーコンポーネントの作成と開発の詳細は、http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?
id=component_creationでコンポーネント作成チュートリアルを参照してください。

Studioにユーザーコンポーネントをダウンロードする⽅法の詳細は、「Talendコミュニティコンポー
ネントをダウンロード/アップロードする方法」を参照してください。

4.2.8.2. パネルの位置を変更する⽅法

開いているStudioにあるパネルはすべて、必要に応じて⾃由に移動できます。

http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?id=component_creation
http://www.talendforge.org/wiki/doku.php?id=component_creation
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必要な操作は、パネルやタブの上境界線をクリックし、マウスボタンでそのパネルをターゲットの場
所にドラッグするだけです。マウスを放すとパネルの位置が変更します。

最⼩化アイコン/最⼤化アイコン( / )をクリックし、該当するパネルを最⼩化または最⼤化し
ます。パネルやビューの表⽰を切り替える⽅法の詳細は、「ジョブ設定タブやビューを表示する方
法」を参照してください。

閉じるアイコン( )をクリックし、タブまたはビューを閉じます。再びビューを開くに
は、[Window] (ウィンドウ) > [Show View] (ビューの表⽰) > Talendとクリックし、現在のビューに
追加するパネルの名前をクリックします。または「ショートカットとエイリアス 」を参照してくだ
さい。

パレットが表⽰されていなかったり、別個のパネルとして設定する場合は、[Window] (ウィンド
ウ) > [Show view...] (ビューの表⽰...) > [General] (⼀般設定) > [Palette] (パレット)に進みます。パ
レットが個別のビューで開き、パースペクティブ内で⾃由に移動できるようになります。

4.2.8.3. ジョブ設定タブやビューを表⽰する⽅法

設定タブは、Integration (統合)パースペクティブのデザインワークスペースの下半分にあります。
各タブで開かれるビューには、デザインワークスペースで選択されたモジュールの詳細な情報が表⽰
されます。
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[Component] (コンポーネント)ビュー、[Run Job] (ジョブの実⾏)ビュー、、[Contexts] (コンテキ
スト)ビューでは、デザインワークスペースで選択されたグラフモジュールに関する情報、または開
いているジョブの実⾏に関する情報が収集されます。

デフォルトでは、Talend Studioを初めて起動する場合、最初のジョブが作成されるまで[Problems] (問題)
タブは表⽰されません。その後、[Problems] (問題)タブはタブシステムに⾃動的に表⽰されるようになりま
す。

[Modules] (モジュール)タブと[Scheduler] (スケジューラ)タブ(⾮推奨)は、 [Component] (コン
ポーネント)タブ、[Logs] (ログ)タブ、[Run Job] (ジョブの実⾏)タブと同じタブシステムに配置され
ます。両⽅のビューとも、デザインワークスペースで開いているアクティブまたは⾮アクティブの
ジョブとは独⽴しています。

[Error Log] (エラーログ)タブ、[Navigator] (ナビゲーター)タブ、[Job Hierarchy] (ジョブ階層)タ
ブ、[Problems] (問題)タブ、[Modules] (モジュール)タブ、[Scheduler] (スケジューラ)タブ(⾮推
奨)など、⼀部の設定タブはデフォルトで⾮表⽰になっています。[Window] (ウィンドウ) > [Show
view] (ビューの表⽰)を選択し、開いたダイアログボックスで該当するノードを展開して、表⽰する
モジュールを選択すると、このタブシステムで⾮表⽰になっているタブを表⽰させ、該当するビュー
を直接開くことができるようになります。

これらのタブの詳細は、「設定タブ 」を参照してください。

4.3. 接続の使⽤
Talend Studioのジョブやサブジョブでは、コンポーネントのグループを相互に論理的に接続して構
成します。接続は、使⽤するコンポーネントの配カラムを定義するために使⽤する必要があります。
このセクションでは、接続のタイプと関連する設定値について説明しています。

Talend Studioのジョブやサブジョブでは、コンポーネントのグループを相互に論理的に接続して構成
します。接続は、使⽤するコンポーネントの配カラムを定義するために使⽤する必要があります。こ
のセクションでは、接続のタイプと関連する設定値について説明しています。
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4.3.1. 接続タイプ
接続にはさまざまなタイプがあり、処理するデータ、データ出⼒、ジョブの論理順序を定義します。

デザインワークスペースでコンポーネントを右クリックするとコンテキストメニューが開き、選択さ
れたコンポーネントで使⽤できるリンクがすべてリストされます。

次のセクションでは、利⽤可能な接続タイプについて説明しています。

4.3.1.1. ⾏接続

⾏接続では実際のデータが処理されます。⾏接続には、処理されるフローの性質に基づいて、Main
(メイン)、Lookup (ルックアップ)、Reject (リジェクト)、Output (出⼒)があります。

Main (メイン)

最も⼀般的に使⽤されるタイプの⾏接続です。データフローを1つのコンポーネントから他のコン
ポーネントに渡し、各⾏で反復し、コンポーネントプロパティ設定(スキーマ)に基づいて⼊⼒データ
を読み取ります。

メイン⾏で転送されるデータは、⼊⼒ファイルのデータ構造を説明するスキーマ定義によって特徴付
けられます。

メイン⾏接続を使って2つの⼊⼒コンポーネントを接続することはできません。受信可能な⾏接続は1つのコ
ンポーネントにつき1つのみです。メイン⾏接続を使って同じターゲットコンポーネントを2回リンクするこ
とはできません。コンポーネントをリンクする2番⽬の⾏は、ルックアップと呼ばれます。

メイン接続を使って2つのコンポーネントを接続するには、⼊⼒コンポーネントを右クリックし、接
続リストで[Row] (⾏) > [Main] (メイン)を選択します。

また、コンポーネントをクリックして強調表⽰し、右クリックして⽬的のコンポーネントまでドラッ
グすることもできます。これにより、[Row] (⾏) > [Main] (メイン)タイプの接続が⾃動的に作成され
ます。

複数の⾏接続の使⽤についての詳細は、「Multiple Input/Output (複数入力/出力)」を参照してくださ
い。
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Lookup (ルックアップ)

この⾏リンクにより、サブフローコンポーネントがメインフローコンポーネントに接続されます(複
数の⼊⼒フローを受け取れるようになっている必要があります)。この接続は複数の⼊⼒フローの場
合のみ使⽤されます。

ルックアップ⾏はいつでもメイン⾏に変更できます(また逆に、メイン⾏をルックアップ⾏に変更
することもできます)。その場合、変更する⾏を右クリックし、ポップアップメニューで[Set this
connection as Main] (この接続をメインとして設定)をクリックします。

関連項⽬: 「Multiple Input/Output (複数入力/出力)」

Filter (フィルタリング)

この⾏リンクにより、特にtFilterRowコンポーネントが出⼒コンポーネントに接続されます。この
⾏リンクでは、フィルタリング条件に⼀致するデータが収集されます。また、このコンポーネントで
は⼀致しないデータフローを取得するリジェクトリンクも提供されています。

Rejects (リジェクト)

この⾏リンクにより、処理コンポーネントが出⼒コンポーネントに接続されます。この⾏リンクで
は、フィルターに⼀致しないデータ、または予想された出⼒では無効となるデータが収集されます。
このリンクによって、何らかの理由(不正なタイプ、NULL値が定義されていない、など)で処理でき
なかったデータを追跡できます。コンポーネントによっては、[Die on error] (エラー時強制終了)オ
プションが無効になっている場合にこのリンクが有効になります。詳細は、『Talend Open Studio
Components Reference Guide』で、使⽤可能なコンポーネントプロパティを参照してください。

ErrorReject (エラーリジェクト)

この⾏リンクは、tMapコンポーネントを出⼒コンポーネントに接続します。このリンクは、tMap
editorの[Die on error] (エラー時強制終了)チェックボックスをオフにすると有効になります。何ら
かの理由(不正なタイプ、NULL値が定義されていない、解析不可能など)で処理できなかったデータ
を収集します。

関連項⽬: 「エラー処理」
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Output (出⼒)

この⾏リンクは、tMapコンポーネントを1つまたは複数の出⼒コンポーネントに接続します。ジョブ
の出⼒が複数になる場合は、作成する各出⼒⾏に名前を付けるよう求められます。

システムには削除された出⼒リンクの名前(および定義されている場合はプロパティ)が記憶されています。そ
のため、再使⽤する場合にプロパティデータを⼊⼒し直す必要はありません。

関連項⽬: 「Multiple Input/Output (複数入力/出力)」

Uniques/Duplicates (⼀意値/重複値)

これらの⾏リンクによりtUniqRowが出⼒コンポーネントに接続されます。

[Uniques] (⼀意値)リンクにより、⼊⼒フローで最初に検出された⾏を収集します。⼀意データのフ
ローは、該当する出⼒コンポーネントに送られるか、別の処理サブジョブに送られます。

[Duplicates] (重複値)リンクにより、最初に検出された⾏の重複値の可能性がある⾏を収集します。
このリジェクトフローは、該当する出⼒コンポーネントに、分析などの⽬的で送られます。

Multiple Input/Output (複数⼊⼒/出⼒)

コンポーネントによっては、複数の⼊⼒や出⼒でデータを処理します。多くの場合、tMapなどの処
理タイプのコンポーネントが該当します。

単⼀のフローで結合や変換が必要になる場合は、専⽤のtMapコンポーネントを使⽤できます。

データマッピングの詳細は、8章データフローのマッピングを参照してください。

tMapコンポーネントのプロパティとユースケースのシナリオは、『Talend Open Studio
Components Reference Guide』を参照してください。

4.3.1.2. 反復接続

反復接続は、ディレクトリに含まれているファイル、ファイルに含まれている⾏、またはDBエント
リで、ループを実⾏するために使⽤します。

[Iterate] (反復)リンクのターゲットにできるのは1つのコンポーネントに限られます。[Iterate] (反
復)リンクは主に、(サブジョブ)フローの開始コンポーネントに接続します。

tFileListなど⼀部のコンポーネントは、反復リンクを通じて次のコンポーネントに接続することを⽬
的としています。反復接続の設定⽅法は、「反復接続設定」を参照してください。

他のタイプの接続とは異なり、反復リンクの名前は読み取り専⽤となります。

4.3.1.3. トリガー接続

トリガー接続は処理シーケンスを定義するもので、接続によりデータが処理されることはありませ
ん。



接続タイプ

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 107

使⽤中の接続によってジョブとサブジョブ間に依存関係が作成され、トリガーの性質に基づいて順次
トリガーされます。

トリガー接続は次の2種類に分けられます。

• サブジョブトリガー:On Subjob Ok (サブジョブがOKの場合)、On Subjob Error (サブジョブがエ
ラーの場合)、およびRun if (条件付き実⾏)

• コンポーネントトリガー:On Component Ok (コンポーネントがOKの場合)、On Component
Error (コンポーネントがエラーの場合)、およびRun if (条件付き実⾏)

OnSubjobOK(従来のThen Run):このリンクは、メインのサブジョブがエラーなしで完了した場合に
次のサブジョブをトリガーするために使⽤されます。この接続は、ジョブの開始コンポーネントでの
み使⽤します。

これらの接続は、ジョブを構成するサブジョブのオーケストレーションするために使⽤し、トラブル
シューティングを簡単に⾏い、予期しないエラーを処理するために使⽤されます。

OnSubjobError:このリンクは、最初の(メインの)サブジョブが正しく完了しなかった場合に次のサ
ブジョブをトリガーするために使⽤します。「エラー時」のサブジョブは、ボトルネックを通知し、
可能な場合はエラーを処理するうえで役⽴ちます。

関連項⽬: 「開始コンポーネントを定義する方法」

OnComponentOKとOnComponentErrorはコンポーネントトリガーです。いずれもソースコン
ポーネントとともにサブジョブで使⽤できます。

OnComponentOKでは、ソースコンポーネントの実⾏がエラーなしで完了した場合にターゲットコ
ンポーネントがトリガーされます。通知サブジョブのトリガーなどが主な⽤途となります。

OnComponentErrorは、最初のジョブでエラーが発⽣した時点でただちにサブジョブまたはコン
ポーネントをトリガーします。

Run ifは、定義した条件が満たされた場合にサブジョブまたはコンポーネントをトリガーします。ト
リガー条件の設定⽅法は、「Run if (条件付き実行)接続設定」を参照してください。
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4.3.1.4. リンク接続

リンク接続は、ELTコンポーネントでのみ使⽤できます。リンクによりテーブルスキーマ情報がELT
マッパーコンポーネントに転送され、特定のデータベースクエリー⽂で使⽤できるようになります。

関連項⽬:『Talend Open Studio Components Reference Guide』のELTコンポーネントに関する記述

そのため、リンク接続では、実際のデータではなく、操作するテーブルに関連するメタデータのみが
処理されます。

接続するELTコンポーネントを右クリックし、[Link] (リンク) > [New Output] (新規出⼒)を選択し
ます。

リンクには実際のテーブルを反映する名前を付けるようにしてください。

このリンク名はETL Mapperで⽣成されるSQL⽂で使⽤されるため、同じ名前を繰り返して使⽤する
ことはできません。

4.3.2. 接続設定を定義する⽅法
接続のプロパティを表⽰するには、接続を選択して[Component] (コンポーネント) ビュータブをク
リックするか、接続を右クリックしてコンテキストメニューで[Settings] (設定)を選択します。この
セクションでは、接続プロパティの設定を説明しています。

4.3.2.1. ⾏接続の設定

接続の[Component] (コンポーネント)ビューの[Basic settings] (基本設定)垂直タブに、接続で処理
されるデータフローのスキーマが表⽰されます。スキーマは[Edit schema] (スキーマの編集)ボタン
をクリックして変更できます。詳細は、「組み込みスキーマを設定する方法」を参照してください。

[Advanced settings] (詳細設定)垂直タブでは、別個のtFlowMeterコンポーネントを使うことな
く、ジョブの接続を通過するデータフローを監視できます。測定情報は解析され、Talend Activity
Monitoring Console(Talendのサブスクリプション製品で⼊⼿可能)などの監視ツールに表⽰されま
す。
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接続でデータを監視するには、[Advanced settings] (詳細設定)垂直タブで次のように設定します。

1. [Monitor this connection] (この接続を監視)チェックボックスをオンにします。

2. [Mode] (モード)リストで、接続を通過する実際の⾏数をログに記録する場合は[Absolute]
(絶対)を選択し、この接続を通過する⾏数と参照接続の⾏数の⽐率(%)をログに記録する場合
は[Relative] (相対)を選択します。[Relative] (相対)を選択した場合は、[Connections List] (接
続リスト)から参照接続を選択する必要があります。

3. [+]ボタンをクリックし、[Thresholds] (しきい値)テーブルに⾏を追加して、ログに記録する⾏
数の範囲を定義します。

フローメトリックの詳細は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を参照してくだ
さい。

4.3.2.2. 反復接続設定

反復接続を設定すると、並列反復も有効になります。詳細は、「データ読み取りの並列繰り返しを起
動する方法」を参照してください。

4.3.2.3. トリガー接続設定

Run if (条件付き実⾏)接続設定

[Run if] (条件付き実⾏)接続の[Basic settings] (基本設定)ビューでは、Javaのサブジョブに条件を設
定できます。Ctrl+スペースを押すと、どのグローバル変数やコンテキスト変数にもアクセスできま
す。
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4.4. メタデータマネージャーの使⽤
Talend Studioは、メタデータ駆動型ソリューションで、Metadata Managerで⼀元管理することによ
り、ジョブ全体の⼀貫性と品質保証に役⽴ちます。

統合プロセスでは、Metadata Managerによりリポジトリ内にすべてのプロジェクト情報を統合
し、。

4.4.1. メタデータアイテムを⼀元化する⽅法
[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードに集められている各種
ウィザードは、ファイル、データベース、システムへの接続のセットアップに役⽴ちます。

ウィザードを使うことで、通常使⽤するユーティリティの接続に必要な接続詳細情報を⼀元的に格納
でき、ジョブコンポーネントの設定時に毎回⼿動で⼊⼒しなくても、すべてのジョブデザインでこの
情報を何度も繰り返して簡単に再利⽤できます。

メタデータウィザードから、次のような各種ユーティリティの接続詳細情報を収集して⼀元化できま
す。

• DB接続: あらゆるタイプのデータベースおよびJDBC接続の接続詳細情報およびテーブルデータの
説明(スキーマ)

• 区切り記号付き/位置指定/Regex/XML/Excel/Ldif/JSON ファイル: リストされたファイルタイプか
らのファイルアクセス詳細およびデータの説明。

• HDFS: HDFS内のファイルのアクセス詳細およびデータの説明。

Talendのビッグデータソリューションでのみ利用可能です。

• HCatalog: HCatalog内のテーブルのアクセス詳細およびデータの説明。

Talendのビッグデータソリューションでのみ利用可能です。

• LDAP: LDAPディレクトリのアクセス詳細およびデータの説明。

• Salesforce: Salesforceテーブルのアクセス詳細およびデータの説明。

• WSDL: Webサービスのアクセス詳細およびデータの説明。

• 汎⽤スキーマ: 任意の種類のソースのアクセス詳細およびデータの説明。

これらのメタデータの作成⼿順の詳細は、9章メタデータの管理を参照してください。
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4.4.2. コンテキストおよび変数を⼀元化する⽅法
ジョブの使⽤環境に応じて、各種実⾏タイプで異なる管理をする場合があります(次の例ではProdお
よびTest)。たとえば、ジョブの本番稼動の前には、各種テスト段階で実⾏して検証します。

Talend Studioでは、複数のコンテキストデータセットを作成できるようにしています。さらに、
ジョブの[context] (コンテキスト)タブから1度限りのコンテキストデータセットを作成すること
も、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Contexts] (コンテキスト)ノードにコンテキストデー
タセットを⼀元化して異なるジョブで再利⽤することもできます。

コンテキストにはパラメーターに特徴があります。パラメーターはほとんどがコンテキスト依存変
数で、[Component] (コンポーネント)ビューでCtrl+スペースを押すと、コンポーネント固有プロパ
ティで再利⽤するため変数リストに追加されます。

4.4.2.1. ジョブで変数を使⽤する⽅法
変数は、プログラムの実⾏中に変化する値を表します。グローバル変数はシステム変数で、任意のモ
ジュールまたは関数からアクセスでき、使⽤する関数またはプログラムが実⾏を完了した後も値を保
持しています。コンテキスト変数とは、特定のコンテキストでユーザーが定義する変数をいいます。

既存のグローバル変数またはコンテキスト変数は、あらゆるコンポーネントのプロパティフィールド
で使⽤できます。Ctrl+スペースを押すと、さまざまな事前定義Java関数で使⽤されるグローバル変
数およびコンテキスト変数の完全なリストが表⽰されます。

ユーザーが新しく変数(コンテキスト変数)を定義するにつれ、このリストは⻑くなります。

関連項⽬:

• 「[Component] (コンポーネント)ビューから変数を定義する方法」

• 「コンテキストビューにおける変数の使用方法」

4.4.2.2. コンテキストビューにおける変数の使⽤⽅法
変数の作成および定義は、さまざまな⽅法で⾏えます。変数は[Contexts] (コンテキスト)ビューで、
または[Component] (コンポーネント)ビューで直接管理できます。

[Component] (コンポーネント)ビューで変数を直接に定義する⽅法の詳細は、「[Component] (コン
ポーネント)ビューから変数を定義する方法」を参照してください。

[Contexts] (コンテキスト)ビューは、デザインワークスペースの下部に存在し、[Variables] (変数)
タブ、[Values as tree] (ツリーの値)タブ、および[Values as table] (テーブルの値)タブの3つのタブ
から構成されています。

Talend Studioのタブシステムで[Contexts] (コンテキスト)ビューが⾒つからない場合は、[Window] (ウィン
ドウ) > [Show view] (ビューを表⽰) > Talendを表⽰し、[Contexts] (コンテキスト)を選択します。
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[Variables] (変数)タブ

[Variables] (変数)タブは[Contexts] (コンテキスト)タブの⼀部で、現在のジョブの各コンポーネン
トで定義されているすべての変数を表⽰します。

このパネルでは、次のように組み込み変数を管理できます。

• [+]をクリックして、テーブルにパラメーターを1⾏追加します。

• 新しい変数の[Name] (名前)を編集して、<新しい変数名>を⼊⼒します。

• 組み込み変数を削除します(メモ：リポジトリ変数は読み取り専⽤です)。

• [Repository variables] (リポジトリ変数)ボタンを使⽤して、リポジトリコンテキストソースから
変数をインポートします。

• コンテキスト変数を元の順序で表⽰します。変数は、タブビューで作成した際また
は[Repository] (リポジトリ)からインポートした時に、Studioにより⾃動的にソートされていま
す。このため、[Original order] (元の順序)チェックボックスをオンにします。

•
対象の変数を選択し、 および のボタンを使って、コンテキスト変数を再編成します。この
場合、[Original order] (元の順序)チェックボックスをオンにして、2つの⽮印ボタンを有効にする
必要があります。

新規作成した変数の実際の値を定義するには、[Values as tree] (ツリーの値)タブをクリックしま
す。

[Variables] (変数)タブにはエントリを必要な数だけ追加できます。デフォルトでは、作成した変数
は組み込みタイプになります。

フィールド 説明
[Name] (名前) 変数の名前。変数が組み込みタイプの場合にのみ、この変数を編集できます。リポ

ジトリ変数は読み取り専⽤です。
[Source] (ソース) 組み込み:この変数はこのジョブで作成され、このジョブ内でのみ使⽤されます。

<リポジトリエントリ名>:この変数はリポジトリに格納されているコンテキストに
定義されています。このため、ソースはリポジトリに作成した実際のコンテキスト
グループになります。

Type (タイプ) 処理するデータのタイプを選択します。これはJavaでは必須です。
[Script code] (スクリプトコー
ド)

変数の値に対応するコード。表⽰されるコード: context.YourParameterName。こ
の[Script code] (スクリプトコード)は、[Component] (コンポーネント)ビューに
変数を定義する際に⾃動的に⽣成されます。
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フィールド 説明
[Comment] (コメント) 何か役⽴つコメントがあれば⼊⼒します。

コンテキストは[Variables] (変数)ビューから作成することはできません。作成できるのは、[Values as
table] (テーブルの値)ビューまたは[Values as tree] (ツリーの値)ビューからのみとなります。

[Component] (コンポーネント)ビューでの変数定義に関する詳細は、「[Component] (コンポーネン
ト)ビューから変数を定義する方法」を参照してください。

リポジトリ変数の詳細は、「コンテキストをリポジトリに格納する方法」を参照してください。

[Values as tree] (ツリーの値)タブ

このタブには、ツリービューの値だけでなく、変数も表⽰されます

このビューから、次のようにします。

• [Value] (値)フィールドで組み込み変数の値を直接定義します。リポジトリ変数の値は読み取り専
⽤で、適切なリポジトリコンテキストでのみ編集できることに注意してください。

• 変数値を確認するため、実⾏時にユーザーにプロンプト表⽰する質問を定義します。

• 右上の専⽤ボタンでコンテキスト名を作成または編集します。

• 変数/コンテキストの[group by] (グループ化)表⽰を再編成します。

フィールド 説明
[Variable] (変数) 変数の名前。
[Context] (コンテキスト) コンテキストの名前。
[Prompt] (プロンプト) 実⾏時に確認ダイアログボックスで変数を編集可能にするには、このチェックボックス

をオンにします。
 プロンプトをポップアップ表⽰するには、このフィールドに⼊⼒して、ダイアログボッ

クスに表⽰するメッセージを定義します。
[Value] (値) 対応する変数の値。組み込み変数の値を定義します。リポジトリ変数は読み取り専⽤で

あることに注意してください。

[Contexts] (コンテキスト)ビューの右上の専⽤の ボタンを使って、このタブからコンテキストを
管理できます。コンテキスト管理に関する詳細は、「コンテキストの設定方法」を参照してくださ
い。
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[Values as tree] (ツリーの値)タブでは、[contexts] (コンテキスト)に基づいた値、またはより具体的
な[Variables] (変数)に基づいた値を表⽰できます。

ツリーの値の表⽰⽅法を変更するため、下向きの⼩さな⽮印ボタンをクリックしてから、[group
by] (グループ化)オプションをクリックします。

変数定義の詳細は、「[Component] (コンポーネント)ビューから変数を定義する方法」および「コン
テキストをリポジトリに格納する方法」を参照してください。

[Values as table] (テーブルの値)タブ

この[Values as table] (テーブルの値)タブは、テコンテキストおよび変数設定をテーブル形式で表⽰
します。

フィールド 説明
[Name] (名前) 変数の名前。
[<YourContextName>] (<コン
テキスト名>)

変数に対応する値。

[Contexts] (コンテキスト)ビューの右上の[Configure contexts] (コンテキストの設定)ボタンを使っ
て、このタブからコンテキストを管理できます。コンテキスト管理に関する詳細は、「コンテキスト
の設定方法」を参照してください。

変数定義の詳細は、「[Component] (コンポーネント)ビューから変数を定義する方法」および「コン
テキストをリポジトリに格納する方法」を参照してください。

4.4.2.3. コンテキストの設定⽅法

コンテストは[Values as table] (テーブルの値)タブまたは[Values as tree] (ツリーの値)タブからの

み管理できます。[Contexts] (コンテキスト)ビューの右上に専⽤のボタン が表⽰されます。

[Configure Contexts...] (コンテキストの設定...)アイコンをクリックして、管理ダイアログボックス
を開きます。
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デフォルトのコンテキストは削除できないため、[Remove] (削除)ボタンは利⽤できません。編集可能にする
ため、リスト上の別のコンテキストを選択します。

コンテキストの作成

設定したデフォルトのコンテキストに基づいて、必要な数だけコンテキストを作成できます。

新しいコンテキストを作成するには、次のようにします。

1. [Configure Context] (コンテキストの設定)ダイアログボックスで、[New] (新規)をクリックし
ます。

2. 新しいコンテキストの名前を⼊⼒します。

3. [OK] をクリックして、変更を確定します。

新しいコンテキストを作成する際には、デフォルトのコンテキストレガシーはすべて新しいコンテキ
ストにコピーされて引き継がれます。そのため、[Values as tree] (ツリーとしての値)タブ上の関係
するフィールドを編集するだけで、⽬的の使⽤⽅法に沿ったコンテキストにカスタマイズすることが
できます。

[Default Context] (デフォルトコンテキスト)のドロップダウンリストで、作成済みのすべてのコン
テキストが表⽰されます。

[Contexts] (コンテキスト)ビューの[Variables] (変数)タブにある[Default Context] (デフォルトコ
ンテキスト)リストの新しいデフォルトコンテキストを選択すると、デフォルトコンテキストを切り
替えるとができます。

デフォルト(または最後の)コンテキストは削除できないことに注意してください。ジョブを実⾏する
には常にコンテキストが1つ必要で、このコンテキストは[Default] (デフォルト)またはその他の名前
で呼ばれます。

コンテキストの名称変更または編集

既存コンテキストの名前を変更するには、次のようにします。

1. [Configure contexts] (コンテキストの設定)ダイアログボックスの[Edit] (編集)をクリックし
て、表⽰されるダイアログボックスで新しいコンテキスト名を⼊⼒します。

2. [OK] をクリックして、変更を確定します。

コンテキスト変数の実際の値を変更するには、[Values as tree] (ツリーの値)タブまたは[Values as
table] (テーブルの値)タブに移動します。これらのタブの詳細は、「コンテキストビューにおける変
数の使用方法」を参照してください。
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4.4.2.4. [Component] (コンポーネント)ビューから変数を定義する
⽅法

コンテキスト変数の作成および定義は、さまざまな⽅法で⾏えます。主に[Contexts] (コンテキスト)
ビューから変数を管理できますが、[Component] (コンポーネント)ビューで変数を直接に作成する
こともできます。

[Contexts] (コンテキスト)ビューでの変数管理の詳細は、「コンテキストビューにおける変数の使用
方法」を参照してください。

[repository] (リポジトリ)での変数定義の詳細は、「コンテキストをリポジトリに格納する方法」を
参照してください。

コンテキスト変数作成

コンテキスト変数を作る⼀番簡単な⽅法は、F5キーを押す⽅法です。

1. 適切な[Component] (コンポーネント)ビューで、パラメーターを⼊⼒するフィールドにカーソ
ルを合わせます。

2. F5を押してコンテキストパラメーターダイアログボックスを表⽰します。

3. 新しい変数に[Name] (名前)を付け、[Comment] (コメント)エリアに⼊⼒し、[Type] (タイプ)を
選択します。

4. 現在のジョブ実⾏で変数の使⽤を確認するために表⽰する[Prompt] (プロンプト)を⼊⼒します
(⼀般にテスト⽬的で使⽤)。さらに、[Prompt for value] (値のプロンプト)チェックボックスを
オンにして、フィールドの値を編集可能にします。
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5. 対応するプロパティフィールドにすでに値が⼊⼒している場合、この値が[Default value] (デ
フォルト値)フィールドに表⽰されます。それ以外の場合、コンテキストに使⽤するデフォルト
値を⼊⼒します。

6. [Finish] (終了)をクリックして確定します。

7. [Contexts] (コンテキスト)ビュータブに進みます。コンテキスト変数タブは、新規作成した変数
をリストしていることに注意してください。

新規作成した変数は、[Contexts] (コンテキスト)ビューにリストされます。

⼀定の規則に従って変数名を⼊⼒し、スペースなどの禁⽌⽂字を含めないでください。

このようにして作成した変数はすべて既存コンテキストに⾃動的に格納されますが、後でコンテキス
トを個別に変更できます。

コンテキストの作成または編集⽅法の詳細は、「コンテキストの設定方法」を参照してください。

StoreSQLQuery

StoreSQLQueryはユーザー定義変数であり、主にデバッグ専⽤の変数となります。

StoreSQLQueryは、主な⽬的がQueryと呼ばれる特定のグローバル変数のパラメーターとして使⽤
されるという点で他のコンテキスト変数と異なっています。これにより、グローバルクエリー変数を
動的にフィードできます。

グローバル変数のQueryは、あるDB⼊⼒コンポーネントの候補リスト(Ctrl+スペース)で利⽤可能で
す。

StoreSQLQuery設定の詳細は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』、特
にtDBInputコンポーネントのシナリオを参照してください。

4.4.2.5. コンテキストをリポジトリに格納する⽅法

コンテキストを各種ジョブで再利⽤する必要がある場合には、すべてのコンテキストを⼀元的に格納
できます。

コンテキストグループを作成する⽅法

コンテキストグループを作成するには、次のようにします。

コンテキストグループの作成および必要な情報の追加

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Contexts] (コンテキスト)ノードを右クリックし
て、コンテキストメニューから[Create new context group] (新しいコンテキストグループの作
成)を選択します。
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表⽰される2ステップのウィザードで、デザインワークスペースの[Contexts] (コンテキスト)
ビューから選択できる各種コンテキストおよびコンテキストパラメーターを定義できます。

2. 2ステップのウィザードのステップ1では、作成するコンテキストグループの名前を⼊⼒し、必要
に応じて説明などの⼀般情報を追加します。

3. [Next] (次へ)をクリックして、ステップ2に進み、必要な各種コンテキストおよび変数を定義で
きます。

他のコンテキストのベースとして使⽤するデフォルトコンテキスト変数セットの定
義

1. [Variables] (変数)タブで[+]ボタンをクリックし、新規変数⾏を必要な数だけ追加して、変数の
名前を定義します。

この例では、[Component] (コンポーネント)ビューの[Name] (名前)フィールドで使⽤できる変
数を定義しています。

2. [Type] (タイプ) リストから、変数のタイプを選択します。

[Script code] (スクリプトコード)は選択した変数タイプに応じて変化し、⽣成されたコードで
使⽤します。上の画⾯では、⽣成されたJavaコードを⽰しています。

3. [Tree] (ツリー)または[Table] (テーブル)ビューで、各種コンテキストおよび変数の値を定義し
ます。
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まず、デフォルトの(最初の)コンテキスト変数の値を定義し、次にセットした変数の値に基づい
て新しいコンテキストを作成します。

新しいコンテキストを作成する⽅法の詳細は、「コンテキストの設定方法」を参照してくださ
い。

4. 実⾏時に確認ダイアログボックスで変数を編集できるようにするには、[Values as tree] (ツリー
の値)タブで、プロンプトを追加します。

プロンプトメッセージを追加するには、対応するチェックボックスをオンにして、実⾏時に表⽰
するメッセージを⼊⼒します。

必要な分のコンテキストセットを作成して設定したら、[Finish] (終了)をクリックして確定します。
これでコンテキストのグループが[Repository] (リポジトリ) ツリービューの[Contexts] (コンテキス
ト)ノードの下に表⽰されるようになります。

メタデータからコンテキストを作成する⽅法

ファイルまたはDBのメタデータウィザードからメタデータを作成する場合、メタデータ接続情報を
コンテキストとしてエクスポートできます。

このフィーチャーの詳細は、「コンテキストとしてのメタデータのエクスポート」を参照してくださ
い。

4.4.2.6. リポジトリからコンテキスト変数をジョブに適⽤する⽅法

作成したコンテキストグループを[Repository] (リポジトリ)内に格納した後、次の2通りの⽅法で
ジョブに適⽤できます。

1. コンテキストグループをドロップします。こうすることでグループが全体に適⽤されます。

2.
コンテキストアイコンボタンの を使⽤します。こうすることで、コンテキストグループの変
数を別々に適⽤できます。
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コンテキストグループをジョブにドロップする⽅法

コンテキストグループをジョブにドロップするには、次のようにします。

1. コンテキストグループを追加するジョブをダブルクリックします。

2. ジョブを開いたら、選択したコンテキストグループをジョブのワークスペースまたはワークス
ペースの下の[Contexts] (コンテキスト)ビューにドロップします。

コンテキストアイコンボタンの使⽤⽅法

コンテキストアイコンボタンを使⽤してコンテキスト変数をジョブに適⽤するには、次のようにしま
す。

1. コンテキスト変数を追加するジョブをダブルクリックします。

2. ワークスペースでジョブを開いたら、ワークスペースの下の[Contexts] (コンテキスト)ビューを
クリックして開きます。

3. [Contexts] (コンテキスト)ビューの最下部で、ウィザードを開くボタンをクリックして、適⽤す
るコンテキスト変数を選択します。
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4. ウィザードでは適⽤の必要なコンテキスト変数を選択するか、必要ないコンテキスト変数の選択
を解除します。

適⽤済みのコンテキスト変数は⾃動的に選択されており、選択解除することはできません。

5. [OK]をクリックして、選択したコンテキスト変数をジョブに適⽤します。

4.4.2.7. 選択したコンテキストでジョブを実⾏する⽅法

まず、ジョブデザインを実⾏するコンテキストを選択します。

[Run Job] (ジョブの実⾏)タブをクリックし、[Context] (コンテキスト)エリアで、作成した各種コ
ンテキストから適切なコンテキストを選択します。

コンテキストを作成していない場合は、[Default] (デフォルト) コンテキストのみリストに表⽰され
ます。

選択したコンテキストで作成したコンテキスト変数はすべて値とともに下のテーブルに表⽰されま
す。変数のとなりの[Prompt] (プロンプト)チェックボックスをオフにすると、ダイアログボックス
が表⽰され、今回のジョブの実⾏時に限り変数の値を変更できます。

変数値を永続的に変更するには、変数が組み込みタイプの場合は[Context] (コンテキスト)ビューで
変更するか、リポジトリの[Context] (コンテキスト)グループで変更する必要があります。

関連項⽬:
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• 「コンテキストビューにおける変数の使用方法」

• 「コンテキストをリポジトリに格納する方法」

4.4.3. SQLテンプレートの使⽤⽅法
Talend Studioを使うと、共通のアプローチで標準化されている多数のクエリー構造を含む、⼀部のシ
ステムSQLテンプレートを活⽤できます。

Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[SQL templates] (SQL
テンプレート)ノードの下にシステムSQLテンプレートがリストされます。ここか
らGeneric、Hive、MySQL、Oracle、およびTeradataなど、いくつかの標準化されたSQLテンプレー
トを探すことができます。。

上記カテゴリのそれぞれについて、SQLテンプレートウィザードを使ってユーザー定義のSQLテンプ
レートを作成でき、[repository] (リポジトリ)に⼀元化して再利⽤できます。

Talend StudioでのSQLテンプレートの利⽤の詳細、4章ジョブの設計を参照してください。

ユーザー定義のSQLテンプレートの作成⽅法と、ジョブコンテキストでそれを使⽤する⽅法の詳細
は、Talend Open Studio Components Reference Guide』の「tMysqlTableList」コンポーネントの
シナリオを参照してください。

4.5. 並列化を使⽤したジョブパフォーマンスの
最適化
Talendジョブでいう並列化とは、並列実⾏を通じて技術的な処理を完了することを意味していま
す。適切に設計されている場合、並列化を実現した技術的な処理は以前よりも短い期間で完了できま
す。

Talend Studioを使⽤すると、さまざまなタイプの並列化を幅広い状況で実装できます。以下の状況
が含まれます。

1. 複数のサブジョブの並列実⾏。詳細は、「複数のサブジョブを並列に実行する方法」を参照して
ください。
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2. データの読み取りの並列繰り返し。詳細は、「データ読み取りの並列繰り返しを起動する方
法」を参照してください。

並列化はTalendジョブについての基本知識を必要とする⾼度なフィーチャーで、ジョブまたはサブ
ジョブをデザインして実⾏する⽅法、コンポーネントの使⽤⽅法、およびコンポーネントまたはジョ
ブをリンクする各種接続の使⽤⽅法などについて知っておく必要があります。この種の知識の必要性
を感じる場合は、4章ジョブの設計を参照してください。

4.5.1. 複数のサブジョブを並列に実⾏する⽅法
マルチスレッド実⾏フィーチャーを使うと、ワークスペースでアクティブな複数のサブジョブを並列
に実⾏することができます。

以前のセクションで説明したように、ワークスペースで開かれたジョブはいくつかのサブジョブを含
み、[OnSubjobOK]などのトリガーリンクを使って、実⾏順序を並べ替えることができます。ただ
し、依存関係が存在しない複数のサブジョブは、同時に起動するようにもできます。たとえば、次の
図は1つのジョブ内に4つのサブジョブがあり、それらのサブジョブ間に依存関係がないことを⽰して
います。

この例ではtRunJobコンポーネントを使⽤して、各サブジョブを呼び出します。tRunJobの詳細
は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を参照してください。

次にワークスペースで開かれているジョブの場合、サブジョブを並列に実⾏するには次のようにしま
す。

1. [Job] (ジョブ)タブをクリックして、次に[Extra] (追加)タブをクリックして表⽰します。
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2. [Multi thread execution] (マルチスレッド実⾏)チェックボックスをオンにして、並列実⾏を有
効にします。

[Use project settings] (プロジェクト設定の使⽤)チェックボックスをオンにしている場
合、[Multi thread execution] (マルチスレッド実⾏)チェックボックスは灰⾊表⽰されて利⽤で
きなくなります。この状況で[Use project settings] (プロジェクト設定の使⽤)チェックボック
スをオフにすると、[Multi thread execution] (マルチスレッド実⾏)チェックボックスが有効に
なります。

このフィーチャーはスレッド数(⼀般に1つのサブジョブで1スレッド)が並列実⾏に使⽤するマシンの
プロセッサ数を超えない場合に最適化されます。超える場合、いずれかのプロセッサが解放されるま
で待機するサブジョブが出てきます。

4.5.2. データ読み取りの並列繰り返しを起動する⽅法
並列化を有効にした繰り返し接続を使うと、接続からスレッドを受信するコンポーネントで並列のス
レッド読み取りが可能になります。

並列繰り返しを設定するには、次のようにします。

1. サブジョブの[Iterate] (繰り返し)リンクを選択すると、[Components] (コンポーネント)タブに
関連する[Basic settings] (基本設定)ビューを表⽰できます。

2. [Enable parallel execution] (並列実⾏の有効化)チェックボックスをオンにして、並列実⾏数
を設定します。

ジョブを実⾏する際に、並列繰り返しの数は利⽤可能なプロセッサに分散されます。

3. [Run] (実⾏)ビューの[Statistics] (統計)チェックボックスをオンにし、デザインワークスペース
でリアルタイム並列実⾏を⽰します。

繰り返し接続を使⽤してコンテキスト変数をサブジョブに渡す必要がある際に、このフィーチャー
は特に便利です。この状況において、サブジョブでは変数を並列に読み込むことができるため、サブ
ジョブの処理プロセスは、この変数を使って同時に実⾏できます。

4.6. ジョブの処理: 詳細事項
以下のセクションでは、複数の⼊出⼒フローの処理、SQLクエリの使⽤、ジョブでの外部コンポーネ
ントの使⽤、ジョブを実⾏するタスクのスケジュールなど、データ統合ジョブを⾼度に設定するさま
ざまな状況について詳細に説明します。
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4.6.1. データフローをマップする⽅法
変換やデータの再ルーティングを含むジョブで複数の⼊⼒および出⼒フローを処理するもっとも⼀般
的な⽅法は、[tMap]コンポーネントを使⽤することです。

このコンポーネントの使⽤⽅法の概念の詳細は、4章ジョブの設計を参照してください。

このコンポーネントを使⽤したジョブの例は、『Talend Open Studio Components Reference
Guide』のtMapの項を参照してください。

4.6.2. SQLBuilderを使⽤してクエリを作成する⽅法
SQLBuilderを使⽤して、SQLクエリを作成し、DBテーブルとメタデータテーブルとの間の変化を監
視することができます。このエディターは、すべてのDBInputおよびDBSQLRowコンポーネント(特
定または汎⽤)で使⽤できます。

データベーステーブルスキーマが[Repository] (リポジトリ)ツリービューに保存されていても、ジョ
ブの組み込みディレクトリに保存されていても、SQLbuilderを使⽤してクエリを作成できます。

DB接続の詳細を⼊⼒して、適切なリポジトリエントリが定義されていれば、それを選択します。

[Component] (コンポーネント)パネルの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Query] (クエリ)
フィールドにあるデフォルトのクエリステートメントを削除します。次に[...]ボタンをクリックし
て、[SQL Builder] (SQLビルダー)エディターを開きます。

[SQL Builder]  (SQLビルダー)エディターは、次のパネルで構成されます。
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• 現在のスキーマ

• データベース構造

• エディターおよびデザイナーのタブで構成されるクエリエディター

• クエリ実⾏ビュー

• スキーマビュー

データベース構造には、リポジトリデータベースエントリまたは組み込み接続でスキーマが定義され
ているテーブルが表⽰されます。

エディターの右下にあるスキーマビューには、カラムの説明が表⽰されます。

4.6.2.1. データベース構造を⽐較する⽅法

[Database Structure] (データベース構造)パネルには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの
DB接続メタデータエントリに保存されているすべてのテーブルが表⽰されます。また、組み込みス
キーマの場合は、データベース⾃体のテーブルが表⽰されます。

組み込みスキーマの場合、あるいはリポジトリスキーマを更新する場合、データベースへの接続は多少時間が
かかる場合があります。

更新アイコンをクリックして、DBメタデータテーブルと実際のDBテーブルの差異を表⽰します。

[Diff] (差異)アイコンは、テーブルに差異があることを⽰しています。テーブルノードを展開して、
差異が含まれるカラムを表⽰します。

⾚い強調表⽰は、カラムの内容に差異が含まれているか実際のデータベーステーブルにカラムがない
ことを⽰しています。

⻘の強調表⽰は、[Repository] (リポジトリ) > [Metadata] (メタデータ)で保存されたテーブルにカ
ラムがないことを⽰しています。
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4.6.2.2. クエリを作成する⽅法

[SQL Builder] (SQLビルダー)エディターは複数のタブを持つエディターで、必要な数だけクエリを
記述したりグラフィカルにデザインすることができます。

新しいクエリを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. テーブルまたはテーブルのカラムを右クリックして、ポップアップリストで[Generate Select
Statement] (Selectステートメントの⽣成)を選択します。

2. デフォルトで表⽰される空のタブをクリックして、SQLクエリを⼊⼒するかCtrl+スペースを押
してオートコンプリートリストにアクセスします。ツールヒントのポップアップに、検索する
テーブルまたはテーブルセクションの全体パスが表⽰されます。

また、グラフィカルなクエリ[Designer] (デザイナー)を使⽤すると、[Edit] (編集)タブでテーブ
ルを簡単に処理して対応するクエリをリアルタイムで⽣成できます。

3. [Designer] (デザイナー)タブをクリックして、⼿動の[Edit] (編集)モードからグラフィカルモー
ドに切り替えます。

ビューを別のビューに切り替えるときに、⼀部のSQLステートメントはグラフィカルに解釈できないと
いうメッセージが表⽰される場合があります。

4. テーブルを選択すると、すべてのカラムがデフォルトで選択されます。選択から除外するには、
該当するカラムのチェックボックスをオフにします。

5. 右クリックするだけで、さらにテーブルが追加されます。[Designer] (デザイナー)ビューで、
右クリックしてポップアップリストで[Add tables] (テーブルの追加)を選択し、追加する該当の
テーブルを選択します。

既存のテーブルを結合する場合、結合はエディターで⾃動的にグラフィカルにセットアップされ
ます。

テーブル間の結合も⾮常に簡単に作成できます。リンクする最初のテーブルのカラムを右クリッ
クして、ポップアップリストで[Equal] (=)を選択し、それを2番⽬のテーブルの該当のフィール
ドと結合します。
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グラフィカル処理に対応するSQLステートメントはエディターのビューアの部分にも表⽰されま
す。また、[Edit] (編集)タブをクリックすると、⼿動の[Edit] (編集)モードに戻ります。

[Designer] (デザイナー)ビューでは、フィルター条件をグラフィカルに⼊⼒することはできませ
ん。[Edit] (編集)ビューで追加する必要があります。

6. クエリが完成したら、ツールバーの アイコンをクリックして実⾏します。

クエリエディターのツールバーを使⽤すると、実⾏、開く、保存、消去などの⼀般的なコマンド
に素早くアクセスできます。

左下の[Results] (結果)ビューに、アクティブなクエリの結果が表⽰されます。

7. 必要に応じて、[context mode] (コンテキストモード)チェックボックスをオンにして、元のク
エリステートメントをそのままにし、コンポーネントの[Query] (クエリ)エリアでそれを正しく
カスタマイズできます。たとえば、クエリステートメントでコンテキストパラメーターを使⽤す
る場合、ツールバーで アイコンをクリックして実⾏することはできません。

8. [OK] をクリックします。クエリステートメントは、コンポーネントの[Query] (クエリ)エリアに
⾃動的にロードされます。

4.6.2.3. クエリをリポジトリに保存する⽅法

クエリを取得および再利⽤できるように、クエリはリポジトリに保存することをお勧めします。

DB接続やスキーマもリポジトリに保存されている場合、[SQL Builder] (SQLビルダー)エディターで
ツールバーのアイコンをクリックすると、それらはクエリにバインドされます。

そうすると、エディターの左側にある[Database structure] (データベース構造)ビューからクエリに
アクセスできるようになります。
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4.6.3. Talendコミュニティコンポーネントをダウンロー
ド/アップロードする⽅法
Talend Studioでは、現在のバージョンのTalend Studioと互換性のあるTalend Exchangeのすべて
のコミュニティコンポーネントのリストにアクセスすることができます。これらのコンポーネント
をダウンロードおよびインストールして、後ほどStudioで実⾏するジョブデザインで使⽤できま
す。Talend Studioから、作成したコンポーネントを[Talend Exchange]にアップロードして、他の
コミュニティユーザーと共有することもできます。

Talend Studioのツールバーの[Exchange]リンクをクリックすると、デザインワークスペース
に[Exchange]タブビューが開きます。ここで、以下のリストが表⽰されます。

• Talend Exchangeでダウンロードおよびインストールできるコンポーネント

• Talend Studioの前のバージョンでダウンロードおよびインストールしており、現在のStudioではま
だインストールされていないコンポーネント

• Talendコミュニティユーザーと共有するために作成し、Talend Exchangeにアップロードしたコ
ンポーネント

• コミュニティコンポーネントをダウンロードしたり、⾃⾝のコンポーネントをコミュニティにアップロード
したりする前に、まずStudioからTalend Exchangeにサインインする必要があります。Studioを起動した
ときにTalend Exchangeにサインインしていなくても、Talend Exchangeの環境設定のページからサイン
インすることができます。詳細は、「Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)」を参照してください。

• ダウンロード可能なコミュニティコンポーネントは、Talendでは検証していません。そのため、特定のコ
ミュニティコンポーネントをインストールしようとするとコンポーネントのロード中にエラーが発⽣するこ
とがあったり、インストールされたコミュニティコンポーネントが[Palette] (パレット)と[Exchange]タブ
ビューでは名前が異なっていたり、インストールは成功したように⾒えてもコンポーネントが[Palette] (パ
レット)で⾒つからなかったりすることがあります。

4.6.3.1. Talend Exchangeからコミュニティコンポーネントをインス
トールする⽅法
Talend Exchangeから現在のTalend Studioの[Palette] (パレット)にコミュニティコンポーネントを
インストールするには、次の⼿順を実⾏します。

1. Talend Studioのツールバーの[Exchange]リンクをクリックすると、デザインワークスペース
に[Exchange]タブビューが開きます。
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2. [Available Extensions] (利⽤可能な拡張機能)ビューで、必要に応じて、テキストフィールドに
コンポーネントのフルネームまたは名前の⼀部を⼊⼒して更新ボタンをクリックすると、⽬的の
コンポーネントを素早く⾒つけることができます。

3. ⽬的のコンポーネントの[view/download] (ビュー/ダウンロード)リンクをクリックして、コン
ポーネントダウンロードページを表⽰します。

4. コンポーネントの説明やコミュニティユーザーからのレビューコメントなど、コンポーネントに
関する情報を表⽰したり、⾃⾝のレビューコメントを書き込んだり、必要に応じてコンポーネン
トを評価します。コミュニティコンポーネントのレビューや評価の詳細は、「コミュニティコン
ポーネントをレビューおよび評価する方法」を参照してください。

必要に応じて、左⽮印ボタンをクリックしてコンポーネントリストページに戻ります。

5. コンポーネントダウンロードページの右側にある[Install] (インストール)ボタンをクリックし
て、ダウンロードおよびインストール処理を開始します。

ダウンロードおよびインストール処理の進⾏状況の割合を⽰す進⾏状況インジケーターが表⽰
されます。コンポーネントのインストールが成功すると、[Downloaded Extensions] (ダウン
ロードした拡張機能)ビューが開き、コンポーネントのステータスが[Installed] (インストール済
み)と⽰されます。
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4.6.3.2. コミュニティコンポーネントを再インストールまたは更新す
る⽅法

[Exchange]タブビューから、既にダウンロードしているコンポーネントやTalend Studioの前のバー
ジョンでインストールしたコンポーネントを再インストールしたり、Talend Studioや現在のStudioの
コンポーネントの更新バージョンをインストールすることができます。

デフォルトでは、Talend Exchangeに接続している場合、インストールされているコミュニティコンポー
ネントの更新が利⽤可能になると通知するダイアログボックスが表⽰されます。コミュニティコンポー
ネントの更新を頻繁にチェックしており、このダイアログボックスを表⽰させたくない場合は、[Talend
Exchange]環境設定でオフにすることができます。詳細は、「Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)」を
参照してください。

既にダウンロードしているコミュニティコンポーネントを再インストールしたり、インストールした
コンポーネントを更新するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Exchange]タブビューから、[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能)をクリッ
クして、Talend Exchangeからダウンロードしているコンポーネントのリストを表⽰します。

[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能)ビューにおいて、Talend Studioの
前のバージョンでインストールして現在のStudioではインストールしていないコンポーネン
トには、[Install/Update] (インストール/更新)カラムに[Install] (インストール)リンクがあ
り、Talend Exchangeに利⽤可能な更新があるコンポーネントには[Update] (更新)リンクがあ
ります。

2. ⽬的のコンポーネントの[Install] (インストール)または[Update] (更新)リンクをクリックして、
インストール処理を開始します。

インストール処理の進⾏状況の割合を⽰す進⾏状況インジケーターが表⽰されます。インストー
ルが成功すると、[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能)ビューが開き、コン
ポーネントのステータスが[Installed] (インストール済み)と⽰されます。

4.6.3.3. コミュニティコンポーネントをレビューおよび評価する⽅法

コミュニティコンポーネントをレビューおよび評価するには、次の⼿順を実⾏します。
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1. [Available Extensions] (利⽤可能な拡張機能)ビューから、レビューまたは評価するコンポーネ
ントの[view/download] (表⽰/ダウンロード)リンクをクリックして、コミュニティコンポーネ
ントのダウンロードページを開きます。

2. コンポーネントダウンロードページで[write a review] (レビューを書く)リンクをクリックし
て、[Review the component] (コンポーネントのレビュー)ダイアログボックスを開きます。

3. タイトルやレビューコメントなど、必要な情報を⼊⼒して、5つ星中の星をクリックし
てコンポーネントを評価し、[Submit Review] (レビューの送信)をクリックしてTalend
Exchangeサーバーにレビューを送信します。

Talend Exchangeモデレーターによる検証後、レビューはTalend Exchangeにパブリッシュさ
れ、コンポーネントダウンロードページの[User Review] (ユーザーレビュー)エリアに表⽰され
ます。

4.6.3.4. 作成したコンポーネントをTalend Exchangeにアップロード
する⽅法

Talend Studioでジョブに使⽤する独⾃のコンポーネントを作成してTalend Exchangeにアップロー
ドし、他のTalendコミュニティユーザーと共有することができます。独⾃のコンポーネントを作成
してTalend Studioにデプロイする⽅法の詳細は、「ユーザーコンポーネントフォルダーを定義する方
法(Talend > Components)」を参照してください。

作成したコンポーネントをTalend Exchangeにアップロードするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Exchange]タブビューから、[My Extensions] (マイ拡張機能)をクリックして、[My
Extensions] (マイ拡張機能)ビューを開きます。
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2. ビューの右上の[Add New Extension] (拡張機能の新規追加)リンクをクリックして、コンポーネ
ントアップロードページを開きます。

3. コンポーネントのタイトル、初期バージョン、Studioの互換性情報、コンポーネントの説明な
ど、必要な情報を⼊⼒して、[File] (ファイル)フィールドにソースパッケージのパスを⼊⼒また
は参照し、[Upload Extension] (拡張機能のアップロード)ボタンをクリックします。

アップロードに成功すると、コンポーネントは[My Extensions] (マイ拡張機能)ビューにリスト
されます。ここで、Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントを更新、変更、およ
び削除できます。

4.6.3.5. Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントを管理
する⽅法

[Exchange]タブビューで、コンポーネントのバージョンの更新、コンポーネント情報の変
更、Talend Exchangeからのコンポーネントの削除など、Talend Exchangeにアップロードしたコ
ンポーネントを管理できます。

コンポーネントのバージョンを更新するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [My Extensions] (マイ拡張機能)ビューから、更新するコンポーネントの[Operation] (操作)カ
ラムの アイコンをクリックして、コンポーネント更新ページを開きます。
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2. 初期バージョン、Studioの互換性情報などの情報を⼊⼒して、[File] (ファイル)フィールドに
ソースパッケージのパスを⼊⼒または参照して、[Upload Extension] (拡張機能のアップロー
ド)ボタンをクリックします。

更新したコンポーネントのアップロードが成功すると、Talend Exchange上のコンポーネント
は、新しいバージョンに置き換えられ、[My Extension] (マイ拡張機能)ビューには、コンポー
ネントの新しいバージョンと更新⽇付が表⽰されます。

Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントの情報を変更するには、次の⼿順を実⾏しま
す。

1. [My Extensions] (マイ拡張機能)ビューから、変更するコンポーネントの[Operation] (操作)カ
ラムの アイコンをクリックして、コンポーネント情報を編集ページを開きます。
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2. Studio互換性情報およびコンポーネントの説明を⼊⼒して、[Modify Extension] （拡張機能の
変更）ボタンをクリックし、Talend Exchangeのコンポーネント情報を更新します。

Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントを削除するには、[My Extensions] (マイ拡
張機能)ビューから、コンポーネントの アイコンをクリックします。コンポーネントはTalend
Exchangeから削除され、[My Extensions] (マイ拡張機能)ビューのコンポーネントリストにも表⽰
されなくなります。

4.6.4. ジョブを定期的に起動する⽅法(⾮推奨のフィー
チャー)
このセクションでは、⾮推奨ですが依然として使⽤できるジョブスケジューラーフィーチャーについ
て説明します。

Talend Studioの[Scheduler] (スケジューラー)ビューは、タスクスケジューリング(crontab)プログラ
ムでジョブを定期的に起動するタスクをスケジュールするのに役⽴ちます。

[Scheduler] (スケジューラー)ビューで、cronと互換性のあるエントリ(ジョブの起動に必要な⽇付)
を持つcrontabファイルを⽣成できます。これらのエントリを使⽤して、crontabプログラムでジョ
ブを定期的に起動することができます。

このジョブの起動フィーチャーは、UnixまたはUnixと類似したオペレーティングシステムにあ
るcrontabコマンドをベースとしています。これは、任意のWindowsシステム上にもインストールで
きます。

[Scheduler] (スケジューラー)ビューにアクセスするには、デザインワークスペースの[Scheduler]
(スケジューラー)タブをクリックします。

[Scheduler] （スケジューラー）タブがデザインワークスペースのタブシステムに表⽰されていない場
合、[Window] > [Show View...] (ビューの表⽰ ) > Talendと移動して、そのリストから[Scheduler] (スケ
ジューラー)を選択します。

ジョブを実⾏するタスクをスケジュールしていない場合、このビューは空になります。タスクがスケ
ジュールされていると、そのすべてのタスクのパラメーターがリストされます。

以下の⼿順では、[Scheduler] (スケジューラー)ビューでタスクをスケジュールし、特定のジョブを
定期的に実⾏して、選択したジョブの起動に必要なすべてのデータを含むcrontabファイルを⽣成す
る⽅法について説明します。また、UnixのcrontabコマンドまたはWindowsのタスクスケジューリン
グプログラムで⽣成されたファイルを使⽤する⽅法についても解説します。

1. [Scheduler] (スケジューラー)ビューの右上にある アイコンをクリックします。

[Open Scheduler] (スケジューラーを開く)ダイアログボックスが開きます。



ジョブを定期的に起動する⽅法(⾮推奨のフィーチャー)

136 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

2. [Projects] (プロジェクト)リストから、定期的に起動するジョブを含むプロジェクトを選択しま
す。

3. [Job] (ジョブ)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックして、定期的に起動するジョブを選択
します。

4. [Context] (コンテキスト)リストにコンテキストが複数存在する場合、ジョブを実⾏するコンテ
キストを選択します。

5. タスクのスケジュールに必要な⽇付と時刻の詳細を設定します。

選択したジョブの起動に使⽤するコマンドは⾃動的に⽣成され、定義されたタスクに追加されま
す。

6. [Add this entry] (このエントリを追加)をクリックし、タスクを検証してダイアログボックスを
閉じます。

スケジュールされたタスクのパラメーターは、[Scheduler] (スケジューラー)ビューにリストさ
れます。

7. [Scheduler] (スケジューラー)ビューの右上にある アイコンをクリックして、選択したジョブ
を開始するために必要なすべてのデータが含まれるcrontabファイルを⽣成します。

[Save as] (名前を付けて保存)ダイアログボックスが表⽰されます。

8. ⽣成するcrontabファイルのパスを参照して設定し、[File name] (ファイル名)フィールドに
crontabファイルの名前を⼊⼒してから[Save] (保存)をクリックしてダイアログボックスを閉じ
ます。

選択したタスクに対応するcrontabファイルが⽣成され、定義されたローカルのパスに保存され
ます。
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9. Unixでは、crontabファイルの内容をUnixシステムのcrontab構成ファイルに貼り付けま
す。Windowsでは、⽣成されたcrontabファイルを使⽤するタスクスケジューリングプログラム
をインストールして、選択したジョブを起動します。

アイコンを使⽤してリストされたタスクを削除したり、 アイコンを使⽤してリストされたタス
クのパラメーターを編集することができます。

4.6.5. tPrejobおよびtPostjobコンポーネントを使⽤する
⽅法
tPrejobおよびtPostjobは、特定のジョブの前後のタスクの実⾏を管理しやすくするために設計され
たコンポーネントです。これらのコンポーネントがその他のコンポーネントと異なる点は、実際に
データを処理せず、設定するコンポーネントプロパティがないということです。これらのコンポーネ
ントの主なフィーチャーは、メインデータジョブが失敗しても必ず実⾏されるように保証されていま
す。そのため、これらは特定のジョブのセットアップや破棄の処理に⾮常に有⽤です。

tPrejobおよびtPostjobはデータ処理に組み込むためのものではなく、マルチスレッド実⾏の⼀部にすること
はできません。これらは、ジョブデザインを明確にするためのものです。

これらのtPrejobおよびtPostjobコンポーネントを使⽤するには、他のコンポーネントと同様に、こ
れらをデザインワークスペースにドロップし、[Trigger] (トリガー)接続を使⽤して、tPrejobをプレ
ジョブタスクを実⾏するためのコンポーネントまたはサブジョブに接続し、tPostjobをポストジョ
ブタスクを実⾏するためのコンポーネントまたはサブジョブに接続します。プレジョブおよびポスト
ジョブの部分の正⽅形がオレンジ⾊なのは、別のタイプのサブジョブであることを⽰しています。

[tPrejob]コンポーネントを使⽤する必要があるタスクには、次のようなものがあります。

• サブジョブの実⾏に必要なコンテキスト情報のロード。

• データベース接続を開く。
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• ファイルが存在していることを確認する。

[tPostjob]コンポーネントを使⽤する必要があるタスクには、次のようなものがあります。

• メインデータジョブの処理中に作成された⼀時ファイルのクリーンアップ。

• データベース接続または外部サービスへの接続を閉じる。

• 前のジョブまたはサブジョブが失敗した場合でも実⾏する必要がある任意のタスク。

tPrejobおよびtPostjobコンポーネントを使⽤するケースについては、『Talend Open Studio
Components Reference Guide』を参照してください。

4.6.6. 出⼒ストリームの使⽤フィーチャーを使⽤する⽅法
[Use Output Stream] (出⼒ストリームの使⽤)フィーチャーとは、java.io.outputstream()クラスを
使⽤してバイト配列のデータを処理する機能です。java.io.outputstream()は、データをバッファリ
ングすることなく、バイナリストリームを使⽤してデータを書き込むクラスです。たとえば、線形形
式でデータを処理する場合(すべてのデータがString形式である場合など)、このフィーチャーを使⽤
して出⼒パフォーマンス全体を向上させることができます。

[Use Output Stream] (出⼒ストリームの使⽤)フィーチャーは、tFileOutputDelimitedなど、多く
のコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューの中にあります。

このフィーチャーを使⽤するには、このフィーチャーを持つコンポーネントの[Basic settings] (基
本設定)ビューにある[Use Output Stream] (出⼒ストリームの使⽤)チェックボックスをオンにしま
す。このように有効にした[Output Stream] (出⼒ストリーム)フィールドで、コマンドを使⽤して出
⼒ストリームを定義します。

出⼒ストリームフィーチャーを使⽤する前に、ストリームを開く必要があります。この前提条件および[Use
Output Stream] (出⼒ストリームの使⽤)フィーチャーの使⽤⽅法を説明する詳細な例については、「出力ス
トリーム機能の使用」を参照してください。このフィーチャーを使⽤したジョブの例については、『Talend
Open Studio Components Reference Guide』のtFileOutputDelimitedの2番⽬のシナリオを参照してくださ
い。

4.7. ジョブの処理: 各種サブジョブ
以下のセクションでは、開始コンポーネントの定義、エラー処理、特定のコンポーネントを使⽤する
ジョブの検索など、データ統合ジョブの管理に関わるさまざまなテーマについて、詳細に説明しま
す。
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4.7.1. データベース接続を共有する⽅法
同じデータベース接続を使⽤するさまざまなジョブがある場合、[Use or register a shared DB
Connection] (共有DB接続の使⽤または登録)オプションを使⽤して接続を分解し、その接続を親
ジョブと⼦ジョブで共有することができます。

このオプションは、データベースを開いたり閉じたりする際の接続回数を減らすために、すべての
データベース接続コンポーネントに追加されています。

すべてのデータベース接続コンポーネントの[Use or register a shared DB Connection] (共有DB接続の使用ま
たは登録)オプションは、tRunJobコンポーネントの[Use dynamic job] (ダイナミックジョブを使用)および[Use
an independent process to run subjob] (サブジョブを独立したプロセスで実行)オプションとは互換性がありま
せん。tRunJobコンポーネントのこれら2つのいずれかのオプションを有効にして共有データベース接続を使
用すると、ジョブが失敗する原因となります。

リモートMySQLデータベースに接続する必要がある2つの関連ジョブがあるとします(親ジョブと⼦
ジョブ)。この2つのジョブで共有データベース接続を使⽤するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 親ジョブと⼦ジョブがデータベース接続コンポーネントを使⽤していない場
合、[tMysqlConnection]をその両⽅に追加します(MySQLデータベースで処理することを前提
とします)。

2. [Trigger] (トリガー) > [On Subjob Ok] (サブジョブがOKの場合)リンクを使⽤して、それぞれ
の[tMysqlConnection] をジョブの関連コンポーネントに接続します。

3. 最初に実⾏される[tMysqlConnection]コンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー
で、データベース接続が⼀元的に[Repository] (リポジトリ)に保存されていない場合、データ
ベース接続の詳細を⼊⼒します。

4. [Use or register a shared DB Connection] (共有DB接続の使⽤または登録)チェックボックスを
オンにして、[Shared DB Connection Name] (共有DB接続名)フィールドに接続の名前を⼊⼒し
ます。

これで、⼦ジョブに接続を再利⽤できるようになりました。
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5. 別のジョブ内の別の[tMysqlConnection]コンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー
で、[Use or register a shared DB Connection] (共有DB接続の使⽤または登録)チェックボック
スをオンにして[Shared DB Connection Name] (共有DB接続名)フィールドに親ジョブと同じ接
続名を⼊⼒します。

同じデータベース接続を共有する異なるジョブの中で、データベース接続の詳細を定義してデータベー
ス接続を開く必要があるのは、最初のジョブのみです。

詳細な使⽤例については、『Talend Open Studio Components Reference Guide』の、さまざまな
ジョブ間でデータベース接続を共有する⽅法を⽰しているtMysqlConnectionコンポーネントのシナ
リオを参照してください。

接続コンポーネントの使⽤⽅法の詳細は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を
参照してください。

4.7.2. 開始コンポーネントを定義する⽅法
開始コンポーネントは、ジョブのトリガーになります。いくつかのフローが並列に実⾏されている場
合、ジョブデザインごとに複数の開始コンポーネントがある場合があります。ただし、1つのフロー
とそれに接続されたサブフローについては、1つのコンポーネントのみが開始コンポーネントになり
ます。

コンポーネントをデザインワークスペースにドロップすると、開始コンポーネントになり得るすべて
のコンポーネントは、背景⾊が独特の明るい緑⾊になります。多くのコンポーネントが開始コンポー
ネントになり得ることがわかります。

フローのトリガーにはなり得ない、たとえば[tMap]などのコンポーネントは、開始コンポーネント
として提⽰されません。

どのコンポーネントをジョブの開始コンポーネントにするかを⾒極めるために、ジョブのメインフ
ローと⼆次的フローを特定します。

• メインフローは⾏タイプリンクを使⽤してコンポーネントを隣のコンポーネントに接続しているフ
ローです。開始コンポーネントは、メインフローの最初のコンポーネントに⾃動的に設定されます
(緑の背景のアイコン)。

• ⼆次的フローも⾏タイプリンクを使⽤して接続されますが、これはデザインワークフローのルッ
クアップ⾏と呼ばれ、メインフローとは区別されています。このルックアップフローは、メインフ
ローのデータをさらに充実させるために使⽤されます。

開始コンポーネントの変更、つまりメインフローの変更は、変更する⾏を右クリックしてメイン⾏を
ルックアップ⾏に変更するだけで実⾏できます。
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関連項⽬:

• 「コンポーネントどうしを接続する方法」

• 「コンポーネントあるいはサブジョブまたはルートの有効化または無効化」

4.7.3. コンポーネントまたはジョブのエラーアイコンを処
理する⽅法
コンポーネントのプロパティが正しく定義されておらず、ジョブコードが正しくコンパイルできなく
なるエラーが1つ以上含まれていると、デザインワークスペースのコンポーネントアイコンの横、お
よび[Repository] (リポジトリ)ツリービューのジョブ名の横にエラーアイコンが⾃動的に表⽰されま
す。

4.7.3.1. コンポーネントの警告およびエラーアイコン
コンポーネントが正しく定義されていない場合や隣のコンポーネントへのリンクが存在しない場合、
そのコンポーネントアイコンに警告を⽰すチェックマークの付いた⾚い丸印が付きます。

コンポーネントの上にマウスを移動すると、ツールヒントメッセージまたは警告がラベルとともに表
⽰されます。このコンテキスト依存ヘルプにより、⽋落したデータやコンポーネントステータスに関
する情報が通知されます。

コンポーネントのツールヒントメッセージに、モジュールが必要であると⽰された場合、[Module] (モジュー
ル)ビューを使⽤してそのコンポーネントのモジュールをインストールする必要があります。このビュー
は、デフォルトでは⾮表⽰です。このビューを使⽤して外部モジュールをインストールする⽅法の詳細は、
『Talendインストレーションガイド』を参照してください。

4.7.3.2. ジョブのエラーアイコン
コンポーネントの設定にジョブコードが正しくコンパイルできなくなるエラーが1つ以上含まれてい
ると、[Repository] (リポジトリ)ツリービューのジョブ名の横にアイコンが⾃動的に表⽰されます。
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このエラーアイコンは、デザインワークスペースでジョブを開いたときにジョブ名の横のタブにも表
⽰されます。

次のいずれかの操作を実⾏した場合にのみ、コンパイルまたはコード⽣成が実⾏されます。

• ジョブを開く

• [Code Viewer] (コードビューア)タブをクリックする

• ジョブを実⾏する([Run Job] (ジョブの実⾏)をクリックする)

• ジョブを保存する

そのため、そのエラーアイコンはその場合にのみ表⽰されます。

ジョブを実⾏すると警告ダイアログボックスが開き、現在のジョブのすべてのエラーのソースおよび
説明がリストされます。

[Cancel] (キャンセル)をクリックするとジョブの実⾏が停⽌し、[Continue] (続⾏)をクリックすると
続⾏されます。

コンポーネントのエラーの詳細は、「コンポーネントの警告およびエラーアイコン」を参照してくだ
さい。

4.7.4. ノードをジョブデザインに追加する⽅法
[Palette] (パレット)で、[Misc] (その他)ファミリーをクリックしてから[Note] (注記)モジュールをデ
ザインワークスペースにドロップして、テキストコメントを特定のコンポーネントまたはジョブ全体
に追加します。

注記フォーマットは変更できます。注記フォーマットを変更するには、フォーマットを変更する注記
を選択して、[Component] (コンポーネント)ビューの[Basic setting] (基本設定)タブをクリックし
ます。
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[Opacity] (不透明)チェックボックスをオンにすると、背景⾊が表⽰されます。注記をデザインワー
クスペースにドロップすると、このボックスはデフォルトで選択されます。このボックスをクリアす
ると、背景は透明になります。

[Fonts and Colors] (フォントと⾊)リストからオプションを選択して、注記のフォントスタイル、サ
イズ、⾊や、背景⾊、ボーダー⾊などを変更します。

[Adjust horizontal] (⽔平⽅向の調整)および[Adjust vertical] (垂直⽅向の調整)ボックスを選択し
て、注記のテキストの⽔平および垂直⽅向の整列⽅法を定義します。

[Text] (テキスト)フィールドの内容は、注記に表⽰されるテキストです。

4.7.5. ジョブのコードまたはアウトラインを表⽰する⽅法
このパネルは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの下にあります。ここには、デザインワーク
スペースで開いているジョブまたはビジネスモデルに関する詳細情報が表⽰されます。

情報パネルは、[Outline] (アウトライン)と[Code Viewer] (コードビューア)という2つのタブで構成
されます。それぞれのタブには、表⽰されたダイアグラム(ジョブまたはビジネスモデル)についての
情報が表⽰されます。

4.7.5.1. アウトライン

[Outline] (アウトライン)タブでは、ビジネスモデルまたはデザインワークスペース上で開いてる
ジョブの概要、さらにジョブまたはビジネスモデルで使⽤されているすべてのモジュールのツリー
ビューも表⽰されます。デザインワークスペースは、他のウィンドウエリアと同様に、必要に応じて
サイズを変更することができるため、[Outline] (アウトライン)ビューでデザインワークスペース上
のどこにいるのかを簡単に確認できます。
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このダイアグラムでは、デザインワークスペースを⽰す部分が⻘い⻑⽅形で強調表⽰されています。

強調表⽰された表⽰をクリックして、マウスボタンを押さえます。それから、⻑⽅形をジョブの上に
移動します。

それに応じてデザインワークスペースのビューも移動します。

[Outline] (アウトライン)ビューには、現在のダイアグラムで使⽤されているコンポーネントのフォ
ルダーツリービューも表⽰されます。コンポーネントのノードを展開して、このコンポーネントで利
⽤できる変数のリストを表⽰します。

グラフィカルアウトラインビューからツリービューに切り替えるには、パネルの右上にドックされて
いるずれかのアイコンをクリックします。

4.7.5.2. コードビューア

[Code viewer] (コードビューア)タブは、選択されたコンポーネントに対して⽣成されたコード⾏を
表⽰し、アクティブなジョブデザインビューや、開始、本体、終了モジュールなどの実⾏メニューの
背後に配置されます。

ビジネスモデルからコードは⽣成されないため、このビューはジョブデザインコードのみに関係します。

グラフィカルに⾊付されたコードビューを使⽤して、タブにはデザインワークスペースで選択したコ
ンポーネントのコードが表⽰されます。これは、デザインワークスペースの下部にドックされている
プライマリコードタブの部分的な表⽰で、ジョブ全体に対して⽣成されたコードを⽰します。
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4.7.6. サブジョブ表⽰を管理する⽅法
サブジョブはグラフィカルな⻘い正⽅形で定義され、それに属するすべての接続コンポーネントが集
約されます。個々のコンポーネントは、相互に接続されていないと、サブジョブとみなすことができ
ます。

この⻘い強調表⽰により、サブジョブ同⼠が区別しやすくなります。

ジョブは単⼀のサブジョブで構成することができます。オレンジ⾊の正⽅形は、プレジョブとポストジョブの
部分を表しており、これらは別のサブジョブのタイプです。

プレジョブとポストジョブの詳細については、「tPrejobおよびtPostjobコンポーネントを使用する方法」を参
照してください。

4.7.6.1. サブジョブを形式化する⽅法

サブジョブの⾊とそのタイトルの⾊を変更することができます。変更するには、サブジョブを選択し
て[Component] (コンポーネント)ビューをクリックします。

サブジョブにタイトルを追加する場合、[Basic setting] (基本設定)ビューで、[Show subjob title]
(サブジョブのタイトルの表⽰)チェックボックスを選択して、タイトルを⼊⼒します。

タイトルの⾊とサブジョブの⾊を変更するには、次を実⾏します。

1. [Basic settings] (基本設定)ビューで、[Title color/Subjob color] (タイトルの⾊/サブジョブの
⾊)ボタンをクリックして、[Colors] (⾊)ダイアログボックスを表⽰します。

2. 好きな⾊を設定します。デフォルトでは、タイトルの⾊は⻘でサブジョブの⾊は透明な⻘です。

4.7.6.2. サブジョブを折り畳む⽅法

ジョブが多数のサブジョブで構成されている場合、それらを折り畳んでジョブ全体を⾒やすくするこ
とができます。サブジョブの右上にあるマイナス([-])およびプラス([+])記号を使⽤して、サブジョブ
全体を折り畳んだり元に戻したりすることができます。
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マイナス記号([-])をクリックすると、サブジョブが折り畳まれます。折り畳まれると、サブジョブの
最初のコンポーネントのみが表⽰されます。

プラス記号([+])をクリックすると、サブジョブは元に戻ります。

4.7.6.3. サブジョブの背景⾊を取り除く⽅法
サブジョブに強調表⽰が不要な場合、すべてまたは特定のサブジョブの背景⾊を取り除くことができ
ます。

すべてのサブジョブの背景⾊を取り除くには、Talend Studioのツールバーの[Toggle Subjobs] (サブ
ジョブの切り替え)アイコンをクリックします。

特定のサブジョブの背景⾊を取り除くには、サブジョブを右クリックして、ポップアップメニュー
で[Hide subjob] (サブジョブを⾮表⽰)オプションを選択します。

4.7.7. ジョブビューでオプションを定義する⽅法
デザインワークスペースの下部にある[Job] (ジョブ)ビューで、ジョブのオプション機能を定義でき
ます。このビューは2つのタブ、[Stats & Logs] (統計&ログ)タブと[Extra] (追加)タブで構成されま
す。
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[Stats & Logs] (統計&ログ)タブでは、[Stats & Logs] (統計&ログ)フィーチャーおよびコンテキスト
ロードフィーチャーの使⽤を⾃動化することができます。詳細は、「統計およびログの使用を自動化
する方法」を参照してください。

[Extra] (追加)タブでは、[Implicit Context Loading] (暗黙的なコンテキストロード)エリアでコン
テキストパラメーターの使⽤など、⼀部のフィーチャーを⾃動化するように設定できるさまざまなオ
プションがリストされます。詳細は、「追加タブのフィーチャーを使用する方法」を参照してくださ
い。

4.7.7.1. 統計およびログの使⽤を⾃動化する⽅法
データフローのログ、統計、およびその他の測定の必要性が⾼い場合、ジョブデ
ザインをロードする多数のログ関係のコンポーネントが必要になるという問題に直
⾯します。[Stats & Logs] (統計&ログ)タブでジョブのコンポーネントを使⽤せず
に、[tFlowMeterCatcher]、[tStatCatcher]、[tLogCatcher]コンポーネントの使⽤を⾃動化する
ことができます。

ログコンポーネントの詳細については、Talend Open Studio Components Reference Guide』を参照
してください。

[Stats & Logs] (統計&ログ)パネルは、デザインワークスペースの下の[Job] (ジョブ)タブにあり、コ
ンポーネントがジョブデザインと重ならないようになっています。

この設定により、ログ関連コンポーネントは⼀般的なログ設定に置き換えられます。

[Stats & Logs] (統計&ログ)プロパティを設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Job] (ジョブ)タブをクリックします。

2. [Stats & Logs] (統計&ログ)パネルを選択して、設定ビューを表⽰します。

3. ⽬的の出⼒(コンソール、ファイル、またはデータベース)に応じて、関連する詳細を設定しま
す。
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4. 必要に応じて、関連の[Catch] (キャッチ)チェックボックスをオンにします。

ボタンをクリックすると、プロジェクト設定に設定を保存できます。この設定にアク
セスするには、[File] (ファイル) > [Edit project settings] (プロジェクト設定の編集) > [Job settings] (ジョ

ブ設定) > [Stats & Logs] (統計&ログ)、またはツールバーの ボタンを使⽤します。

ジョブに[Stats & Logs] (統計&ログ)機能を使⽤する場合、そのすべてのサブジョブに適⽤すること
ができます。

そのために、[Job] (ジョブ)ビューの[Stats & Logs] (統計&ログ)パネルにある[Apply to subjobs]
(サブジョブに適⽤)ボタンをクリックすると、メインジョブの選択した統計およびログ機能がそのす
べてのサブジョブでも選択されます。

4.7.7.2. 追加タブのフィーチャーを使⽤する⽅法
[Extra] (追加)タブでは、いくつかのオプション機能パラメーターを提供します。

• [Multithread execution] (マルチスレッド実⾏)チェックボックスをオンにして、2つのジョブ実
⾏を同時に開始できるようにします。

• ジョブで[tContextLoad]コンポーネントを使⽤しないように[Implicit tContextLoad] (暗黙的な
tContextLoad)オプションパラメーターを設定して、コンテキストパラメーターの使⽤を⾃動化し
ます。

コンテキストパラメーターのソースとして[File] (ファイル)または[Database] (データベース)を選
択して、⼿動でファイルまたはデータベースのアクセスを設定します。

コンテキストパラメーター設定にリンクする予期せぬ動作に対して通知(エラー/警告/情報)を設定
します。

• ⼿動で[Implicit tContextLoad] (暗黙的なtContextLoad)を⼊⼒すると、[Save to project
settings] (プロジェクト設定に保存)ボタンをクリックしてパラメーターをプロジェクトに保存
し、別のジョブの他のコンポーネントでそれらのパラメーターを再利⽤することができます。

• [Use Project Settings] (プロジェクト設定の使⽤)チェックボックスを選択して、[Project
Settings] (プロジェクト設定)ビューで定義されているコンテキストパラメーターを取得します。

[Implicit tContextLoad] (暗黙的なtContextLoad)オプションが使⽤可能になり、すべてのフィー
ルドが⾃動的に⼊⼒されます。

コンテキストパラメーターの詳細については、「コンテキスト設定」を参照してください。

• [Reload from project settings] (プロジェクト設定からリロード)をクリックして、コンテキスト
パラメーターリストを、プロジェクト設定からの最新のコンテキストパラメーターで更新します。

4.7.8. ジョブのコンポーネントを検索する⽅法
Studioで少なくとも1つのジョブを開き、デザインワークスペースの右にある[Palette] (パレット)を表⽰し
て、検索を開始します。
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[Palette] (パレット)から、選択したコンポーネントを使⽤するすべてのジョブを検索できます。そ
のためには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Palette] (パレット)で、検索するコンポーネントを右クリックして、[Find Component in
Jobs] (ジョブのコンポーネントの検索)を選択します。

完了した検索処理の割合を⽰す進⾏状況インジケーターが表⽰され、[Find a Job] (ジョブの検
索)ダイアログボックスが表⽰されて、選択したコンポーネントを使⽤するすべてのジョブがリ
ストされます。

2. ジョブのリストから、⽬的のジョブをクリックしてから[OK]をクリックし、デザインワークス
ペースでそれを開きます。
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4.7.9. コンポーネントのスキーマでデフォルト値を設定す
る⽅法
特定のコンポーネントのスキーマでデフォルト値を設定して、データソースから取得されたnull値を
置き換えることができます。

現時点では、[tFileInputDelimited]、[tFileInputExcel]、および[tFixedFlowInput]のみがスキーマのデ
フォルト値に対応します。

次の例では、ソースCSVファイルの⼀部のレコードのcompanyおよびcityフィールドが、以下のよう
に空⽩のままになっています。⼊⼒コンポーネントはソースファイルからデータを読み込み、スキー
マに設定されたデフォルト値(それぞれ、TalendおよびParis)を使⽤して、⽋落している情報を埋めま
す。

id;firstName;lastName;company;city;phone
1;Michael;Jackson;IBM;Roma;2323
2;Elisa;Black;Microsoft;London;4499
3;Michael;Dujardin;;;8872
4;Marie;Dolvina;;;6655
5;Jean;Perfide;;;3344
6;Emilie;Taldor;Oracle;Madrid;2266
7;Anne-Laure;Paldufier;Apple;;4422

デフォルト値を設定するには、次の⼿順を実⾏します。

1. ⼊⼒コンポーネント[tFileInputDelimited]をダブルクリックして、その[Basic settings] (基本
設定)ビューを表⽰します。

この例では、⼊⼒コンポーネントのメタデータはリポジトリに保存されます。リポジトリでのメ
タデータの作成については、「メタデータアイテムを一元化する方法」を参照してください。

2. [Edit schema] (スキーマの編集)の横にある[...]ボタンをクリックし、ポップアップダイアログ
ボックスから[Change to built-in property] (組み込みプロパティに変更)を選択して、スキーマ
エディターを開きます。
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3. company列の[Default] (デフォルト)フィールドの引⽤符の間にTalendと⼊⼒し、cityカラム
の[Default] (デフォルト)フィールドの引⽤符の間にParisと⼊⼒して、[OK]をクリックして、ス
キーマエディターを閉じます。

4. ⽬的の⽅法で実⾏結果を表⽰するように出⼒コンポーネント[tLogRow]を設定し、ジョブを実
⾏します。

出⼒データフローでは、設定したデフォルト値に応じて⽋落した情報が埋まります。
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5. ルートの設計
統合されたビジネス運⽤には、さまざまなシステムとアプリケーション間の複雑な関係が多数含まれ
ます。何をいつどこで処理するかに関する決定は、急変することがあります。Talend Studioは、EIP
(Enterprise Integration Pattern) に基づく動的なメディエーションおよびルーティング機能を提供
し、このような常に変化するシステムの需要を満たします。メディエーションとルーティングの決定
は、アーキテクチャ、ビジネスルール、およびデプロイされたEIPに基づきます。Talend Studioでは
エンドポイントでルーティングを決定できます。これにより、ボトルネックをなくし、結果として拡
張性が⾼くハイパフォーマンスなソリューションをもたらします。

この章では、グラフィカルなルートを作成することでメディエーションとルーティングのルールを作
成および設定するためにTalend Studioを使⽤するプロセスについて説明します。
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5.1. ルートとは
ルートとは、メッセージをサービス(またはエンドポイント)間で移動する⽅法を定義するルールで
す。これは複数のコンポーネントを相互に接続したグラフィカルなデザインで、これを使⽤すると
ルーティングやメディエーションルールを簡単にセットアップおよびテストできます。

デザインするルートは、ルーティング処理が必要なさまざまなソースやターゲットすべてに対応して
います。

Talend Studioでルートをデザインする場合、次の処理を実⾏できます。

• 標準的なエンタープライズ統合パターンに基づき、技術的なコンポーネントのライブラリを使⽤し
てルーティングまたはメディエーションルールを配備できます。

• ニーズに合わせてコンポーネントのデフォルト設定を変更したり、新しいコンポーネントやコン
ポーネントのファミリーを作成することができます。

• アイテムを他のプロジェクトまたはルート内で再利⽤したり他のユーザーと共有する⽬的で、リポ
ジトリに作成または追加することができます。

Talend Studioでデザインしたジョブを実行できるようにするには、Oracle JVM 1.6以降をインストールする
必要があります(IBM JVMはサポートされません)。これは、http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/
downloads/index.htmlからダウンロードできます。

5.2. Mediation (メディエーション)パースペク
ティブへのアクセス
Talend Studioでは、1つのStudioのさまざまなパースペクティブからからアクセス可能なすべての重
要な機能に対して、包括的なツールおよび機能群を提供します。このように、Talend Studioを使う
と、Integration (統合)パースペクティブからはビジネスモデル、データサービス、データ統合ジョ
ブなどをデザインすることができ、Mediation (メディエーション)パースペクティブからはサービス
ルートをデザインすることができます。

5.2.1. Mediation (メディエーション)パースペクティブへ
の切り替え
データサービスやサービスルートなど、利⽤可能なすべてのパースペクティブ間を切り替えるにはさ
まざまな⽅法があります。

さまざまなパースペクティブを切り替えるには、次の⼿順を実⾏します。

1. Talend Studioのメインウィンドウの右上で、 アイコンと[Other...] (その他)をクリックし
て、[Open Perspective] (パースペクティブを開く)ダイアログボックスを表⽰します。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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2. アクセスするパースペクティブ(例: Mediation (メディエーション)など)を選択し、[OK]をク
リックしてダイアログボックスを閉じます。

また、次のようにさまざまなパースペクティブを切り替えることもできます。

• [Window] (ウィンドウ) > [Perspective] (パースペクティブ)をクリックして、メニューから開く
パースペクティブを選択します。

• メインウィンドウの右上で該当のアイコンが使⽤可能であれば、それを直接クリックします。

これらのアイコン表⽰を管理する⽅法の詳細は、「さまざまなパースペクティブのクイックアクセ
スアイコンの管理」を参照してください。

5.2.2. さまざまなパースペクティブのクイックアクセスア
イコンの管理
Talend Studioでパースペクティブを開くと、必ずメインウィンドウの右上に対応するアイコンがドッ
クされています。

これらのクイックアクセスアイコンの表⽰を管理するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 開いているパースペクティブのアイコンを右クリックして、コンテキストメニューを表⽰しま
す。
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2. リストから必要な管理オプションを選択します。

クイックアクセスアイコンは適宜変化します。

次の表は、利⽤可能なすべての管理オプションとその内容を⽰します。
オプション 説明
Customize (カスタマ
イズ)

次の処理を実⾏できるダイアログボックスが開きます

- 現在のパースペクティブでショートカットをカスタマイズする

- 現在のパースペクティブにコマンドグループを追加する
Save As... (名前を付
けて保存...)

アイコンの横に現在のパースペクティブのタイトルとして表⽰されているテキストを変更しま
す。

Reset (リセット) 現在のパースペクティブをデフォルト状態に戻します。
Close (閉じる) 現在のパースペクティブを閉じます。
Dock On (ドック) 開いているパースペクティブのアイコンを次の場所に配置します。

Top right (右上): Studioの右上

Top left (左上): Studioの左上

Left (左): Studioの左
Show Text (テキスト
の表⽰)

アイコンの横のテキストを表⽰/⾮表⽰にします。

5.3. 基本的なルートの使い⽅
ルートが作成されるまで、デザインワークスペースは利用できず、パレットは表示されません。

ルートは、相互にリンクされた複数のコンポーネントで構成されます。各コンポーネントのプロパ
ティは、正しく機能するために、必要に応じて個別に設定する必要があります。

ルートを作成する際のコンポーネントおよびコンポーネント間の接続を処理する⽅法は、ジョブをデ
ザインするときのものとほぼ同様です。そのため、詳細は、「パレットでコンポーネントを検索する
方法」および「コンポーネントどうしを接続する方法」を参照してください。

ルートの実際の使⽤例については、ルート作成のチュートリアル(http://www.talendforge.org/
tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=103)を参照してください。

5.3.1. ルートを作成する⽅法
Talend Studioでは、[Palette] (パレット)からデザインワークスペースにさまざまなEIPコンポーネン
トをドロップし、それらを相互に接続してルートを作成することができます。

http://www.talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=103
http://www.talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=103
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作成されたルートは、すべて⼀元的なリポジトリに保存されます。ルートを分類するために個別の
フォルダーを作成することもできます。

ルートを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「Talend Studioの起動」に詳しく説明されている⼿順に従って、Talend Studioを開きます。

2. Mediation (メディエーション)の[Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Routes] (ルート)
ノードを右クリックして、コンテキストメニューから[Create Routes] (ルートの作成)を選択し
ます。

[New Route] (新規ルート)ウィザードが開き、新しいルートのメインプロパティの定義を⾏うこ
とができます。

3. 次の表の説明に従い、ルートプロパティを⼊⼒します。

フィールド 説明
Name (名前) 新しいルートの名前。禁⽌⽂字を⼊⼒すると、メッセージが表⽰されます。
Purpose (⽬的) ルートの⽬的、またはルートの使⽤に関する有⽤な情報を⼊⼒します。
Description (説明) ルートの説明。
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フィールド 説明
Author (作成者) デフォルトで現在のユーザーログインを表⽰する、読み取り専⽤のフィールドです。
Locker (ロック保
持者)

読み取り専⽤のフィールド。デフォルトでは、現在のルートのロックを保持するユーザー
のログインを⽰します。このフィールドはルート作成時には空で、既存のルートのプロパ
ティの編集時にのみデータが存在します。

Version (バージョ
ン)

読み取り専⽤のフィールド。[M]および[m]ボタンを使⽤して、⼿動でバージョンを⾼くす
ることができます。詳細は、「ジョブおよびルートのバージョン管理」を参照してくださ
い。

Status (ステータ
ス)

作成しているルートのステータスを選択するリスト。

Path (パス) ルートが作成されるフォルダーを選択するリスト。

空のデザインワークスペースが開き、タブラベルとしてルートの名前が表⽰されます。これ
で、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Routes] (ルート)ノードの下に、このルートがリ
ストされるようになります。

4. ルートで使⽤するコンポーネントを[Palette] (パレット)からデザインワークスペースにドロッ
プして、相互に接続します。詳細は、「ワークスペースにコンポーネントを追加する方法」およ
び「コンポーネントどうしを接続する方法」を参照してください。

5. 必要に応じて、ルートで使⽤する各コンポーネントのプロパティを定義します。詳細は、「コン
ポーネントプロパティを定義する方法」を参照してください。

6. ルートを保存し、F6を押して実⾏します。詳細は、「ジョブを実行する方法」を参照してくだ
さい。

作成した1つ以上のルートを開くには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでそれらのラベルをダブルク
リックします。

ルートの個別のフォルダーを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. Mediation (メディエーション)の[Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Routes] (ルート)
を右クリックして、コンテキストメニューから[Create folder] (フォルダーの作成)を選択しま
す。

[New folder] (新規フォルダー)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Label] (ラベル)フィールドにフォルダーの名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックして変更を
確定すると共にダイアログボックスを閉じます。

作成されたフォルダーは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Routes] (ルート)ノードの
下にリストされます。

この新しいフォルダーに移動するルートが既に作成されている場合、このフォルダーにドロップします。
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実際のルートを作成する⽅法を⽰すシナリオについては、『Talend ESB Mediation Componentsリ
ファレンス』を参照してください。

5.3.2. コンポーネントをワークスペースにドロップする⽅
法
実際にルートの作成を開始するには、[Palette] (パレット)でコンポーネントをクリックします。そ
の後、デザインワークスペースをもう⼀度クリックすると、そこにコンポーネントがドロップされ、
ルートに追加されます。

Studioに[Palette] (パレット)が表⽰されない場合は、「パレットを表示または非表示にし、位置を変更する
方法」を参照してください。

完全なルーティングルールを作成するために、提⽰された接続を使⽤してコンポーネントを論理順に
接続します。コンポーネントの接続タイプの詳細は、「接続タイプ」を参照してください。

コンポーネントの横に、複数の情報または警告が表⽰される場合があります。コンポーネントアイ
コンを⾒つけて、その情報のツールヒントを表⽰します。ルートが完成して、[Component ] (コン
ポーネント)ビューの基本的(かつ場合によっては詳細)なすべてのコンポーネントプロパティを定義す
るまで、これは表⽰されます。

関連項⽬:

• 「コンポーネントどうしを接続する方法」

• 「コンポーネントの警告およびエラーアイコン」

• 「コンポーネントプロパティを定義する方法」
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5.3.3. コンポーネントプロパティを定義する⽅法
ルートを形成する各コンポーネントのプロパティ情報により、アクティブなルートの実際の技術的な
実装が設定されます。

各コンポーネントは、デザインワークスペースで選択されたコンポーネントの[Component] (コン
ポーネント)ビューの[Basic Settings] (基本設定)タブおよび[Advanced Settings] (詳細設定)タブに
⽰されるそれぞれ基本プロパティおよび詳細プロパティで定義されます。[Component] (コンポーネ
ント)ビューでは、[View] (ビュー)や[Documentation] (ドキュメンテーション)タブなど、使⽤され
るコンポーネントに関する付随的な情報も集約されます。

Mediation (メディエーション)パースペクティブの[Palette] (パレット)に表⽰される各コンポーネン
トの詳細な設定については、『Talend ESB Mediation Componentsリファレンス』を参照してくださ
い。

5.3.3.1. 基本設定タブ

[Basic Settings] (基本設定)タブは、[Component] (コンポーネント)ビューの⼀部であり、Talend
Studioのデザインエディターの下部にあります。

それぞれのコンポーネントには、ルート内の機能要件に応じて、特定の基本設定があります。各コン
ポーネントプロパティの説明と使⽤⽅法の詳細は、『Talend ESB Mediation Componentsリファレン
ス』を参照してください。

フィールドを動的に設定する⽅法(Ctrl+スペースバー)

ルート/コンポーネント設定ビューの任意のフィールドで、Ctrl+スペースバーを使⽤して、グローバ
ル変数リストおよびコンテキスト変数リストにアクセスし、関連するフィールド値を動的に設定する
ことができます。

1. [Component] (コンポーネント)ビューの任意のフィールドの上にカーソルを置きます。

2. Ctrl+スペースバーを押して、候補リストにアクセスします。

3. リストから必要な関連パラメーターを選択します。変数リストに付随する情報パネルには、選択
したパラメーターに関する詳細情報が表⽰されます。
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エラーメッセージ、システム変数など、あらゆるパラメーターが表⽰されます。選択したコンポーネ
ント、あるいは作業しているコンテキストによって、リストの内容は異なります。

関連項⽬: 「コンテキストおよび変数を一元化する方法」

5.3.3.2. 詳細設定タブ

cMessagingEndpointなど、⼀部のコンポーネントは、正しく機能するために場合によっては詳細
設定が必要になることがあります。

[Advanced settings] (詳細設定)タブの内容は、選択したコンポーネントによって異なります。

⼀般的には、コンポーネントの基本的あるいは⼀般的な⽤途では必要ないが、標準的な範囲外の⽤途
で必要になる場合があるパラメーターがこのタブの中にあります。

5.3.3.3. 表⽰タブ

[Component] (コンポーネント)ビューの[View] (表⽰)タブでは、デザインワークスペース上のコン
ポーネントのデフォルトの表⽰形式を変更できます。

フィールド 説明
Label format (ラベルフォー
マット)

デザインワークスペースに表⽰される⾃由形式のテキストのラベル。別のフィールド
から値を取得して表⽰する変数を設定することができます。フィールドのツールヒン
トには、通常、フィールド値が格納される該当の変数が表⽰されます。

それぞれのコンポーネントには、ルート内でのその役割がわかりやすいよう
に、⼀意の名前のラベルを付けることをお勧めします。これは、[cCXF]な
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フィールド 説明
ど、⼀部のコンポーネントのコードを⽣成する際にとりわけ便利です。詳
細は、Talend ESB Mediation Componentsリファレンス』を参照してくださ
い。

Hint format (ヒントフォー
マット)

⾮表⽰のツールヒント。コンポーネントの上にマウスを合わせたときのみに表⽰され
ます。

Connection format (接続
フォーマット)

コンポーネントで受け⼊れる接続のタイプを⽰します。

[Label] (ラベル)および[Hint] (ヒント)のテキストは、HTMLフォーマットタグを使⽤してグラフィカ
ルに強調表⽰することができます:

• 太字: <b> YourLabelOrHint </b>

• 斜体: <i> YourLabelOrHint </i>

• 改⾏:YourLabelOrHint <br> ContdOnNextLine

• ⾊: <Font color= ‘#RGBcolor'> YourLabelOrHint </Font>

この表⽰パネルの環境設定を変更するには、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定) >
[Talend] > [Designer] (デザイナー)の順にクリックします。

5.3.3.4. ドキュメンテーションタブ

コンポーネントには、有⽤なコメントや⼀連のテキストまたはドキュメンテーションなどを⾃由に追
加することができます。
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[Documentation] (ドキュメンテーション)タブでは、[Comment] (コメント)フィールドにテキスト
を追加することができます。ここで、[Show Information] (情報の表⽰)チェックボックスをオンに
すると、デザインワークスペースで対応するコンポーネントの横に情報アイコンが表⽰されます。

ヒントツールヒントの中で、関連付け変数_COMMENT_を使⽤して、ドキュメンテーション
を表⽰することができます。このアイコンの上にマウスを置くと、ツールヒントボックスに
は、[Comment] (コメント)フィールドに書き込まれたテキストが表⽰されるようになります。

5.3.4. ルート内でCamelコンポーネントを使⽤する⽅法
Camelコンポーネントは、camel-mina、camel-http4など多数のコンポーネントがサポートされてい
ますが、[Palette] (パレット)には直接含まれていません。これらのコンポーネントを使⽤するには
⼀般的なcMessagingEndpointが必要であり、ルートにそれらのライブラリを追加する必要があり
ます。Talend Studioより以前にパブリッシュされたすべてのバージョンのCamelコンポーネントがサ
ポートされます。

ルート内でCamel外部コンポーネントを使用するプロセスは、ジョブ内で外部コンポーネントまたはユー
ザーコンポーネントを使用するプロセスとは異なります。ジョブ内で外部コンポーネントまたはユーザーコ
ンポーネントを使用する方法については、「ユーザーコンポーネントフォルダーを定義する方法(Talend >
Components)」を参照してください。

次のスクリーンショットは、camel-minaコンポーネントが使⽤されている例を⽰します。

ルートにcamel-minaのライブラリを追加するために、同じ[cMessagingEndpoint]コンポーネ
ントを使⽤して、[Advanced settings] (詳細設定)ビューの[Dependencies] (依存関係)リスト
に[mina]を追加することができます。

また、[cConfig]を使⽤してcamel-minaのライブラリを[cConfig]コンポーネント
の[Dependencies] (依存関係)リストに追加することができます。
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Camelコンポーネントの実際の使⽤例については、「ジョブとルートの例」を参照してください。

5.3.5. ノードをルートに追加する⽅法
[Palette] (パレット)で、[Miscellaneous] (その他)ファミリーをクリックしてから[Note] (注記)モ
ジュールをデザインワークスペースにドロップして、テキストコメントを特定のコンポーネントまた
はルート全体に追加します。

注記フォーマットは変更できます。注記フォーマットを変更するには、フォーマットを変更する注記
を選択して、[Component] (コンポーネント)ビューから[Basic setting] (基本設定)タブをクリック
します。

[Opacity] (不透明)チェックボックスをオンにすると、背景⾊が表⽰されます。注記をデザインワー
クスペースにドロップすると、このボックスはデフォルトで選択されます。このボックスをクリアす
ると、背景は透明になります。
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[Fonts and Colors] (フォントと⾊)リストからオプションを選択して、注記のフォントスタイル、サ
イズ、⾊や、背景⾊、ボーダー⾊などを変更します。

[Adjust horizontal] (⽔平⽅向の調整)および[Adjust vertical] (垂直⽅向の調整)ボックスを選択し
て、注記のテキストの⽔平および垂直⽅向の整列⽅法を定義します。

[Text] (テキスト)フィールドの内容は、注記に表⽰されるテキストです。

5.3.6. ルートを実⾏する⽅法
ルートはいくつかの⽅法で実⾏することができます。これらは、ルートを実⾏する⽬的およびユー
ザーレベルによって異なります。

上級のJavaユーザーの⽅が、段階的にルートを実⾏し、実⾏中にそれをチェックしながら必要に応
じて変更する場合は、「Javaデバッグモードでジョブを実行する方法」を参照してください。

⾼度なJavaの知識はお持ちでない⽅が、ジョブを通常モードで実⾏および監視する場合は、「通常
モードでジョブを実行する方法」を参照してください。

5.3.6.1. ルートを通常モードで実⾏する⽅法
すべてのプロパティが反映されるように、実⾏する前に必ず[Route] (ルート)を保存してください。

ルートを通常モードで実⾏するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Run] (実⾏)ビューをクリックしてアクセスします。

2. [Basic Run] (基本実⾏)タブをクリックして、通常実⾏モードにアクセスします。

3. ビューの右側の[Context] （コンテキスト）エリアで、実⾏するルートの正しいコンテキストを
リストから選択します。変数値も確認できます。

いずれの実⾏コンテキストも定義されていないと、コンテキストパラメーターテーブルは空になり、
コンテキストはデフォルトのものになります。関連項⽬: 「コンテキストおよび変数を一元化する方
法」

1. [Run] (実⾏)をクリックして実⾏を開始します。

2. 同じビューで、コンソールに実⾏の進⾏状況が表⽰されます。ログは、ルートデザイナーに同梱
のApacheログユーティリティlog4jによって提供されます。メッセージレベルは、デフォルトで
は、以下に⽰すように、log4j.propertiesファイルでINFOに設定されています。これには、任
意のエラーメッセージや開始メッセージ、終了メッセージも含まれます。cProcessorコマンド
でSystem.out.println Javaコードなどを使⽤している場合、ルート出⼒も表⽰されます。ログ
ユーティリティの詳細は、http://logging.apache.org/log4j/1.2/を参照してください。

http://logging.apache.org/log4j/1.2/
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このINFOログレベルは固定であり、Talend Studioでは変更できません。ただし、ルートをTalend
Runtimeにデプロイする場合、Talend Runtimeがログ情報の記録に使⽤するレベルを決定できま
す。Talend Runtimeのログシステムの詳細は、Talend ESBコンテナ管理者ガイド』を参照して
ください。

以下に、エラーのないログの例を⽰します。
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次のスクリーンショットでは、エラーメッセージを含む別の例を⽰します。

3. コンソールに表⽰する実⾏の進⾏状況の⾏を定義するには、[Line limit] (⾏数の制限)チェック
ボックスをオンにして、フィールドに値を⼊⼒します。

4. [Wrap] (折り返し)チェックボックスをオンにすると、コンソールの幅に合わせてテキストが折
り返されます。このチェックボックスは、デフォルトで選択されています。これをオフにする
と、⽔平のスクロールバーが表⽰され、これを使⽤して⾏の最後を表⽰することができます。

もう⼀度ルートを実⾏する前に、デザインワークスペースから実⾏統計を削除できます。そのために
は、[Clear] (クリア)ボタンをクリックします。

ルートは継続的に実⾏されるため、ルートを停⽌する場合は、[Kill] (停⽌)ボタンをクリックする必
要があります。ルートを再開するには、もう⼀度[Run] (実⾏)ボタンをクリックする必要がありま
す。
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Talend Studioでは、ルートの実⾏中に実⾏統計を表⽰することができます。これにより、ルートの監
視やデバッグ実⾏モードの処理が容易になります。ジョブもルートもJavaデバッグ実⾏モードは同
様に機能するため、詳細については「Javaデバッグモードでジョブを実行する方法」を参照し、統計
およびその他の実⾏フィーチャーについては「実行の詳細設定を行う方法」を参照してください。

5.4. 接続の使⽤
Talend Studioでは、ルートは接続により相互に論理的にリンクされたコンポーネントのグループで構
成されます。このセクションでは、ルートで利⽤できる接続のタイプとそれに関連する設定について
説明します。

5.4.1. 接続タイプ
camelルート内でメッセージをルーティングする⽅法を定義する接続のタイプは多数あります。

デザインワークスペースでコンポーネントを右クリックすると、選択したコンポーネントで利⽤でき
るリンクがすべてリストされたコンテキストメニューが表⽰されます。

以下のセクションでは、利⽤可能なすべての接続タイプについて説明します。

5.4.1.1. ⾏接続
[Row] (⾏)接続では、ルーティングするメッセージを処理します。[Row] (⾏)接続は、選択したコン
ポーネントによって、[try]、[catch]、[finally]、または[route]を使⽤できます。

route

このタイプの接続は、最もよく使⽤される接続です。これは、メッセージをあるエンドポイントから
別のエンドポイント、あるいはあるエンドポイントからプロセッサに渡してプロセッサから別のエン
ドポイントに渡します。

try

このリンクは、とりわけ[cTry]コンポーネントを受信コンポーネントに接続し、ルートの⼀部でエ
ラーを処理できるようにします。

エラーが発⽣し得るルートの部分を特定するために、[cTry]コンポーネントとその[try]リンクを
使⽤して、Tryブロックにそれを配置します。ルートでエラーが発⽣して特定されると、Tryブロッ
クの直後にCatchブロックがなければ、エラーはエラーハンドラーに送信されます。詳細は、以下
のcatchセクションを参照してください。

catch

[catch]リンクは、必ず[cTry]コンポーネントと⼀緒に使⽤し、エラーが発⽣し得るルートの部分を
特定するために[try]リンクが既に使⽤されている場合にのみ使⽤できます。

そのため、[catch]リンクはTryブロックに配置されたRouteによって⽣成されたエラーをキャッチ
し、必要に応じてそれを処理して、可能であればルートを続⾏します。
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finally

[finally]リンクは、必ず[cTry]コンポーネントと⼀緒に使⽤し、エラーが発⽣し得るルートの部分を
特定するために[try]リンクが既に使⽤されている場合にのみ使⽤できます。

[finally]リンクにより、TryやCatchブロックで発⽣し得るあらゆる問題にかかわらず、final命令を実
⾏してデータベースとの接続を閉じたりすることができます。

5.4.1.2. トリガー接続
トリガー接続では、特定のチャンネルを定義して、特定の条件に従ってメッセージをルーティングし
ます。

定義された条件に従い、メッセージはフィルター処理され、特定のルートにルーティングされます。

when

[when]リンクは、とりわけ[cMessageRouter]コンポーネントを受信コンポーネントに接続し、指
定された条件に従って、1つまたは複数の出⼒ルートでメッセージをフィルター処理してルーティン
グします。

これらの条件は、ルートに作成したそれぞれの[when]リンクの[Connection] (接続)設定で定義でき
ます。設定された条件に⼀致しないメッセージは、[otherwise]リンクで取得できます。詳細につい
ては、以下のotherwiseセクションを参照してください。

otherwise

[otherwise]リンクは、必ず[cMessageRouter]コンポーネントと⼀緒に使⽤され、メッセージを
フィルター処理およびルーティングするために少なくとも1つの[when]リンクが既に使⽤されている
場合にのみ使⽤できます。

そのため、[otherwise]リンクは複数の[when]リンクで定義された条件に⼀致しないすべてのメッ
セージを取得します。

[when]または[otherwise]リンクの後にはメッセージ処理を配置しないことをお勧めします。必ずMock/
Directエンドポイントを使⽤してそれらを置き換え、新しいルートでメッセージを処理するようにします。

5.4.2. 接続設定を定義する⽅法
接続のプロパティを表⽰するには、それを選択して[Component] (コンポーネント)ビュータブをク
リックするか、接続を右クリックしてコンテキストメニューから[Settings] (設定)を選択します。た
だし、すべての接続にはこのタブに表⽰されるプロパティはありません。このセクションでは、接続
プロパティ設定についてまとめています。

5.4.2.1. Catch接続設定
[Catch]リンクを設定して、[cTry]コンポーネントの[try]リンクでスローされた例外をキャッチする
ことができます。
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1. ルートの[Catch]リンクを選択するだけで、[Components] (コンポーネント)タブの関連す
る[Basic settings] (基本設定)ビューを表⽰できます。

2. [Exceptions] (例外)フィールドに、[try]ルーティングで発⽣し得る例外クラスの名前を⼊⼒し
ます。すべての例外の⺟java.lang.Exception.classを⼊⼒すると、あらゆる例外がキャッチされ
ます。ただし、より正確な例外クラスを指定することで、⽣成される例外を正確に特定するよう
にすることができます。

ルートを実⾏したときに、[try]リンクの後のルーティングで例外が発⽣すると、その例外に最適に
対応する[catch]リンクによりキャッチされます。詳細は、「行接続」を参照してください。

5.4.2.2. When接続設定
[When]リンクを設定して、条件に従ってメッセージをフィルター処理し、そのフィルター処理され
たメッセージをルーティングすることができます。

1. ルーティングの[When]リンクを選択するだけで、[Components] (コンポーネント)タブの関連
する[Basic settings] (基本設定)ビューを表⽰できます。

2. [Type] (タイプ)リストで、ルーティングに使⽤する接続のタイプを選択します。

3. [Condition] (条件)フィールドに、メッセージのフィルター処理に使⽤する条件を⼊⼒します。

ルートを実⾏するときに、[when]リンクで定義された条件に⼀致するメッセージは後のコンポーネ
ントに渡され、⼀致しないメッセージは失われるか[otherwise]リンクによって取得されます。詳
細は、「Catch接続設定」を参照してください。また、これらのリンクを使⽤するシナリオについて
は、『Talend ESB Mediation Componentsリファレンス』を参照してください。

5.5. ルートリソースの使⽤
Mediation (メディエーション)パースペクティブのルートデザイナーを使⽤して、camel-saxonの
XQueryファイル、camel-cxfのWSDLファイルなど、ルートで使⽤できる外部リソースを作成するこ
とができます。このセクションでは、ルートリソースを作成する⽅法、およびそれをルートで使⽤す
る⽅法について説明します。

5.5.1. ルートリソースを作成する⽅法
新しいルートリソースを作成するには、次の⼿順を実⾏します。
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1. Mediation (メディエーション)の[Repository] (リポジトリ)で、[Resources] (リソース)ノード
を右クリックして、コンテキストメニューから[Create Resource] (リソースの作成)を選択しま
す。

[New Route Resource] (新規ルートリソース)ウィザードが開き、新しいルートリソースのメイ
ンプロパティの定義を⾏うことができます。

2. 次のようにリソースプロパティを⼊⼒します。

フィールド 説明
Source File (ソー
スファイル)

既存のファイルからリソースを作成するためのローカルまたはリモートファイルのパス。
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フィールド 説明
Name (名前) 新しいリソースの名前。禁⽌⽂字を⼊⼒すると、メッセージが表⽰されます。
Purpose (⽬的) リソースの⽬的、またはリソースの使⽤に関する有⽤な情報を⼊⼒します。
Description (説明) リソースの説明。
Author (作成者) デフォルトで現在のユーザーログインを表⽰する、読み取り専⽤のフィールドです。
Locker (ロック保
持者)

読み取り専⽤のフィールド。デフォルトでは、現在のリソースのロックを保持するユー
ザーのログインを⽰します。このフィールドはリソース作成時には空で、既存のリソース
のプロパティの編集時にのみデータが存在します。

Version (バージョ
ン)

読み取り専⽤のフィールド。[M]および[m]ボタンを使⽤して、⼿動でバージョンを⾼くす
ることができます。詳細は、「ジョブおよびルートのバージョン管理」を参照してくださ
い。

Status (ステータ
ス)

作成しているリソースのステータスを選択するリスト。

Path (パス) リソースが作成されるフォルダーを選択するリスト。

3. [Finish] (終了)をクリックしてリソースを作成します。

リソースを最初から作成する場合、デザインワークスペースのエディターで空のリソースが開き
ます。

リソースを既存のファイルから作成する場合、デザインワークスペースのエディターにソース
ファイルの内容が表⽰されます。

4. リソースのコードを編集して、それを保存します。
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5.5.2. ルートリソースのバージョンを管理する⽅法
Talend StudioのMediation (メディエーション)にルートリソースを作成すると、デフォルトでバー
ジョンは0.1になります。ここで、0はメジャーバージョンで、1はマイナーバージョンです。

同じルートリソースに多数のバージョンを作成することができます。そのためには、次の⼿順を実⾏
します。

1. デザインワークスペースでルートリソースが開いてる場合、それを閉じます。そうしないと、そ
のプロパティは読み取り専⽤になってしまい、変更できなくなります。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでルートリソースを右クリックして、ドロップダウンリ
ストで[Edit properties] (プロパティの編集)を選択します。

[Edit properties] (プロパティの編集)ダイアログボックスが開きます。
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3. [Version] (バージョン)フィールドの横にある、[M]ボタンをクリックしてメジャーバージョンを
増加させ、[m]ボタンをクリックしてマイナーバージョンを増加させます。

4. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定します。

デフォルトでは、ルートリソースを開くと、最新のバージョンが開きます。

ルートリソースのバージョンは、次のように変更することもできます。

1. デザインワークスペースでルートリソースが開いてる場合、それを閉じます。そうしないと、そ
のプロパティは読み取り専⽤になってしまい、変更できなくなります。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでルートリソースを右クリックして、コンテキストメ
ニューで[Open another version] (他のバージョンを開く)を選択します。
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3. ダイアログボックスで[Create] (作成)チェックボックスをオンにして、[M]ボタンをクリックし
てメジャーバージョンを増加させ、[m]ボタンをクリックしてマイナーバージョンを増加させま
す。

4. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ルートリソースのこの新しいバージョンを開きま
す。

また、[File] (ファイル) > [Save as...] (名前を付けて保存)をクリックして、ルートリソースを保存
し、同時にバージョンを上げることもできます。
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このオプションを使⽤すると、現在のルートリソースが上書きされません。ルートリソースは、別バージョン
の新しいルートリソースとして保存されます。

ルートリソースの異なるバージョンのリストにアクセスできます。そのためには、次の⼿順を実⾏し
ます。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで右クリックして、コンテキストメニューで[Open
another version] (他のバージョンを開く)を選択します。

2. 編集するルートリソースのバージョンを選択して[Finish] (終了)をクリックすると、デザイン
ワークスペースにそれが開きます。

5.5.3. ルートリソースを使⽤する⽅法
ルートリソースを作成したら、それを[Mediation] (メディエーション)コンポーネントcCXFおよ
びcMessagingEndpoint、およびSpring設定で使⽤できます。実際の使⽤例は、『Talend ESB
Mediation Componentsリファレンス』のcCXF、cMessagingEndpoint、およびcSEDAで説明されて
いるシナリオを参照してください。

ルートのルートリソースを管理するには、ルートを右クリックして、コンテキストメニューか
ら[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)を選択します。
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[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)ウィザードが表⽰されます。

• リソースを追加するには、[Manage Route Resources] (ルートリソースの管理)ウィザード
で、[Add] (追加)をクリックし、ダイアログのツリービューから必要なリソースを選択しま
す。[OK] をクリックします。
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追加したら、[Version] (バージョン)フィールドをクリックし、ドロップダウンリストの異なるリ
ソースから使⽤する別のバージョンを選択することができます。

[Type] (タイプ)フィールドには、ルートリソースのタイプ([Built-In] (組み込み)または[User-
Defined] (ユーザー定義))が表⽰されます。組み込みルートリソースのバージョンは変更できませ
ん。

• ルートからルートリソースを削除するには、リストからそれを選択して、[Remove] (削除)をク
リックします。組み込みルートリソースは削除できません。

• ルートリソースのパスをコピーするには、テーブルでそれを選択して、[Copy Path] (パスのコ
ピー)をクリックすると、ルートでそれを使⽤できます。

[OK]をクリックして、変更を確定します。

ルートで使⽤されるルートリソースは、リポジトリから削除することはできません。

ルートをエクスポートすると、ルートで呼び出されるルートリソースもルートと⼀緒にESB Runtime
KARファイルにエクスポートされます。ルートをエクスポートする⽅法の詳細は、「ルートのビルド
方法」を参照してください。
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5.6. Beanの使⽤
Talend Studioでは、ルートのメディエーションコンポーネントで容易に呼び出すことができるJava
Beansを作成することができます。これを使⽤することで、ライブラリ、コンポーネント、アプレッ
トやその他のクラスを容易に再利⽤できるようになります。

Beanは、[Repository] (リポジトリ)の[Code] (コード)ノードの下に保存されます。

[Spring]タブでBeanを定義し、それをルートで使⽤することもできます。[Spring]タブの詳細は、「Spring設
定の使用」を参照してください。

5.6.1. Beanを作成する⽅法
新しいBeanを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. Mediation (メディエーション)パースペクティブの[Reposirory] (リポジトリ)で、[Code] (コー
ド)フォルダーを展開します。

2. [Beans]ノードを右クリックします。

3. コンテキストメニューから[Create Bean] (Beanの作成)を選択します。

[New Bean] (新規Bean)ウィザードが開き、新しいBeanのメインプロパティの定義を⾏うこと
ができます。
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4. 次のようにBeanプロパティを⼊⼒します。

フィールド 説明
Name (名前) 新しいBeanの名前。禁⽌⽂字を⼊⼒すると、メッセージが表⽰されます。
Purpose (⽬的) Beanの⽬的、またはBeanの使⽤に関する有⽤な情報を⼊⼒します。
Description (説明) Beanの説明。
Author (作成者) デフォルトで現在のユーザーログインを表⽰する、読み取り専⽤のフィールド。
Locker (ロック保
持者)

読み取り専⽤のフィールド。デフォルトでは、現在のBeanのロックを保持するユーザーの
ログインを⽰します。このフィールドはBean作成時には空で、既存のBeanのプロパティの
編集時にのみデータが存在します。

Version (バージョ
ン)

読み取り専⽤のフィールド。[M]および[m]ボタンを使⽤して、⼿動でバージョンを⾼くす
ることができます。詳細は、「ジョブおよびルートのバージョン管理」を参照してくださ
い。

Status (ステータ
ス)

作成しているBeanのステータスを選択するリスト。

Path (パス) Beanが作成されるフォルダーを選択するリスト。

5. [Finish] (終了)をクリックしてBeanを作成します。例のBeanがデザインワークスペースのエ
ディターで開きます。
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6. Beanのコードを⼊⼒します。

5.6.2. Beanを使⽤する⽅法
Beanを作成したら、それを[Mediation] (メディエーション)コンポーネントで使⽤できます。そのた
めには、関連するコンポーネントの[Component] (コンポーネント)ビューに移動して、そのプロパ
ティを定義します。

⼀部のコンポーネントでは(cBean、cDynamicRouterなど)、直接Beanを呼び出すことができま
す。

1. それらのコンポーネントの[Beans class] (Beanクラス)フィールド
で、beans.BEAN_NAME.classと⼊⼒すると、対応するBeanが呼び出されます。

2. 呼び出されたBeanに複数のメソッドがある場合、[Specify the method] (メソッドを指定)
チェックボックスをオンにして、表⽰されたフィールドに名前を⼊⼒し、呼び出すメソッドを指
定できます。

⼀部のコンポーネントでは(cAggregate、cMutlicastなど)、Beanを集計⽅式として呼び出すことが
できます。

1. [Use aggregation strategy] (集計⽅式を使⽤)チェックボックスをオンにします。

2. [Strategy] (⽅式)フィールドで、プレフィックスや拡張⼦を付けずにBeanの名前を⼊⼒しま
す。

ルートの作成⽅法の詳細については、「ルートを作成する方法 」を参照してください。

メディエーションコンポーネントのプロパティおよび使⽤⽅法の詳細については、Talend ESB
Mediation Components Reference Guide』を参照してください。
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5.7. Spring設定の使⽤
Springは、エンタープライズJavaのアプリケーション開発フレームワークです。Apache Camel
は、Spring Frameworkと最適に連携されるように設計されています。Talend Studioのルートデザ
イナーを使⽤すると、Springコンテキストを設定⽬的でルートに追加することができます。Spring
XML DSLでBeanとリソースを定義し、ルートで使⽤することができます。そうすることで、開発
者はルートの設定においてJavaとSpringコードを組み合わせて使⽤することができます。これはパ
レットで明⽰的コンポーネントが利⽤できない場合など、とりわけ有⽤です。

Spring設定を使⽤できるようにするには、Springの知識が必要になります。Springの詳細は、http://
www.springsource.org/を参照してください。Apache CamelのSpringのサポートについて
は、http://camel.apache.org/spring.htmlを参照してください。

Springコンテキストをルートに追加するには、まずルートを作成する必要があります。ルートを作成
する⽅法の詳細は、「ルートを作成する方法 」を参照してください。

[Spring]タブは、デザインワークスペースの下半分に位置します。デザインワークスペースでルート
を作成すると、デフォルトのSpring設定が[Spring]ビューに設定されます。

デフォルトでは、Spring設定にApache Camel JMX Notificationが定義されます。必要に応じてこ
れを設定し、ルートで呼び出すことができます。Apache Camel JMX Notificationの詳細は、http://
camel.apache.org/camel-jmx.htmlを参照してください。

このビューに実装するコードを⼊⼒します。上記のスクリーンショットは、Beanを使⽤して前に定
義したRouteWithSpringという名前のルートリソースを呼び出す例を⽰しています。

<bean id="properties" class="org.apache.camel.component.properties.PropertiesComponent">
    <property name="location" value="classpath:RouteWithSpring.properties"/>
</bean>

ルートリソースの作成および使⽤についての詳細は、「ルートリソースの使用」を参照してくださ
い。

次のコードは、エンドポイントvm:aからlog:vmにルーティングするメッセージを定義した別の例で
す。

http://www.springsource.org/
http://www.springsource.org/
http://camel.apache.org/spring.html
http://camel.apache.org/camel-jmx.html
http://camel.apache.org/camel-jmx.html
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<camel:camelContext>
 <camel:route>
  <camel:from uri="vm:a" />
  <camel:to uri="log:vm" />
 </camel:route>
</camel:camelContext>

ルートをエクスポートすると、Spring XMLファイルもKARファイルにエクスポートされます。

[Restore Default] (デフォルトを復元)ボタンをクリックすると、デフォルトのSpring設定に戻りま
す。

ルートで実際にSpring設定を使⽤する⽅法の例は、『Talend ESB Mediation Componentsリファレン
ス』のcSEDAに⽤意されたシナリオを参照してください。

Spring設定に誤りがある場合、ルートは開始できなくなる場合があります。
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6.サービスの設計
Talend Studioは、データ統合およびデータサービスプロセスとその他の関連づけられたすべての操作
で必要なさまざまなソースとターゲットをすべて処理する機能を備えたツールです。

Talend Studioは、データサービスジョブと組み合わせてWebサービスを作成できるデータサービスを
設計する際に役⽴ちます。

この章では、ビジネスモデル(Talend Studioのビジネスモデラーで設計したかどうかに関係なく)の技
術的な側⾯の実装を担うプログラマーまたはITマネージャーのニーズを解消します。
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6.1. サービスとは
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブでは、データ統合とWebサービスを組み合わ
せ、Webサービスのパブリッシュに必要なあらゆるソースおよびターゲットに対処するWSDLファ
イルおよび1つ以上のデータサービスジョブを含むサービスのグラフィカルデザインが可能になり
ます。WSDLエディターでにより、これらのプロセスに関するほとんどのタスクを⾃動化し、WSDL
ファイルをグラフィカルに作成および編集することができます。

Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブでサービスをデザインする場合、次のような処
理を実⾏できます。

• 新しいWSDLファイルを作成、あるいは既存のWSDLファイルをインポートしてビューを構造化さ
せる。

• WSDLオブジェクトを作成、設定、および削除する。

• 構造化されたビューにアクセスし、サービスのWSDLオブジェクトを編集およびドキュメント化す
る。

• サービスをデータサービスジョブと関連付ける。

• アイテムを作成し、それを他のプロジェクトまたはサービスで再利⽤したり他のユーザーと共有す
る⽬的でリポジトリに追加する。

Talend Studioでデザインしたデータサービスジョブを実行できるようにするには、Oracle JVM 1.6以降をイン
ストールする必要があります(IBM JVMはサポートされません)。これは、http://www.oracle.com/technetwork/
java/javase/downloads/index.htmlからダウンロードできます。

6.2. 基本的なサービスの使い⽅
サービスが作成されるまで、デザインワークスペースは利用できません。

サービスは、WSDLファイルと1つ以上のデータサービスジョブで構成されます。データサービス
ジョブは、データ統合プロセスに必要なさまざまなソースやターゲットすべてに対応しており、デー
タ統合プロセスをWebサービスと組み合わせます。それぞれのWSDLオブジェクトおよびデータサー
ビスジョブコンポーネントのプロパティは、適切に機能させるために個別に設定する必要がありま
す。

詳細は、「WSDLファイルを編集する方法」および「データサービスジョブをサービス操作に割り当
てる方法」を参照してください。

6.2.1. サービスを作成する⽅法
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブを使⽤して、既存のWSDLファイルからサービ
スを作成したり、WSDLエディターを使⽤して最初から新しいWSDLファイルを作成することができ
ます。

作成したサービスを分類するために別個のフォルダーを作成することもできます。

サービスを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 「Talend Studioの起動」で説明されている⼿順に従って、Talend Studioを開きます。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Services] (サービス)ノードを右クリックして、コ
ンテキストメニューから[Create Service] (サービスの作成)を選択します。

http://www.jboss.org/drools/drools-flow
http://www.jboss.org/drools/drools-flow
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3. ダイアログボックスが表⽰され、そこで新しいサービスのメインプロパティの定義を⾏うことが
できます。

次のようにサービスプロパティを⼊⼒します。

フィールド 説明
Name (名前) 新しいサービスの名前。禁⽌⽂字を⼊⼒すると、メッセージが表⽰されます。
Purpose (⽬的) サービスの⽬的、またはサービスの使⽤に関する有⽤な情報を⼊⼒します。
Description (説明) サービスの説明。
Author (作成者) デフォルトで現在のユーザーログインを表⽰する、読み取り専⽤のフィールド。
Locker (ロック保
持者)

読み取り専⽤のフィールド。デフォルトでは、現在のサービスのロックを保持するユー
ザーのログインを⽰します。このフィールドはサービス作成時には空で、既存のサービス
のプロパティの編集時にのみデータが存在します。
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フィールド 説明
Version (バージョ
ン)

読み取り専⽤のフィールド。[M]および[m]ボタンを使⽤して、⼿動でバージョンを⾼くす
ることができます。詳細は、「ジョブおよびルートのバージョン管理」を参照してくださ
い。

Status (ステータ
ス)

作成しているサービスのステータスを選択するリスト。

Path (パス) サービスが作成されるフォルダーを選択するリスト。

4. [Next] (次へ)をクリックして、ウィザードで[Assign WSDL] (WSDLの割り当て)ビューを開きま
す。デフォルトでは、[Create new WSDL] (WSDLの新規作成)オプションが選択されており、新
しいWSDLファイルが作成できるようになっています。

5. 既存のWSDLファイルをインポートするには、[Import existing WSDL] (既存WSDLのイン
ポート)ラジオボタンをクリックします。[WSDL file] (WSDLファイル)フィールドの横にあ
る[Browse...] (参照...)をクリックして、既存のWSDLファイルに移動します。リポジトリツリー
ビューの[Metadata] (メタデータ)フォルダーにあるWSDLファイルからスキーマを取得したり保
存する場合、[Import WSDL Schemas on finish] (最後にWSDLスキーマのインポート)チェック
ボックスをオンにします。

6. [Finish] (終了)をクリックしてウィザードを閉じ、デザインワークスペースのWSDL基本スケル
トンでサービスを開きます。
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ここで作成したサービスは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)
ノードの下にリストされます。ポートタイプおよび操作オブジェクトがツリーに表⽰されます。
[!]アイコンは、この定義済みWebサービスが未使⽤であることを意味します。

7. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでサービスを右クリックし、コンテキストメニューか
ら[Assign WSDL] (WSDLの割り当て)を選択して、[Assign WSDL] (WSDLの割り当て)ウィザード
を表⽰して、サービスを作成した後に既存のWSDLファイルを割り当てることもできます。

8. [Repository] (リポジトリ)ツリービューから先ほど作成したサービスをダブルクリックするか、
サービスを右クリックしてコンテキストメニューから[Open WSDL Editor] (WSDLエディターを
開く)を選択して、デザインワークスペースでサービスを開きます。
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9. WSDLエディターでWSDLファイルを編集します。詳細は、「WSDLファイルを編集する方
法」を参照してください。

10. 1つ以上のデータサービスジョブを作成するかサービスに割り当て、Webサービスを実装しま
す。詳細は、「データサービスジョブをサービス操作に割り当てる方法」を参照してください。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューでサービスラベルをダブルクリックするだけで、作成した1つ以上の
サービスを開くことができます。

サービスの個別のフォルダーを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Services] (サービス)を右クリックし、コンテキス
トメニューから[Create folder] (フォルダーの作成)を選択します。

[New folder] (新規フォルダー)ダイアログボックスが表⽰されます。

2. [Label] (ラベル)フィールドにフォルダーの名前を⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックして変更を
確定すると共にダイアログボックスを閉じます。

作成されたフォルダーは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)ノー
ドの下にリストされます。

この新しいフォルダーに移動するサービスが既に作成されている場合は、それらをフォルダーにドラッグアン
ドドロップします。

実際のデータサービスを作成する⽅法を⽰すシナリオについては、付録C 理論の実践:データサービ
スとルーティングの例を参照してください。

これで次のことができるようになります。

• ⽣成されたWSDLファイルを編集する。詳細は、「WSDLファイルを編集する方法」を参照してく
ださい。
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• Talend Runtimeにデプロイするためにサービスをエクスポートする。詳細は、「デプロイ用にサー
ビスをエクスポートする方法」を参照してください。

6.2.2. WSDLファイルを編集する⽅法
Talend Studioでは、WSDLエディターでWSDLファイルをグラフィカルに参照または編集できます。
トップレベルWSDLオブジェクトの各タイプは、テーブルビューの中に表⽰されます(サービス、バイ
ンド、ポートタイプなど)。それぞれのテーブルビューには、オブジェクトの構造を⽰す1つ以上の⾏
が含まれます。サービス、バインド、およびポートタイプオブジェクトはリンクされています。表⽰
される⾏は、それらのオブジェクト間の参照(または関連付け)を⽰します。

上記のスクリーンショットは、以下の内容を含むWSDL基本スケルトンを⽰します。

• service (サービス)。バインドのアドレスを指定し、単⼀の通信エンドポイントを定義する関連
ポートのセットの集約に使⽤します。

• binding (バインド)。特定のポートタイプで定義された操作およびメッセージの具体的なプロトコ
ルおよびデータ形式仕様を指定します。

• port type (ポートタイプ)。それぞれが⼊⼒メッセージおよび出⼒メッセージを参照する抽象的な
操作のセット。

WSDLエディターを使⽤して、[Properties] (プロパティ)ビューでWSDLファイルを編集することが
できます。

[Properties] (プロパティ)ビューは、Talend Studioのデザインエディターの下部に位置し、選択し
たWSDLオブジェクトの属性のリストおよび編集可能な属性値を表⽰し、次の編集⽤タブが含まれま
す。

• [General] (⼀般設定)タブ。オブジェクト属性のリストを表⽰します。

• [Documentation] (ドキュメンテーション)タブ。ユーザーに読んでほしい情報を指定します。

• [Extensions] (拡張機能)タブ。拡張機能コンポーネントの追加に使⽤されます。

6.2.2.1. サービスを追加する⽅法
サービスオブジェクトは、関連するポートのコレクションであり、サービスの位置を指定します。

新しいサービスを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースの空⽩のエリアを右クリックして、表⽰されたコンテキストメニュー
で[Add Service] (サービスの追加)を選択します。
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ポートの新しいサービスオブジェクトがデザインワークスペースに追加されます。

2. サービスオブジェクトをクリックして、[Properties] (プロパティ)ビューを表⽰します。

3. [Properties] (プロパティ)ビューで、[General] (⼀般設定)タブをクリックします。[Name] (名
前)フィールドに、サービスの名前を⼊⼒します。サービスの名前は、それが含まれるWSDLファ
イル内で定義されるすべてのサービスで⼀意の名前を指定します。
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4. ユーザーに読んでほしいサービスに関する情報を[Documentation] (ドキュメンテーション)タ
ブに⼊⼒します。

5. 拡張機能を管理するには、[Extensions] (拡張機能)タブをクリックします。拡張機能を追加、
ソート、または削除することができます。

サービスにポートを追加することができます。ポートでバインドする単⼀のアドレスを指定すること
で、個々のエンドポイントを定義します。詳細は、「ポートをサービスに追加する方法」を参照して
ください。

6.2.2.2. ポートをサービスに追加する⽅法
ポートでバインドする単⼀のアドレスを指定することで、個々のエンドポイントを定義します。ポー
トには、エンドポイントの指定を⾏うバインドとアドレスモジュールを参照する[Binding] (バイン
ド)属性が含まれます。

サービスは、相互に関連するポートのセットをグループ化するために使⽤されます。サービス内の
ポートには、次のような関係があります。

• ポートは相互に通信しません(たとえば、あるポートの出⼒は別のポートの⼊⼒にはなりません)。

• サービスにポートタイプを共有する複数のポートがあり、異なるバインドまたはアドレスを使⽤し
ている場合、ポートはその中から選択して使⽤されます。それぞれのポートは、(それぞれのバイ
ンドで課せられる転送およびメッセージ形式の範囲内で)意味的には同じ振る舞いを提供します。

• サービスのポートを検証して、そのポートのタイプを判断することができます。この情報を使⽤し
て、特定のマシンが特定のタスクの実⾏に必要なすべての操作をサポートするかどうかを判断でき
ます。

ポートをサービスに追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースで、ポートを追加するサービスを右クリックして、コンテキストメ
ニューで[Add Port] (ポートの追加)を選択します。

2. [Port Wizard] (ポートウィザード)が表⽰されます。ポートの[Name] (名前)を⼊⼒します。サー
ビスの名前は、サービスの中で定義されるすべてのポートで⼀意の名前を指定する必要がありま
す。
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3. ポートの[Binding] (バインド)を選択します。バインドの設定⽅法の詳細は、「バインドを設定
する方法」を参照してください。

4. [Protocol] (プロトコル)リストからポートのプロトコルを選択して、表⽰された[Address] (ア
ドレス)フィールドにポートのアドレスを⼊⼒します。

5. [Finish] (終了)をクリックして作成を確定します。サービスにポートが追加され、そ
の[Properties] (プロパティ)ビューが表⽰されます。
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6. 新しいポートを選択するには、サービスオブジェクトでポートをクリックします。[Properties]
(プロパティ)ビューの[General] (⼀般設定)タブからこのポートに関して⼊⼒した情報をいつで
も変更できます。

7. [Properties] (プロパティ)ビューの[Documentation] (ドキュメンテーション)タブに、ユー
ザーに読んでほしいポートに関する情報を⼊⼒します。

8. 拡張機能を管理するには、[Extensions] (拡張機能)タブをクリックします。拡張機能を追加、
ソート、または削除することができます。

ポートに新しいバインドを作成したり、既存のバインドを再利⽤することができます。バインドは、
特定のポートタイプで定義された操作およびメッセージのメッセージ形式およびプロトコルの詳細を
定義します。詳細は、「バインドを設定する方法」を参照してください。
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6.2.2.3. バインドを設定する⽅法

バインドは、Webサービスに対するメッセージの転送に関する具体的な仕様を⽰すトップレベルの
WSDLオブジェクトです。バインドは単⼀のポートタイプを参照します。バインドの構造は、ポー
トタイプの構造に密接に対応します。バインドには、プロトコルに固有の詳細を指定する拡張性モ
ジュールが含まれます(たとえば、SOAP、HTTP、MIMEなど)。サービスの中の各ポートは、単⼀の
バインドを参照します。

バインドを作成するには、デザインワークスペースで空⽩のエリアを右クリックして、コンテキスト
メニューで[Add Binding] (バインドの追加)を選択します。新しいバインドを作成したり、既存のバ
インドを再利⽤することができます。

新しいバインドを作成する⽅法

1. ポートを右クリックして、[Set Binding] (バインドの設定)>[New Binding] (新規バインド)を選
択します。

2. [New Binding] (新規バインド)ダイアログボックスが表⽰されます。[Name] (名前)フィールド
に、バインドの名前を⼊⼒します。この名前は、それが含まれるWSDLファイル内で定義される
すべてのバインドで⼀意である必要があります。[OK] をクリックします。

この新しいバインドはデザインワークスペースに作成され、ポートに接続されます。
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3. デザインワークスペースで先ほど作成したバインドをクリックして、[Properties] (プロパティ)
ビューを表⽰します。

4. バインドの名前を指定するには、[Name] (名前)フィールドにその名前を⼊⼒するか、[Name]
(名前)フィールドの横にある電球アイコンをクリックして、名前の変更のリファクタリングを呼
び出します。

電球アイコンをクリックすると、続⾏する前に、すべての変更したリソースを保存するように促
す[Save All Modified Resources] (変更されたすべてのリソースを保存)ダイアログボックスが
表⽰されます。

[OK]をクリックして、[Rename wizard] (名前の変更ウィザード)が開きます。
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[New name] (新しい名前)フィールドに新しい名前を⼊⼒します。[Update references] (参照
の更新)チェックボックスをオンにして、それが含まれるWSDLファイルにこの変更を伝播させま
す。[Preview] (プレビュー)をクリックして、元のソースとリファクタリングされたソースを確
認します。

[OK]をクリックして変更を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

5. [PortType] (ポートタイプ)フィールドをクリックして、バインドのポートタイプを設定しま
す。現在のファイルのポートタイプが含まれるリストから、必要なポートタイプを選択できま
す。また、[New...] (新規...)を選択して[New PortType] (新規ポートタイプ)を開いてポートタ
イプを新規作成したり、[Browse...] (参照...)を選択して[Specify Port Type] (ポートタイプの指
定)ウィザードを開くこともできます。詳細は、「ポートタイプを設定する方法」を参照してく
ださい。
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6. [Generate Binding Content...] (バインドの内容の⽣成...)ボタンをクリックして、[Binding
Wizard] (バインドウィザード)を表⽰し、バインドの詳細を指定します。

[Name] (名前)フィールドには、指定するバインドの名前が⽰されます。[PortType] (ポー
トタイプ)フィールドには、バインドが参照するポートタイプが⽰されます。現在のファ
イルのポートタイプが含まれるリストから、必要なポートタイプを選択することもできま
す。[Protocol] (プロトコル)リストで使⽤するバインドオプションを選択します。このオプ
ションは、[SOAP]と[HTTP]です。構造化された情報と⼊⼒された情報をやりとりする場
合、[SOAP]プロトコルを使⽤します。アプリケーションクライアントで情報を要求または更新
するだけの場合、[HTTP]プロトコルを使⽤します。

[SOAP]を選択すると、使⽤するエンコードスタイルを選択することができます。
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• [document literal] (ドキュメントリテラル):ドキュメントスタイルメッセージのリテラルエ
ンコーディング。XMLバリデーターで検証できるSOAPメッセージを送信する場合、このバイ
ンドのスタイルを使⽤します。SOAPメッセージ本⽂のすべてのデータ型はスキーマで定義さ
れるため、WSDLパーツはスキーマモジュールを指す必要があります。

• [rpc literal] (rpcリテラル):RPCスタイルメッセージのリテラルエンコーディング。SOAPメッ
セージで操作メソッド名を指定して、サーバーが指定されたメソッドをディスパッチできる
ようにする場合、このバインドのスタイルを使⽤します。データ型を定義する必要があるた
め、WSDLパーツでXSDタイプを指定する必要があります。

• [rpc encoded] (rpcエンコード):RPCスタイルメッセージおよびSOAPエンコーディン
グ。SOAPメッセージでデータグラフをエンコードして、サーバーでオブジェクトデータをデ
シリアライズできるようにする場合、このバインドのスタイルを使⽤します。データ型を定義
する必要があるため、WSDLパーツでXSDタイプを指定する必要があります。

[HTTP]を選択すると、HTTPゲッターまたはセッターの作成を選択できます。
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• [HTTP GET]:GET要求は、URL値とHTTPヘッダーのセットに基づいて、Webサーバーから
データをフェッチします。要求で指定した情報を取得する場合、このメソッドを使⽤します。

• [HTTP POST]:POST要求は、URLとヘッダーの後に指定された追加のデータをサーバーに送信
します。要求の本⽂に含まれたデータを送信する場合、このメソッドを使⽤します。

既存のバインドを変更している場合、[Overwrite existing binding information] (既存のバイ
ンド情報を上書きする)チェックボックスをオンにします。

サービスモジュールの変更は、⾃動的にバインドに伝播されません。バインドの内容を再⽣成して、
バインドウィザードで[Overwrite existing binding information] (既存のバインド情報を上書きする)
チェックボックスをオンにして、WSDLで変更を反映させる必要があります。

[Finish] (終了)をクリックして指定を確定し、ウィザードを閉じます。

7. [Documentation] (ドキュメンテーション)タブに、バインドに関する参照情報を⼊⼒します。

8. 拡張機能を管理するには、[Extensions] (拡張機能)タブをクリックします。拡張機能を追加、
ソート、または削除することができます。
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既存のバインドを再利⽤する⽅法

ポートの既存のバインドを再利⽤するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースで、ポートを右クリックして[Set Binding] (バインドの設定) >
[Existing Binding] (既存のバインド)の順にクリックします。

2. [Specify Binding] (バインドの指定)ウィザードが表⽰されます。[Name] (名前)フィールドにリ
ストをフィルター処理するための検索⽂字列を⼊⼒します。すべてを表⽰する場合は、フィール
ドを空⽩のままにします。

3. リストのスコープを変更するには、以下のオプションのいずれかを選択します。

• [Workspace] (ワークスペース): ワークスペースで使⽤可能なバインドをリストします。

• [Enclosing Project] (ファイルを含むプロジェクト): ファイルが含まれるプロジェクトで使⽤
できるバインドをリストします。

• [Current Resource] (現在のリソース): 現在のファイルで使⽤できるバインドタイプをリスト
します。
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• [Working Sets] (作業セット): 指定されたファイルのセットで使⽤できるバインドをリストし
ます。作業セットを指定するには、[Choose] (選択)をクリックします。既存の作業セットか
らファイルを選択するか、新しい作業セットを作成します。ファイルを選択したら、[OK]を
クリックします。

4. バインドは[Components] (コンポーネント)エリアにリストされます。[Declaration Location]
(定義場所)フィールドには、選択されたバインドが位置する場所が⽰されます。必要なバインド
を選択して、[OK]をクリックします。このバインドはデザインワークスペースでポートに接続
されます。

5. [Properties] (プロパティ)ビューでバインドを変更する⽅法の詳細については、「新しいバイン
ドを作成する方法」を参照してください。

6.2.2.4. ポートタイプを設定する⽅法

ポートタイプは、抽象的な操作および関係する抽象的なメッセージの名前付きセットです。各操作
は、⼊⼒メッセージおよび出⼒メッセージを参照します。ポートタイプは、バインドオブジェクトに
より参照されます。各バインドは単⼀のポートタイプのみを参照します。各ポートタイプは単⼀のバ
インドのみを参照するため、各ポートは単⼀のポートタイプのみを持ちます。

ポートタイプを作成するには、デザインワークスペースで空⽩のエリアを右クリックして、[Add
PortType] (ポートタイプの追加)を選択します。便宜的に、バインドでポートタイプを追加すること
もできます。これにより1回の処理で、ポートタイプを作成して新しいポートタイプを参照するバイ
ンドを変更することができます。

バインドの新しいポートタイプを作成したり、既存のポートタイプを再利⽤することができます。

サービスモジュールの変更は、⾃動的にバインドに伝播されません。バインドの内容を再⽣成して、バインド
ウィザードで[Overwrite existing binding information] (既存のバインド情報を上書きする)チェックボック
スをオンにして、WSDLで変更を反映させる必要があります。詳細は、「バインドを設定する方法」を参照し
てください。

バインドの新しいポートタイプを作成する⽅法

バインドの新しいポートタイプを作成する場合、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースで、バインドオブジェクトを右クリックして、[Set PortType] (ポート
タイプの設定) > [New PortType] (新規ポートタイプ)の順にクリックします。
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2. [New PortType] (新規ポートタイプ)ウィザードが表⽰されます。[Name] (名前)フィールド
に、ポートタイプの名前を⼊⼒します。この名前は、それが含まれるWSDLファイル内で定義さ
れるすべてのポートで⼀意である必要があります。[OK] をクリックします。

この新しいポートはデザインワークスペースに作成され、バインドに接続されます。

3. デザインワークスペースで先ほど作成したポートタイプオブジェクトをクリックし
て、[Properties] (プロパティ)ビューを表⽰します。

4. [General] (⼀般設定)タブでは、ポートタイプの名前を定義できます。ポートタイプの名前を指
定するには、[Name] (名前)フィールドにその名前を⼊⼒するか、[Name] (名前)フィールドの横
にある電球アイコンをクリックして、[Rename] (名前の変更)ウィザードを開きます。

電球アイコンをクリックすると、続⾏する前に、すべての変更したリソースを保存するように促
す[Save All Modified Resources] (変更されたすべてのリソースを保存)ダイアログボックスが
表⽰されます。
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[OK]をクリックして、[Rename wizard] (名前の変更ウィザード)が開きます。

[New name] (新しい名前)フィールドに新しい名前を⼊⼒します。[Update references] (参照
の更新)チェックボックスをオンにして、それが含まれるWSDLファイルにこの変更を伝播させま
す。[Preview] (プレビュー)をクリックして、元のソースとリファクタリングされたソースを確
認します。[OK]をクリックして名前の変更を確定し、ウィザードを閉じます。
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5. [Documentation] (ドキュメンテーション)タブに、ユーザーに読んでほしいポートタイプに関
する情報を⼊⼒します。

6. 拡張機能を管理するには、[Extensions] (拡張機能)タブをクリックします。拡張機能を追加、
ソート、または削除することができます。

ポートタイプを作成すると、それに操作を追加して、メッセージを送受信できます。詳細は、「新し
いバインドを作成する方法」を参照してください。

既存のポートタイプを再利⽤する⽅法

バインドに既存のポートタイプを再利⽤する場合、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインビューで、バインドオブジェクトを右クリックして、[Set PortType] (ポートタイプの
設定) > [Existing PortType] (既存のポートタイプ)の順にクリックします。
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2. [Specify Port Type] (ポートタイプの指定)ウィザードが表⽰されます。[Name] (名前)フィール
ドにリストをフィルター処理するための検索⽂字列を⼊⼒します。すべてを表⽰する場合は、
フィールドを空⽩のままにします。

3. リストのスコープを変更するには、以下のオプションのいずれかを選択します。

• [Workspace] (ワークスペース): ワークスペースで使⽤可能なポートタイプをリストします。

• [Enclosing Project] (ファイルを含むプロジェクト): ファイルが含まれるプロジェクトで使⽤
できるポートタイプをリストします。

• [Current Resource] (現在のリソース): 現在のファイルで使⽤できるポートタイプをリストし
ます。

• [Working Sets] (作業セット): 指定されたファイルのセットで使⽤できるポートタイプをリ
ストします。作業セットを指定するには、[Choose] (選択)をクリックします。既存の作業
セットからファイルを選択するか、新しい作業セットを作成します。ファイルを選択した
ら、[OK]をクリックします。

4. 既存のポートタイプは[Components] (コンポーネント)エリアにリストされます。[Declaration
Location] (定義場所)フィールドには、選択されたポートタイプが位置する場所が⽰されます。
必要なポートタイプを選択して、[OK]をクリックします。

5. [Properties] (プロパティ)ビューでポートタイプを変更する⽅法の詳細については、「バインド
の新しいポートタイプを作成する方法」を参照してください。

6.2.2.5. 操作を追加する⽅法

操作により、操作に名前を付けて想定される⼊⼒と出⼒をリストします。操作モジュールには、操作
によって返される任意のエラーデータを記述するエラーサブエレメントを含めることもできます。

操作を使⽤して、エンドポイントでサポートできる4つの送信プリミティブを定義できます。

• [One-way] (⼀⽅向): エンドポイントはメッセージを受信します。

• [Request-response] (要求-応答): エンドポイントはメッセージを受信し、関連するメッセージを
送信します。
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• [Solicit-response] (送信請求-応答): エンドポイントはメッセージを送信し、関連するメッセージ
を受信します。

• [Notification] (通知): エンドポイントはメッセージを送信します。

操作をポートタイプまたはポートバインドに追加することができます。

サービスモジュールの変更は、⾃動的にバインドに伝播されません。バインドの内容を再⽣成して、バインド
ウィザードで[Overwrite existing binding information] (既存のバインド情報を上書きする)チェックボック
スをオンにして、WSDLで変更を反映させる必要があります。詳細は、「バインドを設定する方法」を参照し
てください。

操作をポートタイプに追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースで、ポートタイプを右クリックします。[Add Operation] (操作の追加)
をクリックします。

2. 新しい操作の[Properties] (プロパティ)ビューが開きます。[General] (⼀般設定)タブの[Name]
(名前)フィールドに、操作の名前を⼊⼒します。

3. [Documentation] (ドキュメンテーション)タブに、ユーザーに読んでほしい操作に関する情報
を⼊⼒します。

4. 拡張機能を管理するには、[Extensions] (拡張機能)タブをクリックします。拡張機能を追加、
ソート、または削除することができます。

5. 操作を右クリックして、⼊⼒、出⼒、またはエラーオブジェクトを追加します。操作の⼊⼒およ
び出⼒に応じて、以下のように分類できます。

• [One way operation] (1⽅向操作): ⼊⼒

• [Request response operation] (要求応答操作): ⼊⼒、出⼒
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• [Solicit response operation] (送信請求応答操作): 出⼒、⼊⼒

• [Notification operation] (通知操作): 出⼒

操作がいずれのバインドにも定義されていない場合、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの操作
ノードにエラーアイコンが⾃動的に表⽰されます。

6.2.2.6. メッセージを追加する⽅法

メッセージは、送信されるデータの抽象的な定義を表します。メッセージは、いくつかのタイプシス
テム内の定義に関連付けられる論理的なパーツで構成されます。WSDLメッセージは、(ポートタイプ
内の)操作の⼊⼒、出⼒、およびエラーモジュールで参照できるトップレベルオブジェクトです。

サービスモジュールの変更は、⾃動的にバインドに伝播されません。バインドの内容を再⽣成して、バインド
ウィザードで[Overwrite existing binding information] (既存のバインド情報を上書きする)チェックボック
スをオンにして、WSDLで変更を反映させる必要があります。詳細は、「バインドを設定する方法」を参照し
てください。

新しいメッセージを作成する⽅法

⼊⼒、出⼒、またはエラーモジュールに新しいメッセージを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースで、⼊⼒、出⼒、またはエラーモジュールを右クリックして、[Set
Message] (メッセージの設定) > [New Message] (新規メッセージ)の順にクリックします。
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2. [New Message] (新規メッセージ)ウィザードが表⽰されます。[Name] (名前)フィールドに、
メッセージの名前を⼊⼒します。この名前は、それが含まれるWSDLファイル内で定義されるす
べてのメッセージで⼀意である必要があります。[OK] をクリックします。

3. 新しいメッセージは、デザインワークスペースのポートタイプの中に表⽰されます。

既存のメッセージを再利⽤する⽅法

⼊⼒、出⼒、またはエラーモジュールに既存のメッセージを再利⽤するには、次の⼿順を実⾏しま
す。

1. デザインワークスペースで、⼊⼒、出⼒、またはエラーモジュールを右クリックして、[Set
Message] (メッセージの設定) > [Existing Message] (既存のメッセージ)の順にクリックしま
す。

2. [Specify Message] (メッセージの指定)ウィザードが表⽰されます。[Name] (名前)フィールド
にリストをフィルター処理するための検索⽂字列を⼊⼒します。[Components] (コンポーネン
ト)エリアで使⽤可能なすべてのメッセージを表⽰する場合は、フィールドを空⽩のままにしま
す。
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3. リストのスコープを変更するには、以下のオプションのいずれかを選択します。

• [Workspace] (ワークスペース): ワークスペースで使⽤可能なメッセージをリストします。

• [Enclosing Project] (ファイルを含むプロジェクト): ファイルが含まれるプロジェクトで使⽤
できるメッセージをリストします。

• [Current Resource] (現在のリソース): 現在のファイルで使⽤できるメッセージをリストしま
す。

• [Working Sets] (作業セット): 指定されたファイルのセットで使⽤できるメッセージをリ
ストします。作業セットを指定するには、[Choose] (選択)をクリックします。既存の作業
セットからファイルを選択するか、新しい作業セットを作成します。ファイルを選択した
ら、[OK]をクリックします。

4. 既存のメッセージは[Components] (コンポーネント)エリアにリストされます。[Declaration
Location] (定義場所)フィールドには、選択されたメッセージが位置する場所が⽰されます。必
要なメッセージを選択して、[OK]をクリックします。

これでパーツをメッセージに追加できるようになります。パーツは、メッセージの論理的な抽象コン
テンツを記述するための柔軟なメカニズムです。詳細は、「パーツをメッセージに追加する方法」を
参照してください。
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6.2.2.7. パーツをメッセージに追加する⽅法
すべてのメッセージには、1つ以上のパーツが含まれます。パーツは、メッセージの論理的な抽象コ
ンテンツを記述するための柔軟なメカニズムです。メッセージ定義により、メッセージ-タイプ属性
を使⽤して、それぞれのパーツをタイプに関連付けます。

サービスモジュールの変更は、⾃動的にバインドに伝播されません。バインドの内容を再⽣成して、バインド
ウィザードで[Overwrite existing binding information] (既存のバインド情報を上書きする)チェックボック
スをオンにして、WSDLで変更を反映させる必要があります。詳細は、「バインドを設定する方法」を参照し
てください。

パーツをメッセージに追加するには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースで、⼊⼒、出⼒、またはエラーオブジェクトを右クリックして、[Add
Part] (パーツの追加)をクリックします。

パーツは、⼊⼒、出⼒、またはエラーのメッセージ参照に追加されます。

2. ポートタイプオブジェクトでパーツをクリックして選択し、[Properties] (プロパティ)ビュー
で、[General] (⼀般設定)タブをクリックします。

3. [Name] (名前)フィールドに、パーツの名前を⼊⼒します。

4. パーツは、[Type] (タイプ)または[Element] (モジュール)を参照できます。[Reference Kind]
(参照の種類)として適切なオプションを選択します。
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5. [Type] (タイプ)を選択すると、[Type] (タイプ)リストからXMLスキーマデータ型を選択できるよ
うになります。タイプのリストは、参照される使⽤可能なXMLスキーマから取得されます。

6. [Element] (モジュール)を選択すると、[Element] (モジュール)リストからXMLスキーマモ
ジュールを選択できるようになります。モジュールのリストは、参照される使⽤可能なXMLス
キーマから取得されます。

6.2.2.8. WSDLファイルで新しいタイプを作成する⽅法

タイプは、クライアントとサーバーとの間で使⽤されるすべてのデータ型を記述します。WSDLは
特定のタイプシステムと排他的に結び付くことはありませんが、デフォルトの選択としてW3C XML
Schemaの仕様を使⽤します。

WSDLでは、拡張性モジュールによりタイプシステムを追加することができます。拡張性モジュール
は、タイプモジュールの下に表⽰され、使⽤されているタイプ定義システムを特定し、タイプを定義
するためのXMLコンテナモジュールを提供します。

XSDタイプまたはモジュールをWSDLファイルに追加するには、デザインワークスペースでポートタ
イプオブジェクトの右にある⽮印アイコンをクリックします。

XMLスキーマエディターが開きます。

XMLスキーマの詳細は、http://help.eclipse.org/indigo/topic/org.eclipse.wst.xsdeditor.doc.user/
topics/cxmlsced.htmlを参照してください。

サービスモジュールの変更は、⾃動的にバインドに伝播されません。バインドの内容を再⽣成して、バインド
ウィザードで[Overwrite existing binding information] (既存のバインド情報を上書きする)チェックボック
スをオンにして、WSDLで変更を反映させる必要があります。詳細は、「バインドを設定する方法」を参照し
てください。

http://help.eclipse.org/indigo/topic/org.eclipse.wst.xsdeditor.doc.user/topics/cxmlsced.html
http://help.eclipse.org/indigo/topic/org.eclipse.wst.xsdeditor.doc.user/topics/cxmlsced.html
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6.2.3. データサービスジョブをサービス操作に割り当てる
⽅法
WSDLファイルを作成したら、WSDLファイルのそれぞれの操作をデータサービスプロバイダージョ
ブに割り当てて、Webサービスを実装する必要があります。新しいデータサービスジョブを作成した
り、既存のものを割り当てたりすることができます。

操作がいずれのバインドにも定義されていない場合、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの操作
ノードにエラーアイコンが⾃動的に表⽰されて、ジョブをそれに割り当てることができません。

そのためには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューのサービスの操作ノードを右クリックして、コンテキス
トメニューから[Assign Job] (ジョブの割り当て)を選択します。

操作がいずれのバインドにも定義されていない場合、コンテキストメニューで[Assign Job]
(ジョブの割り当て)オプションを使⽤することはできません。

2. [Assign Job] (ジョブの割り当て)ウィザードが開き、[Create a new Job and Assign it to this
Service Operation] (新規ジョブをサービスに割り当て)または[Assign an existing Job to this
Service Operation] (既存ジョブをサービスに割り当て)を⾏うよう促されます。

• 新しいジョブを作成するには、[Create a new Job and Assign it to this Service] (新規ジョ
ブをサービスに割り当て)オプションを選択し、[Next] (次へ)をクリックします。

[New Job] (新規ジョブ)ウィザードが開きます。デフォルトでは、ジョブの名前が既
に[Name] (名前)フィールドに設定されています。これが操作名になります。この名前を変更
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して、必要に応じてジョブのプロパティを⼊⼒します。ジョブのプロパティを定義する⽅法に
ついての詳細は、「ジョブを作成する方法 」を参照してください。

[Finish] (終了)をクリックして作成を確定します。

デザインワークスペースにジョブのドラフトが開きま
す。[tESBProviderRequest]と[tESBProviderResponse]コンポーネントが既に選択さ
れ、設定されています。[tESBProviderResponse]の[Property Type] (プロパティタイ
プ)は[Repository] (リポジトリ)に設定され、操作の名前はデフォルトで取得されていま
す。[tESBProviderRequest]は、指定されたWebサービスに送信されたすべての要求をリッ
スンし、[tESBProviderResponse]はその要求に対する応答を返送します。この2つのコン
ポーネントは、[Palette] (パレット)の[ESB]ファミリーの[Web Services] (Webサービス)にあ
ります。データサービスプロバイダージョブは、データ統合プロセスの独⾃のニーズに応じて
デザインし、Webサービスをパブリッシュするジョブを実⾏することができます。
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ジョブをデザインする⽅法の詳細については、4章ジョブの設計を参照してくださ
い。[tESBProviderRequest]、[tESBProviderResponse]、および[Palette] (パレット)にあ
るその他のコンポーネントの詳細については、『Talend Open Studio Components Reference
Guide』を参照してください。

実際のデータサービスジョブを作成する⽅法を⽰すシナリオについては、付録C 理論の実践:
データサービスとルーティングの例を参照してください。

• 既存のデータサービスジョブを操作に割り当てるには、[Assign an existing Job to this
Service Operation] (既存ジョブをサービスに割り当て)オプションを選択して、[Next] (次へ)
をクリックします。

[Assign Job] (ジョブの割り当て)ウィザードが開きます。ジョブのリストをフィルター処理す
るための検索⽂字列を⼊⼒することができます。すべてを表⽰する場合は、フィールドを空⽩
のままにします。ツリービューから必要なジョブを選択し、[Finish] (終了)をクリックして、
それを操作に割り当てます。
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3. ジョブがサービス操作に割り当てられると、デザインワークスペースでそれを開けるようになり
ます。それを開くには、その操作をダブルクリックするか、操作を右クリックしてコンテキスト
メニューから[Edit Job] (ジョブの編集)を選択します。ただし、操作がいずれのバインドにも定
義されていないと、ジョブが割り当てられていても、その操作は機能しません。

6.2.4. データサービスジョブのログメッセージを監視する
⽅法
Studioでデータサービスジョブを実⾏する場合、実⾏の進⾏状況が[Run] (実⾏)ビューの[Basic
Run] (基本実⾏)または[Debug Run] (デバッグ実⾏)タブのコンソールに表⽰されます。ログは、
サービスビルダーに同梱のApache CXFログユーティリティによって提供されます。メッセージレベ
ルは、デフォルトでは、INFOに設定されています。これには、任意のエラーメッセージや開始メッ
セージ、終了メッセージも含まれます。ジョブデザインで[tLogRow]コンポーネントを使⽤してる
場合、ジョブ出⼒も表⽰されます。

[tLogRow]コンポーネントを使⽤する場合、このINFOログレベルは固定となり、Talend Studioでは
変更できません。ただし、[tLogCatcher]コンポーネントを使⽤すると、詳細なログ機能を提供する
ことができます。[tLogCatcher]の詳細については、『Talend Open Studio Components Reference
Guide』を参照してください。また、サービスをTalend Runtimeにデプロイする場合は、Talend
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Runtimeがログ情報の記録に使⽤するレベルを決定できます。Talend Runtimeのログシステムの詳細
は、『Talend ESBコンテナ管理者ガイド』を参照してください。

次のスクリーンショットは、エラーメッセージを含むログの例を⽰します。

ジョブを実⾏する⽅法の詳細については、「ジョブを実行する方法」を参照してください。

6.2.5. デプロイ⽤にサービスをエクスポートする⽅法
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブを使⽤すると、実⾏時にデプロイ可能
な.karファイルにサービスをエクスポートできます。そのためには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでエクスポートするサービスを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Export Service] (サービスをエクスポート)を選択します。
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2. [Export service] (サービスをエクスポート)ウィザードが表⽰されます。[Browse] (参照)をク
リックし、エクスポートしたサービスを保存する場所まで移動します。

3. [Finish] (終了)をクリックしてエクスポート操作を完了し、ウィザードを閉じます。

サービス⽤の.karファイルは定義された場所に作成されます。このファイルはデプロイ可能です
がTalend Runtime上にデプロイされます。

6.3. サービスの処理: その他のテーマ
以下のセクションでは、サービスの管理に関連するさまざまなテーマについての詳細情報を⽰しま
す。

6.3.1. WSDLスキーマのインポート⽅法
サービスの[Import WSDL Schemas] (WSDLスキーマのインポート)オプションを使うと、
[repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)フォルダーにあるWSDLファイル
からスキーマを取得および保存できます。

これを⾏うには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューのサービスを右クリックして、コンテキス
トメニューから[Import WSDL Schemas] (WSDLスキーマのインポート)オプションを選択します。
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WSDLファイルのスキーマが、[File XML]ノードの下にある[Repository] (リポジトリ)ツリービューの
[Metadata] (メタデータ)フォルダーにインポートされます。

メタデータマネージャーの使⽤⽅法の詳細については、4章ジョブの設計を参照してください。

6.3.2. Runtimeオプションの設定⽅法
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブを使⽤すると、サービスのRuntimeオプション
を設定できます。

そのためには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューのサービスを右クリックして、コンテキストメニューか
ら[ESB Runtime Options] (ESB Runtimeオプション)を選択します。
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表⽰されるウィザードを使⽤してRuntimeオプションを設定できます。

2. 必要に応じてRuntimeオプションを設定します。

オプション 説明
[Use Business Correlation] (ビ
ジネス相関の使⽤)

このチェックボックスをオンにして相関オプションを有効にし、連鎖型の
サービスコールが同じ相関IDの下にグループ化されるようにします。この
サービスは要求ヘッダーから相関IDを抽出してデータサービスジョブのコン
ポーネント変数に格納し、フローで引き続き使⽤できるようにします。
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オプション 説明
[Use Service Activity Monitor]
(サービスアクティビィティモニ
ターの使⽤)

このチェックボックスをオンにしてイベントをキャプチャし、この情報を格
納することで、サービスアクティビィティの掘り下げた分析およびビジネス
トランザクションにおけるメッセージの追跡とトレースを⾏えるようにしま
す。これはサービス応答時間の分析、トラフィックパターンの特定、根本原
因分析の実⾏などに利⽤できます。Service Activity Monitoringの詳細は、
『Talend ESB Infrastructure Services Configuration Guide』を参照してくだ
さい。

[Use Service Locator] (サービス
ロケーターの使⽤)

このチェックボックスをオンにして、要求およびサービスレベルアグリーメ
ント(SLA)を満たせるように、サービスの可⽤性を維持します。

[Service Locator Custom
Properties] (サービスロケー
ターのカスタムプロパティ)

をクリックして、[Service Locator Custom Properties] (サービスロ
ケーターのカスタムプロパティ)テーブルに必要なだけのプロパティを追加し
ます。[Property Name] (プロパティ名)フィールドおよび[Property Value]
(プロパティ値)フィールドにプロパティの名前と値をそれぞれ⼊⼒して、
サービスを特定します。このオプションは、[Use Service Locator] (サービ
スロケーターの使⽤)チェックボックスがオフになっていると無効になりま
す。サービスロケーターのインストールおよび設定⽅法の詳細は、『Talend
ESB Infrastructure Services Configuration Guide』を参照してください。

[Username / Password] (ユー
ザー名/パスワード)

このチェックボックスをオンにしてユーザー名トークンを有効にします。
ユーザー名トークンを使⽤する際は、Webサービスプロバイダーは要求の⼀
環でコンシューマーに証明書の送信を要求し、プロバイダー側で認証が実⾏
されます。

同⼀のTalend ESBコンテナで実⾏しているすべてのサービスに対し
て同じ認証が⾏われることに注意してください。

認証を設定する⽅法の詳細は、Talend RuntimeでSTSを使⽤する⽅法につい
て『Talend ESB Infrastructure Services Configuration Guide』を参照してく
ださい。

[SAML Token] (SAMLトークン) このチェックボックスをオンにしてSAMLトークンを使⽤します。SAMLトー
クンを使⽤する際は、Webサービスプロバイダーは、証明書を受け渡して
STS(Security Token Service)に対してSAMLトークン発⾏要求を⾏うようにコ
ンシューマーに要求します。認証が成功すると、STSはSAMLトークンを発⾏
します。SAMLトークンは要求の⼀環としてプロバイダーに送信され、プロバ
イダーは、このSAMLトークンの有効性を検証します。

同⼀のTalend ESBコンテナで実⾏しているすべてのサービスに対し
て同じ認証が⾏われることに注意してください。

認証を設定する⽅法の詳細は、Talend RuntimeでSTSを使⽤する⽅法につい
て『Talend ESB Infrastructure Services Configuration Guide』を参照してく
ださい。

[Log Messages] (ログメッセー
ジ)

このチェックボックスをオンにして、サービスとコンシューマーの間で送信
されるメッセージのコンテンツを記録します。

3. [OK]をクリックして設定を確定し、ウィザードを閉じます。
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7.ジョブ、ルート、およびサービスの管理
この章では、Talend Studioで設計したジョブおよびルートに対して実⾏できる、またはプロジェクト
に含まれる任意のアイテム、たとえば、サービス、ルーチンまたはメタデータに対して実⾏できる管
理⼿順について説明します。

これらの管理⼿順には、異なるプロジェクトまたはマシン間でのジョブ、ルートおよびアイテムのイ
ンポートとエクスポート、ジョブ実⾏のスケジュール, etcが含まれます。
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7.1. コンポーネントあるいはサブジョブまたは
ルートの有効化または無効化
選択したコンポーネントに直接に接続されているサブジョブまたはルートを有効化または無効化でき
ます。また、1つのコンポーネントだけでなく、開始コンポーネントにリンクされているすべてのサ
ブジョブまたはルートフロー全体を有効化または無効化できます。開始コンポーネントはジョブのト
リガーです。これは背景が緑⾊になっています。開始コンポーネントの詳細については、「開始コン
ポーネントを定義する方法」を参照してください。

コンポーネントあるいはサブジョブまたはルートが無効化されると、それらとつながるリンクを作成
することも修正することもできません。さらに、無効化されたコンポーネントあるいはサブジョブま
たはルートにおいては実⾏時にコードは⽣成されません。

7.1.1. コンポーネントの有効化または無効化
コンポーネントを有効化または無効化するには、次の⼿順を実⾏します。

1. たとえば、tFixedFlowInputコンポーネントのように有効化または無効化したいコンポーネン
トを右クリックします。

2. 実⾏するアクションに対応するオプションを選択します。

• 有効にする場合、[Activate tFixedFlowInput_1] (tFixedFlowInput_1の有効化)。

• 無効にする場合、[Deactivate tFixedFlowInput_1] (tFixedFlowInput_1の無効化)。
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7.1.2. サブジョブの有効化または無効化
サブジョブを有効化または無効化するには、次の⼿順を実⾏します。

1. サブジョブを構成する任意のコンポーネントを右クリックします。

2. 実⾏するアクションに対応するオプションを選択します。

• 有効にする場合、[Activate current Subjob] (現在のサブジョブの有効化)。

• 無効にする場合、[Deactivate current Subjob] (現在のサブジョブの無効化)。

7.1.3. リンクされているすべてのサブジョブの有効化また
は無効化
リンクされているすべてのサブジョブを有効化または無効化するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 開始コンポーネントを右クリックします。

2. 実⾏するアクションに対応するオプションを選択します。

• 有効にする場合、[Activate all linked Subjobs] (リンクされているすべてのサブジョブの有
効化)。

• 無効にする場合、[Deactivate all linked Subjobs] (リンクされているすべてのサブジョブの
無効化)。

7.1.4. ルートの有効化または無効化
ルートを有効化または無効化するには、次の⼿順を実⾏します。

1. Mediation (メディエーション) パースペクティブを開きます。

2. ルートを構成する任意のコンポーネントを右クリックします。

3. 実⾏するアクションに対応するオプションを選択します。

• 有効にする場合、[Activate whole Route flow] (ルートフロー全体の有効化)。

• 無効にする場合、[Deactivate whole Route flow] (ルートフロー全体の無効化)。

7.2. アイテムのインポート/エクスポートおよ
びルートおよびジョブのビルド
Talend Studio を使⽤すると、ジョブ、ルート、あるいはジョブ、ルート、サービス内のアイテム
を、さまざまなプロジェクトまたはさまざまなStudioのバージョンからインポートしたり、または逆
にエクスポートすることができます。これによりジョブ、ルートをビルドし、作成されたものを任意
のサーバー上のStudioにデプロイして実⾏することもできます。
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7.2.1. アイテムのインポート⽅法
アイテムは、Talend Studioの以前のバージョンまたは現在のバージョンの異なるプロジェクトからイ
ンポートできます。

インポートできるアイテムは複数あります。

• ビジネスモデル

• ジョブデザイン

• ルート

• サービス

• ルーチン

• ドキュメンテーション

• メタデータ

アイテムをインポートするには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューにおいて[Job Designs]
(ジョブデザイン)、[Routes] (ルート)、[Services] (サービス)、または[Business Models] (ビジネス
モデル)のようなアイテムを右クリックして、コンテキストメニューから[Import Items] (アイテム

のインポート)を選択するか、またはツールバー上の  アイコンをクリックして、[Import items]
(アイテムのインポート)ダイアログボックスを開き、インポートオプションを選択します。

ローカルディレクトリに格納されているアイテムをインポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Import items] (アイテムのインポート)ダイアログボックスで、[Select root directory] (ルー
トディレクトリを選択)オプションをクリックします。
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2. [Browse] (参照)をクリックして、ワークスペースディレクトリ内の適切なプロジェクトフォル
ダーまで移動します。これは選択したプロジェクト名に対応している必要があります。

3. [Job Designs] (ジョブデザイン)のような特定のアイテムだけをインポートする場合、そのプロ
ジェクト⽤のすべてのジョブデザインが格納されているプロセスのような特定のフォルダーを
選択できます。[Business Models] (ビジネスモデル)だけをインポートする場合、特定のフォル
ダーである[BusinessProcess] (ビジネスプロセス)を選択して[OK]をクリックします。

しかし、プロジェクトで(ビジネスモデル、ジョブデザイン、ルート、サービス、メタデータ、
ルーチンのような)さまざまなタイプのアイテムを集める場合には、すべてのアイテムを1回で
インポートできるプロジェクトフォルダーを選択して、[OK] をクリックすることをお勧めしま
す。

4. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックス
を選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

5. インポート可能なすべての有効なアイテムを表⽰する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

(ソースファイルおよびスクリプトを含む)アーカイブファイルからアイテムをインポートするには、
次の⼿順を実⾏します。

1. [Import items] (アイテムのインポート)ダイアログボックスにおいて、[Select archive file]
(アーカイブファイルの選択)オプションをクリックします。

2. ⽬的のアーカイブファイルまで移動し、[Open] (開く)をクリックします。
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3. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックス
を選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

4. インポート可能なすべての有効なアイテムを表⽰する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

5. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

Talend Exchangeからアイテムをインポートするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Import items] (アイテムのインポート)ダイアログボックスにおいて、[Select archive file]
(アーカイブファイルの選択)オプションをクリックします。次に[BrowseTalendExchange]を
クリックして、[Select an item from Talend Exchange] (Talend Exchangeからアイテムを選
択)ダイアログボックスを開きます。

2. [Category] (カテゴリ)リストから⽬的のカテゴリを選択し、[TOS_VERSION_FILTER]リストか
ら⽬的のバージョンを選択します。

進⾏状況バーが表⽰され、エクステンションをダウンロード中であることを⽰します。最後に、
選択したカテゴリおよびバージョンに対するエクステンションがダイアログボックスに表⽰され
ます。

3. インポートするエクステンションをリストから選択します。

[Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。



ジョブのビルド⽅法

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 229

4. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックス
を選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

5. インポート可能なすべての有効なアイテムを表⽰する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

同じアイテムに複数のバージョンがある場合には、既に同⼀のアイテムが存在しない限り、これらはすべて実
⾏中のプロジェクトにインポートされます。

7.2.2. ジョブのビルド⽅法
[Build Job] (ジョブのビルド)機能を使⽤すると、Talend Studioとは独⽴に任意のサーバー上で、
ジョブをデプロイおよび実⾏できます。

ジョブをビルドする機能は、.batおよび.shだけでなく、コンテキストパラメーターファイルまたはそ
の他の関連ファイルを含めて、ジョブの実⾏に必要なすべてのファイルをアーカイブに追加します。

デフォルトでは、ジョブをビルドする際に、すべての必要なjarは.batまたは.shコマンドに含まれ
ています。多数のjarが関連する複雑なジョブの場合、オペレーティングシステムによってはバッ
チコマンドの⽂字数がコマンド⻑の制限を超える可能性があります。この制限によってバッチコマ
ンドの実⾏が失敗することを回避するため、ジョブをビルドする前に、[Window] (ウィンドウ) >
[Preferences] (環境設定)に移動して[Talend] > [Import/Export] (インポート/エクスポート)を選
択し、[Add classpath jar in exported jobs] (エクスポートジョブにクラスパスjarを追加)チェック
ボックスを選択して、ビルドされたジョブに追加されるclasspath.jarでjarを包みます。

ジョブをビルドするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ) ツリービューでビルドしたいジョブを右クリックし、[Build Job]
(ジョブのビルド)を選択して[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスを開きます。

[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスで および のボタンをそれぞれクリックし
て、Talend Studioで作成したすべてのジョブのツリービューの表⽰/⾮表⽰を直接切り替えることが
できます。Studioツリービューで以前に選択したジョブは、選択したチェックボックス付きで表⽰さ
れます。これにより、エクスポート対象の選択アイテムを修正する際に、ダイアログボックスを閉じ
てTalend Studioの[Repository] (ツリービュー)に戻って修正せず、直接ダイアログボックスから操作で
きます。
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2. [To archive file] (ファイルのアーカイブ先)フィールドで、ビルドしたジョブを保存するディレ
クトリまで移動します。

3. 複数バージョンのジョブが作成されている場合、ビルドするジョブのバージョン番号を[Select
the Job version] (ジョブバージョンの選択)エリアから選択します。

4. [Standalone Job] (スタンドアロンジョブ)、[Axis Webservice (WAR)]、[Axis Webservice
(Zip)]、および[OSGI Bundle For ESB] (ESB⽤OSGIバンドル) のリストから [Build Type] (ビル
ドタイプ) を選択します。

5. ターゲットディレクトリ内でアーカイブファイルを⾃動的に抽出する場合は、[Extract the zip
file] (zipファイルの抽出)チェックボックスを選択します。

6. [Options] (オプション)エリアで、アーカイブファイルに追加するファイルタイプを選択しま
す。ジョブの実⾏に必要なファイルタイプに対応するチェックボックスは、デフォルトで選択さ
れています。ビルドするものに合わせて、これらのチェックボックスをクリアできます。

オプション 説明
Shell launcher (シェルラン
チャー)

このチェックボックスをオンにして、ビルドしたジョブの起動に必要
な.batや.shファイルをエクスポートします。

• [All] (すべて): .batおよび.shファイルをエクスポートします。

• [Unix]は、.shファイルをエクスポートします。

• [Windows]は、.batファイルをエクスポートします。
Context scripts (コンテキ
ストスクリプト)

このチェックボックスを選択すると、対応するリストで選択したものだけでな
く、"すべての"コンテキストパラメーターをエクスポートします。

1つのコンテキストのみをエクスポートするには、適切なコンテキスト
パラメーターを保持している.batまたは.shファイルを含めて、[Context
scripts] (コンテキストスクリプト)からニーズに合ったコンテキストを選
択します。その後、必要に応じて.batおよびshファイルを編集して、コ
ンテキストタイプを⼿動で修正できます。

Apply to children (⼦に適
⽤)

リストから選択したコンテキストをすべての⼦ジョブに適⽤する場合に、この
チェックボックスを選択します。
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オプション 説明
Java sources (Javaソース) このチェックボックスをオンにして、ジョブデザイン時にジョブが⽣成したJava

クラスを含む.javaファイルをエクスポートします。
Items (アイテム) / Source
files (ソースファイル)

このチェックボックスを選択して、.itemおよび.propertiesファイル、Javaおよ
びTalendソースなど、ジョブの実⾏中にジョブが使⽤するソースをエクスポート
します。

[Items] (アイテム)または[Source files] (ソースファイル)のチェッ
クボックスを選択すると、他のマシンにインストールされたTalend
Studio内でビルドされたジョブを再利⽤できます。これらのソースファ
イルは、Talend Studio内でのみ使⽤されます。

7. 必要に応じて、[Override parameters' values] (パラメーターの値の上書き)ボタンをクリック
します。

開いたウィンドウで、コンテキストパラメーターおよびリスト内で選択したジョブコンテキスト
と値を更新、追加、または削除できます。

8. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ビルド操作を完了してダイアログボックスを閉じ
ます。

定義された場所にジョブ⽤のzipファイルが作成されます。

ビルドするジョブがユーザールーチンを呼び出し、そのルーチンがユーザールーチンと同じ名前のパブリック
クラスと並⾏して、1つ以上の追加Javaクラス群を含んでいる場合には、この追加クラスまたはクラス群はエ
クスポートされるファイルには含まれていません。このようなクラスをエクスポートするには、ルーチン名の
クラス内に内部クラスとして含めておく必要があります。ユーザールーチンの詳細は、「ユーザールーチンの
管理」を参照してください。クラスおよび内部クラスの詳細は、関連するJavaマニュアルを参照してくださ
い。

7.2.2.1. ジョブをスタンドアロンジョブとしてビルドする⽅法

POJO (Plain Old Java Object)をエクスポートするケースで、他のマシンにインストールされ
たTalend Studio内でジョブを再利⽤する場合には、[Items] (アイテム)チェックボックスを選択して
いることを確認してください。これらのソースファイル(.itemおよび.properties)は、Talend Studio内
でのみ必要とされます。

コンテキストを提⽰された際に、リストからコンテキストを1つ選択します。次に[Context scripts]
(コンテキストスクリプト)チェックボックスの下にある[Override parameters' values] (パラメー
ターの値の上書き)ボタンをクリックすると、開いたウィンドウには選択したコンテキストのすべて
のパラメーターがリストされます。このウィンドウで、選択したコンテキストをニーズとして設定で
きます。

リスト内で選択されたものに加えて、すべてのコンテキストパラメーターファイルがエクスポートさ
れます。

エクスポート後、コンテキストの選択情報は.batまたは.shファイルに、コンテキスト設定はコンテキスト
の.propertiesファイルにそれぞれ格納されます。

7.2.2.2. ジョブをWebサービスとしてビルドする⽅法

[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスで、選択ジョブをWebサービスアーカイブとして
ビルドするためにビルドタイプを変更できます。
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Webアプリケーションで使⽤するアーカイブタイプを選択します。

アーカイブタイプ 説明
WAR このオプションは読み取り専⽤です。実際に、⽣成されたWARアーカイブ

はWebアプリケーションから実⾏またはデプロイする際に必要なすべての
設定ファイルを含んでいます。

ZIP すべてのオプションが利⽤可能です。Webアプリケーションの構成ファイ
ルがすべて設定されている場合、適切なコンテキストパラメーターの設定
と、クラスのアーカイブへのエクスポートのみを実⾏できます。

アーカイブの作成後、WARまたはZIP(または解凍したZIPファイル)から取り出した適切なクラスを
Webアプリケーションサーバーの適切な場所に配置します。

ジョブをデプロイするために使⽤するURLは、通常、次のようになります:

http://localhost:8080/Webappname/services/JobName?method=runJob&args=null

ここでパラメーターの意味は次のようになります。

URLパラメーター 説明
http://localhost:8080/ Webアプリケーションに対応するホストおよびポートを⼊⼒しま

す。
/Webappname/ Webアプリケーションの実際の名前を⼊⼒します。
/services/ Webサービスを呼び出す標準的な⽤語として"services"と⼊⼒しま

す。
/JobName 実⾏するジョブの正確な名前を⼊⼒します。
?method=runJob&args=null ジョブを実⾏するメソッドはRunJobです。

Webアプリケーション呼び出しからの戻り値は、エラーが無い場合が0で、エラーがある場合は0以
外の値です。ジョブをWebサービスとして作成してビルドし、ビルドしたジョブをブラウザから呼び
出す実際の例については、「ジョブをWebサービスとしてビルドする例」を参照してください。

tBufferOutputコンポーネントは、このタイプのデプロイ⽤に特別に設計されました。このコンポー
ネントに関する詳細情報については、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を参照
してください。

7.2.2.3. ジョブをWebサービスとしてビルドする例

このシナリオでは、まず.txtファイルを作成し、そのファイルに現在の⽇付と名および姓を書き込む
単純なジョブを説明しています。次にこのジョブをWebサービスとしてビルドする⽅法を⽰します。
そして最後に、ビルドしたジョブをWebサービスとしてブラウザから呼び出します。Webサービスと
してビルドしたジョブは、オペレーティングシステムから与えられた"リターンコード"を返します。

ジョブを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. tFixedFlowInputおよびtFileOutputDelimitedコンポーネントを[Palette] (パレット)からデザ
インワークスペースにドロップします。。
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2. [Row] (⾏) > [Main] (メイン)リンクを使って、tFixedFlowInputをtFileOutputDelimitedに接
続します。

3. デザインワークスペースで[tFixedFlowInput]を選択し、[Component] (コンポーネント)タブ
をクリックしてtFixedFlowInputの基本設定を定義します。

4. [Schema] (スキーマ)を[Built-In] (組み込み)に設定し、[Edit Schema] (スキーマの編集)の横に
ある [...]ボタンをクリックして内部変数から作成するデータ構造を記述します。このシナリオで
は、スキーマは、[now] (現時点)、[firstname] (名)、および[lastname] (姓)の 3 つのカラムで構成
されます。

5. [+] ボタンをクリックして、3つのパラメーター⾏を追加して変数を定義します。次に[OK] をク
リックしてダイアログボックスを閉じ、システムからの確認に対して変更の伝播を受け⼊れま
す。

3つの定義されたカラムがtFixedFlowInputの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Values] (値)
テーブルに表⽰されます。

6. 3つの定義カラムのそれぞれの[Value] (値)セルでCtrl+Spaceを押してグローバル変数リス
トにアクセスし、[now] (現時点)、[firstname] (名)、および[lastname] (姓)の各カラムに対
して、それぞれTalendDate.getCurrentDate()]、[talendDatagenerator.getFirstName]、およ
び[talendDataGenerator.getLastName]を選択します。

7. [Number of rows] (⾏数)フィールドに⽣成する⾏数を⼊⼒します。
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8. デザインワークスペースで[tFileOutputDelimited]を選択
し、[tFileOutputDelimited]の[Component] (コンポーネント)タブをクリックして出⼒ファイ
ルまで移動し、そのパスを[File name] (ファイル名)フィールドに設定します。必要に応じて他
のプロパティを定義します。

F6を押してジョブを実⾏する場合は、設定した出⼒ファイルに現在の⽇付、名、姓字を含む3⾏が書
き込まれます。

ジョブをWebサービスとしてビルドするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで上記で作成したジョブを右クリックし、[Build Job]
(ジョブのビルド)を選択します。[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスが表⽰されま
す。
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2. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックして、ジョブをアーカイブするディレクトリを選択しま
す。

3. [Job Version] (ジョブバージョン)エリアで、Webサービスとしてビルドするジョブのバージョ
ンを選択します。

4. [Build type] (ビルドタイプ)エリアでWebアプリケーションで使⽤するビルドタイプ(この例で
はWAR)を選択し、[Finish] (終了)をクリックします。[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログ
ボックスが表⽰されなくなります。

5. WARフォルダーをコピーしてTomcatのWebアプリケーションディレクトリに貼り付けます。

ジョブをブラウザから呼び出すには、次の⼿順を実⾏します。

1. ブラウザに次のURLを⼊⼒します: http://localhost:8080//export_job/services/
export_job2?method=runJob。ここで"export_job"は、TomcatにデプロイされたWebアプリ
ケーションの名前で、"export_job2"はジョブの名前です。

2. [Enter] をクリックして、ブラウザからジョブを実⾏します。
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Webアプリケーションからのリターンコードは、エラーが無い場合が0で、エラーが発⽣した場
合は1です。

tBufferOutputコンポーネントを使⽤して、ジョブをWebサービスとして作成してビルドする実
際の例については、『Talend Open Studio Components Reference Guide』のtBufferOutputコ
ンポーネントを参照してください。

7.2.2.4. ESB⽤OSGIバンドルとしてジョブをビルドする⽅法

[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスで選択ジョブをOSGIバンドルとしてビルドし、
ジョブをTalend ESBコンテナ内にデプロイするためにビルドタイプを変更できます。
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1. 複数バージョンのジョブが作成されている場合、[Job Version] (ジョブバージョン)エリアでビ
ルドするジョブのバージョン番号を選択します。

2. [Build type] (ビルドタイプ)エリアで[OSGI Bundle For ESB] (ESB⽤OSGIバンドル)を選択し
て、ジョブをOSGIバンドルとしてビルドします。

ビルドの拡張⼦は、Talend ESBコンテナで予想されているように、⾃動的に.jarに変更されま
す。

3. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックしてジョブをビルドするフォルダーを指定します。

4. [Finish] (終了)をクリックしてジョブをビルドします。

7.2.3. ルートのビルド⽅法
Build Route (ルートのビルド)機能を使⽤すると、ルートをESBの実⾏時KARファイルへビルドして
Talend ESBコンテナ内にデプロイすることができます。

Build Route (ルートのビルド)機能は、.batおよび.shだけでなく、コンテキストパラメーターファイ
ルまたはその他の関連ファイルも含めて、ルートの実⾏に必要なすべてのファイルをアーカイブに追
加します。

ルートをビルドするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ) ツリービューでビルドするルートを右クリックし、[Build Route]
(ルートのビルド)を選択して[Build Route] (ルートのビルド)ダイアログボックスを開きます。
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[Build Route] (ルートのビルド)ダイアログボックスで および のボタンをそれぞれクリックするこ
とにより、Talend Studioで作成したすべてのジョブのツリービューの表⽰/⾮表⽰を直接切り替えること
ができます。これにより、エクスポート対象の選択アイテムを修正する際に、ダイアログボックスを閉
じてTalend Studioの[Repository] (ツリービュー)に戻って修正せず、直接ダイアログボックスから操作
できます。

2. [To archive file] (ファイルのアーカイブ先)フィールドで、ビルドしたルートを保存するディレ
クトリまで移動します。

3. 複数バージョンのルートが作成されている場合、[Route Version] (ルートバージョン)エリアで
ビルドするルートのバージョン番号を選択します。

4. [Build Type] (ビルドタイプ)エリアでは、[ESB Runtime Kar file] (ESBの実⾏時KARファイル)
がデフォルトで選択されています。

5. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、エクスポート操作を完了してダイアログボックス
を閉じます。

定義された場所にルート⽤の.karファイルが作成されます。

7.2.4. ルートマニフェストの編集⽅法
ルートデザイナーを使⽤すると、ルートのOSGIの依存関係を管理することができます。そのために
は、次の⼿順を実⾏します。

1. エクスポートするルートを右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Route Manifest] (ルー
トマニフェストの編集)を選択します。
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マニフェストエディターがデザインワークスペース内に開かれます。
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2. [Import Packages] (パッケージをインポート)エリアには、組み込みパッケージが灰⾊の⽂字で
表⽰されています。新しいパッケージを追加するには、[Add] (追加)をクリックします。

3. [Add Import-Package] (インポートパッケージの追加)ウィザードで次の表に基づいてプロ
パティを⼊⼒し、[OK]をクリックします。⼿動で追加されたパッケージは黒い⽂字で表⽰さ
れます。パッケージの追加後に[Edit] (編集)ボタンをクリックしてプロパティを編集すること
も、[Remove] (削除)ボタンをクリックしてパッケージを削除することもできます。

フィールド 説明
Name (名前) インポートパッケージの名前を⼊⼒します。
Properties (プロパティ) /
Optional (オプション)

このチェックボックスを選択すると、パッケージが存在している場合に限り、
パッケージを解決します。

Version to match (マッチす
るバージョン) / MinVersion
(最⼩バージョン)

インポートパッケージにマッチするパッケージのバージョン範囲の最⼩値を指定
します。この属性が指定されない場合、デフォルト値は0.0.0です。[Inclusive]
(包含)または[Exclusive] (除外)のどちらかを選択して、指定されたバージョンを
包含するか除外します。これはパッケージのラベルに⽰されます。(と)は除外を
⽰し、[と]は包含を⽰します。(xxx)は単⼀バージョンを⽰します。

Version to match (マッチす
るバージョン) / MaxVersion
(最⼤バージョン)

インポートパッケージにマッチするパッケージのバージョン範囲の最⼤値を指定
します。この属性が指定されない場合、デフォルト値は∞です。[Inclusive] (包
含)または[Exclusive] (除外)のどちらかを選択して、指定されたバージョンを包
含するか除外します。これはパッケージのラベルに⽰されます。(と)は除外を⽰
し、[と]は包含を⽰します。(xxx)は単⼀バージョンを⽰します。

4. [Export Packages] (パッケージをエクスポート)エリアには、組み込みパッケージが灰⾊の⽂字
で表⽰されています。新しいパッケージを追加するには、[Add] (追加)をクリックします。
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5. [Add Export-Package] (エクスポートパッケージの追加)ウィザードで、次の表に基づいてプ
ロパティを⼊⼒して、[OK]をクリックします。⼿動で追加されたパッケージは黒い⽂字で表⽰
されます。パッケージの追加後に[Edit] (編集)ボタンをクリックしてプロパティを編集すること
も、[Remove] (削除)ボタンをクリックしてパッケージを削除することもできます。

フィールド 説明
Name (名前) エクスポートパッケージの名前を⼊⼒します。
Version exported (エクス
ポートバージョン) / Version
(バージョン)

パッケージのバージョンを指定します。major.mid.min.qualifiername形
式がサポートされています。qualifiernameを使⽤するか否かを選ぶことが
できます。3桁よりも低いバージョン番号を⼊⼒した場合には、デフォルト
のmajor.mid.minフォーマットが使⽤されます。たとえば、1を⼊⼒した場合に
は、バージョンは1.0.0と表⽰されます。

6. バンドル内のクラスの検索パスは[Bundle-Classpath] (バンドルのクラスパス)エリアに表⽰さ
れます。[Select All] (すべて選択)または[Deselect All] (すべて選択解除)ボタンをクリックし
て、OSGIバンドルに包含するかOSGIバンドルから除外します。

7. [Require Bundles] (必須バンドル)エリアには、組み込みパッケージが灰⾊の⽂字で表⽰されて
います。新しいバンドルを追加するには、[Add] (追加)をクリックします。
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8. [Add Require-Bundle] (必須バンドルの追加)ウィザードで次の表に基づいてプロパティを⼊⼒
し、[OK]をクリックします。⼿動で追加されたバンドルは黒い⽂字で表⽰されます。バンドル
の追加後に[Edit] (編集)ボタンをクリックしてプロパティを編集することも、[Remove] (削除)
ボタンをクリックしてバンドルを削除することもできます。

フィールド 説明
Name (名前) 必須バンドルの名前を⼊⼒します。
Properties (プロパティ) /
Optional (オプション)

このチェックボックスを選択すると、バンドルが存在している場合に限り、バン
ドルを解決します。

Version to match (マッチす
るバージョン) / MinVersion
(最⼩バージョン)

バンドルのバージョン範囲の最⼩値を指定します。この属性が指定されない場
合、デフォルト値は0.0.0です。[Inclusive] (包含)または[Exclusive] (除外)の
どちらかを選択して、指定されたバージョンを包含するか除外します。これは
パッケージのラベルに⽰されます。(と)は除外を⽰し、[と]は包含を⽰しま
す。(xxx)は単⼀バージョンを⽰します。

Version to match (マッチす
るバージョン) / MaxVersion
(最⼤バージョン)

バンドルのバージョン範囲の最⼤値を指定します。この属性が指定されない場
合、デフォルト値は∞です。[Inclusive] (包含)または[Exclusive] (除外)のどちら
かを選択して、指定されたバージョンを包含するか除外します。これはパッケー
ジのラベルに⽰されます。(と)は除外を⽰し、[と]は包含を⽰します。(xxx)は
単⼀バージョンを⽰します。

ルートマニフェストエディターでは、次のこともできます。

• [Search] (検索)フィールドに検索⽂字列を⼊⼒することによりパッケージ、バンドル、またはクラ

スパスをフィルターし、 ボタンをクリックすると検索⽂字列を削除します。

• [Hide Built-In Items] (組み込みアイテムの⾮表⽰)チェックボックスを選択して、組み込みアイテ
ムを⾮表⽰にします。

• ボタンをクリックして、ルートの最新コンテンツに従ってすべての依存関係を更新します。

• ⼿動で追加したインポートパッケージまたは必須バンドルが複数ある場合、[Up] (上へ)また
は[Down] (下へ)ボタンをクリックして、インポートパッケージまたは必須バンドルをリスト内で
上へまたは下へ移動します。

7.2.5. アイテムをエクスポートする⽅法
複数のアイテムをリポジトリからディレクトリまたはアーカイブファイルにエクスポートできま
す。このため、DB接続またはドキュメンテーションのようなメタデータ情報を、たとえばジョブま
たはビジネスモデル、あるいはルートおよびサービスまで⼀緒にエクスポートすることができます。

そのためには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、エクスポートするアイテムを選択します。

2. 同時に複数のアイテムを選択するには、Ctrlキーを押して適切なアイテムを選択します。
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データベーステーブルのメタデータエントリをエクスポートする場合、関連するテーブルのみではな
く、DB接続全体を選択します。そうしないと、エクスポートプロセスが正常に完了しません。

3. Ctrlキーを押しながら右クリックし、ポップアップメニュー上の[Export items] (アイテムのエ
クスポート)を選択します。
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必要に応じて、ツリー上のアイテムを追加選択してエクスポートすることができます。

4. [Browse] (参照)をクリックして、エクスポートアイテムを保存する場所まで移動します。また
は、選択した全アイテムのファイルを圧縮するアーカイブファイルを定義します。

同じアイテムに複数のバージョンがある場合には、これらはすべてエクスポートされます。

エクスポートするジョブと⼀緒にルーチンの依存関係も設定してエクスポートする場合は、[Export
Dependencies] (依存関係のエクスポート)チェックボックスを選択します。デフォルトでは、すべての
ユーザールーチンが選択されています。ルーチンの詳細は、「ルーチンとは」を参照してください。

5. [Finish] (終了)をクリックしてダイアログボックスを閉じ、アイテムをエクスポートします。

7.2.6. ジョブおよびルートのコンテキストパラメーターの
変更⽅法
「ジョブのビルド方法」で説明したように、コンテキストパラメーターを編集できます。

コンテキスト選択を変更する場合は、.bat/.shファイルを編集し、--context=Prodの設定を適切なコ
ンテキストに変更します。

コンテキスト選択の個々のパラメーターを変更する場合は、.bat/.shファイルを編集し、必要に応じ
て以下の設定を追加します。

操作 設定
key1パラメーターのvalue1の変更 --context_param key1=value1
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操作 設定
key1パラメーターのvalue1およびkey2パラ
メーターのvalue2の変更

--context_param key1=value1 --context_param key2=value2

ファイルパスのように空⽩⽂字を含む値の
変更

--context_param key1="path to file"

7.3. リポジトリアイテムの管理
Talend Studioを使⽤するとリポジトリに⼀元化されているアイテムを編集でき、これらのアイテムを
使⽤するジョブもそれに応じて更新できます。

7.3.1. リポジトリアイテムの更新を処理する⽅法
たとえば、[Repository] (リポジトリ)ツリービューに⼀元化されているメタデータ、コンテキストパ
ラメーターは、データベース接続またはコンテキストグループ詳細を更新するためにいつでも更新で
きます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューのエントリのパラメーターのどれかを変更すると、このリポ
ジトリを使⽤するすべてのジョブはこの変更の影響を受けます。システムがこのリポジトリエントリ
を使⽤するすべてのジョブに変更を伝播するように促すのはこのためです。

以下のセクションではリポジトリエントリのパラメーターの変更⽅法を説明し、該当エントリを使⽤
するジョブのすべてまたは⼀部にこの変更を伝播させる⽅法について説明します。

7.3.1.1. リポジトリアイテムを変更する⽅法

リポジトリアイテムのパラメーターを更新するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)、[Contexts] (コンテキス
ト)ノードを展開して、更新する必要があるエントリまで移動します。

2. このエントリを右クリックして、コンテキストメニューで対応する編集オプションを選択しま
す。

ウィザードが個々に表⽰されて、エントリパラメーターの各定義ステップを編集できます。

エントリパラメーターを更新すると、数多くのジョブまたはこのエントリを使⽤するすべての
ジョブに変更を伝播する必要があります。

ウィザードの[Finish] (終了)ボタンをクリックすると、更新/変更プロセスの最後にプロンプト
メッセージが⾃動的に表⽰されます。
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3. [Yes] (はい)をクリックしてメッセージを閉じ、これらの変更の影響を受けるすべてのジョブに
対して変更を実装します。すべての変更を伝播する最初の⽅法について詳しくは、「影響を受け
るジョブを自動的に更新する方法」を参照してください。

変更を伝播せずにメッセージを閉じる場合は、[No] (いいえ)をクリックします。これにより、影
響を受けるジョブへの変更は基本的に1個ずつ⼿動で伝播するることができます。変更を伝播す
る別の⽅法の詳細は、「影響を受けるジョブを手動で更新する方法」を参照してください。

7.3.1.2. 影響を受けるジョブを⾃動的に更新する⽅法
[Repository] (リポジトリ)ツリービューに既に⼀元化されていて異なるジョブで使⽤されている任意
のアイテムのパラメーターを更新すると、その変更をこれらのパラメーターを使⽤しているすべての
ジョブに対して伝播するよう促すメッセージが表⽰されます。

影響を受けるジョブを更新するには次の⼿順を実⾏します。

1. [Modification] (変更)ダイアログボックスで[Yes] (はい)をクリックすると、システムは今⾏わ
れたばかりの変更によって影響を受けるジョブがないかどうか、[Repository] (リポジトリ)ツ
リービューをスキャンします。これは1回のクリックで(開いているかどうかには関係なく)すべ
てのジョブに更新を⾃動的に伝播することを⽬指しています。

[Update Detection] (更新検出)ダイアログボックスが表⽰され、変更されたパラメーターの影
響を受けるすべてのジョブがリストされます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューに⼀元管理されているアイテムを右クリックすることで、いつ
でも[Update Detection] (更新検出)ダイアログボックスを開くことができ、コンテキストメニューか
ら[Manage Dependencies] (依存関係の管理)を選択できます。詳細は、「影響を受けるジョブを手動で
更新する方法」を参照してください。

2. 必要に応じて、更新しないジョブに対応するチェックボックスをオフにします。これらのジョブ
は、[Detect Dependencies] (依存関係の検出)メニューを使⽤して、後からいつでも更新できま
す。詳細は、「影響を受けるジョブを手動で更新する方法」を参照してください。

3. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、選択したすべてのジョブを更新します。
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7.3.1.3. 影響を受けるジョブを⼿動で更新する⽅法

このエントリを使って、ツリービューに⼀元管理されているアイテムのパラメーターへの変更をジョ
ブに伝播させる前に、変更によって影響を受けるすべてのジョブを表⽰したい場合があります。これ
を⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、どのジョブが使っているのかをチェックしたいエン
トリを含むノードを展開します。

2. このエントリを右クリックして、[Detect Dependencies] (依存関係の検出)を選択します。

進捗状況バーは変更されたメタデータまたはコンテキストパラメーターを使⽤するすべてのジョ
ブをチェックするプロセスの状況を⽰します。その後ダイアログボックスが表⽰され、変更され
たアイテムを使⽤するすべてのジョブの⼀覧を⽰します。

3. 変更されたメタデータまたはコンテキストパラメーターと共に更新するジョブに対応するチェッ
クボックスをオンにし、更新しないジョブに対応するチェックボックスをオフにします。

4. [OK]をクリックして確定し、ダイアログボックスを閉じます。

更新しない選択をしたジョブについては、リポジトリへのリンクを維持できないため、[Built-in] (組み込み)
に戻ります。このようにして、ジョブの設定は変更前の状態を保持します。

7.4. リポジトリ内でのジョブ検索
Talend Studioの現在のIntegration (統合)パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリー
ビュー内で特定のジョブを開きたいが、何らかの理由で⾒つからない場合、クイックアクセスツール
バー上で をクリックしてください。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューでジョブを探すには、次の⼿順を実⾏します。
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1. Talend Studioのツールバー上で をクリックして、[Find a Job] (ジョブを検索)ダイアログ
ボックスを開きます。このダイアログボックスに現在のStudioで作成したすべてのジョブが⾃動
的にリストされます。

2. 上部のフィールドにジョブ名またはジョブ名の⼀部を⼊⼒します。

このフィールドにテキストを⼊⼒し始めると、ジョブリストは⾃動的に更新されていき、⼊⼒し
た⽂字にマッチするジョブ名のみが表⽰されます。
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3. リストから希望のジョブを選択して[Link Repository] (リポジトリにリンク)をクリックする
と、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー内の選択したジョブのところまで⾃動的に移動しま
す。

4. 必要に応じて、[Cancel] (キャンセル)をクリックしてダイアログボックスを閉じ、[Repository]
(リポジトリ)ツリービュー内で選択したジョブを右クリックしてコンテキストメニューから利⽤
できる任意の操作を実⾏します。

それ以外の場合、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、デザインワークスペースで
選択したジョブを開きます。

7.5. ジョブおよびルートのバージョン管理
Talend Studioにジョブまたはルートを作成すると、デフォルトでバージョンは0.1になります。ここ
で、0はメジャーバージョンで、1はマイナーバージョンです。

同じジョブまたはルートに好きなだけの数のバージョンを作成できます。次の⼿順で⾏います。

1. デザインワークスペースでジョブまたはルートを開いている場合は、閉じます。閉じないと、
ジョブとルートのプロパティが読み取り専⽤になり、変更できません。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ジョブまたはルートを右クリックして、ドロップ
ダウンリストから[Edit properties] (プロパティの編集)を選択して、[Edit properties] (プロパ
ティの編集)ダイアログボックスを開きます。

3. [Version] (バージョン)フィールドのとなりの、[M]ボタンをクリックしてメジャーバージョンの
値を⼤きくし、[m]ボタンをクリックしてマイナーバージョンの値を⼤きくします。

4. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定します。

デフォルトでは、ジョブまたはルートを開くと、最新バージョンが開きます。

ジョブまたはルートの以前のバージョンはすべて読み取り専⽤となり変更できません。

ジョブまたはルートのバージョンを変更するには、次のようにすることもできます。

1. デザインワークスペースでジョブまたはルートを開いている場合は、閉じます。閉じないと、
ジョブとルートのプロパティが読み取り専⽤になり、変更できません。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ジョブまたはルートを右クリックして、ドロップダ
ウンリストから[Open another version] (別のバージョンを開く)を選択します。

3. ダイアログボックスで[Create new version and open it] (新しいバージョンを作成してオー
プン)チェックボックスをオンにして、[M]ボタンをクリックしてメジャーバージョンを上
げ、[m]ボタンをクリックしてマイナーバージョンを上げます。

4. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ジョブまたはルートのこの新しいバージョンを開
きます。

また、[File] (ファイル) > [Save As...] (名前を付けて保存...)をクリックし、[Save As] (名前を付け
て保存)ダイアログボックスで新しいバージョンを設定することで、現在アクティブなジョブまたは
ルートを保存する際にバージョンを上げることもできます。

ジョブまたはルートに新しい名前を付けると、現在のジョブまたはルートは上書きされません。ただし、ジョ
ブまたはルートを現在のジョブまたはルートと同じバージョンで新しいものが保存されるか、バージョンを指
定した場合には新しいバージョンで保存されます。
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ジョブおよびルートの異なるバージョンのリストにアクセスして、特定の操作を⾏うことができま
す。次の⼿順で⾏います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、バージョンを調べるジョブまたはルートを選択しま
す。

2. 設定タブのパネルで、[Job] (ジョブ)タブをクリックしてから[Version] (バージョン)をクリック
して、選択したジョブまたはルートのバージョンリストを表⽰します。

3. ジョブまたはルートで調べるバージョンを右クリックします。

4. 次のいずれかを⾏います。

選択内容 ⽬的の動作
[Edit Job/Route] (ジョブ/ルート
の編集)

ジョブまたはルートの最新バージョンを開きます。

このオプションは、ジョブまたはルートの最新バージョンを選択す
る時にのみ利⽤可能です。

[Read Job/Route] (ジョブ/ルー
トの読み取り)

ジョブを読み取り専⽤モードで調べます。

[Open Job Hierarchy] (ジョブ階
層を開く)

ジョブの階層を調べます。

このオプションは統合ジョブの場合にのみ利⽤可能で、ルートの場
合には利⽤可能ではありません。

[Edit properties] (プロパティの
編集)

ジョブまたはルートのプロパティを編集します。

メモ:読み取り専⽤モードになるため、ジョブまたはルートはデザインワー
クスペースで開かないようにします。

このオプションは、ジョブまたはルートの最新バージョンを選択す
る時にのみ利⽤可能です。

[Run Job/Route] (ジョブ/ルート
の実⾏)

ジョブまたはルートを実⾏します。

[Generate Doc As HTML] (ドキュ
メントをHTMLで⽣成)

ジョブまたはルートに関する詳細なドキュメンテーションを⽣成します。

このオプションは統合ジョブの場合にのみ利⽤可能で、ルートの場
合には利⽤可能ではありません。

複数のジョブ、ルートやメタデータのバージョンも同時に管理できます。また同様に[Project
Settings] (プロジェクト設定) からジョブおよびジョブの依存関係や⼦ジョブも管理できます。詳細
は、「バージョン管理」を参照してください。

7.6. ジョブのドキュメンテーション
Talend StudioのIntegration (統合) パースペクティブを使うと、プロジェクト、ジョブ、またはジョ
ブレットの⼀般情報に関するドキュメンテーションを⽣成できます。ドキュメンテーションの⽣成は
⾃動化でき、⽣成されたドキュメンテーションを編集することも可能です。

7.6.1. HTMLドキュメンテーションの⽣成⽅法
Talend StudioのIntegration (統合) パースペクティブを使うと、Studioの[Repository] (リポジトリ)
ツリービューで選択するジョブの詳細なHTMLドキュメンテーションを⽣成できます。この⾃動⽣成
では、以下のものが提供されます。
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• 選択したジョブが作成されたプロジェクトのプロパティ、

• 選択したジョブのプロパティと設定、そして各ジョブのプレビューピクチャ、

• 選択したジョブおよび各コンポーネントパラメーターで使⽤されているすべてのコンポーネントの
リスト。

ジョブに関するHTMLドキュメンテーションを⽣成するには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job] (ジョブ)エントリを右クリックするか、または
いくつかの[Job Designs] (ジョブデザイン)を選択して、複数のドキュメンテーションを作りま
す。

2. [Generate Doc As HTML] (ドキュメントをHTMLで⽣成)をコンテキストメニューで選択しま
す。

3. ⽣成されたドキュメンテーションの圧縮ファイルを保存する場所を参照します。

4. 同じフィールドに、すべての⽣成ドキュメンテーションをまとめて圧縮するファイルの名前を⼊
⼒します。

5. [Finish] (終了)をクリックして⽣成を確定します。

圧縮ファイルは定義されたパスに⽣成されます。このファイルにはHTML出⼒ファイルに加えてすべ
ての必要なファイルが含まれます。HTMLファイルは任意のブラウザーで開くことができます。

7.6.2. ドキュメンテーションをただちに更新する⽅法
ドキュメンテーションをただちに更新するために⼿動更新を選択できます。

1つのドキュメントを更新するには、により⽣成されたドキュメンテーションエントリを右クリック
して[Update documentation] (ドキュメントの更新)を選択します。
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7.7. ジョブの実⾏処理

7.7.1. SpagoBIサーバー上にジョブをデプロイする⽅法
Talend Studioインターフェイスを使うと、SpagoBI管理者で実⾏するジョブをSpagoBIサーバー上に
簡単にデプロイできます。

7.7.1.1. SpagoBIサーバーエントリの作成⽅法

前もってTalend Studioで1台以上のSpagoBIサーバーの詳細をセットアップしておく必要がありま
す。

1. メニューバーで[Window] > [Preferences] (環境設定)をクリックして[Preferences] (環境設定)
ダイアログボックスを開きます。

2. Talend > [Import/Export] (インポート/エクスポート)ノードを順に展開して、[SpagoBI
Server] (SpagoBIサーバー)を選択し、適切なビューを表⽰します。

3. デプロイ操作を有効にするには、[Enable/Disable Deploy on SpagoBI] (SpagoBIのデプロイを
有効化/無効化)チェックボックスをオンにします。

4. [New] (新規)をクリックして、[Create new SpagoBi server] (SpagoBiサーバーを新規作成)ダ
イアログボックスを開き、リストに新しいサーバーを追加します。



SpagoBIサーバー上にジョブをデプロイする⽅法

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 253

5. 以下のように、SpagoBIサーバーの詳細を⼊⼒します。

フィールド 説明
[Engine Name] (エンジン
名)

Talend Studioで使⽤される内部エンジン名。この名前は⽣成されたコードでは使⽤さ
れません。

簡単な説明 記録するサーバーエントリの⾃由形式の説明⽂。
[Host] (ホスト) SpagoBIサーバーが実⾏されているマシンのIPアドレスまたはホスト名。
[Login] (ログイン) SpagoBIサーバーへのログインに必要なユーザー名。
[Password] (パスワード) SpagoBIサーバーのログイン認証のためのパスワード。

6. [OK]をクリックして新規サーバーエントリの詳細を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

新規作成されたエントリが利⽤可能なサーバーのテーブルに追加されます。SpagoBIエントリは
必要に応じていくつでも追加できます。

7. [Apply] (適⽤)をクリックしてから[OK]をクリックして、[Preferences] (環境設定)ダイアログ
ボックスを閉じます。

7.7.1.2. SpagoBIサーバーエントリの編集または削除⽅法

まず、テーブル内の適切なエントリを選択し、テーブルのとなりの[Remove] (削除)ボタンをクリッ
クして古いエントリを削除します。

次に、更新された詳細を含む新規エントリを必要に応じて作成します。
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7.7.1.3. SpagoBIサーバー上に作成したジョブをデプロイする⽅法

次の⼿順で、ジョブをSpagoBIサーバーにデプロイします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Job Designs] (ジョブデザイン)を展開し、ジョブ
を右クリックしてデプロイします。

2. ドロップダウンリストから[Deploy on SpagoBI] (SpagoBIにデプロイ)を選択します。

3. ジョブをエクスポートする場合、作成するジョブアーカイブの[Name] (名前)を選択して、[To
archive file] (圧縮ファイル)フィールドに⼊⼒します。

4. ドロップダウンリストから、適切な[SpagoBI server] (SpagoBIサーバー)を選択します。

5. [Label] (ラベル)、[Name] (名前)、および[Description] (説明)フィールドはジョブのメインプ
ロパティに由来しています。

6. リストから関連するコンテキストを選択します。

7. 設定操作を完了したら、[OK]をクリックします。

これでジョブは適切なSpagoBIサーバー上にデプロイされました。SpagoBI管理者を開いてジョブを
実⾏します。
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8.データフローのマッピング
変換やデータの再ルーティングを含む複数の⼊⼒および出⼒フローを処理するもっとも⼀般的な⽅法
は、専⽤のマッピングコンポーネントを使⽤することです。

この章では、他のマッピングコンポーネントを使⽤するために参照できる典型的な例を挙げて、
それらのマッピングコンポーネントを使⽤可能にした、その背後にある理論について説明します。
マッピングコンポーネントの詳細やシナリオ、使⽤例については、Talend Open Studio Components
Reference Guide』を参照してください。
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8.1. [Map editor] (マップエディター)インター
フェイス
マッピングコンポーネントは、他のTalend Open Studio Componentsよりも詳細な説明を必要と
する⾼度なコンポーネントです。[Map Editor] (マップエディター)は、便利なグラフィカルインター
フェイスを利⽤してデータフローをマッピング、変換、およびルーティングするで必要なすべてのパ
ラメーターを定義できる「オールインワン」ツールです。

ウィンドウアイコンを使うと、[Map Editor] (マップエディター)および[Map Editor] (マップエディ
ター)内のすべてのテーブルを最⼩化し復元することができます。

この図は[tMap]のインターフェイスを⽰しています。他のマッピングコンポーネントの外観とは
少し異なっています。たとえば、このインターフェイスの下部にある[Schema editor] (スキー
マエディター)および[Expression editor] (式エディター)タブに加えて、[tXMLMap]には[Tree
schema editor] (ツリースキーマエディター)と呼ばれる3番⽬のタブがあります。[tXMLMap]の詳
細は、「tXMLMap操作」を参照してください。

[Map Editor] (マップエディター)はいくつかのパネルから構成されています:

• [Input panel] (⼊⼒パネル)は、エディターの左上のパネルです。これはすべて(メインおよびルッ
クアップ)の⼊⼒側データフローをグラフィカルに表現したものです。このデータは⼊⼒テーブル
のさまざまなカラムに集められます。テーブルの名前は、デザインワークスペースのジョブデザイ
ンからのメインまたはルックアップ⾏を反映していることに注意してください。
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• [Variable panel] (変数パネル)は、[Map Editor] (マップエディター)の中央パネルです。これは変
数へのマッピングを通じて発⽣する冗⻑な情報を⼀元管理しており、変換を実⾏可能にするもので
す。

• [Search panel] (検索パネル)は[Variable panel] (変数パネル)の上にあります。これによ
り、[Find] (探索)フィールドに⼊⼒するテキストを含むカラムまたは式をエディター内で検索する
ことができます。

• [Output panel] (出⼒パネル)は、エディターの右上のパネルです。これにより、データおよび
フィールドを⼊⼒テーブルおよび変数から適切な出⼒⾏にマッピングできます。

• 下部にある両⽅のパネルは、⼊⼒および出⼒スキーマを説明するもです。[Schema editor] (ス
キーマエディター)タブでは、選択中の⼊⼒および出⼒テーブルのすべてのカラムのスキーマ
ビューをそれそれのパネルに⽰しています。

• [Expression editor] (式エディター)は、⼊⼒/出⼒データ、変数式、またはフィルタリング条件の
すべての式キーを編集するツールです。

[Map Editor] (マップエディター)の⼊⼒/出⼒テーブルの名前は、⼊⼒側および出⼒側フロー(⾏接続)
の名前を反映しています。

次のセクションでは、特定の性質を持つフローをマッピングできる異なるマッピングコンポーネント
を別々に⽰します。

Talend Studio with Big Dataを使⽤している場合には、ビッグデータフローをマッピングするコン
ポーネントが利⽤可能になります。これらのコンポーネントの詳細は、『Talend Open Studio for Big
Data 入門ガイド』の関連する章を参照してください。

8.2. tMap操作
tMapでは次の操作が可能です。

• データの多重化および逆多重化、

• あらゆるタイプのフィールドのデータ変換、

• フィールドの連結と交換、

• 制約を利⽤したフィールドのフィルタリング、

• データのリジェクト。

これらの変換やルーティング操作はすべてtMapによって実⾏されるため、このコンポーネントを
ジョブデザインの開始コンポーネントや終了コンポーネントにすることはできません。
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tMapでは受信接続を利⽤して、[Map Editor] (マップエディター)の⼊⼒スキーマにデータが事前⼊
⼒されます。そのため、[Map Editor] (マップエディター)で新しい⼊⼒スキーマを直接作成すること
はできません。その代わり、tMapコンポーネントの受信側の[Row] (⾏)接続を、必要に応じて実装
することで、必要な分の⼊⼒スキーマを作成します。

同様に、必要に応じて送信側の⾏接続を作成します。ただし、出⼒側については、便利なグラフィカ
ルエディターを使って[Map Editor] (マップエディター)にコンテンツを直接⼊⼒することができま
す。

[Main] (メイン)の受信側の⾏は1つに限定されることに注意してください。その他すべての受信⾏
は、ルックアップタイプとなります。関連項⽬: 「行接続」

ルックアップ⾏は、⼆次(または参照)データフローからの受信接続となります。参照データは、プラ
イマリフローと直接的または間接的に依存関係にある場合があります。この依存関係はGUIでのマッ
ピングや式キーを作成して定義します。

[Map Editor] (マップエディター)は、⼊⼒フローおよび出⼒フローを[Map Editor] (マップエディ
ター)内で定義できるように、ジョブ内で接続が実装される必要があります。tMapコンポーネント
の[Basic settings] (基本設定)ビューの[Preview] (プレビュー)エリアに[Map Editor] (マップエディ
ター)を表⽰するために、ジョブ内に実際のマッピングを作成する必要もあります。
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[Map Editor] (マップエディター)を新規ウィンドウで開くには、デザインワークスペースのtMapア
イコンをダブルクリックするか、またはtMapコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー
の[Map Editor] (マップエディター)のとなりの[...]ボタンをクリックします。

次のセクションでは、ジョブデザインの中でtMapコンポーネントを使⽤するために必要な情報につ
いて説明しています。

8.2.1. [Map Editor] (マップエディター)での⼊⼒フロー設
定
[Input] (⼊⼒)テーブルの順序は⾮常に重要です。最上位のテーブルは[Main} (メイン)フロー接続を
反映するため、tMapコンポーネントでは、このテーブルの読み取りおよび処理に⾼い優先度が付与
されます。

この優先度の理由により、[Main] (メイン)フローテーブルを上または下に移動することはできませ
ん。これにより結合が失われないようにしています。
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[Lookup] (ルックアップ)テーブルの順序は上向き⽮印および下向き⽮印を使⽤して変更できます
が、2つのルックアップテーブル間の結合が失われる可能性があることに注意してください。

関連項⽬: 「明示的結合の使用方法」
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8.2.1.1. ⼊⼒テーブルにスキーマを⼊⼒する⽅法

⼊⼒テーブルに⼊⼒するには、tMapコンポーネントに接続される⼊⼒コンポーネントのスキーマを
デザインワークスペース上で定義するか、または[Map Editor] (マップエディター)内で⼊⼒スキーマ
を⼊⼒する必要があります。

コンポーネントスキーマの設定⽅法の詳細は、「コンポーネントプロパティを定義する方法」を参照
してください。

[Map Editor] (マップエディター)内での⼊⼒スキーマの設定⽅法の詳細は、「[Map Editor] (マップエ
ディター)でのスキーマ設定」を参照してください。

メインテーブルとルックアップテーブルのコンテンツ

[Input] (⼊⼒)テーブルの順序は⾮常に重要です。

[Main Row] (メイン⾏)接続により[Main] (メイン)フローテーブルのコンテンツが決定されます。こ
の⼊⼒フローは、[Map Editor] (マップエディター)の⼊⼒パネルの最初のテーブルに反映されます。

ルックアップ接続のコンテンツは、[Main] (メイン)フローテーブルの下に表⽰される他のすべての
(⼆次または従属)テーブルに⼊⼒されます。⼊⼒コンポーネントのスキーマを定義していない場合、
⼊⼒テーブルは⼊⼒エリア内に表⽰されません。

この⼊⼒コンポーネントの定義済みスキーマからキーも取得されます。[Key] (キー)は適切な⼊⼒ス
キーマで定義したキーに対応しています。このキーは[Map Editor] (マップエディター)内で内部的に
使⽤され、違う⾊で表⽰されるハッシュキーとは区別する必要があります。

変数

グローバル変数またはコンテキスト変数を使⽤でき、あるいは[Variables] (変数)エリアで定義済み
の変数を再利⽤することもできます。Ctrl+スペースを押して、変数リストにアクセスします。この
リストにはグローバル変数、コンテキスト変数、およびマッピング変数が含まれています。

この変数リストは、コンテキストによって変化し、新しい変数が作成されるたびに拡⼤します。コン
テキストにおいて有効かつマッピング可能な変数のみがリストに表⽰されます。

[Variable] (変数)リストに連結されたメタデータヒントボックスでは、選択したカラムに関する情報
が提供されます。

関連項⽬: 「マッピング変数」
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8.2.1.2. 明⽰的結合の使⽤⽅法

実際に、結合を使うと、別のテーブルのデータに依存するテーブルのデータを選択できます。[Map
Editor] (マップエディター)コンテキストでは、[Main] (メイン)テーブルおよび[Lookup] (ルック
アップ)テーブルのデータを[expression keys] (式キー)上でバインドできます。この場合、テーブル
の順序が⼤きな意味を持つことになります。

テーブルのカラム名を従属テーブルにドロップすると、この2つのテーブル間にすばやく結合関係を
作成できます。このようにして、複数の⼊⼒からデータを取得し処理できます。

結合は紫⾊のリンクでグラフィカルに表⽰され、⼀致検索を⾼速化するハッシュキーとして使⽤され
るキーが⾃動的に作成されます。

メインテーブルとルックアップテーブルの間の直接的な結合を作成できます。また、別のルックアッ
プテーブルを経由してメインテーブルとルックアップテーブルをつなぐ間接的な結合も作成できま
す。この場合、[Lookup] (ルックアップ)テーブルの1つと[Main] (メイン)テーブルとを直接つなぐ結
合が必要になります。

従属テーブルから親テーブルに向かう結合は[Input] (⼊⼒)エリアで作成できません。

ドラッグアンドドロップで⼊⼒された[Expression key] (式キー)フィールドは⼊⼒スキーマで編集で
きますが、カラム名は[Schema Editor] (スキーマエディター)パネルからのみ変更可能です。

ドラッグしたデータは新しいエントリに挿⼊するか、または既存のエントリと置き換えるか、または
選択したすべてのデータを1つのセル内に連結することができます。
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ドラッグアンドドロップの各種タイプの詳細情報は、「出力設定のマッピング 」を参照してくださ
い。

⼊⼒テーブルの数が⾮常に多い場合は、[minimize/maximize] (最⼩化/最⼤化)アイコンを使⽤して[Input] (⼊
⼒)エリアのテーブルの⼤きさを縮⼩し、元に戻すことができます。テーブルを最⼩化しても2つのテーブル間
の結合関係の表⽰は残ります。

結合を作成すると、結合フィールド名にハッシュキーが⾃動的に割り当てられます。2つのテーブル
間の結合が削除されると、⼊⼒テーブルで表⽰される紫⾊の鍵のマークも削除されます。

関連項⽬:

• 「[Map Editor] (マップエディター)でのスキーマ設定」

• 「内部結合の使用方法」

明⽰的な結合に加え、絞り込んで完全⼀致にするか、または複数の⼀致を考慮するかを選択できま
す。最後のケースでは、最初の⼀致または最後の⼀致のみを考慮するか、すべての⼀致を考慮するか
を選ぶことができます。

明⽰的な結合に⼀致モデルを定義するには:
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1. 結合のリンク先となるテーブルの上部にある[tMap settings] (tMap設定)をクリックして、テー
ブルプロパティを表⽰します。

2. [Match Model] (⼀致モデル)に対応する[Value] (値)フィールドをクリックして表⽰される[...]ボ
タンをクリックして[Options] (オプション)ダイアログボックスを開きます。

3. [Options] (オプション)ダイアログボックスの中で、希望する⼀致モデルをダブルクリックする
か、またはそれを選択してから[OK]をクリックして設定を確定し、ダイアログボックスを閉じ
ます。

Unique Match(完全⼀致)

明⽰的結合を実装した場合、これがデフォルトの選択になります。これは、ルックアップフローから
の最後の⼀致のみが考慮され出⼒側に渡されることを意味します。

他の⼀致は無視されます。

First Match(最初の⼀致)

この選択はルックアップで複数の⼀致が予想されることを暗に意味しています。最初の⼀致とは、最
初に検出された⼀致のみが考慮されメイン出⼒フローに渡されることを意味します。

他の⼀致は無視されます。

All Matches(すべての⼀致)

この選択はルックアップフローで複数の⼀致が予想されることを暗に意味しています。この場合は、
すべての⼀致が考慮され、メイン出⼒フローに渡されます。

8.2.1.3. 内部結合の使⽤⽅法
[Inner join] (内部結合)は特殊なタイプの結合で、リジェクトの実⾏⽅法により区別されます。
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このオプションを選択すると、NULL値がメイン出⼒フローに渡されないようにできます。さらに、
リジェクトされたデータが[Inner Join Reject] (内部結合リジェクト)テーブルと呼ばれる特定のテー
ブルに渡されるようにします。

明⽰的な結合またはフィルター結合のいずれも検索データを取得できない、つまり何らかの理由で内
部結合を確⽴できない場合、要求されたデータは[Inner Join Reject] (内部結合リジェクト)テーブル
として定義されているテーブルがあれば、その出⼒テーブルにリジェクトされます。

テーブルのカラム名を従属テーブルにドロップすると、この2つのテーブル間にすばやく結合関係を
作成できます。結合は紫⾊のリンクでグラフィカルに表⽰され、⼀致検索を⾼速化するハッシュキー
として使⽤するキーを⾃動的に作成します。

明⽰的な結合のタイプを定義するには:

1. 結合のリンク先となるテーブルの上部にある[tMap settings] (tMap設定)をクリックして、テー
ブルプロパティを表⽰します。

2. [Join Model] (結合モデル)に対応する[Value] (値)フィールドをクリックすると表⽰される[...]ボ
タンをクリックし、[Options] (オプション)ダイアログボックスを開きます。

3. [Options] (オプション)ダイアログボックスで結合タイプをダブルクリックするか、選択してか
ら[OK]をクリックして設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

[Inner join] (内部結合)テーブルは常に[Inner Join Reject] (内部結合リジェクト)テーブルと対になっている
必要があります。出⼒テーブルを[Inner Join Reject] (内部結合リジェクト)テーブルとして定義する⽅法につ
いては「ルックアップ内部結合リジェクト」を参照してください。

フィルターボタンを使⽤して検索対象の⾏数を絞り込み、(Java)パフォーマンスを改善することもで
きます。

関連項⽬:
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• 「ルックアップ内部結合リジェクト」

• 「入力フローのフィルタリング方法」

8.2.1.4. [All Rows] (すべての⾏)オプションの使⽤⽅法

デフォルトでは、結合が設定されない状態で、[Map Editor] (マップエディター)の⼊⼒エリアの各⼊
⼒テーブルでは、[All rows] (すべての⾏)の⼀致モデルオプションが選択されています。[All rows]
(すべての⾏)オプションを使うと、すべての⾏がルックアップフローからロードされ、メインフロー
に対して検索が実⾏されます。

出⼒は、両⽅のテーブルの直積に対応しています(必要に応じてテーブルは増やせます)。

2つのテーブル間に明⽰的な結合または内部結合を作成した場合、[All rows] (すべての⾏)オプションは利
⽤できなくなります。この場合、[Unique match] (完全⼀致)、[First match] (最初の⼀致)、または[All
matches] (すべての⼀致)を選択する必要があります。詳細は、「明示的結合の使用方法」および「内部結合
の使用方法」を参照してください。

8.2.1.5. ⼊⼒フローのフィルタリング⽅法

[tMap settings] (tMap設定)ボタンのとなりの[Filter] (フィルター)ボタンをクリックして、[Filter]
(フィルター)フィールドを追加します。

[Filter] (フィルター)フィールドには、適⽤する条件を⼊⼒します。これにより、メインフローに対
して解析する⾏数を少なくし、⻑く多様なフローのパフォーマンスを⾼めることができます。

Ctrl+スペースを押して⾃動完了ツールを使⽤すると、条件ステートメントのスキーマカラムを再利
⽤できます。

8.2.1.6. テーブルから⼊⼒エントリを削除する⽅法

⼊⼒エントリを削除するには、選択したテーブルの[Schema Editor] (スキーマエディター)上の⾚い
⼗字記号をクリックします。CtrlまたはShiftを押しながら、削除するフィールドを複数クリックし
ます。

[Map Editor] (マップエディター)スキーマから⼊⼒エントリを削除した場合、コンポーネントスキーマ定義も
同時に削除されます。
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8.2.2. マッピング変数
[Var] テーブル(変数テーブル)は、さまざまな場所で何度も使⽤されるすべてのマッピング変数を再
グループ化します。

[Var]テーブルの[Expression] (式)フィールドを使って、任意の変換をJavaコードを使って実⾏する
こともできます。

変数を使うと処理時間を節約でき、同じデータを何度も再⼊⼒する⼿間を省くのに役⽴ちます。

変数の作成では、次の操作が可能です。

• Javaで変数を⾃由に⼊⼒できます。引⽤符の間に⽂字列を⼊⼒し、適切な演算⼦を使って関数を
連結できます。

• プラス記号を使って新しい⾏を追加し、⾚いバツ印で⾏を削除できます。さらに、Ctrl+スペー
スを押して、既存のグローバル変数およびコンテキスト変数を取得できます。

• [Var]テーブルに1つ以上の[Input] (⼊⼒)エントリをドロップできます。

⼊⼒エリアでエントリを選択するか、Shiftキーを押して⼊⼒テーブルの複数エントリを選択しま
す。

Ctrlを押して、同じ⼊⼒テーブルから追加されていないエントリを選択するか、各種テーブルのエン
トリを選択します。2番⽬のテーブルのエントリを選択する際、最初の選択が灰⾊表⽰されることに
注意してください。Ctrlキーを⻑押しして、すべてのエントリを⼀緒にドラッグします。ツールヒン
トには選択中のエントリの数が表⽰されます。

実⾏する操作により、さまざまなタイプのドラッグアンドドロップが可能です。

⽬的 必要な動作
すべての選択エントリを別個の変数として挿⼊
する

Varテーブルにドラッグアンドドロップします。⽮印は新しいVarエ
ントリを挿⼊できる場所を⽰します。各⼊⼒は個別のセルに挿⼊さ
れます。

選択したすべての⼊⼒エントリを1つの既存の
Varエントリに連結する

強調表⽰されているVarエントリ上にドラッグアンドドロップしま
す。すべてのエントリが1つのセルに連結されます。Javaの演算記
号を使って必要な演算⼦を追加します。ドットにより⽂字列変数を
連結します。

選択した連結⼊⼒エントリでVarエントリを上
書きする

強調表⽰されている該当するVarエントリ上でドラッグアンドドロッ
プし、次にCtrlを押して放します。選択されたすべてのエントリが
連結され、強調表⽰されているVarが上書きされます。

選択した⼊⼒エントリを強調表⽰されている
Varエントリと連結し、必要なら新しいVar⾏を
作成する

既存のVar上にドラッグアンドドロップし、次に選択したVarエント
リを参照する際にShiftを押します。最初のエントリが強調表⽰され
ているVarエントリと連結されます。必要なら残りのエントリを⼊れ
る新しい⾏が作成されます。
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8.2.2.1. グローバル変数またはコンテキスト変数へのアクセス⽅法

Ctrl+スペースを押して、グローバル変数およびコンテキスト変数のリストにアクセスします。

変数リストに付加されるメタデータリストにより、選択したカラムに関する情報が提供されます。

8.2.2.2. 変数の削除⽅法

選択した[Var]エントリを削除するには、⾚いバツ印をクリックします。これによりリンクだけでは
なく⾏全体が削除されます。

CtrlまたはShiftを押したまま、削除するフィールドを複数クリックし、⾚いバツ印をクリックしま
す。

8.2.3. [Expression editor] (式エディター)の使⽤
すべての式(Input、Var、Outupt)および制約ステートメントは、[Expression editor] (式エディター)
を使って表⽰、編集できます。視覚的に快適なエディターの専⽤ビューを使⽤して、⼿軽に任意の関
数を作成できます。

8.2.3.1. [Expression editor] (式エディター)へのアクセス⽅法

データ変換に必要な式は、[Map Editor] (マップエディター)の下半分の[Expression editor] (式エ
ディター)ビューに直接書き込むか、または[Expression Builder] (式ビルダー)のダイアログボック
スを開いて、データ変換式を作成できます。

[Expression editor] (式エディター)ビューを開くには、次のようにします。

1. ジョブデザインでtMapコンポーネントをダブルクリックして、[Map Editor] (マップエディ
ター)を開きます。

2. エディターの下半分の[Expression editor] (式エディター)タブをクリックして該当するビュー
を開きます。

式を編集するには、[Input] (⼊⼒)パネルで式を選択し、[Expression editor] (式エディター)タブをク
リックして必要に応じて式を修正します。
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3. 必要に応じてJavaコードを⼊⼒します。出⼒パネルの対応する式が同期されます。

関数と操作に関する詳細は、Javaのドキュメンテーションを参照してください。

[Expression Builder] (式ビルダー)ダイアログボックスを開くには、[Map Editor] (マップエディ
ター)の[Var]パネルまたは[Output] (出⼒)パネルから開く式のとなりの[...]ボタンをクリックしま
す。

選択した式で[Expression Builder] (式ビルダー)ダイアログボックスが開きます。

[Expression editor] (式エディター)の使⽤⽅法を⽰すユースケースは、次のセクションを参照してく
ださい。

8.2.3.2. [Expression Builder] (式ビルダー)を使⽤したコードの作成
⽅法

⼀部のジョブでは、コンポーネントのパラメーターを記述するため、コードを⼀部作成する必要があ
ります。コンポーネントの[Component] (コンポーネント)ビューでは、[Expression Builder] (式ビ
ルダー)インタフェースがこの種の(Java)コードの作成に役⽴ちます。

次の例ではtMapコンポーネントの[Expression Builder] (式ビルダー)の使⽤⽅法を⽰しています。
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2つの⼊⼒フローがtMapコンポーネントに接続されています。

• DB⼊⼒からは、名と姓を空⽩⽂字で区切った⼈名のリストが受信されます。

• ファイル⼊⼒からは、⼩⽂字の⽶国の州のリストが受信されます。

tMapでは[Expression Builder] (式ビルダー)を使⽤して次のことができます。まず、名と姓を区切っ
ている空⽩⽂字を下線⽂字に置き換えます。次に、州を⼩⽂字から⼤⽂字に変更します。

1. tMapでは、適切な内部結合を設定して参照マッピングを設定します。tMapに関する詳細
は、「tMap操作」および「[Map editor] (マップエディター)インターフェイス」を参照してくだ
さい。

2. メイン(row1)⼊⼒から[Names] (名前)カラムを出⼒エリアに、ルックアップ(row2)⼊⼒か
ら[State] (州)カラムを同じ出⼒エリアに向けてドロップします。

3. 次に、最初の[Expression] (式)フィールド(row1.Name)をクリックして、[...]ボタンを表⽰しま
す。

[Expression Builder] (式ビルダー)ダイアログボックスが開きます。
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4. [Category] (カテゴリ)エリアから、実⾏する適切なアクションを選択します。この例で
は、[StringHandling]を選択し、[EREPLACE]関数を選択します。

5. [Expression] (式)エリアで、テキストの部分にrow1.Nameを貼り付け、次のコードを取得しま
す。StringHandling.EREPLACE(row1.Name," ","_")この式で⽂字列の空⽩区切り⽂字を下線に
置き換えます。

6. ここで[Test] (テスト)エリアの該当する[Value] (値)フィールドにダミー値のChuck Norrisを
⼊⼒し、[Test!]をクリックして、出⼒が正しいかどうかをチェックします。この例で
は、Chuck_Norrisと正しく変更が実⾏されているはずです。

7. [OK]をクリックして変更を確定した後、2番⽬のカラム[State] (州)に対して同じ操作を⾏いま
す。

8. tMap出⼒でrow2.Stateの式を選択して[...]ボタンをクリックし、[Expression Builder] (式ビル
ダー)を再度開きます。
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今回使⽤するStringHandling関数はUPCASEになります。完全な式
は、StringHandling.UPCASE(row2.State)となります。

9. もう⼀度、[Test] (テスト)エリアで、たとえばindianaのようなダミー[Value] (値)を使って式の
構⽂が正しいことをチェックします。この例では、[Test!]の結果は、INDIANAと表⽰されるは
ずです。次に[OK] をクリックして、変更を確定します。

[tMap Expression] (tMap式)フィールドには、現在両⽅の式が表⽰されています。

これらの変更はフロー処理で実⾏されます。この例の出⼒は次のように⽰されます。

8.2.4. 出⼒設定のマッピング
デザインワークスペースで、tMapコンポーネントから出⼒コンポーネントへの[Row] (⾏)接続を作
成すると、[Map Editor] (マップエディター)に出⼒スキーマテーブルが追加されます。

出⼒エリアのツールバーのプラス記号を使って、[Map Editor] (マップエディター)に出⼒スキーマを
追加することもできます。

また、出⼒テーブル間にも結合を作成できます。テーブルを結合すると、いくつかのフローを別々に
処理して、1つの出⼒に統合することができます。出⼒結合テーブル機能の詳細は、『Talend Open
Studio Components Reference Guide』を参照してください。

結合テーブルにより、ソーステーブルのスキーマが取得されます。

出⼒スキーマを追加するか、出⼒テーブル間の結合を作成するために[+]ボタンをクリックすると、
ダイアログボックスが開きます。2つのオプションがあります。
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選択内容 ⽬的
新規出⼒ 独⽴したテーブルを追加します。
結合テーブルの作成 出⼒テーブル間に結合を作成します。その⽬的で、ドロップダウン

リストから結合を作成するテーブルを選択します。[Named] (名前)
フィールドに、作成するテーブルの名前を⼊⼒します。

[Input] (⼊⼒)エリアとは異なり、結合タイプの出⼒には依存関係がないため、出⼒スキーマテーブ
ルの順序にはあまり意味がありません。

⼀度すべての接続、出⼒スキーマテーブルの作成が完了すると、ドラッグアンドドロップで出⼒デー
タを選択、整理することができます。

[Input] (⼊⼒)エリアから1つ以上のエントリを出⼒テーブルに直接ドロップできます。

CtrlまたはShiftを押したまま、エントリをクリックて複数選択します。

または、[Var]エリアから式をドラッグアンドドロップし、出⼒スキーマに適切なデータを⼊⼒して
再利⽤できます。

[Schema Editor] (スキーマエディター)の⼊⼒カラムを変更した場合、関係するすべての⼊⼒/変数/出
⼒のテーブルエントリに変更を伝播させるかどうか決定を求めるダイアログが表⽰されることに注意
してください。

アクション 結果
既存の式上にドラッグアンドドロップ 選択した式と既存の式を連結します。
挿⼊⾏にドラッグアンドドロップ テーブルの先頭または最後、あるいは既存の2⾏の間に1つ以上の新

規エントリを挿⼊します。
Ctrlキーを押しながらドラッグアンドドロップ 強調表⽰した式を選択した式に置き換えます。
Shiftキーを押しながらドラッグアンドドロップ 選択したフィールドを強調表⽰したすべての式に追加します。必要

に応じて新規⾏を挿⼊します。
CtrlキーとShiftキーを押しながらドラッグアン
ドドロップ

強調表⽰したすべての式を選択したフィールドで置き換えます。必
要に応じて新規⾏を挿⼊します。

フィルターとリジェクトを追加して、出⼒をカスタマイズできます。

8.2.4.1. 複雑な式の作成

複雑な式を作成する場合、または出⼒フローに詳細な変更を加える場合、[Expression Builder] (式ビ
ルダー)インターフェイスを使うと作業が便利です。

⼊⼒テーブルまたは出⼒テーブルの[Expressionr] (式)フィールドをクリックして、[...]ボタンを表
⽰します。次に[...]ボタンをクリックして、[Expression Builder] (式ビルダー)を開きます。

[Expression Builder] (式ビルダー)に関する詳細は、「[Expression Builder] (式ビルダー)を使用した
コードの作成方法」を参照してください。
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8.2.4.2. Filters (フィルター)

フィルターを使って⼊⼒フィールドを選択し、選択したフィールドのみ各種出⼒に送信できます。

テーブルの上部の[+]ボタンをクリックして、フィルター⾏を追加します。

Java演算⼦および関数を使って、フィルターステートメントを⾃由に⼊⼒できます。

[Input] (⼊⼒)エリアまたは[Var]エリアから式を適切な出⼒テーブルのフィルター⾏エントリにド
ロップします。

オレンジ⾊のリンクが1本作成されます。必要なJava演算⼦を追加してフィルター式を確定します。

異なる⾏に各種フィルターを作成できます。AND演算⼦はすべての定義フィルターを論理的に結合し
ます。

8.2.4.3. 出⼒リジェクト

リジェクトオプションは、出⼒テーブルの性質を定義します。

このオプションでは標準出⼒テーブルで定義される1つ以上のフィルター条件を満たさないデータが
収集されます。標準出⼒テーブルはすべて、⾮リジェクトテーブルとなることに注意してください。

このように他の出⼒テーブルからリジェクトされたデータを1つ以上の専⽤テーブルに収集すること
により、エラーまたは予想外のデータを探すことができます。

リジェクトでは原則として、すべての⾮リジェクトテーブルフィルターを連結し、1つのELSEステー
トメントとして定義します。

出⼒テーブルを通常テーブルのELSE部分として定義するには、次のようにします。

1. 出⼒テーブルの上部の[tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックして、テーブルプロパティ
を表⽰します。

2. [Catch output reject] (出⼒リジェクトのキャッチ)に対応する[Value] (値)フィールドをクリッ
クして表⽰される[...]ボタンをクリックし、[Options] (オプション)ダイアログボックスを表⽰
します。

3. [Options] (オプション)ダイアログボックスで、[true](真)をダブルクリックするか、選択してか
ら[OK]をクリックして設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。
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いくつかのリジェクトテーブルを定義し、複数の出⼒により改良を重ねることができます。各種リ
ジェクト出⼒を区別するため、プラスの⽮印ボタンをクリックしてフィルター⾏を追加します。

リジェクトテーブルを定義した場合、リジェクトテーブルの条件を考慮する前に、通常テーブルの検
証プロセスが強制的に実⾏されます。

データは1つの出⼒に対して排他的に処理されるとは限らないことに注意してください。データが条
件を満たして、対応する出⼒にルーティングされたとしても、他の条件により、他の出⼒にルーティ
ングされることがあります。

8.2.4.4. ルックアップ内部結合リジェクト

内部結合は⼀種のルックアップ結合で、内部結合リジェクトテーブルは、特定タイプのリジェクト出
⼒となります。これにより内部結合の確⽴失敗後、メイン⾏テーブルからリジェクトデータが収集さ
れます。

出⼒フローをリジェクトされた内部結合データのコンテナとして定義するには、[Map Editor] (マッ
プエディター)でジョブに接続する出⼒コンポーネントを新規作成します。さらに[Map Editor] (マッ
プエディター)で、次のようにします。

1. 出⼒テーブルの上部の[tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックして、テーブルプロパティ
を表⽰します。

2. [Catch lookup inner join reject] (ルックアップ内部結合リジェクトのキャッチ)に対応す
る[Value] (値)フィールドをクリックして表⽰される[...]ボタンをクリックし、[Options] (オプ
ション)ダイアログボックスを表⽰します。

3. [Options] (オプション)ダイアログボックスで、[true](真)をダブルクリックするか、選択してか
ら[OK]をクリックして設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。
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8.2.4.5. 出⼒エントリの削除

出⼒エントリを削除するには、[Schema Editor] (スキーマエディター)で選択したテーブルの⾚いバ
ツ印をクリックします。

8.2.4.6. エラー処理

[Die on error] (エラー強制終了)オプションによりエラー処理を回避します。そのため、このオプ
ションではエラーが発⽣するとすぐにジョブの実⾏が停⽌されます。tMapコンポーネントでは、こ
のオプションを提供して、誤りのあるデータの処理を防いでいます。[Die on error] (エラー強制終
了)オプションはtMapではデフォルトでは有効になっています。

[Die on error] (エラー強制終了)オプションを無効にした場合、エラー発⽣⾏をスキップして、エ
ラーが発⽣していない⾏の処理を完了する⼀⽅、エラー状態の⾏を取得して必要に応じて管理できま
す。

[Die on error] (エラー強制終了)オプションを無効にするには:

1. デザインワークスペースでtMapコンポーネントをダブルクリックして[Map Editor] (マップエ
ディター)を開きます。

2. ⼊⼒エリアの上部にある[Property Settings] (プロパティ設定)ボタンをクリックし
て、[Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを表⽰します。

3. [Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスで、[Die on error] (エラー時強制終
了)チェックボックスをオフにし、[OK]をクリックします。
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[ErrorReject]という新しいテーブルが[Map Editor] (マップエディター)の出⼒エリアに表⽰されま
す。この出⼒テーブルは⾃動的に[errorMessage]および[errorStackTrace]という2つのカラムで構
成され、メッセージを取得して、ジョブ実⾏中に発⽣したエラーのトレースをスタックします。エ
ラーには解析不能⽇付、NULLポインターの例外、変換上の問題などが含まれます。

⼊⼒テーブルからエラーリジェクト出⼒テーブルにカラムをドラッグアンドドロップすることもでき
ます。誤りのあるデータは対応するエラーメッセージとともに取得して、後で修正できます。

エラーリジェクトテーブルを設定したら、対応するフローを出⼒コンポーネントに送信できます。
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デザインワークスペースでtMapコンポーネントを右クリックして、メニューから[Row] (⾏) >
[ErrorReject]を選択し、対応する出⼒コンポーネント、ここではtLogRowをクリックします。

ジョブを実⾏する際、エラーは[ErrorReject]フローによって取得されます。

結果には、エラーメッセージとトレースのスタック、およびErrorRejectテーブルからドラッグアン
ドドロップされ、"|"のパイプで区切られたidおよびdateの2つのカラムが含まれています。

8.2.5. [Map Editor] (マップエディター)でのスキーマ設定
[Map Editor] (マップエディター)では、テーブルスキーマのタイプを[Built-In] (組み込み)と定義し
て、[Schema editor] (スキーマエディター)パネルでデータ構造を修正するか、[Repository] (リポ
ジトリ)と定義してリポジトリからデータ構造を取得することができます。デフォルトでは、スキー
マタイプはすべてのテーブルに対して[Built-In] (組み込み)に設定されています。

8.2.5.1. リポジトリからのスキーマ構造の取得

選択したテーブルのスキーマ構造をリポジトリから取得するには、次のようにします。

1. テーブルの上部にある[tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックして、テーブルプロパティ
を表⽰します。

2. [Schema Type] (スキーマタイプ)の[Value] (値)フィールドをクリックして表⽰される[...]ボタン
をクリックし、[Options] (オプション)ダイアログボックスを開きます。
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3. [Options] (オプション)ダイアログボックスで、[Repository] (リポジトリ)をダブルクリックす
るか、選択してから[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じると、[Schema Type] (ス
キーマタイプ)の下に[Schema Id] (スキーマID)プロパティが表⽰されます。

ここでリポジトリスキーマアイテムを指定せずに[Map Editor] (マップエディター)を閉じると、スキー
マタイプは[Built-In] (組み込み)に戻ります。

4. [Schema Id] (スキーマID)の[Value] (値)フィールドをクリックして表⽰される[...]ボタンをク
リックし、[Repository Content] (リポジトリコンテンツ)ダイアログボックスを表⽰します。

5. [Repository Content] (リポジトリコンテンツ)ダイアログボックスで、すべてのコンポーネン
トで⼀元管理されているスキーマから作成中のスキーマを選択して、[OK]をクリックします。

[Schema Id] (スキーマID)の[Value] (値)フィールドには、ここで選択したスキーマが⼊⼒され、
テーブルに対する[Schema editor] (スキーマエディター)パネルの内容はすべて読み取り専⽤と
なります。
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結合の従属テーブルのスキーマタイプを[Built-In] (組み込み)から[Repository] (リポジトリ)に変更する
と、結合が失われます。

[Map Editor] (マップエディター)で作成したテーブルのスキーマを変更すると、tMapコンポーネントに
接続している対応コンポーネントのスキーマが⾃動的に同期されます。

8.2.5.2. [Schema Editor] (スキーマエディター)の使⽤

[Schema Editor] (スキーマエディター)では選択したテーブルのすべてのフィールドの詳細を設定し
ます。テーブルのスキーマタイプを[Built-In] (組み込み)に設定すると、テーブルのスキーマを修正
できます。

スキーマテーブルの下のツールバーを使って、スキーマにカラムを追加、移動、または削除します。

スキーマをリポジトリからロードする、またはファイルにエクスポートすることができます。



tMap利⽤におけるメモリ制限問題の解決

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 281

メタデータ 説明
Column (カラム) [Map Editor] (マップエディター)のスキーマ、および⼊⼒または出⼒コンポーネントス

キーマで定義したカラム名。
Key (キー) キーは、結合リンクでデータを取得するため式キーのデータを使⽤するかどうかを⽰し

ます。チェックボックスをオフにした場合、結合関係は無効になります。
[Type] (タイプ) データのタイプ:⽂字列、整数、⽇付など。

Javaバージョンではこのカラムは常に定義されている必要があります。

[Length] (⻑さ) -1の場合、スキーマで⻑さの値が定義されていないことを⽰しています。
[Precision] (精度) ⼩数点の右側の桁数を定義します。
[Nullable] (NULLlを許可) フィールド値にNULLを許可しない場合はこのチェックボックスをオフにします。
[Default] (デフォルト) フィールドに定義されているデフォルト値があれば表⽰されます。
[Comment] (コメント) ⾃由形式の説明⽂。役⽴つコメントがあれば⼊⼒します。

⼊⼒メタデータと出⼒メタデータは、お互いに独⽴しています。たとえば、⼊⼒スキーマのカラムラベルを変
更することなく、出⼒側のカラムラベルを変更できます。

ただし、メタデータの変更はtMapの関連(⼊⼒または出⼒)エリアの該当するスキーマにただちに反
映され、デザインワークスペースのコンポーネントで定義したスキーマにも反映されます。

⾚⾊の背景は、無効な⽂字が⼊⼒されたことを⽰しています。コードに⼊⼒されたテキストをジョブ
で解釈して使⽤するため、特殊⽂字のほとんどは許可されていません。許可されている⽂字には英⼩
⽂字、英⼤⽂字、開始⽂字として使わない場合は数字が含まれます。

8.2.6. tMap利⽤におけるメモリ制限問題の解決
⼤規模なデータソース、たとえば多数のカラム、多数の⾏、多数のカラムタイプなどを処理する場合
は、メモリー不⾜の問題が発⽣する可能性があり、特に変換処理でtMapコンポーネントを使⽤する
場合にジョブが正常に完了しないことがあります。

ルックアップのロード時に使⽤するメモリーを削減するためtMapコンポーネントに、フィーチャー
が追加されました(現時点ではJavaのみ)。実際には、⼀時データをシステムメモリーに格納してメモ
リー制限に到達する危険を冒す代わりに、[Store temp data] (⼀時データ格納)オプションを使⽤す
ることで、⼀時データをディスクのディレクトリに格納できます。

このフィーチャーは[Map Editor] (マップエディター)の⼊⼒データのルックアップテーブルで選択す
るオプションとして利⽤できます。

[Store temp data] (⼀時データ格納)オプションを有効にするは、次のようにします。

1. ジョブにおいてtMapコンポーネントをダブルクリックして、[Map Editor] (マップエディター)
を起動します。

2. ⼊⼒エリアで、メモリーではなくディスクにロードする⼀時データを記述している[Lookup]
(ルックアップ)テーブルをクリックします。

3. [tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックして、テーブルプロパティを表⽰します。

4. [Store temp data] (⼀時データ格納)に対応する[Value] (値)フィールドをクリックして表⽰され
る[...]ボタンをクリックし、[Options] (オプション)ダイアログボックスを表⽰します。

5. [Options] (オプション)ダイアログボックスの中で、[true]をダブルクリックするか、選択して
から[OK]をクリックして、オプションを有効にしてからダイアログボックスを閉じます。
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このオプションを完全に有効にするには、データを格納するディスクのディレクトリ、および⼀時
ファイルに収容するデータの⾏数でバッファーサイズを指定する必要があります。この⼀時格納ディ
レクトリおよびバッファーサイズは、[Map Editor] (マップエディター)またはtMapコンポーネント
のプロパティ設定のどちらかを使って設定できます。

[Map Editor] (マップエディター)の⼀時格納ディレクトリおよびバッファーサイズを設定するには、
次のようにします。

1. ⼊⼒エリアの上部にある[Property Settings] (プロパティ設定)ボタンをクリックし
て、[Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを表⽰します。

2. [Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスで、⼀時データを格納するディレク
トリへのフルパスを[Temp data directory path] (⼀時データディレクトリパス)フィールドに
⼊⼒します。

3. [Max buffer size (nr of rows)] (最⼤バッファーサイズ-⾏数)フィールドには、⼀時ファイルに
格納できる最⼤⾏数を指定します。デフォルト値は2,000,000です。

4. [OK]をクリックして設定を確定し、[Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックス
を閉じます。
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[Map Editor] (マップエディター)を開かずにtMapコンポーネントのプロパティ設定で⼀時格納ディ
レクトリを設定するには、次のようにします。

1. デザインワークスペースでtMapコンポーネントをクリックして選択し、[Component] (コン
ポーネント)タブを選択して、[Basic settings] (基本設定)ビューを表⽰します。

2. [Store on disk] (ディスクへ格納)エリアで、⼀時データを格納するディレクトリへのフルパス
を[Temp data directory path] (⼀時データディレクトリパス)フィールドに⼊⼒します。

または、リポジトリの[Context] (グループ)に変数を設定している場合、Ctrl+スペースを押して
コンテキスト変数を使⽤できます。コンテキストの詳細は、「コンテキストおよび変数を一元化
する方法」を参照してください。

サブジョブの最後で⼀時ファイルはクリアされます。

このように、参照データがディスクに格納される⼀時ファイルに書き込まれるようにすることで、割
り当てメモリの使⽤を制限できます。

メインフローをディスクに書き込むにはデータのソートが必要になり、出⼒⾏の順序は保証されないことに注
意してください。

[Advanced settings] (詳細設定)ビューでも、必要に応じてバッファーサイズを設定できます。[Max
buffer size (nr of rows)] (最⼤バッファーサイズ - ⾏数)のフィールドに⼊⼒すると、データは必要
な分のファイルに分割されてディスクに格納されます。
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8.2.7. ルックアップの処理
複数の処理タイプに対応し、パフォーマンス問題を改善するため、tMapコンポーネントでは異なる
ルックアップロードのモードがサポートされています。

• [Load once] (⼀度にロード):デフォルト設定。このオプションを選択すると、メインフローの処理
の前にルックアップフロー全体がロードされます。メインフローに存在する⼤量のデータでルック
アップする必要がある場合、または参照(またはルックアップ)データが簡単にロードできるファイ
ルに存在する場合にこのオプションが便利です。

• [Reload at each row] (⾏ごとに再ロード):⾏ごとにルックアップを毎回ロードします。ルック
アップのボリュームが⼤きい⼀⽅でメインフローがかなり⼩さいジョブの場合に便利です。こ
のオプションを使うと、Where句などの動的変数設定を使⽤して、メインフローの結合処理前に
ルックアップフローをロードしその場で変更/更新できます。ファイルのルックアップで利⽤でき
る[Store temp data] (⼀時データ格納)オプションと同様の動作と考えることができます。

• [Reload at each row (cache)] (⾏ごとに再ロード - キャッシュ):式(ルックアップテーブル)が評価
されると、まずキャッシュでルックアップされます。解決済みの結合結果は、同じ結果を2回ロー
ドすることを避けるため、キャッシュに格納されています。このオプションは処理時間を最適化
し、tMapコンポーネントの処理パフォーマンスを改善するのに役⽴ちます。

現時点では、[Reload at each row (cache)] (⾏ごとに再ロード -キャッシュ)と[Store temp data] (⼀時デー
タ格納)を同時に使⽤できないことに注意してください。

ルックアップフローのローディングモードを設定するには、次のようにします。

1. ルックアップテーブルの上部にある[tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックして、テーブ
ルプロパティを表⽰します。

2. [Lookup Model] (ルックアップモデル)に対応する[Value] (値)フィールドをクリックして表⽰さ
れる[...]ボタンをクリックし、[Options] (オプション)ダイアログボックスを表⽰します。

3. [Options] (オプション)ダイアログボックスでローディングモードをダブルクリックするか、選
択してから[OK]をクリックして設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

これらのオプションを使⽤するユースケースは、『Talend Open Studio Components Reference
Guide』のtMapセクションを参照してください。

データベーステーブルのルックアップの場合、ジョブデザインの開始時にデータベース接続を開いておくこと
がパフォーマンス最適化のためのペストプラクティスとなります。
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8.2.7.1. [Reload at each row] (⾏ごとに再ロード)

前述のとおり、[Reload at each row] (⾏ごとに再ロード)オプションは、メインフローのレコード
ごとにルックアップフローの全レコードを読み込む場合に使⽤します。⼀般に、このアプローチでは
ジョブの実⾏時間が⻑くなりますが、メインフローおよびルックアップフローが以下の条件を満たす
場合に推奨されます。

1. メインフローの⾏数がルックアップフローよりもずっと少ない(たとえば、1/1000以下)。

2. tMysqlInputなどのデータベースコンポーネントをルックアップ⼊⼒として使⽤する。

このアプローチでは、両⽅の条件が満たされた場合、データベースコンポーネントのメインフローの
データに対してクエリを実⾏することで、メインフローの各レコードに関係のあるルックアップデー
タのみが選択されるため、ルックアップデータ量が時間とともに増⼤しても対応しやすくなること
が利点として挙げられます。次の例ではMySQLデータベースのルックアップデータを使⽤していま
す。

メインフロー、ルックアップフロー、および出⼒フローのスキーマは次のように表されます。
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MySQLデータベースからメインフローの[id] (ID)カラムの値に⼀致するデータのみを選択できます。
そのためには、次のようにします。

1. [tSetGlobalVar]をダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)ビューを開きます。

2. [+]ボタンをクリックして、1⾏追加し、[Key] (キー)をidに、[Value] (値)をrow1.idにします。

3. [tMysqlInput]をダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)ビューを開きます。
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4. [Query] (クエリ)フィールドに、メインフローの[id] (ID)カラムに⼀致するデータを選択するクエ
リを⼊⼒します。この例では、このクエリは次のようになります。
Select * from person where id="+(Integer)globalMap.get("id")

この例で使⽤されたコンポーネントの詳細は、『Talend Open Studio Components Reference
Guide』を参照してください。

8.3. tXMLMap操作
このセクションに⼊る前に、前のtMapのセクションをお読みになりTalendマッピングコンポーネントの基本
を習得されることをお勧めします。

tXMLMapは、Document (ドキュメント)データタイプを利⽤してXMLデータを処理するために
最適化されており、多くの場合、階層データ(XML)とフラットデータの組み合わせで変換処理さ
れます。Document (ドキュメント)タイプでは、完全なユーザー固有XMLフローが処理されま
す。tXMLMapを使⽤すると、⼊⼒または出⼒フローを必要なだけ視覚的にマップエディターに追加
し、これらのフローで次のような操作が可能です。

• データの多重化および逆多重化

• あらゆるタイプのフィールドのデータ変換(特に、Document (ドキュメント)タイプ)

• さまざまなモジュールでのデータマッチング(たとえば、Unique match (完全⼀致)など。「明示
的結合の使用方法」を参照)

• ⼊⼒および出⼒の両側で⾃動化されたXMLツリーの構築

• 内部結合および左外部結合(関連項⽬：「内部結合の使用方法」)

• Load once (⼀括ロード)などのモジュールを使⽤して、フラットデータやXMLデータを含めデータ
ソースの横断的にルックアップ(関連項⽬:「ルックアップの処理」)

• フィールドの連結と交換

• 制約を利⽤したフィールドのフィルター処理
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• データのリジェクト

tMapと同様、マップエディターを使⽤して操作を⾏う必要があります。マップエディターを開くに
は、デザインワークスペースの[tXMLMap]アイコンをダブルクリックするか、または[tXMLMap]コ
ンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Map Editor] (マップエディター)のとなりの[...]
ボタンをクリックします。

[tXMLMap]およびtMapでは、ほとんどの操作において共通のアプローチが使⽤されています。その
ため以下のセクションでは、階層XMLデータの処理を専⾨に⾏うtXMLMapの操作についてのみ説明
しています。

階層データに関連する操作は、次のとおりです。

• Document (ドキュメント)タイプを使⽤してXMLツリーを作成する

• 出⼒XMLデータの管理

• XMLツリースキーマを編集する

以降のセクションでは、関連する詳細について説明しています。

tMapとは異なり、tXMLMapではディスクのディレクトリに⼀時データを保存するための[Store temp data]
(⼀時データ格納)オプションは提供されません。このtMapのオプションの詳細は、「tMap利用におけるメモ
リ制限問題の解決」を参照してください。

8.3.1. ドキュメントタイプを使⽤したXMLツリーの作成
Document (ドキュメント)データタイプは、XML構造の定義をできるだけ簡単にるというコンセプト
に完全に適合します。⼊⼒フローまたは出⼒フロー、あるいはその両⽅をマッピングするXMLツリー
構造が必要な場合、このタイプを使⽤します。各種XMLソースからXMLツリー構造をインポートし
て、マッピングエディターでツリーを直接編集できるため、作業の⼿間を省略できます。

8.3.1.1. ドキュメントタイプをセットアップする⽅法
Document (ドキュメント)データタイプは、Talendで提供されるデータ型の1つです。Document
(ドキュメント)タイプは、[Schema editor] (スキーマエディター)で対応するデータのスキーマを編
集する際にセットアップします。スキーマエディターの詳細は、「[Schema Editor] (スキーマエディ
ター)の使用」を参照してください。

次の図では、⼊⼒フローでの例を説明しており、CustomerをDocument (ドキュメント)タイプに
セットアップしています。複製するには、マップエディターで、[+]ボタンをクリックして[Schema
editor] (スキーマエディター)の⼊⼒側で1⾏を追加し、名前を変更して、ドロップダウンリストで表
⽰されたデータ型の中から[Document] (ドキュメント)を選択します。
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多くの場合、tXMLMapは前後のコンポーネントのスキーマをtFileInputXMLコンポーネントなどか
ら取得し、ESBで使⽤する場合はtESBProviderRequestコンポーネントから取得します。そうする
ことで、XMLフローの処理でDocument (ドキュメント)タイプをセットアップする⼿間を⼤幅に省略
できます。ただし、ドキュメント⾏の内容となるXML構造を変更するには、引き続きマップエディ
ターを使⽤する必要があります。

Document (ドキュメント)フローには、ユーザー定義のXMLツリーが含まれますが、他のスキーマと同じく単
⼀フィールドのスキーマとなり、フィールド間でデータ型が異なる場合があることに注意してください。ス
キーマを設定する⽅法の詳細は、「Basic Settings (基本設定)タブ」を参照してください。

データの⾏でDocument (ドキュメント)タイプをセットアップすると、マップエディターの対応する
データフローテーブルに、この構造の詳細を反映する基本的なXMLツリー構造が⾃動的に作成されま
す。この基本構造は、tXMLMapを使⽤する有効なXMLツリーに必要な最⼩モジュールを⽰していま
す。

• ルートモジュール: XMLツリーを処理するために必要な最⼩モジュールで、⾼度なXMLツリーを開
発するための基盤にもなります。

• ループモジュール: XMLツリーの階層データを読み取るために反復処理するモジュールを判別しま
す。デフォルトでは、ルートモジュールはループモジュールとしてセットアップされます。

この図は、⼊⼒フローCustomerの例を⽰します。デフォルトでroot (ルート)とタグ付けされ⽣成さ
れたXMLルートに基づいて、⽬的のXMLツリー構造を開発できます。

そのためには、次のようにします。

1. 以下のいずれかのソースのタイプからカスタムXMLツリー構造をインポートします。

• XMLまたはXSDファイル(「XMLおよびXSDファイルからXMLツリー構造をインポートする方
法」を参照)

XSDファイルをインポートする場合、このXSDファイルで記述するXML構造を作成します。

• Studioの[Repository] (リポジトリ)で作成および保存されたファイルXML接続(関連項⽬:「リ
ポジトリからXMLツリー構造をインポートする方法」)。

必要に応じて、コンテキストメニューで提供されるオプションを使⽤してXMLツリーを⼿動で開発でき
ます。

2. 必要に応じて、作成するXMLツリーのループモジュールをリセットします。必要な数だけループ
を設定できます。この⼿順では、次のような状況について考慮しなければならないかもしれませ
ん。

• 複数のXMLツリーを作成する場合、それぞれについてループモジュールを定義する必要があ
る。

• [Repository] (リポジトリ)からXMLツリーをインポートする場合、ループモジュールはソース
構造のセットに応じて設定される。ただし、ループモジュールはリセットできます。

詳細は、「インポートされたXML構造のループモジュールを設定またはリセットする方法」を
参照してください。
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必要に応じて、コンテキストメニューで提供されるオプションを使⽤してインポートしたXMLツリー
を引き続き変更できます。次の表では、使⽤可能なオプションで実⾏できる操作を説明しています。

オプション 操作
[Create Sub-element] (サブモジュールの作成)
および[Create Attribute] (属性の作成)

XMLツリーを開発するためのモジュールまたは属性を追加しま
す。関連項⽬: 「サブモジュールまたは属性をXMLツリー構造に追
加する方法」

[Set a namespace] (ネームスペースの設定) インポートしたXMLツリーのネームスペースを追加および管理し
ます。関連項⽬: 「ネームスペースを管理する方法」

[Delete] (削除) モジュールまたは属性を削除します。関連項⽬: 「XMLツリー構造
からモジュールまたは属性を削除する方法」

[Rename] (名前の変更) モジュールまたは属性の名前を変更します。
[As loop element] (ループモジュールとして使
⽤)

モジュールをループモジュールとして設定またはリセットしま
す。複数のループモジュールおよびオプションのループモジュー
ルがサポートされています。

[As optional loop] (オプションループとして使
⽤)

このオプションは、ループモジュールを定義するまで使⽤できま
せん。

対応するモジュールがソースファイルに存在する場合、オプショ
ンループモジュールは通常のループモジュールと同様に機能しま
す。存在しない場合は、ループモジュールとして⾃動的にその親
モジュールがリセットされます。ソースファイルの親モジュール
がない場合は、ルートモジュールまで⾼いレベルのモジュールが
採⽤されます。ただし実際の運⽤では、XMLツリーとソースファ
イル構造に差異がある場合、ソースファイルにXMLツリーを適合
させるてより⾼いパフォーマンスを得ることをおすすめします。

[As group element] (グループモジュールとし
て)

出⼒側のXMLツリーで、モジュールをグループモジュールとして
設定します。関連項⽬: 「出力データをグループ化する方法」

[As aggregate element] (集約モジュールとし
て)

出⼒側のXMLツリーで、モジュールを集約モジュールとして設定
します。関連項⽬: 「出力データを集約する方法」

[Add Choice] (選択の追加) 選択モジュールを設定します。この下で開発されたすべての⼦
モジュールは、この定義に含まれることになります。この選択
モジュールは、XSDコンセプトの1つに由来します。これによ
り、tXMLMapでドキュメントフローを読み書きするXSD選択モ
ジュールの機能を実⾏できます。

tXMLMapで選択モジュールが処理される際、マッピング式が適切
に定義されていないと、定義に含まれるモジュールが出⼒されま
せん。

tXMLMapコンポーネントでは、インポートしたXSDファ
イルで設定済みのすべての選択モジュールが⾃動的に定
義されます。

[Set as Substitution] (代替として設定) 代替モジュールを設定して、対応するXSDで定義されたヘッド
モジュールを代替可能として指定します。代替モジュールによ
り、tXMLMapでドキュメントフローを読み書きするXSD代替モ
ジュールの機能が実⾏できるようになります。

tXMLMapが置換モジュールを処理する際に、マッピング式が適切
に定義されていないと、その定義に含まれるモジュールは出⼒さ
れません。

tXMLMapコンポーネントでは、インポートしたXSDファ
イルで設定済みのすべての代替モジュールが⾃動的に定
義されます。

次のセクションでは、XMLツリーを作成するプロセスの詳細を説明しています。
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8.3.1.2. XMLおよびXSDファイルからXMLツリー構造をインポートす
る⽅法

XMLファイルからXMLツリー構造をインポートするには、次の⼿順を実⾏します:

1. 該当する⼊⼒フローテーブルで、カラム名を右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
この例ではCustomerです。

2. このメニューから、[Import From File] (ファイルからインポート)を選択します。

3. ポップアップダイアログボックスで、⽬的のXMLツリー構造を指定するために必要となるXML
ファイルを参照してダブルクリックします。

XSDファイルからXMLツリー構造をインポートするには、次の⼿順を実⾏します:

1. 該当する⼊⼒フローテーブルで、カラム名を右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
この例ではCustomerです。

2. このメニューから、[Import From File] (ファイルからインポート)を選択します。

3. ポップアップダイアログボックスで、⽬的のXMLツリー構造を指定するために必要となるXSD
ファイルを参照してダブルクリックします。

4. 表⽰されたダイアログボックスで、[Root] (ルート)リストからXMLツリーのルートとしてモ
ジュールを選択して、[OK]をクリックします。これにより、インポートしたXSDファイルで記述
されたXMLツリーが構築されます。

インポートしたXMLツリーのルートは次のように柔軟に選択できます。

• XSDファイルから⼊⼒または出⼒XMLツリー構造をインポートする際に、XMLツリーのルートのモ
ジュールを選択できます。

• XML構造をインポートすると、root (ルート)タグの名前が⾃動的にXMLソースの名前に変更されま
す。このルートの名前を⼿動で変更するには、ツリースキーマエディターを使⽤する必要がありま
す。このエディターの詳細は、「XMLツリースキーマの編集」を参照してください。

ここで、XMLツリー構造のループモジュールを定義する必要があります。ループモジュールを定義
する⽅法の詳細は、「インポートされたXML構造のループモジュールを設定またはリセットする方
法」を参照してください。
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8.3.1.3. リポジトリからXMLツリー構造をインポートする⽅法

次の⼿順を実⾏します。

1. 任意の⼊⼒フローテーブルで、カラム名を右クリックしてコンテキストメニューを開きます。こ
の例ではCustomerです。

2. このメニューから、[Import From Repository] (リポジトリからインポート)を選択します。

3. ポップアップ表⽰されるリポジトリコンテンツリストで、XML接続またはMDM接続を選択し
て、XMLツリー構造をインポートします。

この図は、この[Repository] (リポジトリ)に保存されたXMLファイルの例を⽰しています。

[Repository] (リポジトリ)からXMLツリー構造をインポートするには、対応するXML接続を作成してい
る必要があります。リポジトリでファイルXML接続を作成する⽅法の詳細は、「XMLファイルメタデー
タの一元管理」を参照してください。

4. [OK]をクリックして、この選択を確定します。

現在の[Repository] (リポジトリ)に保存されたXML接続の作成時にこのループが定義されているた
め、XMLツリー構造が作成され、ループが⾃動的に定義されます。

8.3.1.4. インポートされたXML構造のループモジュールを設定または
リセットする⽅法

XMLツリーに存在しない場合、少なくとも1つのループモジュールを設定する必要があります。存在
する場合、必要に応じて既存のループモジュールをリセットします。

ループモジュールを設定またはリセットする必要がある場合、次のようにします。

1. 作成済みのXMLツリー構造で、ループを定義するモジュールを右クリックします。たとえば、次
の図ではCustomerモジュールにループを定義する必要があります。
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2. ポップアップコンテキストメニューから、[As loop element] (ループモジュール)を選択して、
選択したモジュールにループを定義します。

定義すると、選択したモジュールはテキスト: loop:trueとマークされます。

XMLツリーに必要なループモジュールを設定せずに[Map Editor] (マップエディター)を閉じた場合、ルートモ
ジュールが⾃動的にループモジュールとして設定されます。

8.3.1.5. サブモジュールまたは属性をXMLツリー構造に追加する⽅法

XMLツリー構造ビューでは、必要に応じて⼿動でサブモジュールまたは属性をルートまたは任意の既
存のモジュールに追加できます。

このいずれかの操作を実⾏するには、次のようにします。

1. 編集の必要なXMLツリーで、サブモジュールまたはその下の属性を追加する必要があるモ
ジュールを右クリックして、⽬的に応じて[Create Sub-Element] (サブモジュールの作成)また
は[Create Attribute] (属性の作成)を選択します。
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2. ポップアップの[Create New Element] (モジュールの新規作成)ウィザードで、追加するサブモ
ジュールまたは属性に使⽤する名前を⼊⼒します。

3. [OK]をクリックして、この作成を確定します。新しいサブモジュールまたは属性は、編集中の
XMLツリー構造に表⽰されます。

8.3.1.6. XMLツリー構造からモジュールまたは属性を削除する⽅法

構築されたXMLツリーから、モジュールまたは属性を削除する必要がある場合があります。次の⼿順
を実⾏します。

1. 編集の必要なXMLツリーで、削除する必要があるモジュールまたは属性を右クリックします。
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2. ポップアップコンテキストメニューで、[Delete](削除)を選択します。

これで、選択されたモジュールまたは属性は、その下に付属するすべてのサブモジュールまたは
属性も含めて削除されました。

8.3.1.7. ネームスペースを管理する⽅法

必要に応じて、作成された⼊⼒または出⼒データフローのXMLツリーで各モジュールのネームスペー
スを設定または編集できます。

ネームスペースの定義

次の⼿順を実⾏します。

1. 編集の必要な⼊⼒または出⼒データフローのXMLツリーで、ネームスペースを定義する必要があ
るモジュールを右クリックします。たとえば、出⼒フローのCustomer XMLツリーで、ルートの
ネームスペースを設定する必要があります。
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2. ポップアップコンテキストメニューで、[Set a namespace](ネームスペースの設定)を選択しま
す。[Namespace dialog] (ネームスペースダイアログ)ウィザードが表⽰されます。

3. このウィザードで、使⽤するURIを⼊⼒します。

4. 編集するネームスペースのプレフィックスを設定する必要がある場合、このウィザード
で[Prefix] (プレフィックス)チェックボックスをオンにして、必要なプレフィックスを⼊⼒しま
す。この例では、チェックボックスをオンにしてxhtmlと⼊⼒しています。

5. [OK]をクリックして、この定義を確定します。
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ネームスペースのデフォルト値の変更

次の⼿順を実⾏します。

1. 編集の必要なネームスペースが属するXMLツリーで、ネームスペースを右クリックしてコンテキ
ストメニューを開きます。

2. このメニューで、[Set A Fixed Prefix] (固定プレフィックスの設定)を選択して該当のウィザー
ドを開きます。

3. このウィザードで、必要な新しいデフォルト値を⼊⼒します。

4. [OK]をクリックして、この変更を確定します。

ネームスペースの削除

次の⼿順を実⾏します。

1. 編集の必要なネームスペースが属するXMLツリーで、ネームスペースを右クリックしてコンテキ
ストメニューを開きます。

2. このメニューから[Delete] (削除)をクリックして削除を確定します。

8.3.1.8. 出⼒データをグループ化する⽅法

tXMLMap コンポーネントでは、グループモジュールを使⽤して、特定のグループ条件に応じて出⼒
データをグループ化します。これにより、グループモジュールと同じ条件に⼀致するモジュールを
ラッピングできます。

グループモジュールを設定するには、次の2つの制約を考慮する必要があります。

1. ルートノードはグループモジュールとして設定できません。

2. グループモジュールはループモジュールの親である必要があります。

グループモジュールを設定するオプションは、ループモジュールが設定されるまで表⽰されません。このオプ
ションは、モジュールをグループモジュールとして設定できない場合も⾮表⽰になります。

グループモジュールが設定されると、ループモジュールを除くすべてのサブモジュールは、出⼒デー
タをグループ化する条件として使⽤されます。

グループモジュールを最適化するため、XMLツリービューでは注意深く設計する必要がありま
す。モジュールをグループ化する⽅法の詳細は、Talend Open Studio Components Reference
Guide』のtXMLMapのセクションを参照してください。

tXMLMapでは、XMLツリー構造でデータを分類するグループモジュールおよび集約モジュールが提供されて
います。XMLデータフローの⾏を処理する場合、動作の違いは次のようになります。

• グループモジュールでは、常にデータが単⼀フローで処理されます。
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• 集約モジュールでは、フローが完全なXMLフローに分割されて処理されます。

グループモジュールの設定

グループモジュールを設定するには、次のようにします。

1. [Map editor] (マップエディター)の出⼒側のXMLツリービューで、グループモジュールとして設
定する必要があるモジュールを右クリックします。

2. コンテキストメニューから[As group element] (グループモジュール)を選択します。

これで、この選択したモジュールはグループモジュールになりました。次の図は、グループモ
ジュールを含むXMLツリーの例を⽰します。

定義済みグループモジュールの削除

定義済みグループモジュールを削除するには、次のようにします。

1. [Map editor] (マップエディター)の出⼒側のXMLツリービューで、[group element] (グループ
モジュール)として定義されているモジュールを右クリックします。

2. コンテキストメニューから[Remove group element] (グループモジュールを削除)を選択しま
す。

これで定義済みグループモジュールは削除されました。

8.3.1.9. 出⼒データを集約する⽅法
tXMLMapでは、出⼒XMLツリーのXMLデータをクラスに分類するため、必要とされる数の集約モ
ジュールを定義できます。次にこのコンポーネントにより、それぞれが完全なXMLフローとなるクラ
スが出⼒されます。

1. モジュールを集約モジュールとして定義するには、[Map editor] (マップエディター)の出⼒
側のXMLツリービューで⽬的のモジュールを右クリックして、コンテキストメニューから[As
aggregate element] (集約モジュール)を選択します。
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これで、このモジュールは集約モジュールになりました。[aggregate : true] (集約:真)という⾚
い⽂字が追加されます。次の図に例を⽰します。

2. 集約モジュールの定義を削除するには、そのモジュールを右クリックして、コンテキストメ
ニューから[Remove aggregate element] (集約モジュールの削除)を選択します。

モジュールを集約モジュールとして定義するには、このモジュールに⼦モジュールがなく、[All in one] (オー
ルインワン)フィーチャーが無効になっていることを確認してください。[As aggregate element] (集約モ
ジュールとして使⽤)オプションは、この両⽅の条件が満たされるまでコンテキストメニューで使⽤できませ
ん。[All in one] (オールインワン)フィーチャーの詳細は、「モジュールを1つのドキュメントに出力する方
法」を参照してください。

tXMLMapで集約モジュールを使⽤する⽅法の詳細は、『Talend Open Studio Components
Reference Guide』を参照してください。

tXMLMapでは、XMLツリー構造のデータを分類するためgroup element (グループモジュール)とaggregate
element (集約モジュール)が提供されています。1⾏のデータを処理する場合(1つの完全なXMLフロー)、動作
の違いは次のとおりです。

• group element (グループモジュール)では、常にデータを単⼀フローで処理します。

• aggregate element (集約モジュール)では、フローが完全なXMLフローに分割されて処理されます。

8.3.2. 出⼒モードの定義
ドキュメント型データの出⼒モードを定義するには、すべてのXMLモジュールを単⼀のXMLフローに
⼊れるかどうか、また空のモジュールが存在する場合に出⼒するかどうかを定義します。そのために
は、作成したXMLツリーの構造を変更しないようにします。

8.3.2.1. モジュールを1つのドキュメントに出⼒する⽅法

常に出⼒モジュールを分類し、出⼒XMLフローを分割する集約モジュールを使⽤していない場
合、[tXMLMap]エディターで[All in one] (オールインワン)フィーチャーを使⽤して、XMLフローを
単⼀のフローとして出⼒するか、あるいは個別のフローとして出⼒するか決定することができます。

[Map editor] (マップエディター)の出⼒側で、次のようにします。

1. ペンチのアイコンをクリックして、マップ設定パネルを開きます。次の図に例を⽰します。
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2. [All in one] (オールインワン)フィールドをクリックして、ドロップダウンリストから[true] (真)
または[false] (偽)を選択して、出⼒XMLフローを単⼀のフローにするかどうかを指定します。

• [true] (真)を選択すると、XMLデータはすべて単⼀のフローで出⼒されます。この例では、単
⼀フローは次のようになります。

このフローの構造は次のようになります。
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• [false] (偽)を選択すると、データは個別のフローで出⼒され、それぞれのループが1つのフ
ローになり、グループ化や集約は⾏われません。この例のフローは次のようになります。
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各フローには、1つの完全なXML構造が含まれます。最初のフローを例にとると、その構造は
次のようになります。

[All in one] (オールインワン)フィーチャーは、集約モジュールを使⽤していると無効になります。集約モ
ジュールの詳細は、「出力データを集約する方法」を参照してください。

8.3.2.2. マップエディターで空モジュールを管理する⽅法

[tXMLMap]で[tWriteXMLField]を使⽤して空モジュールを作成する場合や、出⼒XMLデータフロー
のXMLノードに⼊⼒カラムが関連付けられていない場合など、データをXMLフローに変換するプロセ
スで、空モジュールを作成して出⼒する必要が⽣じる場合があります。

逆に、何らかの理由で空モジュールを出⼒XMLツリーに保持する必要があっても、出⼒する必要はな
い場合もあります。

[tXMLMap]では、空モジュールを作成するかどうかをBoolean値で設定することができます。[Map
editor] (マップエディター)の出⼒側で、次のようにします。

1. ペンチのアイコンをクリックして、マップ設定パネルを開きます。
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2. パネルで[Create empty element] (空モジュールの作成)フィールドをクリックして、ドロップ
ダウンリストから[true] (真)または[false] (偽)を選択して、空モジュールを出⼒するかどうかを
指定します。

• [true] (真)を選択すると、出⼒XMLフローに空モジュールが作成さ
れ、<customer><LabelState/></customer>のように出⼒されます。

• [false] (偽)を選択すると、空モジュールは出⼒されません。

8.3.2.3. 複数の⼊⼒ループのシーケンスを定義する⽅法

ループモジュール、またはフラットデータフローで⼊⼒フローの複数のループモジュールからマッピ
ングを受け取る場合、⼊⼒ループのシーケンスを定義する必要があります。このシーケンスの最初の
ループモジュールがプライマリループになるため、このシーケンスに関連する変換処理では、最初に
このモジュールでのループが実⾏され、出⼒データがこのモジュールの値でソートされます。

たとえば、この図ではtypesモジュールがプライマリループになり、出⼒データはこのモジュールの
値でソートされます。
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この場合、1つの出⼒ループモジュールが複数の⼊⼒ループモジュールを受け取り、ループモジュー
ルのとなり、またはフラットデータフローを⽰すテーブルの先頭に[...]ボタンが表⽰されます。ルー
プのシーケンスを定義するには、次のようにします。

1. [...]ボタンをクリックすると、上記のシーケンス設定ウィンドウが開きます。

2. 上向きまたは下向きフラッシュボタンを使⽤して、シーケンスを変更します。

8.3.3. XMLツリースキーマの編集
tMapでも利⽤可能な[Schema editor] (スキーマエディター)や[Expression editor] (式エディター)
ビューのほかに、tXMLMapのマップエディターでは[Tree schema editor] (ツリースキーマエディ
ター)ビューが提供され、⼊⼒または出⼒データフローのXMLツリースキーマを編集できます。

このスキーマエディターにアクセスするには、マップエディターの下部の[Tree schema editor] (ツ
リースキーマエディター)タブをクリックします。
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このビューの左半分は⼊⼒フローのツリースキーマの編集で使⽤し、右半分は出⼒フローのツリース
キーマの編集で使⽤します。

次の表では、このスキーマエディターの詳細な情報を⽰しています。

メタデータ 説明
[XPath] XMLツリーの各モジュールや属性を指す絶対パスを表⽰し、モジュールや属性の名前を

変更するために使⽤します。
[Key] (キー) 結合リンクにより式キーデータを使⽤してデータを取得する場合、該当のチェックボッ

クスをオンにします。チェックボックスをオフにした場合は、結合関係が無効になりま
す。

[Type] (タイプ) データのタイプ:String、Integer、Documentなど。

Javaバージョンではこのカラムは常に定義されている必要があります。

[Nullable] (nullを許可) フィールドにNULL値を使⽤できるようにするにはこのチェックボックスをオンにしま
す。

[Pattern] (パターン) ⽇付データ型のパターンを定義します。

⼊⼒メタデータと出⼒メタデータは、互いに独⽴しています。たとえば、⼊⼒スキーマのカラムラベルに影響
を与えずに、出⼒側のカラムのラベルを変更できます。

ただし、メタデータに変更が加えられた場合、[tXMLMap]の関連(⼊⼒または出⼒)エリアの対応する
スキーマにただちに反映されます。また、デザインワークスペースのコンポーネントで定義済みのス
キーマにも反映されます。

[tXMLMap]を使⽤して実⾏できる複数の操作に関する詳細な使⽤例は、『Talend Open Studio
Components Reference Guide』を参照してください。
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9.メタデータの管理
Talend Studioのメタデータは、Talend Studio内で管理されている他のデータに関する情報またはド
キュメンテーションを提供する定義データです。

この章では、すべてのジョブデザインで使⽤できる[Repository] (リポジトリ)内のさまざまなメタ
データアイテムを作成および管理する⼿順について説明します。[Repository] (リポジトリ)メタデー
タアイテムの使⽤⽅法については、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップ
する方法」および「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。
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9.1. ⽬的
[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)フォルダーには、ジョブを作成
するのに必要なファイル、データベース、およびシステムに関する再利⽤可能な情報が保存されてい
ます。

情報は後で関連する⼊出⼒コンポーネントの接続パラメーターや「スキーマ」と呼ばれるデータの説
明の設定で使⽤するために、各種ウィザードで保存して、Talend Studioで⼀元管理できます。

選択した接続のタイプによってウィザードの内容は若⼲異なります。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューから[Metadata] (メタデータ)をクリックしてフォルダーツ
リーを展開します。各接続ノードにセットアップした各種接続およびスキーマが集約されます。

Talend Studioでは以下のような接続およびスキーマを設定できます。

• DB接続

• JDBCスキーマ

• SAS接続

• ファイルスキーマ

• LDAPスキーマ

• Salesforceスキーマ

• 汎⽤スキーマ

• MDM接続
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• WSDLスキーマ

• FTP接続

以降のセクションでは、各種接続およびスキーマを設定する⽅法を説明しています。

9.2. データベースメタデータの⼀元管理
データベーステーブルに頻繁に接続する必要がある場合、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
の[Metadata] (メタデータ)フォルダーで接続情報を⼀元管理すると便利です。

このセットアップ⼿順は密接に関連する2つのタスクから成り⽴っています:

1. データベース接続のセットアップ

2. テーブルスキーマの取得

以降のセクションではこれらのタスクを詳しく説明しています。

前提条件:Talend Studioではソースまたはターゲットに接続するため、特定の他社Javaライブラリま
たはデータベースドライバー(.jarファイル)をインストールを必要する必要があります。ライセンスの
制約により、Talendから特定のライブラリやドライバーを直接提供できない場合があります。その
場合、以降のセクションで紹介する接続ウィザードに情報が表⽰されるため、必要なライブラリまた
はドライバーを⾒つけてインストールすることができます。詳細は、『Talendインストレーションガ
イド』を参照してください。

9.2.1. データベース接続のセットアップ
データベース接続を最初から作成するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata]
(メタデータ)を展開し、[DB Connections] (DB接続)を右クリックして[Create connection] (DB接続
の作成)を選択し、データベース接続セットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したデータベース接続パラメーターを⼀元管理するには、該当するデータベースコン
ポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in]
(組み込み)に設定)で アイコンをクリックし、データベース接続セットアップウィザードを開きま
す。

既存のデータベース接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューから接続アイテム
を右クリックし、[Edit connection] (接続の編集)を選択してセットアップウィザードを開きます。

ウィザードで接続の⼀般的なプロパティとパラメーターを定義します。

9.2.1.1. ⼀般的なプロパティの定義

1. 接続セットアップウィザードの[Name] (名前)フィールドに、接続の名前を⼊⼒します。この名
前は、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードの下にデータ
ベース接続名として表⽰されます。
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2. 必要に応じて、オプションの[Purpose] (⽬的)および[Description] (説明)フィールドを⼊⼒しま
す。[Description] (説明)フィールドに⼊⼒した情報は、接続にマウスのポインターを移動する
と、ツールヒントとして表⽰されます。

3. 必要に応じて、接続の[Version] (バージョン)フィールドおよび[Status] (ステータス)フィール
ドを設定します。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは[Project Settings] (プロ
ジェクトの設定)ダイアログボックスでも管理することができます。詳細は、「バージョン管
理」および「ステータス管理」を参照してください。

4. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドのとなりの[Select] (選択)ボタンをクリックし、新しく
作成したデータベース接続を格納するフォルダーを[Db connections] (DB接続)ノードの中から
選択します。既存のデータベース接続を編集している場合は、フォルダーの選択はできません。
ただし、接続はいつでも新しいフォルダーにドラッグアンドドロップできます。

5. 完了したら、[Next] (次へ)をクリックします。2番⽬の⼿順ではデータベース接続データを⼊⼒
または編集する必要があります。

9.2.1.2. 接続パラメーターの定義

1. 接続するデータベースのタイプを選択し、接続の詳細を⼊⼒します。⼊⼒する必要のあるフィー
ルドは選択したデータベースのタイプによって異なります。
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AS/400、HSQDB、Informix、MsSQL、MySQL、Oracle、Sybase、Teradataなどのデータベース接続を
作成する場合は、[Database Settings] (データベース設定)エリアの[Additional parameters] (追加パ
ラメーター)フィールドに追加の接続プロパティを指定することができます。

Hiveに接続する必要がある場合は、ビッグデータ対応のTalendソリューションのご利⽤をお勧めしま
す。

MSSQL接続を作成する場合、データベース内のすべてのテーブルスキーマを取得するため、必ず次のよ
うにしてます。

- MSSQL 2000に接続する場合は、dboを[Schema] (スキーマ)フィールドに入力します。

- MSSQL 2005/2008に接続する場合は、[Schema] (スキーマ)フィールドからdboを削除します。

2. [Check] (チェック)をクリックして接続を確認します。

接続に障害が発⽣するとと、障害を⽰すメッセージボックスが表⽰されます。メッセージボック
スの[Details] (詳細)ボタンをクリックすると詳細を表⽰できます。
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ライブラリまたはドライバー(.jarファイル)がなかったために障害が発⽣した場合は、[Details]
(詳細)パネルで確認し、指定されたライブラリまたはドライバーをインストールできます。

Studioではインストールを⾃動化する複数のアプローチが提供されています。詳細は、『Talend
インストレーションガイド』の外部モジュールのインストール⽅法を説明している章を参照して
ください。

3. 必要に応じて、データベースプロパティ情報を⼊⼒します。これでデータベース接続セットアッ
プの最初の操作が完了しました。[Finish] (終了)をクリックして、接続セットアップウィザード
を閉じます。

新しく作成されたデータベース接続が[Repository] (リポジトリ)ツリービューで利⽤可能にな
り、保存したSQLクエリが格納される[Queries] (クエリ)、テーブルスキーマの取得時にデータ
ベース接続に関連するすべてのスキーマを収集した[Table schemas] (テーブルスキーマ)を含
む、いくつかのフォルダーが表⽰されます。

これで、このデータベース接続をデータベースコンポーネントとしてデザインワークスペースに
ドラッグアンドドロップし、定義されたデータベース接続情報をジョブで再利⽤できるようにな
りました。

9.2.2. テーブルスキーマの取得
セットアップしたデータベース接続からテーブルスキーマを取得するには、[Repository] (リポジト
リ)ツリービューで接続アイテムを右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (ス
キーマ情報の取得)を選択します。

選択されたデータベースに取得するテーブルがない場合、またはこのデータベースにアクセスするのに必要な
権限がない場合はエラーメッセージが表⽰されます。
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新しく開いたウィザードでは、データベース接続内のさまざまなオブジェクト(テーブル、ビュー、
シノニム)をフィルタリングして表⽰することができ、必要なテーブルを選択してテーブルスキーマ
を定義できます。

当⾯、シノニムオプションはOracle、IBM DB2、MSSQLでのみ使⽤できます。

9.2.2.1. データベースオブジェクトのフィルタリング
[Select Filter Conditions] (フィルター条件の選択)エリアでは、[Use the Name Filter] (名前フィル
ターの使⽤)または[Use the Sql Filter] (SQLフィルターの使⽤)オプションを使⽤し、それぞれオブ
ジェクト名またはSQLクエリを使⽤してテーブルをフィルタリングできます。

名前に基づいてデータベーステーブルをフィルタリングするには、次のようにします。

1. [Select Filter Conditions] (フィルター条件の選択)エリアで[Use the Name Filter] (名前フィル
ターの使⽤)オプションを選択します。

2. [Select Types] (タイプの選択)エリアで、フィルターまたは表⽰するデータベースオブジェクト
のチェックボックスをオンにします。

選択されたデータベースによって利⽤できるオプションは異なります。

3. [Set the Name Filter] (名前フィルターの設定)エリアで[Edit...] (編集)をクリックし、[Edit
Filter Name] (フィルター名の編集)ダイアログボックスを開きます。

4. 使⽤するフィルターをダイアログボックスに⼊⼒します。たとえば、"A"で始まる名前のデータ
ベースオブジェクトを取り出すには、"A%"というフィルターを⼊⼒します、また"type"で終わ
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る名前のデータベースオブジェクトすべてを取り出すには、フィルターに"%type"と⼊⼒しま
す。

5. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

6. [Next] (次へ)をクリックすると、ウィザードで新しいビューが開き、フィルタリングされたデー
タベースオブジェクトが表⽰されます。

SQLクエリを使ってデータベースオブジェクトをフィルタリングするには、次のようにします。

1. [Select Filter Conditions] (フィルター条件の選択)エリアで[Use Sql Filter] (SQLフィルターの
使⽤)オプションを選択します。

2. [Set the Sql Filter] (SQLフィルターの設定)フィールドに、データベースオブジェクトのフィル
タリングに使⽤するSQLクエリを⼊⼒します。

3. [Next] (次へ)をクリックすると、新しいビューが開き、フィルタリングされたデータベースオブ
ジェクトが表⽰されます。
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9.2.2.2. テーブルの選択とテーブルスキーマの定義

フィルタリングされたデータベースオブジェクト(テーブル、ビュー、シノニム)のリストが表⽰され
たら、次のように任意のオブジェクトのスキーマをリポジトリにロードします。

1. リストから1つ以上のデータベースオブジェクトを選択し、[Next] (次へ)をクリックすると、
ウィザードに新しいビューが表⽰され、選択されたオブジェクトのスキーマを確認できます。

リストにスキーマが表⽰されない場合は、リストの下にある[Check connection] (接続の確認)ボタンを
クリックして、データベースの接続状態を調べます。
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2. 必要に応じてスキーマを編集します。

[Type] (タイプ)カラムのデータ型が正しく定義されていることを確認します。

⽇付パターンを含め、データ型について詳しくは、http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/
index.htmlを参照してください。

ソースデータベーステーブルに文字列ではなく関数または式であるデフォルト値が含まれる場合、最
終スキーマを使用したデータベーステーブルの作成時に予期せぬ結果になるのを回避するため、最終ス
キーマ内のデフォルト値を囲む一重引用符(ある場合)は必ず削除してください。

詳細については、https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schemaを
参照してください。

デフォルトでは、[Schema] (スキーマ)パネルに表⽰されるスキーマは、ロードされたスキーマ
の⼀覧(左側パネル)で最初に選択されたテーブルに基づきます。スキーマの名前は必要に応じて
変更できます。また、スキーマパネルでスキーマの構造のカスタマイズも可能です。

ツールバーを使ってスキーマのカラムを追加、削除、移動することができます。さらに、ファイ
ルからXMLスキーマをロードする、または現在のスキーマをXMLとしてエクスポートすることが
できます。

ロードされているテーブルスキーマの1つに基づいてスキーマを取得するには、ドロップダウン
リストからDBテーブルスキーマ名を選択し、[Retrieve schema] (スキーマを取得)をクリック
します。これにより現在のスキーマが取得されたスキーマによって上書きされ、カスタマイズ内
容は保持されないことにご注意ください。

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schema
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終了したら、[Finish] (終了)をクリックしてデータベーススキーマの作成を完了します。取得さ
れたスキーマすべては、関連するデータベース接続ノードの下の[Table schemas] (テーブルス
キーマ)サブフォルダーの中に表⽰されます。

これで、任意のデータベース接続のテーブルスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
からドラッグして、デザインワークスペースにドロップして新規データベースコンポーネントと
して使⽤する、または既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤することができ
るようになりました。詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップ
する方法」および「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

9.3. JDBCメタデータの⼀元管理
[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードの下のJDBC接続内でDB
テーブルベースのメタデータを⼀元管理するには、次の密接に関係する2つのタスクを実⾏します。

1. JDBC接続のセットアップ

2. テーブルスキーマの取得

以降のセクションではこれらのタスクを詳しく説明しています。

9.3.1. JDBC接続のセットアップ
1. JDBC接続を最初から作成するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メ

タデータ)を展開し、[DB Connections] (DB接続)を右クリックして[Create connection] (DB接
続の作成)を選択し、データベース接続セットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したデータベース接続パラメーターをJDBC接続として⼀元管理するには、該当す
るデータベースコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパ
ティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)で アイコンをクリックし、データベース接続セッ
トアップウィザードを開きます。

既存のJDBC接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューから接続アイテム
を右クリックし、[Edit connection] (接続の編集)を選択してセットアップウィザードを開きま
す。

2. 接続の[Name] (名前)、[Description] (説明)など、スキーマ汎⽤情報を⼊⼒し、[Next] (次へ)を
クリックして接続詳細の定義に進みます。

詳細は、「データベース接続のセットアップ」の⼀般的なプロパティを定義したセクションを参
照してください。

3. [DB Type] (DBタイプ)リストから[General JDBC] (⼀般JDBC)を選択します。
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4. 次のように接続情報を⼊⼒します:

• データベースサーバーにアクセスするのに使⽤する[JDBC URL]を⼊⼒します。

• [Driver jar] (ドライバーjar)フィールドで、データベースへの接続を検証するjarドライバーを
選択します。

• [Class name] (クラス名)フィールドに、データベースと通信するドライバーのメインクラス
を⼊⼒します。

• [User name] (ユーザー名)と[Password] (パスワード)を⼊⼒します。

• [Mapping File] (マッピングファイル)フィールドには、データベースタイプをスキーマ上の
Javaタイプのデータにマッチさせるのに必要なマッピングを⼊⼒します。[...]ボタンをクリッ
クしてダイアログボックスを開き、接続するデータベースのタイプに応じて[Mapping list]
(マッピングリスト)エリアからマッピングファイルを選択します。
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マッピングファイルは、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences] (環境設定) > Talend > [Specific
Settings] (特別設定) > [Metadata of TalendType] (Talendタイプのメタデータ)で管理できるXML
ファイルです。詳細は、「タイプの変換(Talend > Specific Settings)」を参照してください。

5. [Check] (チェック)をクリックして接続を確認します。

6. 必要に応じて、データベースプロパティ情報を⼊⼒します。[Finish] (終了)をクリックして、接
続セットアップウィザードを閉じます。

新しく作成されたJDBC接続が[Repository] (リポジトリ)ツリービューに表れ、いくつかのフォ
ルダーが表⽰されます。保存したSQLクエリが⼊っている[Queries] (クエリ)、このDB接続に関
連付けられているすべてのスキーマをスキーマの取得時に集約した[Table schemas] (テーブル
スキーマ)などが含まれます。

9.3.2. テーブルスキーマの取得
1. セットアップしたデータベース接続からテーブルスキーマを取得するには、[Repository] (リ

ポジトリ)ツリービューで接続アイテムを右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve
Schema] (スキーマ情報の取得)を選択します。

新しく開いたウィザードでは、データベース接続内のさまざまなオブジェクト(テーブル、
ビュー、シノニム)をフィルターして表⽰することができ、必要なテーブルを選択してテーブル
スキーマを定義できます。

2. 必要に応じてフィルターを定義し、データベースオブジェクトをフィルタリングします。詳細
は、「データベースオブジェクトのフィルタリング」を参照してください。

[Next] (次へ)をクリックして、フィルタリングされたデータベースオブジェクトを表⽰する
ビューを開きます。フィルター条件に⼀致するデータベース接続に存在するすべてのデータベー
スとそのすべてのテーブルが⼀覧表⽰されます。
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リストにデータベースが表⽰されない場合は、[Check connection] (接続の確認)ボタンをク
リックして、データベースの接続を確認します。

3. テーブルから1つ以上のテーブルを選択し、リポジトリファイルシステムにロードします。リポ
ジトリスキーマはこれらのテーブルに基づいたものとなります。

4. [Next] (次へ)をクリックします。次のウィンドウに表⽰される4つのパネルで作成するスキーマ
を定義できます。必要に応じてスキーマを編集します。

Javaの場合は、データ型が正しく定義されていることを確認してください。⽇付パターンを含むデータ
型の詳細は、http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.htmlを参照してください。

ソースデータベーステーブルに文字列ではなく関数または式であるデフォルト値が含まれる場合、最
終スキーマを使用したデータベーステーブルの作成時に予期せぬ結果になるのを回避するため、最終ス
キーマ内のデフォルト値を囲む一重引用符(ある場合)は必ず削除してください。

詳細については、https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schemaを
参照してください。

デフォルトでは、ロードされたスキーマの⼀覧(左のパネル)で最初に選択されたテーブルに基づ
いたスキーマが [Schema] (スキーマ)パネルに表⽰されます。スキーマの名前は変更でき、必要
に応じてスキーマパネルでスキーマの構造をカスタマイズすることもできます。

ツールバーを使ってスキーマのカラムを追加、削除、移動できます。さらに、ファイルからXML
スキーマをロードするか、または現在のスキーマをXML形式でエクスポートすることができま
す。

ロードされたテーブルスキーマの1つに基づいてスキーマを取得するには、ドロップダウンリス
トからデータベーステーブルスキーマ名を選択し、[Retrieve schema] (スキーマを取得)をク
リックします。これにより現在のスキーマが取得されたスキーマによって上書きされ、カスタマ
イズ内容は保持されないことにご注意ください。

終了したら、[Finish] (終了)をクリックしてデータベーススキーマの作成を完了します。取得さ
れたスキーマすべては、関連するデータベース接続ノードの下の[Table schemas] (テーブルス
キーマ)サブフォルダー内に表⽰されます。

これで任意のデータベース接続のテーブルスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューか
らドラッグして、デザインワークスペースにドロップして新規データベースコンポーネントとし
て使⽤するか、既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤することができるよう
になりました。詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方
法」および「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

9.4. SASメタデータの⼀元管理
リモートSASシステムに頻繁に接続する必要がある場合、[Repository] (リポジトリ)で接続情報を⼀
元管理することができます。

[Repository] (リポジトリ)でSAS接続のメタデータ情報を⼀元管理するには、主に2つのタスクを実
⾏する必要があります:

1. SAS接続のセットアップ

2. データベーススキーマの取得

前提条件:

• Talend Studioではソースまたはターゲットに接続するため、特定の他社Javaライブラリまたは
データベースドライバー(.jarファイル)をインストールを必要する必要があります。ライセンスの制

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/index.html
https://help.talend.com/display/KB/Verifying+default+values+in+a+retrieved+schema
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約により、Talendから特定のライブラリやドライバーを直接提供できない場合があります。その
場合、以降のセクションで紹介する接続ウィザードに情報が表⽰されるため、必要なライブラリま
たはドライバーを⾒つけてインストールすることができます。詳細は、『Talendインストレーショ
ンガイド』を参照してください。

• 以下の⼿順でSAS接続を設定する前に、SASサーバーからメタデータを取得し、XML形式でエクス
ポートしておく必要があります。

9.4.1. SAS接続のセットアップ
1. Talend Studioの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードの下

にある[DB Connections] (DB接続)を右クリックして[Create connection] (DB接続の作成)を選
択し、[Database Connection] (データベース接続)ウィザードを開きます。

2. [Name] (名前)、[Description] (説明)など、接続の⼀般的なプロパティを⼊⼒し、[Next] (次へ)
をクリックして接続詳細を定義する新しいビューを開きます。

詳細は、「データベース接続のセットアップ」の⼀般的なプロパティを定義したセクションを参
照してください。

3. [Database Connection] (データベース接続)ウィザードの[DB Type] (DBタイプ)フィールド
で[SAS]を選択し、続くフィールドにSASの接続情報を⼊⼒します。
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4. 必要に応じて[Check] (チェック)ボタンをクリックして接続が正常かどうかを確認します。

5. 必要に応じて、データベースのプロパティを[Database Properties] (データベースプロパティ)
エリア内の対応するフィールドに定義します。

6. [Finish] (終了) をクリックして、変更を確定しウィザードを閉じます。

新しく設定されたデータベースへの接続が[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[DB
Connections] (DB接続)フォルダーの下に表⽰されます。この接続にはいくつかのサブフォル
ダーがあり、その中の[Table schemas] (テーブルスキーマ)には、スキーマの取得後、この接続
に関連するすべてのスキーマがグループ化されます。
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9.4.2. テーブルスキーマの取得
1. 作成したSAS接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情

報の取得)を選択します。

新しく開くウィザードでは、データベース接続内の各種オブジェクト(テーブル、ビュー)をフィ
ルタリングして表⽰でき、必要なテーブルを選択してテーブルスキーマを定義できます。

2. ニーズに基づいてデータベースオブジェクトをフィルタリングして、1つ以上のテーブルを選択
し、必要に応じてテーブルスキーマを編集します。詳細は、「テーブルスキーマの取得」を参照
してください。

完了したら、任意のSAS接続のテーブルスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
からドラッグして、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、
既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤できるようになりました。詳細
は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」および「リポジ
トリスキーマを設定する方法」を参照してください。

9.5. 区切り記号付きファイルメタデータの⼀元
管理
区切り記号付きファイルに対してデータの読み取りや書き込みを頻繁に⾏う必要がある場
合、[Repository] (リポジトリ)でメタデータを⼀元化することで、簡単に再利⽤できます。区切り記
号付きファイルメタデータは、tFileInputDelimited、tFileOutputDelimited、t*OutputBulkの各
コンポーネントのプロパティを定義するために使⽤できます。

ファイルスキーマの作成⽅法は、すべてのタイプのファイル接続(区切り記号付き、固定⻑、正規表
現、XML、またはLdif)でほとんど同様です。

データベース接続ウィザードとは異なり、[New Delimited File] (新規の区切り記号付きファイル)
ウィザードでは、4つの⼿順でファイル接続とスキーマ定義が収集されます。

区切り記号付きファイル接続を最初から作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツリービュー
で[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File Delimited] (区切り記号付きファイル)を右ク
リックして、コンテキストメニューから[Create file delimited] (区切り記号付きファイル接続の作
成)を選択し、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。
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ジョブで定義したファイル接続とスキーマを⼀元管理するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で アイコンをクリックし、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

このウィザードで⼀般的なプロパティとファイルスキーマを定義します。

⼀般的なプロパティの定義
1. ファイルメタデータセットアップウィザードで、[Name] (名前)フィールド(必須)、[Purpose]

(⽬的)フィールドと[Description] (説明)フィールド(任意)を⼊⼒します。[Description] (説明)
フィールドに⼊⼒した情報は、ファイル接続にマウスのポインターを移動すると、ツールヒント
として表⽰されます。

2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設
定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス管
理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドの横の[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
delimited] (区切り記号付きファイル)ノードの下で、作成したばかりのファイル接続を格納する
フォルダーを選択します。既存の接続を編集している場合、フォルダーを選択することはできま
せんが、いつでも接続をドラッグして新規フォルダーにドロップできます。

4. ⼀般的なプロパティの設定が終了したら、[Next] (次へ)をクリックします。

ファイルのパスと形式の定義
1. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックし、ローカルホストまたはLANホストでファイルを探しま

す。
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2. [Format] (形式)で、ファイルが作成されたOSの形式を選択します。この情報は次の⼿順で
フィールドを⾃動⼊⼒するために使⽤されます。リストに適切な形式が含まれていない場合は、
無視します。

3. [File viewer] (ファイルビューアー)で、ロードされたファイルがすぐに確認できます。ファイル
の⼀貫性、ヘッダーの有無、さらに⼀般的にファイルの構造を確認します。

4. [Next] (次へ)をクリックして、次の⼿順に進みます。

ファイル解析パラメーターの定義

このビューではファイルのさまざまな設定を調整できるため、ファイルスキーマが適切に取得できる
ようになります。
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1. [File Settings] (ファイル設定)エリアで、エンコーディングタイプ、フィールドと⾏のセパレー
タを設定します。

2. ファイルタイプ(csvまたは区切り記号付き)に応じて、使⽤するエスケープ⽂字と囲み⽂字を設
定します。
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3. ファイルビューアーにヘッダーメッセージが表⽰される場合、解析からヘッダーを除外します。
スキップするヘッダー⾏の数を設定します。また、ファイルにフッター情報が含まれていること
がわかっていれば、無視するフッター⾏の数を設定します。

4. [Limit of Rows] (⾏数の制限)エリアでは、解析されるファイルの拡張を制限できます。必要に
応じて、[Limit] (制限)チェックボックスをオンにし、希望する⾏数を設定または選択します。

5. [File Preview] (ファイルのプレビュー)パネルで、新しい設定の影響を確認します。

6. [Set heading row as column names] (最初の⾏をカラム名として設定)チェックボックスをオ
ンにし、最初に解析された⾏をスキーマカラムのラベルにします。スキップするヘッダー⾏の数
が1つずつ増えることに注意してください。

7. プレビューパネルの[Refresh] (更新)をクリックして設定を有効にし、ビューアーで結果を確認
します。

8. [Next] (次へ)をクリックして、最後の⼿順に進み、⽣成されたファイルスキーマの確認とカスタ
マイズを⾏います。

ファイルスキーマの確認とカスタマイズ

最後の⼿順では、⽣成された区切り記号付きファイルスキーマが⽰されます。テーブルの下のツール
バーを使って、スキーマをカスタマイズできます。
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1. スキーマの基になる区切り記号付きファイルが変更されたら、[Guess] (推定)ボタンを使って、
スキーマを再度⽣成します。ススキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリッ
クすると変更が失われることに注意してください。

2. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File
Delimited] (区切り記号付きファイル)接続ノードの下に新規スキーマが表⽰されます。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグし
て、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネントに
ドロップしてメタデータを再利⽤できます。ジョブで⼀元管理されるメタデータの使⽤⽅法について
の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」および「リポ
ジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file delimited] (区切り記号付きファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセット
アップウィザードを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。
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9.6. 固定⻑ファイルメタデータの⼀元管理
固定⻑ファイルに対してデータの読み取りや書き込みを頻繁に⾏う必要がある場合、[Repository]
(リポジトリ)でメタデータを⼀元化することで、簡単に再利⽤できます。固定⻑ファイルメタデータ
は、tFileInputPositional、tFileOutputPositional、tFileInputMSPositionalの各コンポーネント
のプロパティを定義するために使⽤できます。

[New Delimited File] (新規の区切り記号付きファイル)ウィザードのように、[New Positional File]
(新規の固定⻑ファイル)では、4つの⼿順でファイル接続とスキーマ定義が収集されます。

ファイルスキーマの作成⽅法は、すべてのタイプのファイル接続(区切り記号付き、固定⻑、正規表
現、XML、またはLdif)でほとんど同様です。

固定⻑ファイルの接続を最初から作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツリービュー
で[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File positional] (固定⻑ファイル)を右クリックし
て、コンテキストメニューから[Create file positional] (固定⻑ファイル接続の作成)を選択し、ファ
イルメタデータセットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したファイル接続とスキーマを⼀元管理するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で アイコンをクリックし、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

このウィザードで⼀般的なプロパティとファイルスキーマを定義します。

⼀般的なプロパティの定義

1. ファイルメタデータセットアップウィザードで、[Name] (名前)フィールド(必須)、[Purpose]
(⽬的)フィールドと[Description] (説明)フィールド(任意)を⼊⼒します。[Description] (説明)
フィールドに⼊⼒した情報は、ファイル接続にマウスのポインターを移動すると、ツールヒント
として表⽰されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設
定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス管
理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドの横の[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
positional] (固定⻑ファイル)ノードの下で、作成したばかりのファイル接続を格納するフォル
ダーを選択します。既存の接続を編集している場合、フォルダーを選択することはできません
が、いつでも接続をドラッグして新規フォルダーにドロップできます。

4. ⼀般的なプロパティの設定が終了したら、[Next] (次へ)をクリックします。

ファイルのパス、形式、マーカー位置の定義

1. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックし、ローカルホストまたはLANホストでファイルを探しま
す。

2. [Encoding] (エンコーディング)と[Format] (形式)で、ファイルが作成されたエンコーディング
タイプとOSの形式を選択します。この情報は次の⼿順でフィールドを⾃動⼊⼒するために使⽤
されます。リストに適切な形式が含まれていない場合は、OS形式を無視します。
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ファイルがロードされ、[File Viewer] (ファイルビューアー)エリアにファイルのプレビューが表
⽰されるので、マーカーを配置できます。

3. ファイルプレビューをクリックし、ルーラーを使ってマーカーを設定して、ファイルカラムのプ
ロパティを定義します。オレンジ⾊の⽮印が位置の調整に役⽴ちます。
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[Field Separator] (フィールドセパレータ)と[Marker Position] (マーカー位置)フィールドに
は、コンマで区切られたいくつかの数値が⾃動的に⼊⼒されます。

[Field Separator] (フィールドセパレータ)の数値はセパレータ間の⽂字数で、ロードされた
ファイルのカラムの⻑さを⽰します。アスタリスクは、前のマーカー位置から⾏の最後までの残
りのすべての⽂字数を意味します。数値を変更して、カラムの⻑さを正確に指定することができ
ます。

[Marker Position] (マーカー位置)フィールドには、ルーラー上の各マーカーの正確な位置が⽂
字数で表⽰されます。数値を変更して、位置を正確に指定することができます。

マーカーを移動するには、その⽮印を押して、新しい位置にドラッグします。マーカーを削除
するには、その⽮印を押して、 アイコンが表⽰されるまでルーラーに向かってドラッグしま
す。

4. [Next] (次へ)をクリックして、続⾏します。

ファイル解析パラメーターの定義

このビューではファイルのさまざまな設定を定義できるため、ファイルスキーマが適切に取得できる
ようになります。

この段階でプレビューに表⽰されるのは、マーカー位置に設定されたファイルカラムです。
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1. [File Settings] (ファイル設定)エリアで、フィールドと⾏のセパレータを設定します。

• 必要に応じて、[Field Separator] (フィールドセパレータ)フィールドの数値を変更して、カ
ラムの⻑さを正確に指定します。

• ファイルの⾏セパレータが標準のEOL (⾏末)ではない場合、[Row Separator] (⾏セパレータ)
リストから[Custom String] (ユーザー定義⽂字列)を選択し、[Corresponding Character]
(対応する⽂字)フィールドで⽂字列を指定します。

2. データの内容から除外するヘッダー⾏がファイルにある場合、[Rows To Skip] (スキップす
る⾏)エリアの[Header] (ヘッダー)チェックボックスをオンにし、対応するフィールドで無視
する⾏数を定義します。また、ファイルにフッター情報が含まれていることがわかっていれ
ば、[Footer] (フッター)チェックボックスをオンにして、無視するフッター⾏の数を設定しま
す。

3. [Limit of Rows] (⾏数の制限)エリアでは、解析されるファイルの拡張を制限できます。必要に
応じて、[Limit] (制限)チェックボックスをオンにし、希望する⾏数を設定または選択します。

4. ファイルにカラムラベルが含まれる場合、[Set heading row as column names] (最初の⾏をカ
ラム名として設定)チェックボックスをオンにし、最初に解析された⾏をスキーマカラムのラベ
ルにします。スキップするヘッダー⾏の数が1つずつ増えることに注意してください。

5. [Preview] (プレビュー)パネルの[Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックして設定を
有効にし、ビューアーで結果を確認します。

6. [Next] (次へ)をクリックして、次のビューに進み、⽣成されたファイルスキーマの確認とカスタ
マイズを⾏います。
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ファイルスキーマの確認とカスタマイズ

⼿順4ではエンドスキーマの⽣成を⽰します。プログラムで誤解される可能性のある⽂字は、中⽴の
⽂字に置き換えられます。たとえば、アスタリスクは下線に置き換えられます。

1. 必要に応じて、スキーマの名前(デフォルトはメタデータ)を変更し、スキーマカラムを編集しま
す。

2. 固定⻑ファイルスキーマを再度⽣成するには、[Guess] (推定)ボタンをクリックします。ただ
し、ファイルベースのスキーマを推定すると、スキーマへの編集が失われる可能性があります。

3. 終了したら、[Finish] (終了)をクリックして、ウィザードを閉じます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File positiona] (固定⻑ファイル)接続ノードの
下に新規スキーマが表⽰されます。定義したメタデータを[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
から、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネント
にドロップしてメタデータを再利⽤できるようになりました。ジョブで⼀元管理されるメタデータの
使⽤⽅法についての詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方
法」および「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file positional] (固定⻑ファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップ
ウィザードを開きます。
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既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.7. 正規表現ファイルメタデータの⼀元管理
正規表現ファイルのスキーマは、ログファイルなど正規表現で作成されるファイルに使⽤します。正
規表現ファイルに頻繁に接続する必要がある場合、[Repository] (リポジトリ)で接続とスキーマ情報
を⼀元化することで、簡単に再利⽤できます。

[New Delimited File] (新規の区切り記号付きファイル)ウィザードのように、[New RegEx File] (新
規の正規表現ファイル)では、4つの⼿順でファイル接続とスキーマ定義が収集されます。

ここでの⼿順には正規表現構⽂の⾼度な知識が必要とされます。

正規表現ファイルの接続を最初から作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツリービュー
で[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File Regex] (正規表現ファイル)を右クリックして、
コンテキストメニューから[Create file regex] (正規表現ファイル接続を作成)を選択し、ファイルメ
タデータセットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したファイル接続とスキーマを⼀元管理するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で アイコンをクリックし、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

このウィザードで⼀般的なプロパティとファイルスキーマを定義します。

⼀般的なプロパティの定義

1. ファイルメタデータセットアップウィザードで、[Name] (名前)フィールド(必須)、[Purpose]
(⽬的)フィールドと[Description] (説明)フィールド(任意)を⼊⼒します。[Description] (説明)
フィールドに⼊⼒した情報は、ファイル接続にマウスのポインターを移動すると、ツールヒント
として表⽰されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設
定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス管
理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドの横の[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
regex] (正規表現ファイル)ノードの下で、作成したばかりのファイル接続を格納するフォルダー
を選択します。既存の接続を編集している場合、フォルダーを選択することはできませんが、い
つでも接続をドラッグして新規フォルダーにドロップできます。

4. ⼀般的なプロパティの設定が終了したら、[Next] (次へ)をクリックします。

ファイルのパスと形式の定義

1. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックし、ローカルホストまたはLANホストでファイルを探しま
す。

2. [Encoding] (エンコーディング)と[Format] (形式)で、ファイルが作成されたエンコーディング
タイプとOSの形式を選択します。この情報は次の⼿順でフィールドを⾃動⼊⼒するために使⽤
されます。リストに適切な形式が含まれていない場合は、OS形式を無視します。
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[File viewer] (ファイルビューアー)で、ロードされたファイルがすぐに確認できます。

3. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマ構造を定義します。

ファイル解析パラメーターの定義
このビューではファイルのさまざまな設定を定義できるため、ファイルスキーマが適切に取得できる
ようになります。

1. [File Settings] (ファイル設定)エリアで、フィールドと⾏のセパレータを設定します。

• 必要に応じて、[Field Separator] (フィールドセパレータ)フィールドの数値を変更して、カ
ラムの⻑さを正確に指定します。

• ファイルの⾏セパレータが標準のEOLではない場合、[Row Separator] (⾏セパレータ)リスト
から[Custom String] (ユーザー定義⽂字列)を選択し、[Corresponding Character] (対応す
る⽂字)フィールドで⽂字列を指定します。

2. [Regular Expression settings] (正規表現の設定)パネルに、ファイルを区切るために使⽤する
正規表現を⼊⼒します。

一重引用符または二重引用符で正規表現を囲むようにしてください。

3. データの内容から除外するヘッダー⾏がファイルにある場合、[Rows To Skip] (スキップす
る⾏)エリアの[Header] (ヘッダー)チェックボックスをオンにし、対応するフィールドで無視
する⾏数を定義します。また、ファイルにフッター情報が含まれていることがわかっていれ
ば、[Footer] (フッター)チェックボックスをオンにして、無視するフッター⾏の数を設定しま
す。
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4. [Limit of Rows] (⾏数の制限)エリアでは、解析されるファイルの拡張を制限できます。必要に
応じて、[Limit] (制限)チェックボックスをオンにし、希望する⾏数を設定または選択します。

5. ファイルにカラムラベルが含まれる場合、[Set heading row as column names] (最初の⾏をカ
ラム名として設定)チェックボックスをオンにし、最初に解析された⾏をスキーマカラムのラベ
ルにします。スキップするヘッダー⾏の数が1つずつ増えることに注意してください。

6. [Refresh preview] (プレビューの更新)をクリックして、変更を有効にします。プレビューが更
新されるまで、ボタンは[Stop] (停⽌)になっています。

7. [Next] (次へ)をクリックして、次のビューに進み、⽣成された正規表現ファイルスキーマの確認
とカスタマイズを⾏います。

ファイルスキーマの確認とカスタマイズ

1. 必要に応じて、スキーマの名前(デフォルトはメタデータ)を変更し、スキーマカラムを編集しま
す。

2. 正規表現スキーマを取得または更新するには、[Guess] (推定)をクリックします。ただし、ファ
イルベースのスキーマを推定すると、スキーマへの編集が失われる可能性があります。

3. 終了したら、[Finish] (終了)をクリックして、ウィザードを閉じます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File regex] (正規表現ファイル)接続ノードの下
に新規スキーマが表⽰されます。定義したメタデータを[Repository] (リポジトリ)ツリービューか
ら、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネントに
ドロップしてメタデータを再利⽤できます。ジョブで⼀元管理されるメタデータの使⽤⽅法について
の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」および「リポ
ジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file regex] (正規表現ファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィ
ザードを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。
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9.8. XMLファイルメタデータの⼀元管理
XMLファイルに頻繁に接続する必要がある場合、[New Xml File] (新規のXmlファイル)ウィザードを
使って、ファイル接続とそこから取得されたスキーマを[Repository] (リポジトリ)で⼀元化すること
で、簡単に再利⽤できます。

選択するオプションに応じて、ウィザードでは⼊⼒ファイルまたは出⼒ファイルの接続を作成できま
す。ジョブでは、tFileInputXMLとtExtractXMLFieldのコンポーネントは、XMLファイルを読み取
るために作成された⼊⼒接続を使⽤し、tAdvancedFileOutputXMLは、XMLファイルを書き込むた
めか、既存のXMLファイルを更新するために作成された出⼒スキーマを使⽤します。

XMLファイルの読み取りの詳細は、「入力ファイルのXMLメタデータの設定」を参照してください。

XMLファイルの書き込みの詳細は、「出力ファイルのXMLメタデータの設定」を参照してください。

XMLファイルの接続を最初から作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツリービュー
で[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File XML] (XMLファイル)を右クリックして、コン
テキストメニューから[Create file XML] (XMLファイルの作成)を選択し、ファイルメタデータセット
アップウィザードを開きます。

ジョブで定義したファイル接続とスキーマを⼀元管理するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で アイコンをクリックし、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

このウィザードで⼀般的なプロパティとファイルスキーマを定義します。

9.8.1. ⼊⼒ファイルのXMLメタデータの設定
このセクションでは、ファイル接続を定義する⽅法、および⼊⼒ファイルのXMLスキーマをアップ
ロードする⽅法を説明しています。出⼒ファイルの定義とアップロードを⾏うには、「出力ファイル
のXMLメタデータの設定」を参照してください。

⼀般的なプロパティの定義

この⼿順では、名前、⽬的、説明など、メタデータの⼀般的なプロパティを設定します。

1. ファイルメタデータセットアップウィザードで、[Name] (名前)フィールド(必須)、[Purpose]
(⽬的)フィールドと[Description] (説明)フィールド(任意)を⼊⼒します。[Description] (説明)
フィールドに⼊⼒した情報は、ファイル接続にマウスのポインターを移動すると、ツールヒント
として表⽰されます。

作成するメタデータの⼀般的なプロパティを⼊⼒する際に、接続のタイプを⼊⼒または出⼒のいずれか
に定義する必要があります。そのため、⼊⼒スキーマであるか出⼒スキーマであるかを判別しやすくす
る情報を⼊⼒することが推奨されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設
定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス管
理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドの横の[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File XML]
(XMLファイル)ノードの下で、作成したばかりのファイル接続を格納するフォルダーを選択しま
す。既存の接続を編集している場合、フォルダーを選択することはできませんが、いつでも接続
をドラッグして新規フォルダーにドロップできます。

4. [Next] (次へ)をクリックして、メタデータのタイプを選択します。

メタデータのタイプ(⼊⼒)の設定

この⼿順は、メタデータのタイプを⼊⼒または出⼒にいずれかに設定する⽅法です。ここでの⼿順で
は、⼊⼒に設定する⽅法を説明しています。

1. ダイアログボックスで、Input XML (⼊⼒XML)を選択します。
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2. [Next] (次へ)をクリックして、⼊⼒ファイルをアップロードします。

XMLファイルのアップロード

この⼿順は、XMLファイルをアップロードして、XMLツリー構造を取得する⽅法を説明していま
す。XMLスキーマ定義(XSD)ファイルをアップロードするには、XSDファイルのアップロードを参照
してください。

この⼿順を説明するために使⽤される⼊⼒XMLファイルの例には、連絡先情報と次のような構造が含
まれます。

<contactInfo>
  <contact>
    <id>1</id>
    <firstName>Michael</firstName>
    <lastName>Jackson</lastName>
    <company>Talend</company>
    <city>Paris</city>
    <phone>2323</phone>
  </contact>
  <contact>
    <id>2</id>
    <firstName>Elisa</firstName>
    <lastName>Black</lastName>
    <company>Talend</company>
    <city>Paris</city>
    <phone>4499</phone>
  </contact>
  ...
</contactInfo>

XMLファイルをアップロードするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Browse...] (参照...)をクリックし、アップロードするXMLファイルがあるディレクトリに移動し
ます。または、ファイルにアクセスするためのパスを⼊⼒します。

[Schema Viewer] (スキーマビューアー)エリアに、XML構造のプレビューが表⽰されます。ファ
イルのXMLツリー構造の各レベルを展開して確認できます。
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2. システムにより⾃動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエ
ンコーディングのタイプを⼊⼒します。

3. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実⾏されるカラムの数を⼊⼒します。すべてのカラ
ムに実⾏する場合は、「0」を⼊⼒します。

4. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマのパラメーターを定義します。

XSDファイルのアップロード

この⼿順は、XSDファイルをアップロードして、XMLツリー構造を取得する⽅法を説明していま
す。XMLファイルをアップロードするには、XMLファイルのアップロードを参照してください。

XSDファイルはXMLファイルのスキーマを定義するために使⽤します。前述の例でのXMLファイルの
構造とモジュールのデータ型は、次のXSDを使って説明できます。これはこのセクションのXSD⼊⼒
例として使⽤します。

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="contactInfo">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" ref="contact"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
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  <xs:element name="contact">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="id"/>
        <xs:element ref="firstName"/>
        <xs:element ref="lastName"/>
        <xs:element ref="company"/>
        <xs:element ref="city"/>
        <xs:element ref="phone"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="id" type="xs:integer"/>
  <xs:element name="firstName" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="lastName" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="company" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="city" type="xs:NCName"/>
  <xs:element name="phone" type="xs:integer"/>
</xs:schema>

XMLスキーマの詳細は、http://www.w3.org/XML/Schemaを参照してください。

XSDファイルをロードする場合

• データはリポジトリに保存されるため、ファイルを削除しても移動しても、メタデータには影響がありませ
ん。

• モジュールをXMLツリーのルートとして選択できます。

XSDファイルをアップロードするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Browse...] (参照...)をクリックし、アップロードするXSDファイルがあるディレクトリに移動し
ます。または、ファイルにアクセスするためのパスを⼊⼒します。

2. 表⽰されるダイアログボックスの[Root] (ルート)リストで、XMLツリーのルートにするモジュー
ルを選択し、[OK]をクリックします。

[Schema Viewer] (スキーマビューアー)エリアに、XML構造のプレビューが表⽰されます。ファ
イルのXMLツリー構造の各レベルを展開して確認できます。

http://www.w3.org/XML/Schema
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3. システムにより⾃動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエ
ンコーディングのタイプを⼊⼒します。

4. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実⾏されるカラムの数を⼊⼒します。すべてのカラ
ムに実⾏する場合は、「0」を⼊⼒します。

5. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマのパラメーターを定義します。

スキーマの定義

この⼿順では、スキーマのパラメーターを設定します。
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スキーマの定義ウィンドウは、次の4つのビューで構成されています。

ビュー 説明
Source Schema (ソーススキーマ) XMLファイルのツリービュー
Target Schema (ターゲットスキーマ) 抽出と繰り返し情報
Preview (プレビュー) ターゲットスキーマのプレビュー、および選択したカラムの⼊⼒

データが定義した順番に表⽰されます。

XSDファイルをロードした場合は、プレビュー機能は利
⽤できません。

File Viewer (ファイルビューアー) ⽣データのプレビュー

最初にXpathループとそのループが実⾏される最⼤数を定義します。そのためには、次の⼿順を実⾏
します。
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1. [XPath loop expression] (XPathループ式)フィールドに、繰り返されるノードの絶対XPath式を
⼊⼒します。これには次の2つの⽅法があります。

• 繰り返されるノードの絶対XPath式を⼊⼒する(式全体を⼊⼒するか、Ctrl+Spaceを押して、
オートコンプリートリストを使⽤する)。

または

• [Source schema] (ソーススキーマ)のツリービューから[Absolute XPath expression] (絶対
XPath式)にノードをドロップする。

オレンジ⾊の⽮印が対応する式へのリンクを⽰します。

[Xpath loop expression] (Xpathループ式)フィールドは必須です。

2. [Loop limit] (ループ制限)フィールドで、選択したノードを繰り返す最⼤数を指定します。

3. [Source schema] (ソーススキーマ)のツリービューから[Relative or absolute XPath
expression] (相対または絶対XPath表現)フィールドにノードをドロップして、抽出するフィー
ルドを定義します。

CtrlキーまたはShiftキーを押したままノードをクリックすると、テーブルにドロップする複数のノード
を選択できます。[Source schema] (ソーススキーマ)のツリービューで選択した個々のノードと[Fields
to extract] (抽出するフィールド)テーブルのリンクが⻘⾊の⽮印で⽰されます。その他はグレーで⽰さ
れます。

4. 必要に応じて、ツールバーを使って、抽出に必要な数のカラムの追加、カラムの削除、カラムの
順番の変更ができます。

• ボタンと ボタンを使って、カラムを追加または削除できます。
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• ボタンと ボタンを使って、カラムの順番を変更できます。

5. [Column name] (カラム名)フィールドに、スキーマの[Preview] (プレビュー)エリアに表⽰さ
れるカラムのラベルを⼊⼒します。

6. [Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックして、ターゲットスキーマのプレビューを表
⽰します。フィールドが定義された順番でスキーマに表⽰されます。

XSDファイルをロードした場合は、プレビュー機能は利⽤できません。

7. [Next] (次へ)をクリックして、エンドスキーマの確認と編集を⾏います。

エンドスキーマの完了

⽣成されたスキーマにはXMLファイルで選択したカラムが表⽰され、スキーマをさらに定義できま
す。
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1. 必要に応じて、[Name] (名前)フィールドでメタデータの名前(デフォルトはmetadata)を変更
し、[Comment] (コメント)を追加し、さらに次のような変更ができます。

• 該当するフィールドを編集して、カラムを再定義する。

• ボタンと ボタンを使って、カラムを追加または削除できます。

• ボタンと ボタンを使って、カラムの順番を変更できます。

2. スキーマの基になるXMLファイルが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンをクリックして、ス
キーマを再度⽣成します。スキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックす
ると変更が失われることに注意してください。

3. [Finish] (終了)をクリックします。新しいファイル接続とそのスキーマが、[Repository] (リポ
ジトリ)ツリービューの[File XML] (XMLファイル)ノードの下に表⽰されます。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグし
て、新規のtFileInputXMLコンポーネントまたはtExtractXMLFieldコンポーネントとしてデザイン
ワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤できる
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ようになりました。ジョブで⼀元管理されるメタデータの使⽤⽅法についての詳細は、「[Metadata]
(メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」および「リポジトリスキーマを設定す
る方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file xml] (XMLファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザード
を開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.8.2. 出⼒ファイルのXMLメタデータの設定
このセクションでは、ファイルを接続する⽅法、および出⼒ファイルのXMLスキーマをアップロード
する⽅法を説明しています。⼊⼒ファイルのXMLスキーマを定義およびアップロードするには、「入
力ファイルのXMLメタデータの設定」を参照してください。

⼀般的なプロパティの定義

この⼿順では、名前、⽬的、説明など、メタデータの⼀般的なプロパティを設定します。

1. ファイルメタデータセットアップウィザードで、[Name] (名前)フィールド(必須)、[Purpose]
(⽬的)フィールドと[Description] (説明)フィールド(任意)を⼊⼒します。[Description] (説明)
フィールドに⼊⼒した情報は、ファイル接続にマウスのポインターを移動すると、ツールヒント
として表⽰されます。

作成するメタデータの⼀般的なプロパティを⼊⼒する際に、接続のタイプを⼊⼒または出⼒のいずれか
に定義する必要があります。そのため、⼊⼒スキーマであるか出⼒スキーマであるかを判別しやすくす
る情報を⼊⼒することが推奨されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設
定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス管
理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドの横の[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File XML]
(XMLファイル)ノードの下で、作成したばかりのファイル接続を格納するフォルダーを選択しま
す。既存の接続を編集している場合、フォルダーを選択することはできませんが、いつでも接続
をドラッグして新規フォルダーにドロップできます。

4. [Next] (次へ)をクリックして、メタデータのタイプを選択します。

メタデータのタイプ(出⼒)の設定

この⼿順は、メタデータのタイプを⼊⼒または出⼒にいずれかに設定する⽅法です。ここでの⼿順で
は、出⼒に設定する⽅法を説明しています。

1. ダイアログボックスで、[Output XML] (出⼒XML)を選択します。
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2. [Next] (次へ)をクリックして、XMLファイルかXSDファイルから、または初めから出⼒ファイル
を定義します。

既存のXMLファイルを使った出⼒ファイル構造の定義

この⼿順では、ファイルを⼿作業で作成するか、既存のXMLファイルまたはXSDファイルから作成
するかを選択します。[Create manually] (⼿作業で作成)オプションを選択すると、ウィザードを
使って4つの⼿順でスキーマ、ソースカラム、ターゲットカラムを設定する必要があります。ファイ
ルは、tAdvancedFileOutputXMLなどのXML出⼒コンポーネントを使ってジョブに作成されます。

ここでの⼿順では、既存のXMLファイルをロードして、出⼒ファイルの構造を作成します。XSDファ
イルから出⼒XML構造を作成するには、XSDファイルを使った出⼒ファイル構造の定義を参照してく
ださい。

XMLファイルから出⼒XML構造を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Create from a file] (ファイルから作成)オプションを選択します。

2. [XML or XSD File] (XMLまたはXSDファイル)フィールドの横にある[Browse...] (参照...)ボタンを
クリックし、XMLファイル(出⼒ファイルに適⽤される)にアクセスするパスを探し、ファイルを
ダブルクリックします。

[File Viewer] (ファイルビューアー)エリアに、XML構造のプレビューが表⽰され、[File
Content] (ファイルの内容)エリアに、最⼤でファイルの最初の50⾏が表⽰されます。
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3. システムにより⾃動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエ
ンコーディングのタイプを⼊⼒します。

4. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実⾏されるカラムの数を⼊⼒します。すべてのカラ
ムに実⾏する場合は、「0」を⼊⼒します。

5. [Output File Path] (出⼒ファイルパス)エリアの[Output File] (出⼒ファイル)フィールドで、出
⼒ファイルへのパスを参照するか⼊⼒します。ファイルがまだ存在しない場合は、ジョブの実⾏
中にtAdvancedFileOutputXMLコンポーネントを使って作成されます。ファイルがすでに存在
する場合は、上書きされます。

6. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマを定義します。
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XSDファイルを使った出⼒ファイル構造の定義

この⼿順は、XSDファイルから出⼒XML構造を定義する⽅法について説明しています。XMLファイル
からXML構造を作成するには、既存のXMLファイルを使った出⼒ファイル構造の定義を参照してくだ
さい。

XSDファイルをロードする場合

• データはリポジトリに保存されるため、ファイルを削除しても移動しても、メタデータには影響がありませ
ん。

• モジュールをXMLツリーのルートとして選択できます。

XSDファイルから出⼒XML構造を作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Create from a file] (ファイルから作成)オプションを選択します。

2. [XML or XSD File] (XMLまたはXSDファイル)フィールドの横にある[Browse...] (参照...)ボタンを
クリックし、XSDファイル構造(出⼒ファイルに適⽤される)にアクセスするパスを探し、ファイ
ルをダブルクリックします。

3. 表⽰されるダイアログボックスの[Root] (ルート)リストで、XMLツリーのルートにするモジュー
ルを選択し、[OK]をクリックします。

[File Viewer] (ファイルビューアー)エリアに、XML構造のプレビューが表⽰され、[File
Content] (ファイルの内容)エリアに、最⼤でファイルの最初の50⾏が表⽰されます。
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4. システムにより⾃動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエ
ンコーディングのタイプを⼊⼒します。

5. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実⾏されるカラムの数を⼊⼒します。すべてのカラ
ムに実⾏する場合は、「0」を⼊⼒します。

6. [Output File Path] (出⼒ファイルパス)エリアの[Output File] (出⼒ファイル)フィールドで、出
⼒ファイルへのパスを参照するか⼊⼒します。ファイルがまだ存在しない場合は、ジョブの実⾏
中にtAdvancedFileOutputXMLコンポーネントを使って作成されます。ファイルがすでに存在
する場合は、上書きされます。

7. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマを定義します。
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スキーマの定義
これまでの操作が終了したら、⻘⾊の⽮印が⽰すように、[Linker Source] (リンカーソース)エリ
アのカラムが[Linker Target] (リンカーターゲット)で対応するカラムに⾃動的にマッピングされま
す。

この⼿順では、出⼒スキーマを定義する必要があります。次の表は、それぞれの操作⽅法を説明して
います。

⽬的 操作
初めからスキーマを作成する
か、ソーススキーマのカラム
を編集して、出⼒スキーマに
送信する

[Linker Source] (リンカーソース)エリアで、[Schema Management] (スキーマの管
理)ボタンをクリックして、スキーマエディターを開きます。

ループモジュールを定義する [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュールを右クリックし、コンテ
キストメニューから[Set As Loop Element] (ループモジュールとして設定)を選択しま
す。

モジュールを定義して、ループを実⾏することは必須の操作です。

グループモジュールを定義す
る

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュールを右クリックし、コンテ
キストメニューから[Set As Group Element] (グループモジュールとして設定)を選択
します。

ループモジュールの親モジュールは、親モジュールがXMLツリーのルートで
ない限り、グループモジュールとして設定できます。

モジュールの⼦モジュールを
作成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかの操作を⾏います。
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⽬的 操作
• モジュールを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Sub-element] (サブモ

ジュールの追加)を選択します。表⽰されるダイアログボックスにサブモジュールの
名前を⼊⼒して、[OK]をクリックします。

• モジュールを選択し、下部の ボタンをクリックします。表⽰されるダイア
ログボックスで[Create as sub-element] (サブモジュールとして作成)を選択
し、[OK]をクリックします。次のダイアログボックスにサブモジュールの名前を⼊
⼒し、[OK]をクリックします。

モジュールの属性を作成する [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかの操作を⾏います。

• モジュールを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Attribute] (属性の追
加)を選択します。表⽰されるダイアログボックスに属性の名前を⼊⼒して、[OK]を
クリックします。

• モジュールを選択し、下部の ボタンをクリックします。表⽰されるダイアログ
ボックスで[Create as attribute] (属性として作成)を選択し、[OK]をクリックしま
す。次のダイアログボックスに属性の名前を⼊⼒し、[OK]をクリックします。

モジュールのネームスペース
を作成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかの操作を⾏います。

• モジュールを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Name Space] (ネーム
スペースの追加)を選択します。表⽰されるダイアログボックスにネームスペースの
名前を⼊⼒して、[OK]をクリックします。

• モジュールを選択し、下部の ボタンをクリックします。表⽰されるダイア
ログボックスで[Create as name space] (ネームスペースとして作成)を選択
し、[OK]をクリックします。次のダイアログボックスにネームスペースの名前を⼊
⼒し、[OK]をクリックします。

1つ以上のモジュール、属
性、ネームスペースを削除す
る

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかの操作を⾏います。

• モジュール、属性、またはネームスペースを右クリックし、コンテキストメニュー
から[Delete] (削除)を選択します。

•
モジュール、属性、またはネームスペースを選択し、下部の ボタンをクリック
します。

• モジュール、属性、またはネームスペースを選択し、[Delete]キーを押します。

モジュールに⼦がある場合、モジュールを削除すると⼦も削除されます。

1つ以上のモジュールの順番
を変更する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュールを選択し、 ボタン

と ボタンを押します。

モジュール、属性、または
ネームスペースに静的な値を
設定する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュール、属性、またはネームス
ペースを右クリックし、コンテキストメニューから[Set A Fix Value] (固定値の設定)を
選択します。

• 設定した値により、ジョブの⼊⼒側データフローから取得された該当する
コラムの値が置き換えられます。

• ループモジュールの⼦モジュールには、モジュールに⼦モジュールがな
く、ソースターゲットのマッピングがない限り、静的な値を設定できま
す。

ソースターゲットのマッピン
グを作成する

[Linker Source] (リンカーソース)エリアで、カラムを選択し、[Linker Target] (リン
カーターゲット)エリアのノードにドロップします。必要に応じて、ダイアログボック
スで[Create as sub-element of target node (ターゲットノードのサブモジュールと
して作成)、[Create as attribute of target node] (ターゲットノードの属性として作
成)、または[Add linker to target node] (リンカーをターゲットノードに追加)を選択
し、[OK]をクリックします。

ターゲットノードに許可されていないオプションを選択すると、警告のメッセージが
表⽰され、操作は⾏えません。

ソースターゲットのマッピン
グを削除する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ノードを右クリックし、コンテキス
トメニューから[Disconnect Linker] (リンカーの切断)を選択します。
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⽬的 操作
別のXMLファイルまたはXSD
ファイルからXMLツリーを作
成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、スキーマアイテムを右クリックし、
コンテキストメニューから[Import XML Tree] (XMLツリーのインポート)を選択して、
別のXMLファイルまたはXSDファイルをロードします。次に、ソースターゲットのマッ
ピングを⼿作業で作成し、出⼒スキーマを再度定義する必要があります。

CtrlキーとShiftキーを使って複数の選択を⾏い、⼀度に複数のフィールドを選択してドロップできます。こ
れによりマッピングがより迅速に⾏えます。右クリック操作にも複数の選択ができます。

1. [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ループを実⾏するモジュールを右クリック
し、コンテキストメニューから[Set As Loop Element] (ループモジュールとして設定)を選択し
ます。

2. 必要に応じて、その他の出⼒ファイルのプロパティを定義し、[Next] (次へ)をクリックして、エ
ンドスキーマの確認とカスタマイズを⾏います。

エンドスキーマの完了

ウィザードの⼿順5では、⽣成されたエンドスキーマが表⽰され、スキーマをさらに定義できます。
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1. 必要に応じて、[Name] (名前)フィールドでメタデータの名前(デフォルトはmetadata)を変更
し、[Comment] (コメント)を追加し、さらに次のような変更ができます。

• 該当するフィールドを編集して、カラムを再定義する。

• ボタンと ボタンを使って、カラムを追加または削除できます。

• ボタンと ボタンを使って、カラムの順番を変更できます。

2. スキーマの基になるXMLファイルが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンをクリックして、ス
キーマを再度⽣成します。スキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックす
ると変更が失われることに注意してください。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File
XML] (XMLファイル)メタデータの下に新規ファイル接続とそのスキーマが表⽰されます。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグし
て、新規のtAdvancedFileOutputXMLコンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップす
るか、既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤できるようになりました。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file xml] (XMLファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザード
を開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。
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既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.9. Excelファイルメタデータの⼀元管理
特定のExcelスプレッドシートファイルでデータの読み取りや書き込みを頻繁に⾏う必要がある場
合、[Repository] (リポジトリ)にファイルの接続とデータ構造を⼀元化することで、簡単に再利⽤で
きます。これにより、ファイルを使⽤するたびに関連コンポーネントにメタデータの詳細を⼿動で定
義する必要がなくなり、労⼒を節約することができます。

既存のExcelファイルまたはジョブに定義したExcelファイルプロパティ設定からExcelファイル接続
を⼀元化することができます。

ExcelファイルからExcelファイル接続とそのスキーマを⼀元化するには、まず[Repository] (レポジ
トリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File Excel] (Excelファイル)を右
クリックして、コンテキストメニューから[Create file Excel] (Excelファイルの作成)を選択し、ファ
イルメタデータセットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したファイル接続とスキーマを⼀元化するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で アイコンをクリックし、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

ウィザードに従って以下のタスクを1つずつ完了します。

• ファイル接続を識別するための⼀般的な情報を定義します。⼀般的なプロパティの定義を参照して
ください。

• 対象ファイルをロードします。ファイルのロードを参照してください。

• ファイルを解析してファイルスキーマを取得します。ファイルの解析を参照してください。

• ファイルスキーマを確定します。エンドスキーマの確定を参照してください。

⼀般的なプロパティの定義

1. ファイルメタデータセットアップウィザードでは、必須の[Name] (名前)フィールドを⼊⼒し、
必要に応じて[Purpose] (⽬的)フィールドおよび[Description] (説明)フィールドを⼊⼒しま
す。[Description] (説明)フィールドに⼊⼒した情報は、ファイル接続でマウスオーバーした時
にツールヒントとして表⽰されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドおよび[Status] (ステータス)フィールドを設
定します。リポジトリアイテムのバージョンおよびステータスは、[Project Settings] (プロ
ジェクト設定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ス
テータス管理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドのとなりの[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
Excel] (Excelファイル)ノードの下で、新規作成したファイル接続を格納するフォルダーを選択
します。

4. [Next] (次へ)をクリックしてファイル設定を続⾏します。

ファイルのロード

1. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックしてファイルを参照し、[File] (ファイル)フィールドに⼊
⼒します。

コンポーネントで定義済みのExcelファイル接続を保存する場合、既にファイルパスが[File]
(ファイル)フィールドに挿⼊されているため、この⼿順はスキップします。
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2. アップロードするファイルがExcel 2007ファイルの場合は、[Read excel2007 file
format(xlsx)] (Excel2007ファイル形式(xlsx)の読み込み)チェックボックスをオンにしているこ
とを確認します。

3. デフォルトでは、ユーザーモードが選択されています。⼤規模なxlsxファイルをアップロード
した場合、[Generation mode] (⽣成モード)リストから[Less memory consumed for large
excel(Event mode)] (⼤規模エクセルでのモリ消費を抑える(イベントモード))を選択し、メモリ
不⾜エラーを防ぎます。

4. [File viewer and sheets setting] (ファイルビューアおよびシート設定)エリアにファイルの内
容が表⽰されるため、必要なシートを選択します。

• [Please select sheet] (シートを選択してください)ドロップダウンリストで、表⽰するシート
をクリックします。選択したシートの内容がプレビューテーブルに表⽰されます。

デフォルトでは、ファイルプレビューテーブルにファイルの1番⽬のシートが表⽰されます。

• [Set sheets parameters] (シートパラメーターの設定)リストでアップロードするシートのと
なりのチェックボックスをオンにします。

1つ以上のシートを選択した場合、結果のスキーマでは選択したシートのすべての構造が組み
合わされます。
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5. [Next] (次へ)をクリックして、続⾏します。

ファイルの解析

ウィザードのこの⼿順では、ファイルのさまざまな設定を定義でき、適切なファイルスキーマを取得
できます。

1. Excelファイルに基づいてエンコーディング、数値の区切り⽂字の詳細を設定し、ヘッダーもし
くはフッターの場合に省略する⾏を指定します。

2. 必要に応じて、[First column] (最初のカラム)および[Last column] (最後のカラム)フィールド
に整数を⼊⼒し、ファイルの読み込むカラムを正確に指定します。たとえば、適切な処理対象
データがないため1番⽬のカラムをスキップする場合は、[First column] (最初のカラム)フィー
ルドに"2"と⼊⼒して、ファイルの2列⽬をスキーマの1列⽬として設定します。

Excelファイルのスキーマを取得するために、特に⼤きなファイルをアップロードした場合を含
め、ファイルのすべての⾏を解析する必要はありません。解析する⾏数を制限するには、[Limit
Of Rows] (⾏の制限)エリアで[Limit] (制限)チェックボックスをオンにし、希望する⾏数を設定
または選択します。

3. Excelファイルにヘッダー⾏が含まれる場合は、[Set heading row as column names] (先頭⾏
をカラム名に設定)チェックボックスをオンにしてヘッダーを設定します。[Refresh] (更新)をク
リックして、すべての変更を適⽤した結果をプレビューテーブルに表⽰します。
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4. [Next] (次へ)をクリックして、続⾏します。

エンドスキーマの確定
ウィザードの最後の⼿順で表⽰される、⽣成されたエンドスキーマは必要に応じてカスタマイズでき
ます。

プログラムで誤って解釈される可能性のある⽂字は、中⽴の⽂字に置き換えられます。たとえば、ア
スタリスクはアンダースコアに置き換えられます。

1. 必要に応じて、スキーマの名前(デフォルトはmetadata)を変更し、コメントを⼊⼒します。

必要に応じてツールバーを使ってスキーマカラムを追加、削除、移動する、スキーマをXMLファ
イルにエクスポートする、スキーマ定義XMLファイルをインポートしてスキーマを置き換える、
などスキーマをカスタマイズします。

2. スキーマの基になるExcelファイルが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンをクリックして、ス
キーマを再度⽣成します。スキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックす
ると変更が失われることに注意してください。
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3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File
Excel] (Excelファイル)接続ノードの下に新規スキーマが表⽰されます。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグ
して、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネン
トにドロップしてメタデータを再利⽤できるようになりました。ジョブで⼀元管理するメタデータの
使⽤⽅法の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」およ
び「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file Excel] (Excelファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザー
ドを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.10. LDIFメタデータの⼀元管理
LDIFファイルとは属性によって説明されたディレクトリファイルです。特定のLDIFファイルを頻繁に
読み込む必要がある場合、LDIFタイプのファイルの接続と属性の説明を[Repository] (リポジトリ)に
⼀元化することで、簡単に再利⽤できます。これにより、ファイルを使⽤するたびに関連コンポーネ
ントにメタデータの詳細を⼿動で定義する必要がなくなります。

LDIFファイル接続は、既存のLDIFファイルまたはジョブに定義されたLDIFファイルプロパティ設定
から⼀元化できます。

LDIFファイルからLDIFファイル接続とそのスキーマを⼀元化するには、まず[Repository] (レポジト
リ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File ldif] (ldifファイル)を右クリッ
クして、コンテキストメニューから[Create file ldif] (ldifファイルの作成)を選択し、ファイルメタ
データセットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したファイル接続とスキーマを⼀元化するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で  アイコンをクリックし、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

ウィザードに従って以下のタスクを完了します。

『Talendインストレーションガイド』で説明しているように、他社の必要なモジュールがインストールされて
いることを確認します。

1. [Name] (名前)、[Purpose] (⽬的)、[Description] (説明)など、LDIFファイルメタデータを識別
するための⼀般的な情報を対応するフィールドに⼊⼒します。

[Name] (名前)フィールドは必須です。また、[Description] (説明)フィールドに⼊⼒した情報は
ファイル接続でマウスオーバーすると、ツールヒントとして表⽰されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドおよび[Status] (ステータス)フィールドを
設定します。リポジトリアイテムのバージョンおよびステータスは、[Project Settings] (プ
ロジェクト設定)ダイアログボックスでも管理することができます。詳細は、「バージョン管
理」および「ステータス管理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドのとなりの[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
ldif] (ldifファイル)ノードの下の作成したファイル接続を格納するフォルダーを選択します。

[Next] (次へ)をクリックしてファイル設定を続⾏します。

4. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックしてファイルを参照し、[File] (ファイル)フィールドに⼊
⼒します。

コンポーネントで定義されているLDIFファイル接続を保存する場合、すでにファイルパス
が[File] (ファイル)フィールドに⼊⼒されているため、この⼿順はスキップします。
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5. [File Viewer] (ファイルビューア)エリアでファイルの最初の50⾏を確認し、[Next] (次へ)をク
リックして続⾏します。

6. ロードされたファイル属性⼀覧で、ファイルスキーマに含める属性を選択し、[Refresh
Preview] (プレビューのリフレッシュ)をクリックして選択した属性をプレビューします。

[Next] (次へ)をクリックしてスキーマの確定に進みます。
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7. 必要に応じて⽣成されたスキーマをカスタマイズします。

• スキーマの名前(デフォルトはmetadata)を変更し、コメントを⼊⼒します。

• ツールバーを使ってスキーマカラムを追加、削除、移動する、スキーマをXMLファイルにエク
スポートする、スキーマ定義XMLファイルをインポートしてスキーマを置き換えることが可能
です。
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8. スキーマの基になるLDIFファイルが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンをクリックして、ス
キーマを再度⽣成します。スキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックす
ると変更が失われることに注意してください。

9. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するLDIFファ
イル接続ノードの下に新しいスキーマが表⽰されます。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグ
して、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネン
トにドロップしてメタデータを再利⽤できます。ジョブで⼀元化するメタデータの使⽤⽅法の詳細
は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」および「リポジトリ
スキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file ldif] (ldifファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザードを
開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。
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9.11. JSONファイルメタデータの⼀元管理
JSONファイルを頻繁に使⽤する必要がある場合、[New Json File] (新規JSONファイル)ウィザード
を使ってファイル接続、XPathクエリステートメント、およびデータ構造を[Repository] (リポジト
リ)で⼀元化することで、簡単に再利⽤できます。

選択するオプションに応じて、ウィザードでは⼊⼒ファイルまたは出⼒ファイルの接続を作
成できます。ジョブにおいて、tFileInputJSONおよびtExtractJSONFieldsコンポーネン
トはJSONファイル/フィールドを読み込むために作成された⼊⼒スキーマを使⽤します。ま
た、tWriteJSONFieldはJSONフィールドを書き込むために作成された出⼒スキーマを使⽤します。
このスキーマはtFileOutputJSONでファイルに保存する、またはtExtractJSONFieldsで抽出するこ
とができます。

⼊⼒JSONファイルメタデータのセットアップは、「入力ファイルのJSONメタデータの設定」を参
照してください。

出⼒JSONメタデータのセットアップは、「出力ファイルのJSONメタデータの設定」を参照してく
ださい。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開し、[File JSON]
(JSONファイル)を右クリックしてコンテキストメニューから[Create JSON Schema] (JSONスキー
マの作成)を選択し、[New Json File] (新規JSONファイル)ウィザードを開きます。

9.11.1. ⼊⼒ファイルのJSONメタデータの設定
このセクションでは、ファイル接続を定義する⽅法、および⼊⼒ファイルのJSONスキーマをアッ
プロードする⽅法を説明しています。出⼒JSONファイル接続とスキーマを定義する⽅法は、「出力
ファイルのJSONメタデータの設定」を参照してください。

⼀般的なプロパティの定義

1. ウィザードで、[Name] (名前)、[Purpose] (⽬的)、[Description] (説明)など、JSONファイル
メタデータを識別するための⼀般的な情報を対応するフィールドに⼊⼒します。

[Name] (名前)フィールドは必須です。また、[Description] (説明)フィールドに⼊⼒した情報は
ファイル接続でマウスオーバーすると、ツールヒントとして表⽰されます。

この⼿順では、⼊⼒接続であるか出⼒接続であるかを判別しやすくする情報を⼊⼒することが推奨され
ます。どちらであるかは次の⼿順で定義します。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。

リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイ
アログボックスでも管理することができます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス
管理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドのとなりの[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
Json] (JSONファイル)ノードの下の作成したファイル接続を格納するフォルダーを選択しま
す。

4. [Next] (次へ)をクリックして、メタデータのタイプを選択します。

メタデータタイプの設定および⼊⼒ファイルのロード

1. このダイアログボックスでは、[Input Json] (⼊⼒JSON)を選択して[Next] (次へ)をクリック
し、ウィザードの次の⼿順に進んで⼊⼒ファイルをロードします。
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2. [Browse...] (参照...)をクリックし、アップロードするJSONファイルがあるディレクトリに移動
します。または、ファイルへのフルパスもしくはJSONファイルにアクセスするためのURLを⼊
⼒します。

[Schema Viewer] (スキーマビューアー)エリアに、JSON構造のプレビューが表⽰されます。
ファイルのJSONツリー構造の各レベルを展開して確認できます。
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3. システムにより⾃動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエ
ンコーディングのタイプを⼊⼒します。

4. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実⾏されるカラムの数を⼊⼒します。すべてのカラ
ムに実⾏する場合は、「0」を⼊⼒します。

5. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマのパラメーターを定義します。

スキーマの定義

この⼿順では、スキーマのパラメーターを設定します。
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スキーマの定義ウィンドウは、次の4つのビューで構成されています。

ビュー 説明
Source Schema (ソーススキーマ) JSONファイルのツリービュー
Target Schema (ターゲットスキーマ) 抽出および繰り返し情報
Preview (プレビュー) ターゲットスキーマのプレビュー、および選択したカラムの⼊⼒

データが定義した順番に表⽰されます。
File Viewer (ファイルビューアー) JSONファイルのデータのプレビュー

1. [XPath loop expression] (XPathループ式)フィールドに、繰り返されるノードの絶対XPath式を
⼊⼒します。これには次の2つの⽅法があります。
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• 繰り返されるノードの絶対XPath式を⼊⼒する(式全体を⼊⼒するか、Ctrl+Spaceを押して、
オートコンプリートリストを使⽤する)。

または

• [Source schema] (ソーススキーマ)のツリービューから[Xpath loop expression] (Xpathルー
プ式)テーブルの[Absolute XPath expression] (絶対XPath式)フィールドにループモジュール
ノードをドロップする。

オレンジ⾊の⽮印が対応する式へのリンクを⽰します。

[Xpath loop expression] (Xpathループ式)の定義は必須です。

2. [Loop limit] (ループ制限)フィールドで、選択したノードを繰り返す最⼤数を指定します。

3. [Source schema] (ソーススキーマ)のツリーから[Fields to extract] (抽出するフィールド)テー
ブルの[Relative or absolute XPath expression] (相対または絶対XPath表現)フィールドにノー
ドをドロップして、抽出するフィールドを定義します。

CtrlキーまたはShiftキーを押したままノードをクリックすると、テーブルにドロップする複数のノード
を選択できます。

4. 必要に応じて、ツールバーを使って、抽出に必要な数のカラムの追加、カラムの削除、カラムの
順番の変更ができます。

• ボタンおよび ボタンを使ってカラムを追加または削除する。
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• ボタンおよび ボタンを使ってカラムの順序を変更する。

5. ファイルスキーマに、⼊⼒ファイルから取得されたものとは異なるカラム名を付けるには、該当
する[Column name] (カラム名)フィールドに新しい名前を⼊⼒します。

6. [Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックして、ターゲットスキーマをプレビューしま
す。フィールドを定義した順序でスキーマに表⽰されます。

7. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマを確定します。

スキーマの確定

ウィザードの最後の⼿順では、⽣成されたエンドスキーマが表⽰され、スキーマを必要に応じてカス
タマイズできます。
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1. 必要に応じて、スキーマの名前(デフォルトはmetadata)を変更し、コメントを⼊⼒します。

必要に応じてツールバーを使ってスキーマカラムを追加、削除、移動する、スキーマをXMLファ
イルにエクスポートする、スキーマ定義XMLファイルをインポートしてスキーマを置き換える、
などスキーマをカスタマイズします。

2. スキーマの基になるJSONファイルが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンをクリックして、ス
キーマを再度⽣成します。スキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックす
ると変更が失われることに注意してください。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File
JSON] (JSONファイル)メタデータの下に新規ファイル接続とそのスキーマが表⽰されます。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグ
して、新しいtFileInputJSONまたはtExtractJSONFieldsコンポーネントとしてデザインワークス
ペースにドロップするか、既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤できます。ジョ
ブで⼀元化するメタデータの使⽤⽅法の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネン
トをドロップする方法」および「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit JSON] (JSONの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きま
す。
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既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.11.2. 出⼒ファイルのJSONメタデータの設定
このセクションでは、出⼒ファイルのJSONメタデータを定義する⽅法を説明しています。⼊⼒ファ
イルのJSONメタデータの設定は、「入力ファイルのJSONメタデータの設定」を参照してくださ
い。

⼀般的なプロパティの定義

1. ウィザードで、[Name] (名前)、[Purpose] (⽬的)、[Description] (説明)など、JSONファイル
メタデータを識別するための⼀般的な情報を対応するフィールドに⼊⼒します。

[Name] (名前)フィールドは必須です。また、[Description] (説明)フィールドに⼊⼒した情報は
ファイル接続でマウスオーバーすると、ツールヒントとして表⽰されます。

この⼿順では、⼊⼒接続であるか出⼒接続であるかを判別しやすくする情報を⼊⼒することが推奨され
ます。どちらであるかは次の⼿順で定義します。

2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。
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リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイ
アログボックスでも管理することができます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス
管理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドのとなりの[Select] (選択)ボタンをクリックし、[File
Json] (JSONファイル)ノードの下の作成したファイル接続を格納するフォルダーを選択しま
す。

4. [Next] (次へ)をクリックして、メタデータのタイプを設定します。

メタデータタイプの設定およびテンプレートJSONファイルのロード
この⼿順では、スキーマのタイプを⼊⼒または出⼒のいずれかに設定します。ここでは、出⼒に設定
する⽅法を説明しています。

1. このダイアログボックスでは、[Output JSON] (出⼒JSON)を選択して[Next] (次へ)をクリック
し、ウィザードの次の⼿順に進みます。

2. 出⼒メタデータを⼿動で作成するか、既存のJSONファイルをテンプレートとして作成するかを
選択します。

[Create manually] (⼿作業で作成)オプションを選択した場合、スキーマを⼿作業で設定し、
ソースカラムとターゲットカラムをリンクする必要があります。出⼒JSONファイル/フィールド
は、tWriteJSONFieldなどのJSON出⼒コンポーネントを使⽤するジョブから⽣成されます。

この例では、既存のJSONファイルをロードして、出⼒メタデータを作成します。そのために
は、[Create from a file] (ファイルから作成)オプションを選択します。

3. [JSON File] (JSONファイル)フィールドの横にある[Browse...] (参照...)ボタンをクリックして、
出⼒JSONファイル/フィールドに適⽤されるJSONファイル構造のアクセスパスを参照し、ファ
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イルをダブルクリックします。または、ファイルのフルパスまたはテンプレートJSONファイル
にアクセスするためのURLを⼊⼒します。

[File Viewer] (ファイルビューアー)エリアに、JSON構造のプレビューが表⽰され、[File
Content] (ファイルの内容)エリアに、最⼤でファイルの先頭から50⾏が表⽰されます。

4. システムにより⾃動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエ
ンコーディングのタイプを⼊⼒します。

5. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実⾏されるカラムの数を⼊⼒します。すべてのカラ
ムに対して実⾏する場合は、「0」を⼊⼒します。

6. オプションで、出⼒ファイルパスを指定します。

7. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマを定義します。
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スキーマの定義
これまでの操作が終了したら、⻘⾊の⽮印が⽰すように、[Linker Source] (リンカーソース)エリ
アのカラムが[Linker Target] (リンカーターゲット)で対応するカラムに⾃動的にマッピングされま
す。

この⼿順では、出⼒スキーマを定義する必要があります。次の表は、それぞれの操作⽅法を説明して
います。
⽬的 操作
ループモジュールを定義する [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュールを右クリックし、コンテ

キストメニューから[Set As Loop Element] (ループモジュールとして設定)を選択しま
す。

ループを実⾏するようにモジュールを定義することは必須です。

グループモジュールを定義す
る

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュールを右クリックし、コンテ
キストメニューから[Set As Group Element] (グループモジュールとして設定)を選択
します。

ループモジュールの親モジュールは、親モジュールがJSONツリーのルートで
ない限り、グループモジュールとして設定できます。
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⽬的 操作
モジュールの⼦モジュールを
作成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかを⾏います。

• モジュールを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Sub-element] (サブモ
ジュールの追加)を選択します。表⽰されるダイアログボックスにサブモジュールの
名前を⼊⼒して、[OK]をクリックします。

• モジュールを選択し、下部の ボタンをクリックします。表⽰されるダイア
ログボックスで[Create as sub-element] (サブモジュールとして作成)を選択
し、[OK]をクリックします。次のダイアログボックスにサブモジュールの名前を⼊
⼒し、[OK]をクリックします。

モジュールの属性を作成する [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかを⾏います。

• モジュールを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Attribute] (属性の追
加)を選択します。表⽰されるダイアログボックスに属性の名前を⼊⼒して、[OK]を
クリックします。

• モジュールを選択し、下部の ボタンをクリックします。表⽰されるダイアログ
ボックスで[Create as attribute] (属性として作成)を選択し、[OK]をクリックしま
す。次のダイアログボックスに属性の名前を⼊⼒し、[OK]をクリックします。

モジュールのネームスペース
を作成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかを⾏います。

• モジュールを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Name Space] (ネーム
スペースの追加)を選択します。表⽰されるダイアログボックスにネームスペースの
名前を⼊⼒して、[OK]をクリックします。

• モジュールを選択し、下部の ボタンをクリックします。表⽰されるダイア
ログボックスで[Create as name space] (ネームスペースとして作成)を選択
し、[OK]をクリックします。次のダイアログボックスにネームスペースの名前を⼊
⼒し、[OK]をクリックします。

1つ以上のモジュール、属
性、ネームスペースを削除す
る

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、次のいずれかを⾏います。

• モジュール、属性、またはネームスペースを右クリックし、コンテキストメニュー
から[Delete] (削除)を選択します。

•
モジュール、属性、またはネームスペースを選択し、下部の ボタンをクリック
します。または、

• モジュール、属性、またはネームスペースを選択し、[Delete]キーを押します。

モジュールに⼦が存在する場合、モジュールを削除すると⼦も削除されま
す。

1つ以上のモジュールの順序
を変更する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュールを選択し、 ボタンお

よび ボタンを使って、カラムを追加または削除できます。

モジュール、属性、または
ネームスペースに静的な値を
設定する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、モジュール、属性、またはネームス
ペースを右クリックし、コンテキストメニューから[Set A Fix Value] (固定値の設定)を
選択します。

• 設定した値により、ジョブの⼊⼒側データフローから取得された該当する
コラムの値が置き換えられます。

• ループモジュールの⼦モジュールには、モジュールに⼦モジュールがな
く、ソースターゲットのマッピングが存在しない限り、静的な値を設定で
きます。

ソースターゲットのマッピン
グを作成する

[Linker Source] (リンカーソース)エリアで、カラムを選択し、[Linker Target] (リン
カーターゲット)エリアのノードにドロップします。必要に応じて、ダイアログボック
スで[Create as sub-element of target node (ターゲットノードのサブモジュールと
して作成)、[Create as attribute of target node] (ターゲットノードの属性として作
成)、または[Add linker to target node] (リンカーをターゲットノードに追加)を選択
し、[OK]をクリックします。

ターゲットノードに許可されていないオプションを選択すると、警告のメッセージが
表⽰され、操作は失敗します。
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⽬的 操作
ソースターゲットのマッピン
グを削除する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ノードを右クリックし、コンテキス
トメニューから[Disconnect Linker] (リンカーの切断)を選択します。

別のJSONファイルから
JSONツリーを作成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、スキーマアイテムを右クリックし、
コンテキストメニューから[Import JSON Tree] (JSONツリーのインポート)を選択し
て、別のJSONファイルをロードします。次に、ソースターゲットのマッピングを⼿作
業で作成し、出⼒スキーマを再度定義する必要があります。

CtrlキーとShiftキーを使って複数の選択を⾏い、⼀度に複数のフィールドを選択してドロップできます。こ
れによりすばやくマッピングできます。右クリック操作でも複数の選択ができます。

1. [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ループモジュールとして設定するモジュール
を右クリックし、コンテキストメニューから[Set As Loop Element] (ループモジュールとして
設定)を選択します。

この例では、details (詳細)モジュールで実⾏するループを定義します。

2. 必要に応じてマッピングをカスタマイズします。

3. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマを確定します。

最終スキーマの確定

ウィザードの最後の⼿順では、⽣成されたエンドスキーマが表⽰され、スキーマを必要に応じてカス
タマイズできます。



出⼒ファイルのJSONメタデータの設定

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 383

1. 必要に応じて、スキーマの名前(デフォルトはmetadata)を変更し、コメントを⼊⼒します。

必要に応じてツールバーを使ってスキーマカラムを追加、削除、移動する、スキーマをXMLファ
イルにエクスポートする、スキーマ定義XMLファイルをインポートしてスキーマを置き換える、
などスキーマをカスタマイズします。

2. スキーマの基になるJSONファイルが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンをクリックして、ス
キーマを再度⽣成します。スキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックす
ると変更が失われることに注意してください。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File
JSON] (JSONファイル)メタデータの下に新規ファイル接続とそのスキーマが表⽰されます。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグし
て、新しいtWriteJSONFieldコンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既
存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利⽤できます。ジョブで⼀元化するメタデータの
使⽤⽅法の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」およ
び「リポジトリスキーマを設定する方法」を参照してください。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit JSON] (JSONの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きま
す。
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既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.12. LDAP接続メタデータの⼀元管理
LDAPディレクトリに頻繁にアクセスする必要がある場合は、LDAPサーバー接続を[Repository] (リ
ポジトリ)ツリービューで⼀元化することで、簡単に再利⽤できます。

LDAP接続は、アクセス可能なLDAPディレクトリから作成したり、ジョブに定義済みのLDAP設定を
保存することで作成できます。

LDAP接続をアクセス可能なLDAPディレクトリから作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツ
リービューで[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[LDAP]ツリーノードを右クリックして、
コンテキストメニューから[Create LDAP schema] (LDAPスキーマの作成)を選択し、[Create new
LDAP schema] (新規LDAPスキーマの作成)ウィザードを開きます。

ジョブで定義したLDAP接続とスキーマを⼀元化するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)
で アイコンをクリックし、[Create new LDAP schema] (新規LDAPスキーマの作成)ウィザードを
開きます。

DB接続ウィザードとは異なり、LDAPウィザードでは5ステップの⼿順でLDAPサーバー接続とスキー
マ定義が収集されます。

⼀般的なプロパティの定義

1. [Name] (名前)、[Purpose] (⽬的)、[Description] (説明)など、作成するLDAP接続を識別するた
めの⼀般的な情報を対応するフィールドに⼊⼒します。

[Name] (名前)フィールドは必須です。また、[Description] (説明)フィールドに⼊⼒した情報は
LDAP接続でマウスオーバーすると、ツールヒントとして表⽰されます。

2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設
定)ダイアログボックスでも管理できます。詳細は、「バージョン管理」および「ステータス管
理」を参照してください。

3. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドのとなりの[Select] (選択)ボタンをクリックし、[LDAP]
(LDAP)ノードの下の作成したLDAP接続を格納するフォルダーを選択します。

4. [Next] (次へ)をクリックして、LDAPサーバー接続情報を定義します。

サーバー接続の定義

1. 接続情報を⼊⼒します。
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フィールド 説明
Host (ホスト) LDAPサーバーホスト名またはIPアドレス
Port (ポート) LDAPディレクトリのリスニングポート
Encryption method (暗号化⽅式) LDAP : 暗号化しない

LDAPS: セキュアなLDAP

TLS: 証明書を使⽤

2. [Check Network Parameter] (ネットワークパラメーターをチェック)を使⽤して接続をチェッ
クし、[Next] (次へ)ボタンを有効にします。

3. [Next] (次へ)をクリックして、続⾏します。

LDAP アクセスパラメーターの設定

1. このビューで、認証とデータアクセスモードを設定します。
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フィールド 説明
Authentication method (認証⽅式) Simple authentication (単純な認証): Authentication Parameters (認

証パラメーター)フィールドを⼊⼒する必要があります。

Anonymous authentication (匿名の認証): 認証パラメーターは不要で
す。

Authentication Parameters (認証
パラメーター)

Bind DN or User (バインドDNまたはユーザー): LDAP認証⽅式で必要と
されるログイン

Bind password (バインドパスワード): 必要とされるパスワード

Save password (パスワードの保存): ログイン情報を記憶します。
Get Base DN from Root DSE (ルー
トDSEからベースDNを取得) / Base
DN (ベースDN)

ユーザーの認証されたツリーリーフへのパス

[Fetch Base DNs] (ベースDNのフェッチ)ボタンを使うと、ルートから
DNを⾃動的に取得します。

[Alias Dereferencing] (エイリアスの
参照解除)

エイリアスを参照解除しないことが確かな場合は[Never] (参照解除しな
い)にすることで検索パフォーマンスを改善できます。デフォルトでは、
[Always] (常時)が使⽤されます。Always (常時):エイリアスを常に参照
解除する

Never (参照解除しない):エイリアスを参照解除しない

Searching (名前解決後):名前解決した後にのみエイリアスを参照解除す
る。
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フィールド 説明
Finding (名前解決中):名前解決中にのみエイリアスを参照解除する。

Referral Handling (参照処理): ユーザーリクエストのリダイレクト:

Ignore (無視): リクエストのリダイレクトを処理しない

Follow (処理):リクエストのリダイレクトを処理する
Limit (制限) 読み込む記録の数を制限します

2. [Check authentication] (認証確認)をクリックして、アクセス権を検証します。

3. [Fetch Base DNs] (ベースDNのフェッチ)をクリックしてDNを取得し、[Next] (次へ)ボタンをク
リックして続⾏します。

4. LDAP接続をセットアップするのに必要な他社ライブラリが不⾜している場合は、外部モジュー
ルインストールウィザードが表⽰されます。ウィザードに従って必要なライブラリをインストー
ルします。他社モジュールのインストールに関する詳細は、『Talendインストレーションガイ
ド』を参照してください。

スキーマの定義
1. スキーマ構造に含める属性を選択します。

選択したデータのみ必要な場合はフィルターを追加します。
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2. [Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックして選択されたカラムとデータのサンプルを
表⽰します。

3. [Next] (次へ)をクリックして、続⾏します。

最終スキーマの確定
最後の⼿順では、⽣成されたLDAPが表⽰され、必要に応じて最終スキーマをさらにカスタマイズで
きます。

1. 必要に応じて、[Name] (名前)フィールドでメタデータの名前(デフォルトはmetadata)を変更
し、[Comment] (コメント)を追加し、さらに次のような変更ができます。

• 該当するフィールドを編集して、カラムを再定義する。

• ボタンおよび ボタンを使って、カラムを追加または削除する。

• ボタンおよび ボタンを使って、カラムの順序を変更する。

2. スキーマの基になるLDAPディレクトリが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンを使って、スキー
マを再度⽣成します。ススキーマをカスタマイズしている場合、[Guess](推測)をクリックする
と変更が失われることに注意してください。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するLDAP接続
ノードの下に新しいスキーマが表⽰されます。
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これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリ)ツリービューでドラッグし
て、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネントに
ドロップしてメタデータを再利⽤できるようになりました。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit LDAP schema] (LDAPスキーマの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィ
ザードを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右ク
リックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

9.13. Salesforceメタデータの⼀元管理
Salesforceシステムに頻繁に接続する必要がある場合、次の⼿順に従って[Repository] (リポジトリ)
にSalesforce接続を⼀元化できます。

• Salesforce接続のセットアップ

• Salesforceモジュールの取得

前提条件:

Talend Studioではソースまたはターゲットに接続するため、特定の他社Javaライブラリまたはデー
タベースドライバー(.jarファイル)をインストールを必要する必要があります。ライセンスの制約によ
り、Talendから特定のライブラリやドライバーを直接提供できない場合があります。その場合、以
降のセクションで紹介する接続ウィザードに情報が表⽰されるため、必要なライブラリまたはドライ
バーを⾒つけてインストールすることができます。詳細は、『Talendインストレーションガイド』を
参照してください。

9.13.1. Salesforce接続のセットアップ
⼀般的なプロパティの定義
1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Salesforce]ツリーノードを右クリックし、ポップ

アップメニューから[Create Salesforce Connection] (Salesforce接続の作成)を選択します。

2. [Name] (名前)や[Description] (説明)など、スキーマの⼀般的なプロパティを⼊⼒しま
す。[Next] (次へ)をクリックして接続詳細の定義を⾏ための新しいビューを開きます。

詳細は、「データベース接続のセットアップ」の⼀般的なプロパティを定義しているセクション
を参照してください。

Salesforceシステムに接続する - 基本ログインモード
Salesforceウェブサイトにアクセスするための2種類のログインモード、基本とOAuth、が利⽤で
きます。この⼿順ではSalesforceシステムに基本ログインモードで接続する⽅法を説明していま
す。SalesforceシステムにOAuthログインモードで接続する⽅法はSalesforceシステムに接続する -
OAuthログインモードを参照してください。

1. [Login Type] (ログインタイプ)リストから[Basic] (基本)を選択します。
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2. [Web service URL] (WEBサービスURL)フィールドにSalesforceシステムのアドレスを⼊⼒しま
す。

3. [User name] (ユーザー名)フィールドにユーザー名を、[Password] (パスワード)フィールドに
パスワードとそれに続いてセキュリティトークンを⼊⼒し、Salesforceウェブサービスを通して
Salesforceアカウントに接続します。

4. SocksまたはHTTPプロキシを介して作業している場合は、[Enable Socks proxy] (SOCKSプロ
キシの有効化)または[Enable Http proxy] (HTTPプロキシの有効化)チェックボックスをオンに
し、プロキシパラメーターを⼊⼒します。

5. [Check login] (ログインのチェック)をクリックして問題なく接続できることを確認します。

6. [Finish] (終了)をクリックして接続設定を確認し、ウィザードを閉じます。
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Salesforceシステムに接続する - OAuthログインモード
この⼿順ではSalesforceシステムにOAuthログインモードで接続する⽅法を説明していま
す。Salesforceシステムに基本ログインモードで接続する⽅法についてはSalesforceシステムに接続
する - 基本ログインモードを参照してください。

1. [Login Type] (ログインタイプ)リストから[OAuth2]を選択します。

2. [Consumer key] (コンシューマーキー)および[Consumer Secret] (コンシューマー秘密)フィー
ルドにOAuth認証情報を⼊⼒します。

3. [Callback Host] (コールバックホスト)および[Callback Port] (コールバックポート)フィールド
にコールバックホストの情報を⼊⼒します。

4. SocksまたはHTTPプロキシを介して作業している場合は、[Enable Socks proxy] (SOCKSプロ
キシの有効化)または[Enable Http proxy] (HTTPプロキシの有効化)チェックボックスをオンに
し、プロキシパラメーターを⼊⼒します。
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5. [Check login] (ログインのチェック)をクリックして問題なく接続できることを確認します。

Salesforceのログインページが表⽰されます。

6. Salesforceのユーザー名/パスワードを⼊⼒し、[Log in to Salesforce] (Salesforceにログイン)
をクリックして認証します。

7. 認証成功メッセージがページに表⽰されたら、右下にある[OK]ボタンをクリックして確認しま
す。

8. 接続チェックの成功を⽰すメッセージが表⽰されたら、[OK]ボタンをクリックして確認しま
す。

9. [Finish] (終了)をクリックして接続設定を確認し、ウィザードを閉じます。

OAuth2ログインモードの使⽤例については、『Talend Open Studio Components Reference Guide』の
「tSalesforceConnection」セクションを参照してください。
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9.13.2. Salesforceモジュールとスキーマの取得
次の⼿順では、前の⼿順でセットアップした接続に基づいてSalesforceモジュールとそのスキーマを
取得します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Connection] (接続)ノードを展開し、⼿順2でセッ
トアップした接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Salesforce Modules]
(Salesforceモジュールの取得)を選択します。

2. [Select Schema to create] (作成するスキーマの選択)エリアでは、表⽰されたスキーマをフィ
ルタリングして選択肢を絞り込むことができます。[Name filter] (名前フィルター)フィールド
に、取得対象となるモジュールの最初の数⽂字を⼊⼒します

3. 必要なモジュールのチェックボックスをオンにし、[Finish] (終了)をクリックすると、モジュー
ルとそのスキーマが取得されます。
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[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Salesforce]ノードの下に新しく作成された
Salesforce接続および取得されたモジュールとスキーマが表⽰されます。

これで任意のSalesforceモジュールを[Repository] (リポジトリ)からデザインワークスペースにド
ロップできるようになりました。ダイアログボックスが開き、⼀元化されたモジュールをジョブの中
でtSalesforceInput、tSalesforceOutput、またはtSalesforceConnectionコンポーネントのいず
れかとして使⽤することを選択できます。また、既存のコンポーネントにモジュールをドロップして
メタデータを再利⽤することもできます。

コンポーネントメタデータをワークスペースにドロップすることについての詳細は、「[Metadata]
(メタデータ)ノードからコンポーネントをドロップする方法」を参照してください。

既存のSalesforce接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit Salesforce Connection] (Salesforce接続の編集)を選択して、ファイルメタデータセット
アップウィザードを開きます。
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既存のSalesforce接続に新規モジュールを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
で接続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Salesforce Modules] (SalesForceモ
ジュールの取得)を選択します。

既存のモジュールのSalesforceスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
でスキーマを右クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択しま
す。

9.14. 汎⽤スキーマのセットアップ
Talend Studioでは、各種メタデータウィザードのいずれにも該当しない場合、またはスキーマの作成
元となるファイルがない場合に、ジョブで使⽤することのできる汎⽤スキーマを作成することができ
ます。

次のように汎⽤スキーマを作成できます。

• 最初から作成する。詳細は、「汎用スキーマを最初からセットアップする」を参照してください。

• スキーマ定義XMLファイルから作成する。詳細は、「汎用スキーマをXMLファイルからセットアッ
プする」を参照してください。

• コンポーネントに定義されているスキーマから作成する。詳細は、「汎用スキーマとしてのコン
ポーネントスキーマの保存」を参照してください。

コンポーネントに汎⽤スキーマを使⽤するには、次のいずれかの⽅法で⾏います。

• コンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで[Schema] (スキーマ)ドロップダウンリスト
から[Repository] (リポジトリ)を選択します。

[...]ボタンをクリックして[Repository Content] (リポジトリの内容)ダイアログボックスを開
き、[Generic schemas] (汎⽤スキーマ)の下の汎⽤スキーマを選択し、[OK]をクリックします。

• [Repository] (リポジトリ)ツリービューから汎⽤スキーマの[metadata] (メタデータ)ノードを選
択し、コンポーネントにドロップします。

9.14.1. 汎⽤スキーマを最初からセットアップする
汎⽤スキーマを最初からセットアップするには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードで[Generic
schemas] (汎⽤スキーマ)を右クリックし、[Create generic schema] (汎⽤スキーマの作成)を
選択します。
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2. 表⽰されたスキーマ作成ウィザードで、[Name] (名前)や[Description] (説明)などのスキーマ
の⼀般的なプロパティを⼊⼒します。[Status] (ステータス)フィールドはカスタマイズされた
フィールドです。フィールドの定義⽅法の詳細は、「ステータス設定」を参照してください。

[Next] (次へ)をクリックして、続⾏します。

3. スキーマに名前を付けるか、デフォルトの名前を使⽤し(metadata)、必要に応じてコメントを
追加します。必要に応じて[Schema] (スキーマ)パネルでスキーマの構造をカスタマイズしま
す。

ツールバーを使ってスキーマのカラムを追加、削除、移動できます。現在のスキーマをXMLファ
イルとしてエクスポートしたり、XMLファイルからスキーマをインポートしたりできます。ただ
し、インポートして現在のスキーマと置き換えるには、Studioからエクスポートされたスキーマ
である必要があります。
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4. [Finish] (終了)をクリックして汎⽤スキーマの作成を完了します。作成したスキーマが、該当す
る[Generic schemas] (汎⽤スキーマ)ノードに表⽰されます。

9.14.2. 汎⽤スキーマをXMLファイルからセットアップす
る

汎用スキーマの作成に使用するソースXMLファイルは、Studioからスキーマをエクスポートしたもの、または
同様のXMLツリー構造をもつXMLである必要があり、他のXMLは使用できません。

汎⽤スキーマをソースXMLファイルからセットアップするには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Generic schemas] (汎⽤スキーマ)を右クリック
し、[Create generic schema from xml] (XMLから汎⽤スキーマを作成)を選択します。
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2. 表⽰されたダイアログボックスで、スキーマの取得対象となるXMLファイルを選択し、[Open]
(開く)をクリックします。

3. 表⽰されたスキーマ作成ウィザードで、スキーマの[Name] (名前)を定義するか、デフォルトの
名前を使⽤し(metadata)、必要に応じて[Comment] (コメント)を追加します。

ソースファイルから取得したスキーマ構造が[Schema] (スキーマ)パネルに表⽰されます。必要
に応じてスキーマのカラムをカスタマイズできます。

ツールバーを使ってスキーマのカラムを追加、削除、移動できます。現在のスキーマをXMLファ
イルとしてエクスポートしたり、XMLファイルからスキーマをインポートしたりできます。ただ
し、インポートして現在のスキーマと置き換えるには、Studioからエクスポートされたスキーマ
である必要があります。
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4. [Finish] (終了)をクリックして汎⽤スキーマの作成を完了します。作成したスキーマが、該当す
る[Generic schemas] (汎⽤スキーマ)ノードに表⽰されます。

9.14.3. 汎⽤スキーマとしてのコンポーネントスキーマの
保存
コンポーネントに定義済みのスキーマを保存することで汎⽤スキーマを作成できます。これを⾏うに
は、次のようにします。

1. 作成する汎⽤スキーマの基となるスキーマをもつコンポーネントの[Basic settings] (基
本設定)ビューを開き、[Edit schema] (スキーマの編集)の横にある[...]ボタンをクリック
し、[Schema]スキーマダイアログボックスを開きます。
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2. フロッピーディスクアイコンをクリックし、[Select folder] (フォルダーの選択)ダイアログボッ
クスを開きます。

3. 必要に応じてフォルダーを選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、[Save as
generic schema] (汎⽤スキーマとして保存)作成ウィザードを開きます。
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4. [Name] (名前)フィールド(必須)を⼊⼒し、必要に応じて他のフィールドも⼊⼒します。[Finish]
(終了)をクリックしてスキーマを保存します。コンポーネントの[Basic settings] (基本設定)
ビューから開いた[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスを閉じます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Generic schemas] (汎⽤スキーマ)ノードの下の選択
されたフォルダーにスキーマが保存されます。

9.15. MDMメタデータの⼀元管理
Talend Studioでは、MDM接続の詳細を[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタ
データ)フォルダーで⼀元管理できます。こうすることで、確⽴済みの接続を使ってMDMサーバーに
接続できます。

また、 アイコンをクリックすると、同じ⽅法でMDM接続を設定できます。このアイコンはtMDMInputコ
ンポーネントとtMDMOutputコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューにあります。詳細は、
『Talend Open Studio Components Reference Guide』でTalend MDMコンポーネントの章を参照してくださ
い。

選択するオプションに基づいて、⼊⼒XML、出⼒XML、受信XMLスキーマをウィザードで作成でき
ます。後でTalendジョブにおいて、tMDMInputコンポーネントは定義された⼊⼒スキーマを使
い、XMLドキュメントに格納されているマスターデータを読み取ります。tMDMOutputは定義され
た出⼒スキーマを使い、XMLドキュメントのマスターデータに書き込むか既存のXMLドキュメントを
更新します。tMDMReceive コンポーネントは定義されたXMLスキーマを使い、MDMトリガーやプロ
セスからMDMレコードをXML形式で取得します。
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9.15.1. 接続のセットアップ
MDM接続確⽴するには、次の⼿順を完了します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、Talend MDMを
右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Create MDM] (MDMの作成)を選択します。

接続ウィザードが表⽰されます。

3. [Name] (名前)、[Purpose] (⽬的)、[Description] (説明)などの接続プロパティを⼊⼒しま
す。[Status] (ステータス)フィールドはカスタマイズ可能なフィールドです。詳細は、「ステー
タス設定」を参照してください。

4. [Next] (次へ)をクリックし、次の⼿順に進みます。
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5. MDMサーバーへの認証情報をはじめとする接続の詳細を⼊⼒し、[Check] (チェック)をクリック
して、作成した接続をチェックします。

ダイアログボックスが表⽰され、接続が成功したかどうか確認できます。

6. [OK]をクリックして確認のダイアログボックスを閉じ、[Next] (次へ)をクリックして次の⼿順
に進みます。

7. [Version] (バージョン)リストで、接続先とするMDMサーバーのマスターデータのバージョンを
選択します。

8. [Data-Model] (データモデル)リストで、マスターデータの検証基準となるデータモデルを選択
します。

9. [Data-Container] (データコンテナ)リストで、アクセスするマスターデータが格納されるデー
タコンテナを選択します。



MDMスキーマの定義

404 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

10. [Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成された接続が、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)に
あるTalend MDMの下にリストされます。

ここで、このMDM接続にリンクしているビジネスエンティティのXMLスキーマを取得する必要があ
ります。

9.15.2. MDMスキーマの定義

9.15.2.1. ⼊⼒MDMスキーマの定義

このセクションでは、⼊⼒MDM XMLスキーマを定義してダウンロードする⽅法について説明してい
ます。出⼒MDM XMLスキーマを定義してダウンロードする⽅法は、「出力MDMスキーマの定義」を
参照してください。

特定のMDM接続にリンクしているエンティティからフェッチする値を設定するには、次のようにし
ます。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、取得するエン
ティティ値の適⽤先とするMDM接続を右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Retrieve Entity] (エンティティの取得)を選択します。

ダイアログボックスが表⽰されます。
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3. [Input MDM] (MDMの⼊⼒)オプションを選択して⼊⼒XMLスキーマをダウンロードし、[Next]
(次へ)をクリックして次の⼿順に進みます。

4. [Entities] (エンティティ)フィールドで、値の取得先となるビジネスエンティティ(XMLスキーマ)
を選択します。

[Name] (名前)フィールドに名前が⾃動的に表⽰されます。

多くの場合、スキーマの取得先となるエンティティの名前を付けますが、フィールドには⾃由形式でテ
キストを⼊⼒可能です。

5. [Next] (次へ)をクリックし、次の⼿順に進みます。
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選択したエンティティのスキーマは、 [Source Schema] (ソーススキーマ)パネルに⾃動的に表⽰されま
す。

ここでは、XMLスキーマの定義で有効にするパラメーターを設定できます。

スキーマのダイアログボックスは次の4つのパネルに分割されます。

Panel (パネル) Description (説明)
Source Schema (ソースス
キーマ)

アップロードされたエンティティのツリービュー。

Target schema (ターゲット
スキーマ)

抽出および繰り返し情報。

Preview (プレビュー) ターゲットスキーマのプレビュー。
File Viewer (ファイルビュー
アー)

ローデータのビューアー。

6. [Xpath loop expression] (Xpathループ表現)エリアに、反復の適⽤先となるXML構造ノードに
⾄るXPathの絶対表現を⼊⼒します。または、ソーススキーマからターゲットスキーマのXpath
フィールドにノードをドロップします。このリンクはオレンジ⾊になります。

[Xpath loop expression] (Xpathループ表現)フィールドは⼊⼒必須です。

7. 必要であれば[Loop limit] (ループ制限)を設定し、反復数をノードの数に制限できます。
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上の画⾯では、Product (製品)エンティティのFeatures (フィーチャー)をループするモジュール
として使⽤しているため、次のように反復されます。

<Product>
    <Id>1</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color red</Feature>
         <Feature>Size maxi</Feature
    <Features>
    ...
</Product>
<Product>
    <Id>2</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color blue</Feature>
         <Feature>Thermos</Feature>
    <Features>
    ...
</Product>

こうすることでMDM接続を使⽤するtMDMInputコンポーネントにより、異なるフィーチャーを
持つアイテムごとに新しい⾏が作成されます。

8. 抽出するフィールドを定義するには、該当するノードをソーススキーマから[Relative or
absolute XPath expression] (相対または絶対XPath表現)フィールドにドロップします。



MDMスキーマの定義

408 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

[+]ボタンを使って⾏をテーブルに追加し、抽出するフィールドを必要な数だけ選択します。Ctrlキーま
たはShiftキーを押して、グループ化されたノードや個別のノードを複数選択し、テーブルにドロップし
ます。

9. 必要であれば、取得された各カラムの名前を[Column name] (カラム名)フィールドに⼊⼒しま
す。

抽出するフィールドは、フィールドを選択し、上下の⽮印を使って優先順位を設定できます。選択され
たフィールドは⻘⾊に、その他のリンクはすべて灰⾊になります。

10. [Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するMDM接続の下に
リストされます。

作成したスキーマを変更するには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)とTalend MDMを展開し、
変更するスキーマを参照します。

2. スキーマ名を右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Entity] (エンティティの編集)を選択
します。

ダイアログボックスが表⽰されます。
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3. 必要であればスキーマを変更します。

スキーマの名前は必要に応じて変更できます。また、スキーマパネルでスキーマの構造のカスタ
マイズも可能です。ツールバーを使うと、使⽤するスキーマでカラムを追加、削除、移動できま
す。

4. [Finish] (終了)をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

これで、MDM⼊⼒接続(tMDMInput)は任意のジョブにドロップできるようになりました。

9.15.2.2. 出⼒MDMスキーマの定義

このセクションでは、出⼒MDM XMLスキーマを定義してダウンロードする⽅法について説明してい
ます。⼊⼒MDM XMLスキーマを定義してダウンロードする⽅法については、「接続のセットアッ
プ」を参照してください。

特定のMDM接続にリンクしているエンティティに書き込む値を設定するには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、エンティティ値
を書き込む対象のMDM接続を右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Retrieve Entity] (エンティティの取得)を選択します。

ダイアログボックスが表⽰されます。
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3. [Output MDM] (MDMの出⼒)オプションを選択して出⼒XMLスキーマを定義し、[Next] (次へ)を
クリックして次の⼿順に進みます。

4. [Entities] (エンティティ)フィールドで、値の書き込み先となるビジネスエンティティ(XMLス
キーマ)を選択します。

[Name] (名前)フィールドに名前が⾃動的に表⽰されます。

多くの場合、スキーマの取得先となるエンティティの名前を付けますが、フィールドには⾃由形式でテ
キストを⼊⼒可能です。

5. [Next] (次へ)をクリックし、次の⼿順に進みます。
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選択したエンティティの同⼀スキーマが[Linker Target] (リンカーターゲット)パネルで⾃動的に作成さ
れ、カラムがソースパネルからターゲットパネルへ⾃動的にマッピングされます。ウィザードにより、
アイテムIDがルーピングモジュールとして⾃動的に定義されます。別のモジュールでループするように
選択することも可能です。

ここでは、XMLスキーマの定義で有効にするパラメーターを設定できます。

6. [Schema Management] (スキーマ管理)をクリックし、ダイアログボックスを表⽰します。

7. 必要な変更を加え、選択したエンティティに書き込むXMLスキーマを定義します。

[Linker Source] (リンカーソース) スキーマは[Linker Target] (リンカーターゲット)スキーマに
対応している(つまり、値の書き込み先のモジュールを定義している)必要があります。
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8. [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

定義したスキーマが[Schema list] (スキーマリスト)の下に表⽰されます。

9. [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ループモジュールとして定義するモジュール
を右クリックし、[Set As Loop Element] (ループモジュールとして設定)を選択します。これに
より反復は1つ以上のノードに限定されます。

こうすることでMDM接続を使⽤するtMDMOutputコンポーネントにより、異なるフィーチャー
を持つアイテムごとに新しい⾏が作成されます。

書き込むフィールドは、フィールドを選択し、上下の⽮印を使って優先順位を設定できます。

10. [Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するMDM接続の下に
リストされます。

作成したスキーマを変更するには、次のようにします。
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1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)とTalend MDMを展開し、
変更するスキーマを参照します。

2. スキーマ名を右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Entity] (エンティティの編集)を選択
します。

ダイアログボックスが表⽰されます。

3. 必要であればスキーマを変更します。

スキーマの名前は必要に応じて変更できます。また、スキーマパネルでスキーマの構造のカスタ
マイズも可能です。ツールバーを使うと、使⽤するスキーマでカラムを追加、削除、移動できま
す。

4. [Finish] (終了)をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

これで、MDM出⼒接続(tMDMOutput)は任意のジョブにドロップできるようになりました。

9.15.2.3. 受信MDMスキーマの定義

このセクションでは、MDM接続を基にして受信MDM XMLスキーマを定義する⽅法について説明して
います。

特定のMDM接続に基づいて受信するXMLスキーマを設定するには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、エンティティ値
の取得先となるMDM接続を右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Retrieve Entity] (エンティティの取得)を選択します。

ダイアログボックスが表⽰されます。
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3. [Receive MDM] (MDMの受信)オプションを選択して受信XMLスキーマを定義し、[Next] (次へ)
をクリックして次の⼿順に進みます。

4. [Entities] (エンティティ)フィールドで、XMLスキーマの受信先とするビジネスエンティティ
(XMLスキーマ)を選択します。

[Name] (名前)フィールドに名前が⾃動的に表⽰されます。

多くの場合、XMLスキーマの受信元となるエンティティの名前を付けますが、フィールドには⾃由形式
でテキストを⼊⼒可能です。

5. [Next] (次へ)をクリックし、次の⼿順に進みます。
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選択したエンティティのスキーマは、 [Source Schema] (ソーススキーマ)パネルに表⽰されます。

ここでは、XMLスキーマの定義で有効にするパラメーターを設定できます。

スキーマのダイアログボックスは次の4つのパネルに分割されます。

Panel (パネル) Description (説明)
Source Schema (ソースス
キーマ)

アップロードされたエンティティのツリービュー。

Target schema (ターゲット
スキーマ)

抽出および繰り返し情報。

Preview (プレビュー) ターゲットスキーマのプレビュー。
File Viewer (ファイルビュー
アー)

ローデータのビューアー。

6. [Xpath loop expression] (Xpathループ表現)エリアに、反復の適⽤先となるXML構造ノードに
⾄るXPathの絶対表現を⼊⼒します。または、ソーススキーマからターゲットスキーマのXpath
フィールドにノードをドロップします。このリンクはオレンジ⾊になります。

[Xpath loop expression] (Xpathループ表現)フィールドは⼊⼒必須です。

7. 必要であれば[Loop limit] (ループ制限)を定義し、反復を1つ以上のノードに制限できます。
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上の画⾯では、Product (製品)エンティティのFeatures (フィーチャー)をループするモジュール
として使⽤しているため、次のように反復されます。

<Product>
    <Id>1</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color red</Feature>
         <Feature>Size maxi</Feature
    <Features>
    ...
</Product>
<Product>
    <Id>2</Id>
    <Name>Cup</Name>
    <Description/>
    <Features>
         <Feature>Color blue</Feature>
         <Feature>Thermos</Feature>
    <Features>
    ...
</Product>

こうすることでMDM接続を使⽤するtMDMReceiveコンポーネントにより、異なるフィーチャー
を持つアイテムごとに新しい⾏が作成されます。

8. 受信するフィールドを定義するには、該当するノードをソーススキーマから[Relative or
absolute XPath expression] (相対または絶対XPath表現)フィールドにドロップします。
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[+]ボタンを使って⾏をテーブルに追加し、抽出するフィールドを必要な数だけ選択します。Ctrlキーま
たはShiftキーを押して、グループ化されたノードや個別のノードを複数選択し、テーブルにドロップし
ます。

9. 必要であれば、受信した各カラムの名前を[Column name] (カラム名)フィールドに⼊⼒しま
す。

受信するフィールドは、フィールドを選択し、上下の⽮印を使って優先順位を設定できます。選択され
たフィールドは⻘⾊に、その他のリンクはすべて灰⾊になります。

10. [Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するMDM接続の下に
リストされます。

作成したスキーマを変更するには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)とTalend MDMを展開し、
変更するスキーマを参照します。

2. スキーマ名を右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Entity] (エンティティの編集)を選択
します。

ダイアログボックスが表⽰されます。
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3. 必要であればスキーマを変更します。

スキーマの名前は必要に応じて変更できます。また、スキーマパネルでスキーマの構造のカスタ
マイズも可能です。ツールバーを使うと、使⽤するスキーマでカラムを追加、削除、移動できま
す。

4. [Finish] (終了)をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

これで、MDM出⼒接続(tMDMReceive)は任意のジョブにドロップできるようになりました。

9.16. Webサービスメタデータの⼀元管理
頻繁に⾃分のTalend StudioからWebサービスにアクセスする必要がある場合は、Webサービス接続
を[Repository] (リポジトリ)に保存できます。

[Web Service] (Webサービス)スキーマウィザードでは、必要に基づいて単純スキーマ (Simple
WSDL)や詳細スキーマ(Advanced WebService)を作成できます。

⼿順1では、単純スキーマか詳細スキーマを選択する⼿順2の前にスキーマメタデータを⼊⼒する必要があり
ます。そのため、後でスキーマタイプを区別できるようにメタデータ情報を⼊⼒しておくことが⼤切です。

単純スキーマを作成する⽅法は、「単純スキーマのセットアップ」を参照してください。

詳細スキーマを作成する⽅法は、「詳細スキーマのセットアップ」を参照してください。

9.16.1. 単純スキーマのセットアップ
このセクションでは、単純なWebサービススキーマ(Simple WSDL)を定義する⽅法について説明し
ています。Advanced Web Serviceスキーマを定義する⽅法の詳細は、「詳細スキーマのセットアッ
プ」を参照してください。
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⼀般的なプロパティの定義

1. [Repository] (リポジトリ)で[Metadata] (メタデータ)ノードを展開します。

2. [Web Service] (Webサービス)を右クリックし、コンテキストメニューリストで[Create WSDL
schema] (WSDLスキーマの作成)を選択します。

3. [Name] (名前)や[Description] (説明)など、汎⽤スキーマ情報を⼊⼒します。

4. [Next] (次へ)をクリックし、⼿順2でスキーマを選択します。

スキーマのタイプの選択(単純)

この⼿順では、単純スキーマと詳細スキーマのどちらを作成するか⽰す必要があります。この例で
は、単純スキーマを作成します。
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1. ダイアログボックスで[Simple WSDL] (単純WSDL)オプションを選択します。

2. [Next] (次へ)をクリックして続⾏します。

URIおよびメソッドの指定

この⼿順では、URIおよび値の取得する必要があるその他のパラメーターを定義します。
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[Web Service Parameter] (Webサービスパラメーター)ゾーンで、次の⼿順を実⾏します。

1. [WSDL]フィールドに値を送信するURI(この例ではhttp://www.webservicex.net/country.asmx?
wsdl)を⼊⼒します。

2. 必要に応じて[Need authentication?] (認証)チェックボックスをオンにし、[User] (ユーザー)
フィールドと[Password] (パスワード)フィールドに認証情報を⼊⼒します。

3. httpプロキシを使⽤する場合は、[Use http proxy] (httpプロキシの使⽤)チェックボックスをオ
ンにし、[host] (ホスト)、[Port] (ポート)、[user] (ユーザー)、[password] (パスワード)の各
フィールドに必要な情報を⼊⼒します。

4. [Method] (メソッド)フィールドに、メソッド名(この例ではGetCountryByCountryCode)を⼊⼒
します。

5. [Value] (値)テーブルで、[Add] (追加)ボタンや[Remove] (削除)ボタンを使って値を追加または
削除します。

6. [Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックし、パラメーターの⼊⼒が正しいかどうか
チェックします。
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⼊⼒されたパラメーターに基づいて、Webサービスメソッドにより送信される値が[Preview]
(プレビュー)タブに表⽰されます。

終了スキーマの確定

スキーマ名(デフォルトではmetadata)を変更できるほか、ツールバーを使ってスキーマ⾃体を変更す
ることもできます。

1. ボタンと ボタンを使って、カラムを追加または削除します。
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2.
ボタンと ボタンを使って、カラムの順序を変更します。

3. [Finish] (終了)をクリックします。

新しいスキーマは[Repository] (リポジトリ)の[Web Service] (Webサービス)ノードの下に追加
されます。これで、新しいスキーマをtWebServiceInputコンポーネントとしてジョブのデザイ
ンワークスペースにドロップできるようになりました。

9.16.2. 詳細スキーマのセットアップ
このセクションでは、詳細なWebサービススキーマを定義する⽅法について説明しています。単純
WSDLスキーマを定義する⽅法の詳細は、「単純スキーマのセットアップ」を参照してください。

⼀般的なプロパティの定義

1. [Repository] (リポジトリ)ビューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開します。

2. [Web Service] (Webサービス)を右クリックし、コンテキストメニューリストで[Create WSDL
schema] (WSDLスキーマの作成)を選択します。

3. [Name] (名前)や[Description] (説明)など、汎⽤スキーマ情報を⼊⼒します。
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4. [Next] (次へ)をクリックし、⼿順2でスキーマを選択します。

スキーマのタイプの選択(詳細)

この⼿順では、単純スキーマと詳細スキーマのどちらを作成するか⽰す必要があります。この例で
は、詳細 スキーマを作成します。

1. ダイアログボックスで[Advanced Web Service] (詳細WebServiceサービス)オプションを選択し
ます。
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2. [Next] (次へ)をクリックし、Webサービスのパラメーターを正確に定義します。

ポート名と操作の定義

1. WebサービスWSDLファイルのURIを[WSDL]フィールドに⼿動で⼊⼒します。WSDLがローカ
ルに格納されている場合は[Browse...] (参照)ボタンをクリックして、ディレクトリを参照しま
す。

2. [Refresh] (更新)ボタンをクリックして、利⽤可能なポート名と操作のリストを取得します。
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3. [Port Name] (ポート名)ゾーンで、使⽤するポート名(この例ではcountrySoap12)を選択しま
す。

4. [Operation] (操作)ゾーンで、実⾏する操作を選択します。

この例ではGetCountryByCountryCode(parameters):string を選択し、特定の国コードの国名を取
得します。

次に、[Input mapping] (⼊⼒マッピング)タブと[Output mapping] (出⼒マッピング)タブで、⼊⼒
スキーマと出⼒スキーマ、およびスキーマ - パラメーターマッピングを定義する必要があります。

⼊⼒スキーマおよびマッピングの定義
⼊⼒スキーマおよびマッピングを定義するには、次のようにします。

1. [Input mapping] (⼊⼒マッピング)タブをクリックし、⼊⼒スキーマを定義して、操作の実⾏に
必要なパラメーターを設定します。

2. 右側のテーブルでパラメーターの⾏を選択し、[+]ボタンをクリックして[ParameterTree] (パ
ラメーターツリー)ダイアログボックスを開きます。
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3. 使⽤するパラメーターを選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

追加したパラメーター(この例ではCountryCode)が新しい⾏に表⽰されます。

4. 左側のテーブルで[Schema Management] (スキーマ管理)ボタンをクリックし、[Schema] (ス
キーマ)ダイアログボックスを開きます。

5. ⼊⼒スキーマを定義します。

この例のスキーマのカラムはCountryCode (国コード)のみです。

6. [OK]をクリックし、この追加を確認してダイアログボックスを閉じます。

7. スキーマカラムとパラメーターの間でマッピングを作成します。

この例では、左のテーブルからCountryCodeカラムを右のparameters.CountryCode⾏にドロップ
します。
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⾚⾊の線はカラムがマッピングされていることを表します。

可能な場合は、タブの上部の[Auto Map] (⾃動マップ)ボタンを使って⾃動的にマッピングします。

出⼒スキーマおよびマッピングの定義

出⼒スキーマおよびマッピングを定義するには、次のようにします。

1. [Output mapping] (出⼒マッピング)タブをクリックし、出⼒スキーマを定義してパラメーター
を設定します。

2. 左側のテーブルでパラメーターの⾏を選択し、[+]ボタンをクリックしてパラメーターを追加し
ます。

[ParameterTree] (パラメーターツリー)ダイアログボックスが開きます。
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3. パラメーターを選択し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

追加したパラメーター(この例ではGetCountryByCountryCodeResult)が新しい⾏に表⽰されま
す。

4. 右側のテーブルで[...]をクリックし、[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスを開きます。

5. 出⼒スキーマを定義します。

この例のスキーマのカラムはResult (結果)のみです。

6. [OK]をクリックし、この追加を確認してダイアログボックスを閉じます。

7. 出⼒パラメーター - スキーママッピングを作成します。

この例では、左側のテーブルからparameters.GetCountryByCountyCodeResult⾏を右側のResult
(結果)カラムにドロップします。
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8. [Next] (次へ)をクリックし、スキーマを確定します。

出⼒のタイプに基づいて、[Normalize] (正規化)ボタンおよび[Denormalize] (⾮正規化)ボタンを使⽤して結
果を正規化、または⾮正規化するよう選択できます。

終了スキーマの確定

この⼿順では、⽣成された出⼒スキーマをウィザードで表⽰します。



FTP接続の⼀元管理

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 431

メタデータは、[Name] (名前)フィールドと[Comment] (コメント)フィールドの情報を変更または追
加してカスタマイズできます。また、ツールバーを使って次のような変更も可能です。

1. ボタンと ボタンを使って、カラムを追加または削除します。

2.
ボタンと ⽮印クリックしてカラムの順序を変更します。

3. [Finish] (終了)をクリックし、詳細スキーマを確定します。

新しいスキーマは[Repository] (リポジトリ)の該当するWebサービスノードの下に追加されま
す。これで、新しいスキーマをtWebServiceコンポーネントとしてジョブのデザインワークス
ペースにドロップできます。

9.17. FTP接続の⼀元管理
定期的にFTPサーバーへ接続する必要がある場合は、[Repository] (リポジトリ)ビューにあ
る[Metadata] (メタデータ)ノードの下で接続情報を⼀元管理できます。
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⼀般的なプロパティの定義

FTPサーバーへの接続を作成するには、次のようにします。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開します。

2. [FTP]を右クリックし、コンテキストメニューで[Create FTP] (FTPの作成)を選択します。

接続ウィザードが開きます。

3. [Name] (名前)や[Description] (説明)など、汎⽤スキーマ情報を⼊⼒します。

ステータスフィールドはカスタマイズ可能なフィールドで、[Window] (ウィンドウ) > [Preferences]
(環境設定)にある [Preferences] (環境設定)ダイアログボックスで定義できます。環境設定の詳細
は、「Talend Studioの環境設定」を参照してください。

4. 完了したら[Next] (次へ)をクリックし、FTPサーバーの接続情報を⼊⼒します。

FTPサーバーへの接続

この⼿順では、接続情報とパラメーターを定義します。

1. [Username] (ユーザー名)フィールドと[Password] (パスワード)フィールドに、ユーザ名とパ
スワードをそれぞれ⼊⼒します。
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2. [Host] (ホスト)フィールドにFTPサーバーホストの名前を⼊⼒します。

3. [Port] (ポート)フィールドにポート番号を⼊⼒します。

4. [Encoding] (エンコーディング)リストで、エンコーディングのタイプを選択します。

5. [Connection Model] (接続モデル)リストで、使⽤する接続を選択します。

• データ転送で使⽤するポート接続をFTPサーバーが選ぶようにする場合は、[Passive] (パッシ
ブ)を選択します。

• ポートを選ぶ場合は[Active] (アクティブ)を選択します。

6. [Parameter] (パラメーター)エリアで、FTPサーバーの⽤途設定を選択します。通常の⽤途であ
ればここでオプションを選択する必要はありません。

• SSHセキュリティプロトコルを使ってサーバー通信を保護する場合は、[SFTP Support]
(SFTPサポート)チェックボックスをオンにします。

Authentication method (認証⽅式)が表⽰されます。⽤途に基づいて[Public key] (パブリッ
クキー)と[Password] (パスワード)のいずれかを選択します。

• SSLセキュリティプロトコルでサーバー通信を保護する場合は、[FTPs Support] (FTPSサポー
ト)チェックボックスをオンにします。

• このオプションを使⽤する場合は[Use Socks Proxy] (SOCKSプロキシを使⽤)チェックボッ
クスをオンにし、プロキシ情報(ホスト名、ポート番号、ユーザー名、パスワード)を⼊⼒しま
す。

7. [Finish] (終了)をクリックし、ウィザードを閉じます。

作成した接続はすべて[Repository] (リポジトリ)ビューのFTPサーバー接続ノードの下に表⽰されま
す。
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接続メタデータは、この[Repository] (リポジトリ)からデザインワークスペースにドロップできま
す。ダイアログボックスが開き、ジョブで使⽤するコンポーネントを選択できます。

ワークスペースにメタデータをドロップする⽅法の詳細は、「[Metadata] (メタデータ)ノードからコ
ンポーネントをドロップする方法」を参照してください。

9.18. コンテキストとしてのメタデータのエクス
ポート
すべてのメタデータ接続(ファイルまたはデータベースのいずれか、など)について、接続の詳細をコ
ンテキストとしてエクスポートできます。

1. ウィザードの最後の⼿順または最後から2番⽬の⼿順で、[Export as Context] (コンテキストと
してエクスポート)をクリックします。
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2. コンテキストを作成するための2段階の⼿順のウィザードが起動します。
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3. ⼿順1で、コンテキストの名前を⼊⼒します。デフォルトでは、メタデータエントリの名前が提
⽰されます。

4. [Next] (次へ)をクリックします。

5. ⼿順2で、⾃動作成されたコンテキスト変数が3つのタブテーブルに表⽰されます。[Values] (値)
タブに表⽰された変数値が正しく設定されていることを確認します。
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6. [Finish] (終了)をクリックして作成を確定します。
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10.ルーチンの管理
この章では、ユーザーシナリオに沿ってルーチンを定義し、ルーチンの作成⽅法またはシステムルー
チンのカスタマイズ⽅法を説明します。また、メインルーチンの概要と、それらの使⽤例も⽰しま
す。もっとも⼀般的に使⽤されているルーチンの概要とその他の使⽤例については、付録E システム
ルーチンを参照してください。
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10.1. ルーチンとは
ルーチンは、かなり複雑なJava関数で、⼀般にコードの解析に使⽤されます。そのため、ルーチン
によってデータ処理を最適化し、ジョブのキャパシティを改善します。

また、[Repository] (リポジトリ)ツリービューを使⽤して、頻繁に使⽤するコード部分を保存した
り、ルーチン経由で呼び出して既存の会社の関数部分を抽出したりできます。この解析によって、発
⽣する可能性のある問題の解決が容易になり、複数のジョブで使⽤されているコードをすばやく簡単
に更新できます。

さらに、Talend構⽂を使⽤している特定のシステムルーチンは、もっとも⼀般的なJavaメソッドを
採⽤しています。これにより、JavaエラーをStudio内で直接エスカレートできるため、Talendで統
合プロセスを進展させる際に⽣じる可能性のある問題を容易に特定し解決できます。

2つのタイプのルーチンがあります。

• システムルーチン: 多数のシステムルーチンが提供されています。処理するデータのタイプ(数値、
⽂字列、⽇付など)に従って分類されます。

• ユーザールーチン: これらは、ユーザーが作成したか、既存のルーチンを適合させたルーチンで
す。

Talendルーチンを作成し使⽤するために、Java⾔語の知識は必要ありません。

ルーチンはすべて、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Code] (コード) > [Routines] (ルーチ
ン)の下に保存されます。

システムルーチンの詳細については、「システムルーチンへのアクセス」を参照してください。

ユーザールーチンの作成⽅法の詳細については、「ユーザールーチンの作成方法」を参照してくださ
い。

ジョブにルーチン依存関係を設定することもできます。設定するには、[Repository] (リポジトリ)ツリー
ビューでジョブを右クリックし、[Set up routine dependencies] (ルーチンの依存関係の設定)を選択しま
す。開かれたダイアログボックスには、デフォルトですべてのルーチンが設定されています。必要に応じて、
ツールバーを使⽤してルーチンを削除できます。

10.2. システムルーチンへのアクセス
システムルーチンにアクセスするには、[Code] (コード) > [Routines] (ルーチン) > system (システ
ム)をクリックします。ルーチンまたは関数は⽤途に応じて分類されています。

system (システム)フォルダーとそれらのコンテンツは読み取り専⽤です。
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systemフォルダー内の各クラスまたはカテゴリには、複数のルーチンまたは関数が含まれていま
す。開くクラスをダブルクリックします。

クラス内のすべてのルーチンまたは関数は、記述的なテキストとそれに続く対応するJavaコードで
構成されています。[Routines] (ルーチン)ビューでは、スクロールバーを使⽤してさまざまなルーチ
ンを参照できます。または、代わりに、

1. [Routines] (ルーチン)ビューでCtrl+Oを押します。

ダイアログボックスに、カテゴリ内のさまざまなルーチンのリストが表⽰されます。

2. 対象のルーチンをクリックします。

ビューがルーチンの記述的なテキストと対応するコードから成るセクションにジャンプします。

ルーチン呼び出しステートメントの構⽂では⼤⽂字⼩⽂字が区別されます。

10.3. システムルーチンのカスタマイズ
システムルーチンが特定のニーズに適合されていない場合は、ユーザールーチンにコンテンツをコ
ピーして貼り付け、その後、必要に応じてコンテンツを変更してルーチンをカスタマイズできます。

システムルーチンをカスタマイズするには、次の⼿順を実⾏します。

1. 最初に、「ユーザールーチンの作成方法」に説明されている⼿順に従って、ユーザールーチンを
作成します。ルーチンをワークスペースで開くと、ルーチンの基本的な例を確認できます。

2. その後、[Code] (コード) > [Routines] (ルーチン) > system (システム)の下で、カスタマイズす
るルーチンが含まれるルーチンのクラスを選択します。

3. 関連するルーチンが含まれるクラスをダブルクリックして、それをワークスペースで開きます。

4. Studioの左下の[Outline] (アウトライン)パネルを使⽤して、コンテンツのすべてまたは⼀部を
コピーするルーチンを⾒つけます。
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5. ワークスペースで、コードのすべてまたは⼀部を選択し、Ctrl+Cを使⽤してそれをコピーしま
す。

6. タブをクリックしてユーザールーチンにアクセスし、Ctrl+Vを押してコードを貼り付けます。

7. 必要に応じてコードを変更し、Ctrl+Sを押して保存します。

⼊⼒および出⼒パラメータの詳細がわかるような記述的なテキスト(⻘⾊)を使⽤することをお勧めし
ます。これにより、ルーチンの管理と再利⽤が容易になります。

10.4. ユーザールーチンの管理
Talend Studioでは、特定のニーズを満たすために、ユーザールーチンの作成、ユーザールーチンの編
集、またはシステムルーチンの編集を実⾏できます。

10.4.1. ユーザールーチンの作成⽅法
特定の解析ニーズに従って、専⽤のルーチンを作成できます。システムルーチンと同様に、ユーザー
ルーチンは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Code] (コード) > [Routines] (ルーチン)の
下に保存されます。ルーチンを編成して任意のジョブ内で容易に呼び出せるよう、フォルダーを追加
できます。

新しいユーザールーチンを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Code] (コード)を展開し、Routines (ルーチン)
フォルダーを表⽰します。
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2. [Routines] (ルーチン)を右クリックし、[Create routine] (ルーチンの作成)を選択します。

3. [New routine] (新規ルーチン)ダイアログボックスが開きます。ルーチンを作成するために必要
な情報(名前、説明など)を⼊⼒します。

4. [Finish] (終了)をクリックして次の⼿順に進みます。

新たに作成されたルーチンは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Routines] (ルーチン)
ノードの直下に表⽰されます。ルーチンエディターが開き、単純な例を含むモデルルーチンが⽰
されます。デフォルトでは、⻘⾊の記述的なテキストとそれに続く対応するコードで構成されて
います。

ルーチンのかなり詳細な説明を追加することをお勧めします。説明には、⼀般に、ルーチンでの使⽤が
予期される⼊⼒および出⼒パラメーター、戻される結果、例を含める必要があります。この情報は、共
同作業やルーチンの保守で役⽴つことがあります。

デフォルトでは、次のコード例が提供されます。
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public static void helloExample(String message) {
        if (message == null) {
            message = "World"; //$NON-NLS-1$
        }
        System.out.println("Hello " + message + " !");

5. モデルを変更または⾃⾝のコードで置き換え、Ctrl+Sを押してルーチンを保存します。それ以外
の場合、ルーチンはエディターを閉じたときに⾃動的に保存されます。

Ctrl+CおよびCtrl+Vコマンドを使⽤して、システムルーチンやクラスのすべてまたは⼀部をコピーしてユー
ザールーチンで使⽤し、ニーズに従ってコードを適合させることができます。ルーチンのカスタマイズ⽅法の
詳細については、「システムルーチンのカスタマイズ」を参照してください。

10.4.2. ユーザールーチンの編集⽅法
ユーザールーチンは、いつでも変更できます。

system (システム)フォルダーとその中のすべてのルーチンは、読み取り専⽤です。

ユーザールーチンを編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. 編集するルーチンを右クリックして、[Edit Routine] (ルーチンの編集)を選択します。

2. ルーチンがワークスペースで開き、そこで編集できます。

3. ルーチンをニーズに応じて適合させたら、Ctrl+Sを押して保存します。

システムルーチンを特定のニーズ⽤に再利⽤する場合は、「システムルーチンのカスタマイズ」を参
照してください。

10.4.3. ユーザールーチンライブラリの編集⽅法
選択したルーチンに外部,jarファイルをインポートすることで、ユーザールーチンのライブラリを編
集できます。これらの外部ライブラリファイルは、モジュールと同様に、現在のStudioの[Modules]
(モジュール)ビューにリストされます。[Modules] (モジュール)ビューの詳細については、Talend イ
ンストレーションガイド』を参照してください。

インポートされたライブラリの.jarファイルは、現在のStudioのライブラリファイルにもリストされ
ます。

ユーザールーチンライブラリを編集するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Code] (コード) > [Routines] (ルーチン)を展開し
ます。

2. ライブラリを編集するユーザールーチンを右クリックし、[Edit Routine Library] (ルーチンラ
イブラリの編集)を選択します。

[Import External Library] (外部ライブラリのインポート)ダイアログボックスが表⽰されま
す。
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3. [New] (新規)をクリックし、外部ライブラリをインポートできる新しいダイアログボックスを開
きます。

[Library File] (ライブラリファイル)リストでファイルを選択して[Remove] (削除)ボタンをクリックす
ると、インポート済みのルーチンファイルを削除できます。

4. [Input a library's name] (ライブラリの名前の⼊⼒)フィールドにライブラリファイルの名前と
続けてファイル形式(.jar)を⼊⼒するか、または、

5. [Browse a library file] (ライブラリファイルの参照)オプションを選択して[Browse] (参照)をク
リックし、対応するフィールドにファイルパスを設定します。

6. 必要に応じて、[Description] (説明)フィールドに説明を⼊⼒し、[OK]をクリックして変更を確
定します。

インポートされたライブラリファイルは、[Import External Library] (外部ライブラリのイン
ポート)ダイアログボックスの[Library File] (ライブラリファイル)リストに⼀覧されます。

7. [Finish] (終了)をクリックしてダイアログボックスを閉じます。



ジョブからのルーチンの呼出し

446 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

ライブラリファイルは現在のStudioのライブラリフォルダーにインポートされ、同じStudio
の[Module] (モジュール)ビューにもリストされます。

[Modules] (モジュール)ビューの詳細については、Talend インストレーションガイド』を参照し
てください。

10.5. ジョブからのルーチンの呼出し
前提条件:ルーチンを実⾏するには、少なくとも1つのジョブが作成されている必要があります。ジョ
ブの作成⽅法の詳細については、「ジョブを作成する方法 」を参照してください。

ルーチンをジョブと同時に実⾏するために、ジョブコンポーネントからユーザールーチンおよびシス
テムルーチンを呼び出すことができます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューのRoutines (ルーチン)フォルダーに保存されたすべての
ルーチンにアクセスするには、ジョブで使⽤されるいずれかのTalendコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビューの任意のフィールドでCtrl+Spaceを押して、実⾏するルーチンを選択し
ます。

代わりに、次のように、[Basic settings] (基本設定)フィールドのいずれかで、関連するクラス名と
ルーチン名、続いて予期される設定を⽰すことで、これらのルーチンを呼び出すこともできます。
<ClassName>.<RoutineName>

10.6. 使⽤例:現在⽇のファイルの作成
このシナリオでは、ルーチンの使⽤⽅法を説明します。ジョブは、システムルーチンを呼び出す1つ
のコンポーネントのみを使⽤します。
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1. [Palette] (パレット)で、[File] (ファイル) > [Management] (管理)をクリックし、その
後、tFileTouchコンポーネントをワークスペースにドロップします。このコンポーネントを使
⽤して、空のファイルを作成できます。

2. コンポーネントをダブルクリックして、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic settings]
(基本設定)ビューを開きます。

3. [FileName] (ファイル名)フィールドにファイルにアクセスするためのパスを⼊⼒するか、[...]を
クリックしてディレクトリを参照してファイルを⾒つけます。

4. 次のように、ファイル拡張⼦以外を⼆重引⽤符で囲みます。"D:/Input/customer".txt

5. 閉じ引⽤符とファイル拡張⼦の間にプラス記号(+)を追加します。

6. Ctrl+Spaceを押してすべてのルーチンのリストを開き、表⽰された⾃動完了リスト
でTalendDate.getDateを選択して、現在⽇を取得できるTalendルーチンを使⽤します。

7. 必要に応じて、デフォルトで提供されている⽇付の形式を変更します。

8. getDate変数の次にプラス記号(+)を⼊⼒してルーチン呼び出しを完成させ、ファイル拡張⼦を⼆
重引⽤符で囲みます。

Windowsで作業している場合は、時間と分の間および分と秒の間の":"を削除する必要があります。

9. F6を押してジョブを実⾏します。

tFileTouchコンポーネントによって⽇付付きの空のファイルが作成され、ファイルは呼び出さ
れたGetDateルーチンの実⾏時に取得されます。
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11.SQLテンプレートの使⽤⽅法
SQLテンプレートは、ELTモードで稼働している事前定義されたクエリ引数のグループです。この章
では、ELTモードについて説明し、SQLテンプレートを定義し、SQLテンプレートの使⽤⽅法または
専⽤のSQLテンプレートの作成⽅法を説明するためのユーザーシナリオを⽰します。
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11.1. ELTの概要
ELT (抽出、ロード、変換)は、データベースの使⽤、特にデータウェアハウジングにおけるデータ
操作プロセスです。従来のETL (抽出、変換、ロード)モードとは異なり、ELTでは、データは抽出さ
れ、データベースにロードされてから、使⽤する前にデータベース内の保存された場所で変換され
ます。このデータはデータセットに従って⼀括で移⾏され、変換プロセスは、データがロー形式で
ターゲットDBMSにロードされた後に実⾏されます。これにより。ネットワークにかかる負荷が軽減
され、より⾼いスループットがもたらされます。

ただし、ELTモードは、すべての状況に最適なわけではありません。たとえば、

• SQLがJavaほど強⼒でないのと同様に、使⽤可能なデータ変換の範囲が限定されている。

• ELTには、SQLの調整とDBMSの調整に⾼度に熟練したユーザーが必要となる。

• Talend StudioでELTを使⽤すると、ETLで実⾏可能な単⼀のデータ⾏の受け渡しまたは拒否を実⾏
できない。⾏の拒否の詳細については、「行接続」を参照してください。

ELTのメリットとデメリットに基づいて、ELTの容易化に必要なSQLテンプレートが設計されます。

11.2. Talend SQLテンプレートの概要
SQLは、データベース内の情報にアクセスし管理するために使⽤される標準化されたクエリ⾔語で
す。その対象範囲には、データのクエリと更新、スキーマの作成と変更、データアクセス制御が含ま
れます。Talend Studioは、共通する⼤半のタスクを簡易化するための広範なSQLテンプレートを提供
しています。また、⼀般的でない要件を満たすために⾃⾝のSQLテンプレートをカスタマイズまたは
設計できるSQLエディターを構成します。

これらのSQLテンプレートは、Talend ELTコンポーネントファミリの
コンポーネントとともに使⽤されます。ELTコンポーネントファミリに
は、tSQLTemplate、tSQLTemplateFilterColumns、tSQLTemplateCommit、
tSQLTemplateFilterRows、tSQLTemplateRollback、tSQLTemplateAggregateおよ
びtSQLTemplateMergeが含まれます。これらのコンポーネントは選択されたSQLステートメント
を実⾏します。UNION、EXCEPTおよびINTERSECT演算⼦を使⽤して、システムメモリを使⽤せずに
DBMS上で直接データを変更できます。

さらに、これらのSQLテンプレートを利⽤して、構造要件に従ってデータを保存および取得すること
で、データベース管理システムの効率を最適化できます。

Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[SQL templates] (SQLテンプレート)
ノードの下に次のタイプのSQLテンプレートが⽤意されています。

• システムSQLテンプレート:適⽤対象のデータベースタイプに従って分類されます。

• ユーザー定義のSQLテンプレート: これらは、ユーザーが作成したか、既存のテンプレートを適合
させたテンプレートです。

SQLテンプレートの詳細は以降のセクションで取り上げます。

ELTコンポーネントファミリのコンポーネントの詳細については、Talend Open Studio Components
Reference Guide』を参照してください。

⼤半のSQLテンプレートは特定のデータベース向けに調整されているため、システム内のデータベースを変更
する場合は、必然的に、新しいデータベース⽤の新しいテンプレートに切り替えるか、それを開発することに
なります。
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11.3. Talend SQLテンプレートの管理
Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューのSQL Templates (SQLテンプレート)
フォルダーを介して、ELTコンポーネントを使⽤してStudioで作成したジョブで、システムまたは
ユーザー定義のSQLテンプレートを使⽤できます。

以降のセクションで、これらの2つのタイプのSQLテンプレートを管理する⽅法を⽰します。

11.3.1. システムSQLテンプレートのタイプ
このセクションでは、さまざまなタイプの事前定義されたSQLテンプレートについて詳しく説明しま
す。

各テンプレートグループのステートメントは、データベースごとに達成しようとしている操作に応じ
てことなりますが、テンプレートはそのタイプに基づいて各フォルダーにもグループ化されていま
す。

次の表は、これらのタイプと関連する情報を⽰しています。

名前 機能 関連付けられたコンポーネント 必須のコンポーネントパラ
メーター

Aggregate データセットの集計(合
計、平均、計数など)を実
⾏します。

tSQLTemplateAggregate データベース名

ソーステーブル名

ターゲットテーブル名
Commit RDBMSにコミット命令を

送信します。
tSQLTemplate 
tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateCommit 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows 
tSQLTemplateMerge 
tSQLTemplateRollback

Null

Rollback RDBMSにロールバック命
令を送信します。

tSQLTemplate 
tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateCommit 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows 
tSQLTemplateMerge 
tSQLTemplateRollback

Null

DropSourceTable ソーステーブルを削除し
ます。

tSQLTemplate 
tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows

テーブル名
(tSQLTemplateを使⽤した
場合)

ソーステーブル名
DropTargetTable ターゲットテーブルを削

除します。
tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows

ターゲットテーブル名

FilterColumns RDBMS内の特定のカラム
のデータセットを選択し
抽出します。

tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows

ターゲットテーブル名(およ
びスキーマ)

ソーステーブル名(およびス
キーマ)

FilterRow RDBMS内の特定の⾏の
データセットを選択し抽
出します。

tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows

ターゲットテーブル名(およ
びスキーマ)

ソーステーブル名(およびス
キーマ)

条件
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MergeInsert ソーステーブルからター
ゲットテーブルにレコー
ドを挿⼊します。

tSQLTemplateMerge 
tSQLTemplateCommit

ターゲットテーブル名(およ
びスキーマ)

ソーステーブル名(およびス
キーマ)

条件
MergeUpdate ターゲットテーブルを

ソーステーブルからのレ
コードで更新します。

tSQLTemplateMerge 
tSQLTemplateCommit

ターゲットテーブル名(およ
びスキーマ)

ソーステーブル名(およびス
キーマ)

条件

11.3.2. システムSQLテンプレートへのアクセス⽅法
システムSQLテンプレートにアクセスするには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[SQL
templates] (SQLテンプレート)ノードを展開します。

各フォルダーには、事前定義されたSQLステートメントを含むsystem (システム)サブフォルダー
と、作成またはカスタマイズされたSQLステートメントを保存できるUserDefined (ユーザー定義)
フォルダーが含まれます。

各systemフォルダーには、それぞれ専⽤タスクを達成するために設計された複数のタイプのSQLテ
ンプレートが含まれています。
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Generic (⼀般)フォルダーは別として、SQLテンプレートはそれが使⽤されるデータベースのタイプ
に従って異なるフォルダーにグループ化されます。Generic (⼀般)フォルダー内のテンプレートは標
準で、あらゆるデータベースで使⽤できます。これらは、Talend Studioで定義されているテンプレー
トよりも、さらに固有なSQLテンプレートを開発するためのベースとして使⽤できます。

system (システム)フォルダーとそれらのコンテンツは読み取り専⽤です。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューから、次のように実⾏してSQLテンプレートを開きます。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[SQL Templates] (SQLテンプレート)を展開し、開く
テンプレートを参照します。

2. 開くクラス、たとえば、Generic (⼀般)フォルダー内のaggregateをダブルクリックします。

aggregateテンプレートビューがワークスペースに表⽰されます。

テンプレートビューに、事前定義されたaggregateステートメントが表⽰されま
す。TABLE_NAME_TARGET、operationなどのパラメーターは、関連ジョブの設計時に定義されます。
その後、前出のセクションで説明したとおり、パラメーターを関連付けられたコンポーネントに容易
に設定できます。

SQLテンプレートをクリックまたは開くたびに、対応するプロパティビューがStudioの下部に表⽰さ
れます。たとえば、aggregateテンプレートをクリックすると、以下に⽰すようにプロパティが表⽰
されます。
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さまざまなタイプのSQLテンプレートの詳細については、「システムSQLテンプレートのタイプ」を
参照してください。

SQLテンプレートと関連付けられたコンポーネントの使⽤⽅法の詳細については、「SQLテンプレー
トの使用方法」を参照してください。

11.3.3. ユーザー定義のSQLテンプレートの作成⽅法
ELTで達成する必要のある変換は特定のSQLテンプレートで実現できる範疇を超えているためTalend
Studioでは、いくつかの記述ルールに従って独⾃のSQLテンプレートを開発できます。これらのSQL
テンプレートは、User-defined (ユーザー定義)フォルダーに保存され、それらが使⽤されるデータ
ベースのタイプに従ってグループ化されます。

SQLテンプレートの記述ルールの詳細については、付録D ルールを記述するSQLテンプレートを参照
してください。

ユーザー定義のSQLテンプレートを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[SQL Templates] (SQLテンプレート)を展開し、SQL
テンプレートを作成するカテゴリを展開します。

2. UserDefined (ユーザー定義)を右クリックして[Create SQL Template] (SQLテンプレートの作
成)を選択し、[SQL Templates] (SQLテンプレート)ウィザードを開きます。
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3. テンプレートを作成するために必要な情報を⼊⼒し、[Finish] (終了) をクリックして、ウィザー
ドを閉じます。

新たに作成されたテンプレートの名前が、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
のUserDefined (ユーザー定義)の下に表⽰されます。また、設計ワークスペースでSQLテンプ
レートエディターを開き、そこで、新たに作成するテンプレートのコードを⼊⼒することもでき
ます。

ユーザー定義のSQLテンプレートの作成⽅法と、ジョブ内でそれを使⽤する⽅法の詳細は、Talend
Open Studio Components Reference Guide』の「tMysqlTableList」を参照してください。

11.3.4. システムSQLテンプレートの使⽤例
多数の共通の標準化されたSQLステートメントがあるため、Talend Studioでは、さまざまなシステム
SQLテンプレートのメリットを利⽤できます。

このセクションでは、次のようなジョブ内でMySQLシステムテンプレートを使⽤する⼿順をたどっ
た例を⽰します。

• Mysqlデータベースへの接続を開く。

• データベーステーブルから特定の値別にグループ化されたデータを収集し、集計されたデータを
ターゲットデータベーステーブルに書き込む。

• 集計されたデータの取得元のソーステーブルを削除する。

• ターゲットデータベーステーブルを読み取り、ジョブ実⾏結果をリストする。
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デーベースに接続してデータベーステーブルカラムを集計するには、次の⼿順を実⾏します。

MySQLデータベースへの接続の設定
1. 次のコンポーネントを[Palette] (パレット)から設計ワークスペースにドロップしま

す: tMysqlConnection、tSQLTemplateAggregate、tSQLTemplateCommit、およ
びtMysqlInput, tLogRow。

2. tMysqlconnectionを右クリックし、コンテキストメニューから[Trigger] (トリガー) >
[OnComponentOk]を選択し、tMysqlConnectionをtSQLTemplateAggregateに接続しま
す。

3. OnComponentOkリンクを使⽤をし
て、tSQLTemplateAggregate、tSQLTemplateCommit、およびtMysqlInputを接続しま
す。

4. [Main] (メイン) > [Row] (⾏)リンクを使⽤して、tMysqlInputをtLogRowに接続します。

5. 設計ワークスペースで、tMysqlConnectionを選択し、[Component] (コンポーネント)タブを
クリックしてコンポーネントの基本設定を定義します。

6. [Basic settings] (基本設定)ビューで、データベース接続の詳細を⼿動で設定します。
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7. 設計ワークスペースで、tSQLTemplateCommitを選択し、[Component] (コンポーネント)タ
ブをクリックして基本設定を定義します。

8. [Database type] (データベースタイプ)リストで関連するデータベースタイプを選択し、複数の
接続が使⽤される場合は、[Component list] (コンポーネントリスト)から関連するデータベー
ス接続コンポーネントを選択します。

データのグループ化、集計されたデータの書き込み、およびソーステーブルのド
ロップ

1. 設計ワークスペースで、tSQLTemplateAggregateを選択し、[Component] (コンポーネント)
タブをクリックして基本設定を定義します。

2. [Database type] (データベースタイプ)リストで関連するデータベースタイプを選択し、複数の
接続が使⽤される場合は、[Component list] (コンポーネントリスト)から関連するデータベー
ス接続コンポーネントを選択します。

3. データベース、ソーステーブル、ターゲットテーブルの名前を対応するフィールドに⼊⼒
し、[Edit schema] (スキーマの編集)の横にある[...]ボタンをクリックして、ソーステーブルと
ターゲットテーブルのデータ構造を定義します。

ソーステーブルスキーマは、First_Name、Last_Name、およびCountryの3つのカラムで構成
されます。ターゲットテーブルスキーマは、countryとtotalの2つのカラムで構成されます。
この例では、国籍別に国⺠をグループ化し、各国の国⺠数を計数します。それを⾏うため
に、[Operations] (操作)および[Group by] (分類基準)パラメーターを定義します。

4. [Operations] (操作)テーブルでプラス記号ボタンをクリックして1⾏または複数⾏を追加し、そ
の後、[Output column] (出⼒カラム)⾏で、カウントしたデータを保持する出⼒カラムを選択し
ます。

5. [Function]⾏をクリックして、実⾏する操作を選択します。

6. [Group by] (分類基準)テーブルでプラス記号ボタンをクリックして1⾏または複数⾏を追加し、
その後、[Output column] (出⼒カラム)⾏で、集計したデータを保持する出⼒カラムを選択しま
す。

7. [SQL template] (SQLテンプレート)タブをクリックして対応するビューを開きます。



システムSQLテンプレートの使⽤例

458 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

8. [SQL template list] (SQLテンプレートリスト)テーブルの下のプラス記号ボタンを2回クリック
して、2つのSQLテンプレートを追加します。

9. 1番⽬のSQLテンプレート⾏をクリックし、ドロップダウンリストからMySQLAggregateテンプ
レートを選択します。このテンプレートは、[Basic settings] (基本設定)ビューの設定に従って
データを集計するためのコードを⽣成します。

10. 2番⽬のSQLテンプレート⾏でも同様に、MySQLDropSourceTableテンプレートを選択します。
このテンプレートは、集計されたデータの取得元のソーステーブルを削除するためのコードを⽣
成します。

新しいSQLテンプレートを実⾏するELTコンポーネントに追加するには、選択したテンプレートを設計
ワークステーション内のコンポーネントにドロップするか、またはコンポーネントの[SQL template
list] (SQLテンプレートリスト)テーブルにドロップします。

[SQL template list] (SQLテンプレートリスト)テーブルで設定されたテンプレートは、[Basic settings]
(基本設定)ビューで設定されたパラメーターより優先順位が⾼く、上から下に順番に実⾏されます。この
使⽤例でMySQLDropSourceTableをリストから選択した場合、ソーステーブルは集計前に削除されま
す。つまり、何も集計されません。

ターゲットデータベースの読み取りとジョブ実⾏結果のリスト

1. 設計ワークスペースでtMysqlInputを選択し、[Component] (コンポーネント)タブをクリック
して基本設定を定義します。
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2. [Use an existing connection] (既存の接続を使⽤)チェックボックスをオンにし
て、tMysqlConnectionコンポーネントに定義したデータベース接続を使⽤します。

3. スキーマを定義するには[Repository] (リポジトリ)を選択し、[...]ボタンをクリックして、ス
キーマが使⽤されるデータベーステーブルを選択します。この例では、集計されたデータを保持
するターゲットテーブルが選択されます。

4. [Table Name] (テーブル名)フィールドに、クエリするテーブルの名前を⼊⼒します。この例で
は、テーブルは集計されたデータを保持するテーブルです。

5. [Query] (クエリ)領域にクエリステートメントを⼊⼒し、表⽰するカラムを選択します。

6. ジョブを保存し、F6を押して実⾏します。

ソーステーブルは削除されます。

データベースに2列のテーブルcitizencountが作成されます。国⺠は国籍に従ってグループ化さ
れ、各国の合計が⽰されます。
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付録A GUI
この付録では、Talend Studioのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)について説明します。
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A.1. Talend Studioのメインウィンドウ
Talend Studioのメインウィンドウは、さまざまなタイプのデータ統合の管理するためのインターフェ
イスです。

Talend Studioマルチパネルウィンドウには、次の要素が含まれます。

• メニューバー

• ツールバー

• [Repository] (リポジトリ)ツリービューエリア

• デザインワークスペース

• パレット

• ワークスペースでデザインするデータ統合ジョブのあらゆるモジュールを活⽤するために、タブシ
ステムを使⽤して編成されたさまざまな設定ビュー

• [Outline view] (アウトラインビュー)および[Code Viewer] (コードビューア)

次の図は、Talend Studioメインウィンドウの⼀例です。Integration (統合)パースペクティブでその
パネルとビューが開いています。
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インターフェイスを構成するさまざまなモジュールについては、次のセクションで説明します。

このドキュメンテーションで説明するすべてのパネル、タブ、ビューは、Talend Studioに固有です。[Show
View] (ビューの表⽰)ダイアログボックスにリストされる⼀部のビューはEclipseに固有であり、このドキュメ
ンテーションでは説明しません。これらのビューの詳細については、Eclipseオンラインドキュメンテーショ
ン(http://www.eclipse.org/documentation/)を参照してください。

A.2. メニューバーとツールバー
Talend Studioメインウィンドウの⼀番上あるさまざまなメニューおよびクイックアクセスツールバー
には、よく使⽤されるTalendフィーチャーといくつかのEclipse固有の機能が集約されています。

A.2.1. Talend Studioメニューバー
Talend Studioメニューバーには、以下の機能が含まれています。

• [Save] (保存)、[Print] (印刷)、[Exit] (終了)などの標準的な機能(アプリケーションレベルで使
⽤)。

• Eclipseのネイティブなフィーチャー(主にデザインワークスペースレベルで使⽤)および特定
のTalend Studio機能。

次の表では、Talend Studioのメニューバーで使⽤できるメニューおよびメニューアイテムについて説
明しています。

メニューバーで使⽤できるメニューは、作業するコンテキストに応じて多少異なる場合があります。

メニュー メニューアイテム 説明
File (ファイル) Close (閉じる) ワークスペースで現在開いているビューを閉じます。
 Close All (すべて

閉じる)
ワークスペースで開いているビューをすべて閉じます。

 Save (保存) 現在開いているビューに⾏った変更を保存します。
 Save as (名前を付

けて保存)
現在開いているビューは変更せずに、⾏った変更を保存します。

詳細は、「ビジネスモデルの保存」を参照してください。
 Save All (すべて保

存)
すべての開いているビューに⾏った変更を保存します。

 Print (印刷) 使⽤できないオプションです。
 Switch project

(プロジェクトの切
り替え)

現在のセッションを閉じて新しいセッションを⽴ち上げ、Studioで別のプロ
ジェクトを開けるようにします。

 Edit project
properties (プロ
ジェクトプロパ
ティの編集)

現在のプロジェクトの設定をカスタマイズできるダイアログボックスが開き
ます。

詳細は、「プロジェクト設定のカスタマイズ」を参照してください。

 Import (インポー
ト)

さまざまなソースからさまざまなタイプのリソース(ファイル、アイテム、
環境設定、XMLカタログなど)をインポートできるウィザードが開きます。

 Export (エクス
ポート)

さまざまなタイプのリソース(ファイル、アイテム、環境設定、ブレーク
ポイント、XMLカタログなど)をさまざまな場所にエクスポートできるウィ
ザードが開きます。

 Exit (終了) Studioメインウィンドウを閉じます。
 Open File (ファイ

ルを開く)
Studioの中からファイルを開きます。

http://www.eclipse.org/documentation/
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メニュー メニューアイテム 説明
Edit (編集) Undo (元に戻す) ワークスペースで最後に実⾏したアクションを元に戻します。
 Redo (やり直し) ワークスペースで最後に実⾏したアクションをやり直します。
 Cut (切り取り) ワークスペースで選択したオブジェクトを切り取ります。
 Copy (コピー) ワークスペースで選択したオブジェクトをコピーします。
 Paste (貼り付け) ワークスペースで前にコピーしたオブジェクトを貼り付けます。
 Delete (削除) ワークスペースで選択したオブジェクトを削除します。
 Select All (すべて

選択)
ワークスペースに存在するすべてのコンポーネントを選択します。

View (表⽰) Zoom In (ズームイ
ン)

開いているジョブのイメージを拡⼤します。

 Zoom Out (ズーム
アウト)

開いているジョブのイメージを縮⼩します。

 Grid (グリッド) ワークスペースにグリッドを表⽰します。開いてるジョブのすべてのアイテ
ムは、グリッドにスナップされます。

 Snap to
Geometry (ジオメ
トリにスナップ)

ジオメトリにスナップフィーチャーを有効にします。

Window (ウィンド
ウ)

Perspective (パー
スペクティブ)

リストに表⽰されているさまざまなパースペクティブのいずれかを開くこと
ができます。

 Show View...
(ビューの表⽰...)

Studioのさまざまなビューを表⽰できる[Show View] (ビューの表⽰)ダイア
ログボックスが表⽰されます。

 Maximize Active
View or Editor...
(アクティブな
ビューまたはエ
ディターの最⼤
化...)

現在のパースペクティブを最⼤化します。

 Preferences (環境
設定)

環境設定を⾏う[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスが開きます。

環境設定の詳細は、「Talend Studioの環境設定」を参照してください。
  Reset

Perspective...
(パースペクティブ
のリセット...)

開いているパースペクティブをその初期状態に戻します。

Help (ヘルプ) Welcome (ウェル
カム)

Talendドキュメンテーションやその他の実⽤的なサイトへのリンクが掲載
されたウェルカムページが開きます。

 Help Contents (ヘ
ルプコンテンツ)

Eclipseヘルプシステムのドキュメンテーションを開きます。

 About Talend
Studio (Talend
Studioについて)

以下の情報が表⽰されます:

-使⽤しているソフトウェアのバージョン

-問題が発⽣した際に有⽤になるソフトウェア構成の詳細情報

-プラグインに関する詳細情報

-Talend Studioフィーチャーに関する詳細情報
 Export logs (ログ

のエクスポート)
Studioで⽣成されたすべてのログおよびシステム構成情報をアーカイブファ
イルにエクスポートする際に役⽴つ[Export Logs] (ログのエクスポート)
ウィザードが開きます。

A.2.2. Talend Studioツールバー
ツールバーには、Talend Studioメインウィンドウから実⾏できる、よく使⽤する操作に素早くアクセ
スできるアイコンが含まれています。
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ツールバーのアイコンは、作業するコンテキストに応じて多少異なる場合があります。

次の表で、ツールバーアイコンとその機能について説明します。

名前 アイコン 説明
Save (保存) 変更を保存します。

Save as (名前を付
けて保存)

新しい名前で変更を保存します。

Export items (アイ
テムのエクスポー
ト)

Talend Studioの外部にデプロイするために、リポジトリアイテムをアーカ
イブファイルにエクスポートします。エクスポートしたモジュールをTalend
Studioの新しいバージョンまたは別のコンピューターにインポートする場合、
ソースファイルがアーカイブに含まれていることを確認してください。

Import items (アイ
テムのインポート)

アーカイブファイルから現在のTalend Studioにリポジトリアイテムをインポー
トします。アイテムのインポート/エクスポートフィーチャーについての詳細
は、「アイテムのインポート方法」を参照してください。

Find a specific job
(特定ジョブの検索)

[Repository] (リポジトリ)ツリービューにリストされているジョブを開くこと
ができる該当のダイアログボックスが表⽰されます。

Run job (ジョブの
実⾏)

現在、デザインスペースに表⽰されているジョブを実⾏します。ジョブの実⾏
の詳細は、「ジョブを実行する方法」を参照してください。

Import Demos (デ
モのインポート)

既製ジョブのさまざまなサンプルを含むデモプロジェクトをインポートしま
す。デモプロジェクトは、さまざまなTalendコンポーネントの機能を理解する
のに役⽴ちます。

詳細は、「デモプロジェクトをインポートする方法」を参照してください。
Create (作成) 関連する作成ウィザードが起動します。このメニューでは、ビジネスモデル、

ジョブデザイン、コンテキスト、ルーチン、メタデータエントリなど、任意の
リポジトリアイテムを作成できます。

Project settings
(プロジェクト設定)

[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。この
ダイアログボックスから、現在のプロジェクトに説明を追加し、[Palette] (パ
レット)表⽰をカスタマイズできます。詳細は、「プロジェクト設定のカスタマ
イズ」を参照してください。

Detect and update
all jobs (すべての
ジョブの検出と更
新)

ジョブで使⽤可能なすべての更新を検索します。

Export Talend
projects (Talendプ
ロジェクトのエクス
ポート)

[Export Talend projects] (Talendプロジェクトのエクスポート)ウィザード
を開きます。プロジェクトのエクスポートの詳細は、「プロジェクトをエクス
ポートする方法」を参照してください。

A.3. リポジトリツリービュー
[Repository] (リポジトリ)ツリービューでは、ビジネスモデルの記述あるいはジョブのデザインに使
⽤できるすべての技術的アイテムを集約しています。ここから、[Business Models] (ビジネスモデ
ル)、[JobDesigns] (ジョブデザイン)のほか、再利⽤可能なルーチンやドキュメンテーションなど、
あらゆるアイテムにアクセスできます。

[Repository] (リポジトリ)は、プロジェクトに含まれるすべてのジョブデザインおよびビジネスモデ
リングに必要なすべてのモジュールを⼀元管理して保存します。

次の図は、[Repository] (リポジトリ)に保存されるモジュールを⽰します。
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[Refresh] (更新)ボタン を使⽤して、ツリービューに最後に⾏った変更を更新します。

[Activate filter] (フィルターの有効化)ボタン を使⽤してフィルター設定ビューを開き、そこ
で[Repository] (リポジトリ)ビューの表⽰を設定できます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューには、すべてのデータ(ビジネス、ジョブ)およびメタデータ
(ルーチン、DB/ファイル接続、有意義なドキュメンテーションなど)が保存されます。

以下の表で、[Repository] (リポジトリ)ツリービューについて説明します。
ノード 説明
Business Models (ビジネ
スモデル)

[Business Models] (ビジネスモデル)フォルダーの下には、プロジェクトのすべてのビ
ジネスモデルがグループ化されています。モデルの名前をダブルクリックすると、デザ
インワークスペースにそれが開きます。詳細は、3章ビジネスモデルの設計を参照してく
ださい。

Job Designs (ジョブデザ
イン)

[Job Designs] (ジョブデザイン)フォルダーには、現在のプロジェクトでデザインされた
ジョブのツリービューが表⽰されます。ジョブの名前をダブルクリックすると、デザイ
ンワークスペースにそれが開きます。詳細は、4章ジョブの設計を参照してください。

Context (コンテキスト) [Context] (コンテキスト)フォルダーでは、ファイルパスやDB接続の詳細など、さまざ
まなジョブで再利⽤したいコンテキスト変数を格納するファイルをグループ化します。
詳細は、「コンテキストおよび変数を一元化する方法」を参照してください。

Code (コード) [Code] (コード)フォルダーは、このプロジェクトで利⽤できるルーチン、およびプロ
ジェクトで再利⽤できるその他のコード部分をグループ化するライブラリです。関連す
るツリーエントリをクリックすると、該当のコード部分が展開されます。

詳細は、4章ジョブの設計を参照してください。
SQL Templates (SQLテン
プレート)

[SQL Templates] (SQLテンプレート)フォルダーではすべてのシステムSQLテンプレー
トをグループ化し、ユーザー定義のSQLテンプレートを作成することができます。詳細
は、「SQLテンプレートの使用方法」を参照してください。

Metadata (メタデータ) [Metadata] (メタデータ)フォルダーは、スキーマやプロパティデータなど、さまざま
なジョブで再利⽤したい冗⻑な情報を格納するファイルをバンドルします。詳細は、4
章ジョブの設計を参照してください。

Documentation (ドキュメ
ンテーション)

[Documentation] (ドキュメンテーション)フォルダーでは、あらゆる形式のすべてのタ
イプのドキュメントを集約しています。このようなドキュメントには、たとえば、仕様
書やファイルの技術的なフォーマットの説明などがあります。ダブルクリックして、関
連するアプリケーションでドキュメントを開きます。詳細は、「HTMLドキュメンテー
ションの生成方法」を参照してください。

Recycle bin (ごみ箱) [Recycle bin] (ごみ箱)では、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの任意のフォル
ダーから削除されたすべてのモジュールをグループ化しています。

削除されたモジュールは、ごみ箱アイコンを右クリックして[Empty Recycle
bin] (ごみ箱を空にする)を選択するまで、ファイルシステムのごみ箱に存在し
ます。

ごみ箱を展開すると、その中に格納されたあらゆるフォルダー、サブフォル
ダー、モジュールが表⽰されます。ごみ箱から直接モジュールを実⾏すること
ができます。また、モジュールを復元したり、完全に削除するには、右クリッ
クして選択し、リストから⽬的のアクションを選択します。
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A.4. デザインワークスペース
Talend Studioのデザインワークスペースには、ビジネスモデルとジョブデザインをレイアウトできま
す。

詳細は、「ビジネスモデルのオープンまたは作成」および「ジョブを作成する方法 」を参照してく
ださい。

ビジネスモデルとジョブデザイン: このワークスペース上のアクセスしやすいタブシステムに、アク
ティブなデザインが表⽰されます。

ジョブデザインのみ:このワークスペースの下で、他のいくつかのタブにアクセスできます。

• [Designer] (デザイナー)タブ。ジョブを作成する際に、デフォルトで開きます。グラフィカルモー
ドでジョブが表⽰されます。

• [Code] (コード)タブ。これを使⽤してコードをビジュアル化し、⾔語的にエラーの可能性のある
部分を強調表⽰します。

警告は⻩⾊、エラーは⾚で⽰されます。

[Palette] (パレット)はデザインワークスペースの上部にドックされ、ワークフローのニーズに応じ
てモデルを記述する際に使⽤されます。

A.5. パレット
[Palette] (パレット)から、ジョブをデザインするか、あるいはビジネスモデルをモデリングするか
に応じて、ジョブデザインまたはビジネスモデリングのデザインワークスペースに、技術的コンポー
ネントまたは形状、ブランチ、およびメモをドロップできます。

関連項⽬:

• 3章ビジネスモデルの設計

• 4章ジョブの設計

• 「パレットのレイアウトと設定を変更する方法」
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A.6. 設定タブ
設定タブは、デザインワークスペースの下半分に位置しています。それぞれのタブには、デザイン
ワークスペースで選択されたモジュールのプロパティが表⽰されたビューが開きます。これらのプロ
パティを編集して、特定のコンポーネントに関連するパラメーターやジョブ全体として関連するパラ
メーターを変更および設定できます。

[Component] (コンポーネント)、[Run Jobs] (ジョブの実⾏)、[Problems] (問題)、および[Error
Log] (エラーログ)ビューでは、デザインワークスペースで選択されたグラフィカルモジュールや開い
ているジョブの実際の実⾏に関するすべての情報を集約します。

[Modules] (モジュール)および[Scheduler] (スケジューラー)タブは、[Component] (コンポーネン
ト)、[Logs] (ログ)、および[Run Job] (ジョブの実⾏)タブと同じタブシステムに位置します。両⽅の
ビューとも、デザインワークスペースで開いているアクティブまたは⾮アクティブのジョブとは独⽴
しています。

このタブシステムでさらにタブを表⽰して、[Window] (ウィンドウ) > [Show view] (ビューの表⽰)と選択す
ると対応するビューが直接開き、開いたダイアログボックスで任意のノードを展開して表⽰するモジュールを
選択できます。

以下のセクションでは、それぞれの設定タブのビューについて説明します。

ビュー 説明
Component (コ
ンポーネント)

このビューには、[Palette] (パレット)の各コンポーネントに固有のパラメーターの詳細が表
⽰されます。正しく機能するジョブを作成するには、ジョブを形成する各コンポーネントのこ
の[Component] (コンポーネント)ビューの必須フィールドに情報を⼊⼒する必要があります。

[Component] (コンポーネント)ビューについての詳細は、「コンポーネントプロパティを定義す
る方法」を参照してください。

Run job (ジョブ
の実⾏)

このビューは、現在のジョブの実⾏情報を表⽰します。これは、ジョブの実⾏の最後にログコン
ソールになります。

ジョブの実⾏の詳細は、「ジョブを実行する方法」を参照してください。
Error Log (エ
ラーログ)

このビューは主にジョブ実⾏エラーに使⽤されます。これは、ジョブの実⾏中に発⽣した警告ま
たはエラーの履歴を⽰します。
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ビュー 説明
ログタブには、Javaコンポーネント処理の進⾏状況などの情報提⽰機能もあります。

[Error Log] (エラーログ)タブは、デフォルトでは⾮表⽰です。その他のビューについて
は、[Window] (ウィンドウ) > [Show views] (ビューの表⽰)と移動して、[General] (⼀般)ノード
を展開し、[Error Log] (エラーログ)を選択してタブシステムに表⽰します。

Modules (モ
ジュール)

このビューは、モジュールが必須で参照されるコンポーネントを使⽤する際に必要な場合に表⽰
されます。[Modules] (モジュール)ビューを確認すると、どのようなモジュールがあるか、あるい
はジョブを円滑に実⾏するために持っているべきモジュールは何か、などを検証できます。

詳細は、『Talendインストレーションガイド』を参照してください。
Scheduler (スケ
ジューラー)

このビューを使⽤して、選択したジョブをcrontabプログラムによって定期的に起動するタスクを
スケジュールできます。

詳細は、「ジョブを定期的に起動する方法(非推奨のフィーチャー)」を参照してください。
[Job] (ジョブ)ビューには、デザインワークスペースで開いているジョブに関するさまざまな情報
が表⽰されます。このビューには次のようなタブがあります:
Main (メイン)タブ

このタブには、名前、作成者、バージョン番号など、デザインワークスペースで開いているジョ
ブに関する基本的な情報が表⽰されます。情報は読み取り専⽤です。それを編集するには、ジョ
ブを閉じて[Repository] (リポジトリ)ツリービューでそのラベルを右クリックして、ドロップダ
ウンリストで[Edit properties] (プロパティの編集)をクリックします。
Extra (追加)タブ

このタブには、マルチスレッドや暗黙的コンテキストロードフィーチャーなどの追加パラメー
ターが表⽰されます。詳細は、「追加タブのフィーチャーを使用する方法」を参照してくださ
い。
Stats/Log (統計/ログ)タブ

このタブを使⽤して、ジョブ全体の統計およびログを有効/無効にすることができます。

tFlowMeterCatcher、tStatCatcher、 tLogCatcherなどの関連コンポーネントを使⽤して設定
し、ジョブのそれぞれのコンポーネントにこれらのフィーチャーを有効にすることもできます。

このコンポーネントに関する詳細は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を参
照してください。

また、前述のCatcherコンポーネントを使⽤することなく、1回の操作ですべてのアクティブな
ジョブ(つまり、ジョブのすべてのコンポーネント)に統計/ログフィーチャーを設定できるように
なりました。これで、設定に応じて、ファイルおよびデータベーステーブルのすべてのコンポー
ネントは追跡され、ログに記録されます。

 ボタンをクリックして現在の設定をプロジェクト設定に保存することも
できます。

統計およびログの⾃動化のについての詳細は、「統計およびログの使用を自動化する方法」を参
照してください。

Job (ジョブ)
ビュー

Version (バージョン)タブ

このタブには、デザインワークスペースで開いているさまざまなバージョンのジョブとそれらの
作成⽇付および変更⽇付が表⽰されます。

Problems (問題) このビューには、設定の⼀部が⽋落しているなど、問題が発⽣した場合に、コンポーネントに
ドックされたアイコンにリンクするメッセージが表⽰されます。次のようなタイプのアイコン/
メッセージがあります:[Error] (エラー)、[Warning] (警告)、および[Infos] (情報)。

詳細は、「コンポーネントの警告およびエラーアイコン」を参照してください。
Job Hierarchy
(ジョブ階層)

このビューには、選択した親ジョブの⼦ジョブを⽰すツリーフォルダーが表⽰されます。この
ビューを表⽰するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで親ジョブを右クリックして、
ドロップダウンリストで[Open Job Hierarchy] (ジョブ階層を開く)を選択します。

また、[Window] (ウィンドウ) > [Show view...] (ビューの表⽰)の組み合わせでもこのビューを表
⽰できます。ここで、[Talend] > [Job Hierarchy] (ジョブ階層)を選択します。
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ビュー 説明
[Job Hierarchy] (ジョブ階層)は、tRunJobコンポーネントで1つの親ジョブと1つ以上の⼦ジョブ
を作成している場合にのみ表⽰できます。tRunJobの詳細は、『Talend Open Studio Components
Reference Guide』を参照してください。

Properties (プロ
パティ)

デザインワークスペースでシェイプを挿⼊すると、[Properties] (プロパティ)ビューに各種フォー
マットツールが提⽰され、これを使⽤してビジネスモデルをカスタマイズし、表⽰を⾒やすくす
ることができます。

A.7. アウトラインおよびコード概要パネル
このパネルは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの下にあります。ここには、デザインワーク
スペースで開いているジョブまたはビジネスモデルに関する詳細情報が表⽰されます。

情報パネルは、[Outline] (アウトライン)と[Code Viewer] (コードビューア)という2つのタブで構成
されます。それぞれのタブには、表⽰されたダイアグラム(ジョブまたはビジネスモデル)および⽣成
されたコードについての情報が表⽰されます。

詳細は、「ジョブのコードまたはアウトラインを表示する方法」を参照してください。

A.8. ショートカットとエイリアス
次の表は、現在使⽤されているすべてのキーボードショートカットを⽰します。

ショートカット 操作 コンテキスト
F2 [Component] (コンポーネント)設定ビューを表⽰しま

す。
グローバルに適⽤

F4 [Run Job] (ジョブの実⾏)ビューを表⽰します。 グローバルに適⽤
F6 現在のジョブを実⾏します。開いているジョブがなけれ

ば[Run Job] (ジョブの実⾏)ビューを表⽰します。
グローバルに適⽤

Ctrl + F2 [Module] (モジュール)ビューを表⽰します。 グローバルに適⽤
Ctrl + F3 [Problems] (問題)ビューを表⽰します。 グローバルに適⽤
Ctrl + H 現在のジョブの[Designer] (デザイナー)ビューを表⽰し

ます。
グローバルに適⽤

Ctrl + G 現在のジョブの[Code] (コード)ビューを表⽰します。 グローバルに適⽤
Ctrl + G 初期の[Repository] (リポジトリ)ビューを復元します。 [Repository] (リポジトリ)ビューから
Ctrl + Shift + F3 コンポーネントをjavajetコンポーネントと同期します。 グローバルに適⽤
Ctrl + Shift + J ジョブを開きます。 グローバルに適⽤(Windows)
F7 [Debug] (デバッグ)モードに切り替えます。 [Run Job] (ジョブの実⾏)ビューから
F5 [Repository] (リポジトリ)ビューを更新します。 [Repository] (リポジトリ)ビューから
F8 現在のジョブを停⽌します。 [Run Job] (ジョブの実⾏)ビューから
F5 [Modules] (モジュール)のインストールステータスを更

新します。
[Modules] (モジュール)ビューから

Ctrl+L SQLクエリを実⾏します。 Talendコマンド(Windows)
Ctrl+スペースバー グローバルおよびユーザー定義変数にアクセスします。

選択したコンポーネントによって、エラーメッセージで
あったり⾏番号であったりすることがあります。

[Job] (ジョブ)または[Component] (コ
ンポーネント)ビューの任意のコンポー
ネントフィールドから
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付録B 理論の実践:ジョブの例
この章では、製品を完全にコントロールできるようにするために、実際の使⽤例を知りたいTalend
Studioユーザーを対象にしています。この章はTalend Open Studio Components Reference
Guide』の補⾜として設けられています。

基本的なジョブの例をいくつか⽰しています。ビッグデータ固有のジョブの例については、Talend
Open Studio for Big Data 入門ガイドを参照してください。



tMapジョブの例

472 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

B.1. tMapジョブの例
Talend Studioの動作⽅法を⽰すため、以下に実際のシナリオ例を⽰します。このシナリオでは、ファ
イルとともにMySQLテーブルをロードします。ファイルはオンザフライで変換されます。その後、
動的フィルターを使⽤してロードされたデータを選択します。

実際にジョブを開始する前に、⼊⼒データと予想される出⼒データを調べます。

B.1.1. ⼊⼒データ
⼊⼒ファイル、つまりデータベーステーブルにロードされるデータには、カリフォルニア州全⼟の顧
客がリストされています。

Talend StudioではSchema (スキーマ)と呼ばれるファイル構造には、通常、次のカラムが含まれま
す。

• First Name (名)

• Last Name (姓)

• Address (住所)

• City (都市)

B.1.2. 出⼒データ
データベースには、カリフォルニア州の2つの郡、オレンジ郡およびロサンゼルス郡に居住する顧客
データのみをロードします。

テーブル構造がわずかに異なるため、DBテーブルにロードするデータは、次の構造にする必要があ
ります。

• Key (キー、型:整数)

• Name (型:⽂字列、最⼤⻑:40)

• Address (型:⽂字列、最⼤⻑:40)

• County (型:⽂字列、最⼤⻑: 40)

このテーブルをロードするため、次のマッピングプロセスを使⽤する必要があります。

Key (キー)カラムには、⾃動的にインクリメントされた整数が⼊⼒されます。

Name (名前)カラムは、姓と名が連結されて⼊⼒されます。

Address (住所)カラムは、⼊⼒ファイルの同等のAddress (住所)カラムのデータが⼊⼒されますが、
ロード前に⼤⽂字変換がサポートされます。

County (郡)カラムには、オレンジ郡とロサンゼルス郡の都市をフィルタリングするために役⽴つ参照
ファイルが使⽤され、都市がある郡の名前が⼊⼒されます。
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B.1.3. 参照データ
オレンジ郡とロサンゼルス郡のデータのみをデータベースにロードするため、オレンジ郡とロサンゼ
ルス郡のみがフィルターされるように、カリフォルニアの都市をそれぞれの郡にマッピングする必要
があります。

そのため、次のようなオレンジ郡とロサンゼルス郡にある都市をリストした参照ファイルを使⽤しま
す。

City (都市) County (郡)
Agoura Hills (アゴウラヒルズ) Los Angeles (ロサンゼルス)
Alhambra (アルハンブラ) Los Angeles (ロサンゼルス)
Aliso Viejo (アリソビエホ) Orange (オレンジ)
Anaheim (アナハイム) Orange (オレンジ)
Arcadia (アルカディア) Los Angeles (ロサンゼルス)

このジョブの参照ファイルの名前は、LosAngelesandOrangeCounties.txtです。

B.1.4. シナリオのジョブへの変換
このシナリオを実装するために、次の4ステップでジョブに分割します。

1. ジョブの作成、⼊⼒ファイルパラメータの設定、および⼊⼒ファイルの読み取り

2. データのマッピングと変換

3. 参照ファイルパラメーターの定義、tMapコンポーネントを使⽤した関連のマッピング、および
inner joinモードの選択

4. 出⼒のMySQLテーブルへのリダイレクト

B.1.4.1. ⼿順1:ジョブの作成、⼊⼒の定義、ファイルの読み取り
Talend Studioを起動してローカルプロジェクトを作成するか、または、Talend Studioの初回起動時
の場合は、デモプロジェクトをインポートします。詳細は、「Talend Studioの起動」および「プロ
ジェクトの操作」を参照してください。

Talend Studioのメインウィンドウは、いくつかのエリアに別れています。

• 左側: [Repository] (リポジトリ)ツリービュー。ジョブ、ビジネスモデル、メタデータ、共有コー
ド、ドキュメントなどを保持します。

• 中央: [Editor] (エディター)(メインの設計エリア)

• 下部:[Component] (コンポーネント)タブと[Job] (ジョブ)タブ

• 右側: Talend Studio内で使⽤しているソフトウェアツールに応じて、ビジネスまたはテクニカルコ
ンポーネントの[Palette] (パレット)。

Studioの左側にある[Repository] (リポジトリ)ツリービューから、次のものにアクセスできます。

• Business Modeler (ビジネスモデラー):詳細は、「ビジネスモデルのモデリング」を参照してくだ
さい。

• Job Designer (ジョブデザイナー):このパートの詳細は、「基本的なジョブデザインの使い方」を
参照してください。
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• Metadata Manager (メタデータマネージャー):このパートの詳細は、「メタデータアイテムを一
元化する方法」を参照してください。

• コンテキストおよびルーチン:詳細は、「メタデータマネージャーの使用」を参照してください。

ジョブを作成するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job Designs] (ジョブデザイン)
を右クリックし、[Create Job] (ジョブの作成)を選択します。

表⽰されたダイアログボックスでは、最初のフィールド([Name] (名前))のみが必須で
す。"California1"と⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックします。

メインウィンドウに空のジョブが開き、テクニカルコンポーネントの[Palette] (パレット)(デフォル
トでは、Studioの右側)に次のようなコンポーネントファミリが多数⽰されます。Databases (データ
ベース)、Files (ファイル)、Internet (インターネット)、Data Quality (データ品質)など、数百のコ
ンポーネントがすでに使⽤可能です。

ファイルCalifornia_Clientsを読み込むため、tFileInputDelimitedコンポーネントを使⽤します。こ
のコンポーネントは、[Palette] (パレット)の[File/Input] (ファイル/⼊⼒)グループにあります。この
コンポーネントをクリックし、さらに設計ワークスペースの左側をクリックして、それを設計エリア
に配置します。

ここで、このコンポーネントの読み取りプロパティを定義します。ファイルパス、カラム区切り、エ
ンコーディングなどそのために、Metadata Manager (メタデータマネージャー)を使⽤します。こ
のツールは、パラメータを設定するために役⽴つ多数のウィザードを備えています。設定したプロパ
ティを保存しておき、必要となる可能性のある将来のすべてのジョブで、ワンクリックで再利⽤でき
ます。

⼊⼒ファイルは区切り記号付きフラットファイルであるため、[Repository] (リポジトリ)ツリー
ビューのMetadataフォルダを右クリックして、[File Delimited] (区切り記号付きファイル)を選択
します。その後、[Create file delimited] (区切り記号付きファイルの作成)を選択します。ウィザー
ドは区切り記号付きファイル専⽤となり、次のように表⽰します。

• ⼿順1では[Name] (名前)フィールドのみが必須です。"California_clients"と⼊⼒して、次の⼿順
に進みます。

• ⼿順2で、[Browse...] (参照)ボタンを使⽤して、⼊⼒ファイル(California_Clients.csv)を選択しま
す。その内容を確認できるように、すぐに画⾯下部の[Preview] (プレビュー)にファイルの抜粋が
表⽰されます。[Next] (次へ)をクリックします。

• ⼿順3で、ファイルエンコーディング、⾏区切り、カラム区切りなどのファイルパラメーターを
定義します。例で使⽤している⼊⼒ファイルはかなり標準的なため、⼤半はデフォルト値を使⽤
できます。ファイルの1⾏⽬はカラム名を含むヘッダーです。⾃動的にこれらの名前を取得する
ため、[Set heading row as column names] (カラム名として先頭⾏を設定)をクリックしてか
ら、[Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックします。[Next] (次へ)をクリックして、最
後の⼿順に進みます。

• ⼿順4では、ファイルの各カラムを設定します。ウィザードには、ファイルの最初のデータ⾏に基
づいて、カラムの型と⻑さを推定するアルゴリズムが組み込まれています。提⽰されたデータ記述
(Talend Studioではスキーマと呼ばれる)はいつでも変更できます。この特定のシナリオでは、それ
らをそのまま使⽤できます。

これで、California_clientsメタデータは完了です。

これを⼊⼒コンポーネントで使⽤できます。以前に設計ワークスペースにドロップし
たtFileInputDelimitedを選択し、ウィンドウの下部の[Component] (コンポーネント)ビューを選
択します。

[Basic settings] (基本設定)垂直タブを選択します。このタブには、コンポーネントを動作させるた
めに必要なすべての技術的なコンポーネントが含まれています。これらのプロパティをそれぞれ設定
するのではなく、定義したばかりのメタデータエントリを使⽤します。



シナリオのジョブへの変換

Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド 475

リストで[Property type] (プロパティタイプ)として[Repository] (リポジトリ)を選択します。新し
いフィールドとして[Repository] (リポジトリ)が表⽰されます。[...]ボタンをクリックして、リスト
上の関連するメタデータエントリCalifornia_clientsを選択します。すべてのパラメーターが⾃動的
に⼊⼒されたことを確認できます。

この段階では、単に⼊⼒ファイルから読み取ったデータを標準出⼒(StdOut)に送信することで、フ
ローを終了します。

そのために、tLogRowコンポーネントを([Logs & Errors] (ログ&エラー)グループから)追加します。

両⽅のコンポーネントをリンクするため、⼊⼒コンポーネントを右クリックして、[Row/Main] (⾏/
メイン)を選択します。その後、出⼒コンポーネントのtLogRowをクリックします。

これでこのジョブを実⾏する準備ができました。実⾏するには、下部のパネルで[Run] (実⾏)タブを
選択します。

[Run] (実⾏)ビューの[Advanced Settings] (詳細設定)垂直タブの[Statistics] (統計)チャックボック
スをオンにして統計を有効にしてから、[Basic Run] (基本実⾏)タブで[Run] (実⾏)をクリックして
ジョブを実⾏します。
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⼊⼒ファイルの内容がコンソールに表⽰されます。

B.1.4.2. ⼿順2:マッピングと変換

次に、ジョブを拡張してオンザフライ変換を組み込みます。これらの変換を実装するには、tMapコ
ンポーネントをジョブに追加する必要があります。このコンポーネントは多機能で、次のことを処理
できます。

• 複数の⼊⼒および出⼒

• 参照の検索(単純、直積集合、前⽅⼀致、後⽅⼀致など)

• join(inner、outer)

• 変換

• リジェクト

• その他

ジョブの2つのコンポーネントを結合するリンクを削除するには、リンクを右クリックし
て、[Delete] (削除)オプションをクリックします。その後、以前に実⾏したように、[Processing]
(処理)コンポーネントグループのtMapを間に配置してから、⼊⼒コンポーネントをtMapにリンクし
ます。、

最終的に、tMapを標準出⼒にリンクするため、tMapコンポーネントを右クリックして、[Row/
*New Output* (Main)] (⾏/*新規出⼒* (メインMain))を選択して、tLogRowコンポーネントをクリッ
クします。ダイアログボックスに"out1"と⼊⼒して、リンクを実装します。論理的に、メッセージ
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ボックスが表⽰されますが(スキーマの誤差逆伝搬のため)、[No] (いいえ)をクリックして無視しま
す。

次に、tMapをダブルクリックして、そのインターフェイスにアクセスします。

左側で、⼊⼒ファイルの(row1)のスキーマ(記述)を確認できます。右側では、出⼒はしばらく空のま
まです(out1)。

右側の[Firstname] (名)および[Lastname] (姓)カラムを、画⾯下部に⽰された[Name] (名前)カラムにド
ロップします。その後、その他の[Address] (住所)および[City] (都市)カラムをそれぞれの⾏にドロッ
プします。

各カラムで次の変換を実⾏します。

• [Name] (名前)カラムの式をrow1.Firstname + " " + row1.LastNameに変更します。[Firstname]
(名)カラムと[Lastname] (姓)カラムを厳密な構⽂に従って結合し(Java)、2つのカラムが1つのカラ
ムに⼀緒に表⽰されるようにします。

• [Address] (住所)カラムの式をrow1.Address.toUpperCase()に変更し、それによって住所を⼤⽂字
に変更します。

その後、out1テーブルから[Lastname] (姓)カラムを削除し、残りのカラムの⻑さを増やします。その
ために、tMapエディターの下部にある[Schema Editor] (スキーマエディター)に移動し、次のよう
に処理します。

1. スキーマから削除するカラムを選択し、⼗字アイコンをクリックします。

2. ⻑さのサイズを増やす必要のあるカラムを選択します。

3. ⻑さカラムで、⻑さサイズを⼊⼒します。この例では、残りの各カラムの⻑さを40に変更しま
す。

顧客の名と姓が連結されるため、フルネームのサイズに適合するように、名前カラムの⻑さを増やす必要があ
ります。

[City] (都市)カラムは変換しません。[OK] をクリックして変更を確認し、マップエディターインター
フェイスを閉じます。

この段階でジョブを実⾏すると(以前実⾏したように、[Run] (実⾏)ビューを介して)、定義した変更
が実装されたことがわかります。
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たとえば、住所は⼤⽂字で表⽰され、名と姓は同じカラムに⼀緒に⽰されています。

B.1.4.3. ⼿順3:ファイル定義の参照、再マッピング、inner joinモー
ドの選択
以前にウィザードを使⽤してCalifornia_clientsファイルに対して実⾏したよう
に、LosAngelesandOrangeCounties.txtファイルに対応するメタデータを定義します。

ウィザードの⼿順1で、このメタデータエントリにLA_Orange_citiesという名前を付けます。

この新たに作成したメタデータを設計エリアの上にドロップすると、このメタデータをポイントする
読み取りコンポーネントが⾃動的に作成されます。

その後、このコンポーネントをtMapコンポーネントにリンクします。
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tMapコンポーネントを再度ダブルクリックして、インターフェイスを開きます。LAおよびオレンジ
郡ファイルに対応する参照⼊⼒テーブル(row2)が、ウィンドウの左側のメイン⼊⼒(row1)の右下に表
⽰されることがわかります。

次に、メインフローと参照フローの間の結合を定義します。この使⽤例では、[City] (都市)カラムが
両⽅のファイルに存在し、データが完全に⼀致するため、結合の定義はかなり基本的です。ただし、
このような場合でなくとも、このレベルで直接演算を実⾏して、データ間のリンク確⽴できます(埋
め込み、⼤⽂字⼩⽂字の変更など)。

結合を実装するには、最初の⼊⼒テーブルの[City] (都市)カラムを参照テーブルの[City] (都市)カラム
にドロップします。紫⾊のリンクが表⽰され、この結合が実体化されます。

これで、参照テーブルの[County] (郡)カラムを出⼒テーブル(out1)で使⽤できます。

最終的に、[OK]をクリックして変更を確定し、新しいジョブを実⾏します。

次の出⼒がコンソールに表⽰されます。
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お気づきのように最後のカラムはロサンゼルス郡とオレンジ郡の都市の場合のみ⼊⼒されています。
他のすべての⾏では、このカラムは空です。これは、デフォルトでは、tMapがleft outer joinモー
ドを実装するからです。データをtMapによって⼀致が⾒つかった表⽰⾏のみにフィルターする場
合は、tMapを再度開き、[tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックして、参照テーブル(row2)
の[Join Model] (Joinモデル)リストで、[Inner Join] を選択します。

B.1.4.4. ⼿順4:MySQLテーブルへの出⼒

この例のジョブは完璧に動作します。仕上げとして、出⼒フローをMySQLテーブルにダイレクトし
ます。

そのために、最初にMySQLデータベースへの接続を記述するメタデータを作成します。参照内の
Metadata/MySQL/DemoMySQLをダブルクリックします(デモプロジェクトが適切にインストールさ
れていることが前提)。これによって、メタデータウィザードが開きます。

ウィザードの⼿順2で、関連する接続パラメーターを⼊⼒します。[Check] (チェック)ボタンをク
リックして、この接続の有効性を確認します。最終的に、変更を確認して、[Finish] (終了)をクリッ
クします。

tMysqlOutputコンポーネントを⾃動的に作成するために、Ctrlキーを押したまま、このメタデータ
を設計ワークスペースの右側にドロップします。

tLogRowコンポーネントをジョブから削除します。

out1出⼒フローを、tMapから新しいコンポーネントのtMysqlOutputに再接続します(右クリックし
て、[Row] (⾏) > out1を選択)。

このコンポーネントの[Basic Settings] (基本設定)タブで、次の⼿順を実⾏します。
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1. [Table] (テーブル)フィールドに"LA_Orange_Clients"と⼊⼒し、オンザフライで作成される⽬的
のテーブルに名前を付けます。

2. [Action on table] (テーブル操作)フィールドで[Drop table if exists and create] (テーブルが存
在する場合、削除してから作成)オプションを選択します。

3. 必要な場合は、[Edit Schema] (スキーマの編集)をクリックし、[Reset DB type] (DBタイプの
リセット)ボタン(ツールバーのDBボタン)をクリックして、DBタイプを⾃動的に⼊⼒します。

ジョブを再度実⾏します。⽬的のテーブルが、1秒未満で、⾃動的に作成され、データが⼊⼒されま
す。

このシナリオでは、[Palette] (パレット)で使⽤可能な、異なるカテゴリ(データベース、Webサービ
ス、FTPなど)に従ってグループ化された数百のコンポーネントのうち4つのコンポーネントのみを使
⽤しました。

さらに、現時点でコミュニティによって作成されたより多くのコンポーネントもコミュニティサイト
(talendforge.org)で⼊⼿可能です。

コンポーネントの詳細は、Talend Open Studio Components Reference Guide』を参照してくださ
い。

B.2. 出⼒ストリーム機能の使⽤
次の使⽤例は、多数のコンポーネントで出⼒ストリーム機能を使⽤し、出⼒パフォーマンスを⼤幅に
向上する⽅法を⽰すことを⽬的としています。

このシナリオでは、顧客情報を含む定義済みのcsvファイルをデータベーステーブルにロードしま
す。次に、tMapを使って、ロードしたデータを選択し、出⼒ストリーム機能を使って、ローカル
ファイルとコンソールに出⼒します。

B.2.1. ⼊⼒データ
⼊⼒ファイル(このデータはデータベースにテーブルにロードされる)には、さまざまな側⾯からの顧
客情報が含まれています。

Talend Studioで通常スキーマと呼ばれるファイル構造には次のカラムが含まれます。

• id (タイプ: 整数)

• CustomerName (タイプ: ⽂字列)

• CustomerAge (タイプ: 整数)

• CustomerAddress (タイプ: ⽂字列)

• CustomerCity (タイプ: ⽂字列)

• RegisterTime (タイプ: ⽇付)

B.2.2. 出⼒データ
tMapコンポーネントを使って、⼊⼒データからid、CustomerName、CustomerAgeの各カラムを選
択します。次に、出⼒ストリーム機能を使って、選択したデータを出⼒します。
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予想される出⼒データは、次のカラムで構成されるはずです。

• id (タイプ: 整数)

• CustomerName (タイプ: ⽂字列)

• CustomerAge (タイプ: 整数)

上記の3つのカラムは、⼊⼒データの該当するカラムから取得されます。

B.2.3. シナリオのジョブへの変換
このシナリオを実装するには、ジョブに関する次の4つの⼿順が必要です。

1. ジョブの作成、⼊⼒データのスキーマの定義、定義したスキーマを基にした⼊⼒ファイルの読み
込み。

2. 出⼒ストリーム機能を有効にするコマンドの設定。

3. tMapコンポーネントを使ったデータのマッピング。

4. 選択したデータストリームの出⼒。

完全なジョブは、次の画像で表⽰するような流れになります。ジョブの設計の詳細は、次のセクショ
ンを参照してください。

B.2.3.1. ⼿順1:ローカルファイルから⼊⼒データの読み込み

tFileInputDelimited コンポーネントを使って、⼊⼒データとしてcustomers.csvファイルを読み込
みます。このコンポーネントは[Palette] (パレット)の[File/Input] (ファイル/⼊⼒)グループにありま
す。

1. tFileInputDelimitedコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリック
し、[Basic settings] (基本設定)ビューを開いて、プロパティを設定します。
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2. [File name/Stream] (ファイル名/ストリーム)の横の[...]ボタンをクリックし、⼊⼒データファ
イルのパスを参照して選択します。⼊⼒データファイルのパスは⼿動で⼊⼒することもできま
す。

3. [Edit schema] (スキーマの編集)をクリックしてダイアログボックスを開き、⼊⼒ファイルの
ファイル構造を設定します。

4. [+]ボタンをクリックしてカラムを6つ追加し、次の画像のように、[Type] (タイプ)とカラム名を
設定します。

5. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

B.2.3.2. ⼿順2:出⼒ストリーム機能を有効にするコマンドの設定

ここでは、tJavaを使って、出⼒ファイルとそのファイルを含むディレクトリを作成するコマンドを
設定します。

そのためには、次の⼿順を実⾏します。

1. tJavaコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開いて、プロパティを設定します。

2. [Code] (コード)エリアに次のコマンドを⼊⼒します。

new java.io.File("C:/myFolder").mkdirs(); 
globalMap.put("out_file",new java.io.FileOutputStream("C:/myFolder/
customerselection.txt",false));
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この⼿順で⼊⼒するコマンドにより、customerselection.txtという出⼒ファイル(後で定義)を保存するた
めの新規ディレクトリC:/myFolderが作成されます。実際の状況に従って、コマンドをカスタマイズでき
ます。

3. [Trigger] (トリガー) > [On Subjob Ok] (サブジョブがOKの場合)接続を使っ
て、tJavaとtFileInputDelimitedを接続します。これにより、tFileInputDelimitedで開始す
るサブジョブの実⾏が正常に⾏われたときに、tJavaがトリガーされます。

B.2.3.3. ⼿順3:tMapコンポーネントを使ったデータのマッピング

1. tMapコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開いて、プロパティを設定します。

2. [Map Editor] (マップエディター)の横にある[...]ボタンをクリックし、ダイアログボックスを開
いて、マッピングを設定します。

3. 左側の[+]ボタンをクリックし、⼊⼒側データのスキーマのためにカラムを6つ追加します。これ
らのカラムは次の画像と同じでなければなりません。
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4. 右側の[+]ボタンをクリックし、出⼒側データフローのスキーマを追加します。

5. [New output] (新規出⼒)を選択し、[OK]をクリックして、出⼒スキーマを保存します。現在の
ところ、出⼒スキーマはまだ空の状態です。

6. out1テーブルの下にある[+]ボタンをクリックし、出⼒データのカラムを3つ追加します。

7. id、CustomerName、CustomerAgeの各カラムを右側のそれぞれの⾏にドロップします。
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8. [OK]をクリックして、設定を保存します。

B.2.3.4. ⼿順4:選択したデータストリームの出⼒
1. tFileOutputDelimitedコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリッ

クし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開いて、コンポーネントのプロパティを設定しま
す。

2. [Use Output Stream] (出⼒ストリームの使⽤)チェックボックスをオンにし、[Output
Stream] (出⼒ストリーム)フィールドを有効にして、[Output Stream] (出⼒ストリーム)フィー
ルドに次のコマンドを⼊⼒します。

(java.io.OutputStream)globalMap.get("out_file")

[Output Stream] (出⼒ストリーム)フィールドのコマンドは、CTRL+SPACEを押して、リストか
ら組み込みコマンドを選択するか、実際の状況に従って、フィールドにコマンドを⼿動で⼊⼒しま
す。このシナリオでは、[Output Stream] (出⼒ストリーム)フィールドで使⽤するコマンドによ
り、java.io.OutputStreamクラスが呼び出され、絞り込んだデータストリームを、tJavaの[Code]
(コード)エリアで定義するローカルファイルに出⼒します。

3. [Row] (⾏) > [Main] (メイン)接続を使って、tFileInputDelimitedをtMapに接続
し、tMapの[Map Editor] (マップエディター)で定義する[Row] (⾏) > out1接続を使っ
て、tMapをtFileOutputDelimitedに接続します。
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4. [Sync columns] (カラムの同期)タブをクリックし、前述のコンポーネントで定義したスキーマ
を取得します。

選択したデータをコンソールに出⼒するには、次の⼿順を実⾏します。

1. tLogRowコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [Mode] (モード)エリアの[Table] (テーブル)ラジオボタンを選択します。

3. [Row] (⾏) > [Main] (メイン)接続を使って、tFileOutputDelimitedをtLogRowに接続します。

4. [Sync columns] (カラムの同期)タブをクリックし、前述のコンポーネントで定義したスキーマ
を取得します。

これで、このジョブが実⾏できる状態になりました。

5. CTRL+Sを押してジョブを保存し、F6を押して実⾏します。

選択したデータの内容がコンソールに表⽰されます。
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選択したデータは、指定したローカルファイルのcustomerselection.txtにも出⼒されます。

この機能を使ったジョブの例は、『Talend Open Studio Components Reference Guide』の「Utilizing
Output Stream in saving filtered data to a local file of tFileOutputDelimited」を参照してください。

Use Output Stream (出⼒ストリームの使⽤)機能の基本概念は、「出力ストリームの使用フィー
チャーを使用する方法」を参照してください。
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付録C 理論の実践:データサービスとルーティン
グの例
この章では、製品を完全にコントロールできるようにするために、実際の使⽤例を知りたいTalend
Studioユーザーを対象にしています。この章は、Talend Open Studio Components Reference
Guide』およびTalend ESB Mediation Componentsリファレンス』の補⾜として設けられています。
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C.1. データサービスの例
このセクションでは、データサービスの作成、Talendランタイムへのサービスのデプロイ、ルート
でのサービスの使⽤、soapUIプロジェクトでのサービスのテストを実⾏する⽅法の実際の使⽤例を
取り上げます。

C.1.1. データサービスを作成する⽅法
Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブを使って、データサービスを作成するには、
データサービスジョブを設計する必要があります。このデータサービスジョブは、データ統合処理に
必要なさまざまなソースやターゲットすべてに対応しており、Webサービスを使⽤してデータ統合処
理を⾏います。

Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
で定義されたWSDLからデータサービスジョブを作成するために役⽴つサービスアイテムが提供され
ています。

次のセクションでは、WSDLファイルとデータサービスジョブを作成し、Webサービスを提供し利⽤
する⽅法を⽰します。

C.1.1.1. シナリオの理解

Talend StudioでWebサービスを使⽤してデータ統合を⾏う⽅法を説明するために、以下に実例を⽰
します。このシナリオでは、WSDLファイルを作成して空港のWebサービスを定義します。このWeb
サービスに要求を送信して国コードを取得し、Webサービスからの応答を取得して、それを活⽤しま
す。この場合、2つのデータサービスジョブを作成する必要があります。

• 1つのジョブは、WSDLを介してWebサービスへのアクセスを可能にし、要求を送信して、応答を
取得するものです。これはデータサービスプロバイダーとなります。

• もう1つのジョブは、Webサービスを要求するために実際にデータを送信するものです。これは
データサービスコンシューマーとなります。

C.1.1.2. Webサービスの定義

[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)アイテムから、WSDLファイルを作
成して、または既存のWSDLファイルをエクスポートして、⽬的のWeサービスを定義できます。

このシナリオでは、新規WSDLファイルを作成して、空港のWebサービスを定義します。WSDLファ
イルを最初から作成する⽅法についての詳細は、「サービスを作成する方法 」と「WSDLファイル
を編集する方法」を参照してください。

空港のWebサービスを定義するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Services] (サービス)ノードを右クリックして、コ
ンテキストメニューから[Create Service] (サービスの作成)を選択します。
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2. ポップアップウィザードで、必要なフィールドに情報を⼊⼒します。このシナリオで
は、[Name] (名前)フィールドに、「airport」と⼊⼒します。[Next] (次へ)をクリックし、次の
⼿順に進みます。

3. [Create new WSDL] (WSDLの新規作成)オプションを選択します。
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4. [Finish] (終了)をクリックし、この作成を確定します。

デザインワークスペースにサービスが開いて、WSDLの基本スケルトンが⽰されます。これには
1つのサービス、1つのバインド、1つの操作の1つのポートタイプが含まれます。

5. WSDLスケルトンで[airportPort]ポートを右クリックし、[Show properties] (プロパティの表⽰)
を選択します。

[Properties] (プロパティ)ビューの[Name] (名前)フィールドで、名前を定義します。
例、airportSoap。

[Address] (アドレス)フィールドで、サービスをパブリッシュするアドレスを指定します。
例、http://localhost:8200/airport.service。
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6. WSDLスケルトンのバインドをクリックします。

[Properties] (プロパティ)ビューで、バインドの名前を定義します。例、airportSoap。

7. WSDLスケルトンのポートタイプとして[airportPortType]をクリックします。

[Properties] (プロパティ)ビューで、ポートタイプの名前を定義します。例、airportSoap。

8. WSDLスケルトンの操作として[airportOperation]をクリックします。

[Properties] (プロパティ)ビューで、名前をgetAirportInformationByISOCountryCodeに設定しま
す。

9. WSDLファイルを保存します。このファイルを使って、Webサービスを構築します。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)ノードの下に、作成したばかり
のWebサービスが表⽰され、[!]アイコンが付加されています。[!]アイコンは、定義済みのこの
Webサービスがまだ使⽤されていないことを意味します。
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C.1.1.3. データサービスプロバイダーの作成

このシナリオでは、データサービスプロバイダーでtESBProviderRequestコンポーネント
とtESBProviderResponseコンポーネントを使って、空港のWebサービスへのアクセスを可能
にし、tXMLMapコンポーネントを使って、MySQLデータベースから提供される空港のデータ
を要求・応答呼び出しメインフローに結合して、パブリッシュします。データベースのデータ
はtMysqlInputコンポーネントによりロードされます。

このデータサービスプロバイダーを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Services] (サービス)ノードの下で、定
義したばかりの空港Webサービスの操作を右クリックし、コンテキストメニュー
から[Assign Job] (ジョブの割り当て)を選択します。このシナリオでは、この操作
はgetAirportInformationByISOCountryCodeです。

2. [Assign Job] (ジョブの割り当て)ウィザードが開きます。[Create a new Job and Assign it to
this Service] (新規ジョブをサービスに割り当て)を選択し、[Next] (次へ)をクリックします。

3. ウィザードの[New Job] (新規ジョブ)ビューで、作成するジョブに⾃動的に名前が付いているた
め、[Finish] (終了)をクリックします。
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ワークスペースでジョブのドラフトが開きます。

コンポーネントのドロップとリンク

ジョブのドラフトでは、tESBProviderRequestとtESBProviderResponseがすでに選択さ
れ設定されています。tESBProviderRequestにより、指定したWebサービスに要求が送信さ
れ、tESBProviderResponseにより、その要求への応答が返されます。これらのコンポーネント
は、[Palette] (パレット)の[ESB]グループにあります。

データサービスプロバイダーのジョブを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. tESBProviderRequestを右クリックし、それをクリックしたままtESBProviderResponseにド
ラッグし、この2つのコンポーネントをリンクします。

2. [Palette] (パレット)からtXMLMapを⾏リンクの中央にドロップし、ポップアップウィンドウで
出⼒リンクに名前を付けます。例、airport_response。これはtXMLMapのマップエディターの出
⼒テーブルの名前としても使⽤されます。詳細は、4章ジョブの設計を参照してください。

データサービスプロバイダーのジョブは次の図のようになります。
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⾚いxアイコンにより、tXMLMapコンポーネントの設定が求められます。

3. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[DB Connections] (DB接続)ノードから、空港デー
タへの接続(この例の場合は、airportデータベーステーブル)をワークスペースにドロップしま
す。[Components] (コンポーネント)ウィザードが開きます。

[Repository] (リポジトリ)でデータベース接続を作成する⽅法の詳細は、「データベースメタ
データの一元管理」を参照してください。

4. ウィザードでtMysqlInputをダブルクリックし、ワークスペースで該当するコンポーネントを作
成して、それをtXMLMapにリンクします。

このシナリオでは、空港データは、空港名と該当する国コードで構成されます。次の表は、使⽤中の
データベーステーブルを⽰しています。

ここまでは、tXMLMap以外のコンポーネントは⾃動的に設定されていたため、tXMLMapをのみを
設定する必要がありました。

tXMLMapの設定

この設定を⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

1. デザインワークスペースでtXMLMapをダブルクリックし、エディターを開きます。この時点の
エディターは次のような状態です。
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2. ⼊⼒フロー側(左)のメインの⾏テーブルでpayloadという名前のカラムを右クリックし、コン
テキストメニューから[Import from Repository] (リポジトリからインポート)を選択しま
す。[Metadatas] (メタデータ)ウィザードが開きます。詳細は、「ドキュメントタイプを使用し
たXMLツリーの作成」を参照してください。

3. このウィザードで[File XML] (XMLファイル)ノードを展開し、要求側のスキー
マを選択し、[OK]をクリックして選択を確定します。この例では、スキーマ
はgetAirportInformationByISOCountryCodeです。

4. 同じ⼿順を実⾏して、応答側(右)の階層スキーマをインポートします。この例では、スキーマ
はgetAirportInformationByISOCountryCodeResponseです。
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5. 次に、ルックアップデータへの結合を作成するために、⼊⼒フロー側(左)のメインの⾏テーブ
ルで[CountryAbbrviation]ノードをクリックし、それをクリックしたまま、ルックアップフロー
のExp.keyカラムにドロップします。これはid⾏に対応するものです。

6. ルックアップフローを表すテーブルで右上のレンチアイコンをクリックし、設定パネルを開きま
す。

7. [Lookup Model] (ルックアップモデル)を[Reload at each row] (⾏ごとにリロード)に設定
し、[Match Model] (⼀致モデル)を[All matches] (すべて⼀致)に設定し、[Join Model] (結合モ
デル)を[Inner join] (内部結合)に設定します。

[Lookup Model] (ルックアップモデル)の詳細は、「ルックアップの処理」を参照してくださ
い。

[Match Model] (⼀致モデル)の詳細は、「明示的結合の使用方法」を参照してください。

[Join Model] (結合モデル)の詳細は、「内部結合の使用方法」を参照してください。

Talendのテクニカルコミュニティサイトでは、この結合に関する⼿順を追ったチュー
トリアルを利⽤できます。詳細は、http://talendforge.org/tutorials/tutorial.php?
language=english&idTuto=101を参照してください。

8. 同じ⼿順を繰り返して、出⼒側(右)の設定パネルを開き、[All in one] (⼀度に1つの応答)オプ
ションを[true] (真)に設定します。これにより、1つの要求が送信されると1つの応答のみが返さ
れます。この設定を⾏わないと、所定のデータベースの空港データは複数の空港のデータを提供
する場合があり、1つの要求として送信した国コードに対して複数の応答が返されることがあり
ます。

[All in one] (⼀度に1つの応答)の詳細は、「モジュールを1つのドキュメントに出力する方
法」を参照してください。

http://talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=101
http://talendforge.org/tutorials/tutorial.php?language=english&idTuto=101
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9. ルックアップフロー(左)で名前の⾏をクリックし、それをクリックしたまま[Expression] (式)
カラムにドロップします。これは出⼒フロー(この例ではairport_response)のXMLツリービュー
の[tns:getAirportInformationByISOCountryCodeResult]ノードに対応します。

tXMLMapエディターは次の図のようになります。
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実際には、ルックアップに階層データも追加できます。詳細は、『Talend Open Studio Components
Reference Guide』を参照してください。

10. [OK]をクリックしてエディターを閉じ、この設定を有効にします。

ジョブの実⾏

F6を押してこのジョブを実⾏します。実⾏が開始すると、[Run] (実⾏)ビューが開いて、実⾏結果を
確認できます。
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データサービスプロバイダーのジョブが実⾏されると、[Kill] (停⽌)ボタンをクリックして
停⽌するまで、Webサービスに送信されるすべての要求がリッスンされます。デフォルト
で、tESBProviderRequestの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Keep listening] (リスニングの
継続)が⾃動的に選択されています。

次は、作成したばかりのデータサービスプロバイダーのジョブに実際の要求を送信するコンシュー
マーのジョブを設定する必要があります。

C.1.1.4. データサービスコンシューマーの作成

コンシューマーを作成するには、最低でも次のコンポーネントが必要です。データフローの読み取
りを可能にする⼊⼒コンポーネント、階層ドキュメント(ESBで予想される形式)にフラットデータを
マッピングするtXMLMap、該当するWebサービスを要求し、その結果読み込むtESBConsumerコン
ポーネント、およびジョブの実⾏結果を表⽰するtLogRowコンポーネントです。この特定のシナリ
オでは、tESBConsumerコンポーネントに国コードの要求を送信するための⼊⼒コンポーネントと
して、tFixedFlowInputを使⽤します。

Webサービスを要求するために実際にデータを送信するデータサービスコンシューマーのジョブを作
成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job Designs] (ジョブデザイン)を右クリック
し、[Create Job] (ジョブの作成)を選択します。

2. 表⽰されたダイアログボックスでは、最初のフィールド([Name] (名前))のみが必須です。
「airportJob」と⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックします。

メインウィンドウに空⽩のジョブが開き、引き続き⽬的のジョブを作成できます。

コンポーネントのドロップとリンク

1. [Palette] (パレット)の[Misc] (その他)コンポーネントグループでtFixedFlowInputコンポーネ
ントをクリックします。次にデザインワークスペースの左側をクリックして、デザインエリアに
このコンポーネントを挿⼊します。

2. 同じ⼿順を使って、[Palette] (パレット)の各グループか
らtXMLMap、tESBConsumer、tLogRowのそれぞれのコンポーネントをドロップします。

3. ⼊⼒コンポーネントをマッパーにリンクするには、tFixedFlowInputを右クリックし、それを
クリックしたままtXMLMapにドロップします。

4. tXMLMapをtESBConsumerにリンクするには、tXMLMapを右クリックし、それをクリックし
たままtESBConsumerにドラッグします。ポップアップウィンドウが開いたら、出⼒⾏リンク
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に付ける名前を⼊⼒します。例、request。次に、tESBConsumerからスキーマを取得するよう
に指⽰するプロパゲーションを受け⼊れます。

5. Response⾏リンクを使って、tESBConsumerコンポーネントをtLogRowにリンクします。

データサービスコンシューマーのジョブは次の図のようになります。

次に各コンポーネントを設定する必要があります。

コンポーネントの設定

この設定を⾏うには、次の⼿順を実⾏します。

tFixedflowInputコンポーネントの設定
1. [tFixedFlowInput]をダブルクリックし、その[Component] (コンポーネント)ビューを開きま

す。

2. [Edit schema] (スキーマの編集)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、[Schema] (ス
キーマ)を開きます。
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3. [+]ボタンを1回クリックし、スキーマに1つのカラムを追加し、country_codeと名前を付けま
す。[Type] (タイプ)フィールドは[string]のままにしておきます。

4. [OK]をクリックして、このスキーマを確定します。tFixedFlowInputのBasic Settings (基本設
定)の[Mode] (モード)エリアで、[Use Single Table] (シングルテーブルの使⽤)が有効なオプ
ションになり、[Values] (値)テーブルにcountry_code⾏が⾃動的に追加されています。

5. [Values] (値)テーブルの[Values] (値)カラムで、引⽤符の中に「CN」と⼊⼒します。

tXMLMapコンポーネントの設定
1. tXMLMapをダブルクリックし、マップエディターを開きます。

2. 要求に対するWSDLスキーマをインポートするには、データサービスプロバ
イダーを作成したときと同じ⼿順を実⾏します。この例では、要求スキーマ
はgetAirportInformationByISOCountryCodeです。詳細は、「tXMLMapの設定」を参照してくだ
さい。

3. ⼊⼒側(左)のメインフローテーブルでcountry_codeをクリックし、それをクリックし
たまま[Expression] (式)カラムにドロップします。これは出⼒側(右)のXMLツリービュー
のtns:CountryAbbrviationノードに対応します。

実際には、tXMLMapを使って階層データの⾮常に複雑な変換を処理できます。tXMLMapで利⽤可能な
すべての機能は、「tXMLMap操作」を参照してください。

4. [OK]をクリックして、この設定を有効にします。

tESBConsumerコンポーネントの設定
1. tESBConsumerコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)ビューを

開きます。
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2. [Service configuration] (サービス設定)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、WSDL
エディターを開きます。

3. エディターで、提供されるWSDLファイルを参照して探します。[Port Name] (ポート名)フィー
ルドと[Operation] (操作)フィールドには、Webサービスで利⽤可能なポートとメソッドが⾃動
的に⼊⼒されます。

4. [Port Name] (ポート名)フィールドでairportSoapを選択し、[Operation] (操作)フィール
でgetAirportInformationByISOCountryCodeを選択します。

5. [OK]をクリックして、設定を有効にします。
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tLogRowコンポーネントにより、前のコンポーネントからスキーマが⾃動的に取得されます。取
得されない場合は、コンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)ビュー
の[Sync columns] (カラムの同期)ボタンをクリックします。

ジョブの実⾏

ジョブを実⾏するには、F6を押します。

ジョブが実⾏されると、[Run] (実⾏)ビューが⾃動的に開き、実⾏結果を確認できます。

ジョブはコンシューマーに1つの国コード要求を送信し、プロバイダーのジョブを通じてWebサービ
スを要求します。応答は、tESBProviderResponseコンポーネントとtESBConsumerコンポーネン
トで同時に取得されます。

プロバイダーのジョブが要求を受信しても、そのジョブは停⽌せず、新しい要求のリスニングを続け
ます。

ESBコンポーネントの他のシナリオは、『Talend Open Studio Components Reference Guide』を参
照してください。

C.1.2. データサービスをデプロイする⽅法
このシナリオでは、作成したデータサービスをエクスポートし、Talend Runtimeコンテナでデプロ
イします。

サービスをエクスポートする前に、Talend Runtimeコンテナを実⾏します。Talend ESB Runtimeの
インストール⽅法およびTalend Runtimeコンテナの実⾏⽅法の詳細は、『Talend ESB入門ガイド』
および『Talendインストレーションガイド』を参照してください。

データサービスをエクスポートしてデプロイするには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Services] (サービス)ノードの下にあるairportサービスを右クリックし、コンテキストメ
ニューから[Export Service] (サービスをエクスポート)を選択します。
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2. [Export Service] (サービスをエクスポート)ウィザードで、[Browse] (参照)をクリックし、サー
ビスを保存する場所を選択して、[Finish] (終了)をクリックします。この場合、Talend Runtime
コンテナディレクトリのデプロイフォルダーにサービスを直接エクスポートします。それによ
り、サービスが直ちに実⾏開始します。

listコマンドを⼊⼒すると、このサービスをコンテナウィンドウで確認できます。
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C.1.3. データサービスを使ってルートを作成する⽅法
このセクションでは、前のセクションで作成したデータサービスを使って、Talend
StudioのMediation (メディエーション)パースペクティブでルートを作成する⽅法を説明していま
す。Mediation (メディエーション)パースペクティブにアクセスする⽅法の詳細は、「 Mediation (メ
ディエーション)パースペクティブへのアクセス」を参照してください。

C.1.3.1. シナリオの理解
このシナリオでは、作成したばかりのWebサービスを使ってルートを定義します。次にこのWebサー
ビスに要求を送信し、Webサービスから応答を取得して、それをさらに活⽤できます。

C.1.3.2. Apache ActiveMQサーバーの起動
データを送信してWebサービスを要求するには、メッセージングブローカーとしてApache ActiveMQ
を使⽤します。ルートを実⾏する前に、ActiveMQサーバーを起動する必要があります。ActiveMQ
サーバーのインストールと起動の詳細は、Talend ESBダウンロードページ(http://www.talend.com/
download.php)からダウンロードできる、『』、『the Talend インストレーションガイド』、および
Apache Webサイトhttp://activemq.apache.org/index.htmlを参照してください。

C.1.3.3. ルートの作成
ルートを作成するために必要なのは、メッセージの処理のために接続ファクトリを指定す
るcJMSConnectionFactoryコンポーネント、2つのcJMSコンポーネント(1つは1つのキューから

http://www.talend.com/download.php
http://www.talend.com/download.php
http://activemq.apache.org/index.html


データサービスを使ってルートを作成する⽅法

508 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

JMSメッセージを読み取り、Webサービスに要求を送信するもの、もう1つはWebサービスから応答
を取得して別のキューに保存するもの)、Webサービスに接続するためのcCXFコンポーネントです。

ルートを作成するには、次の⼿順を実⾏します。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Route] (ルート)ノードを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Create Route] (ルートの作成)を選択します。

2. ポップアップウィザードで、必要なフィールドに情報を⼊⼒します。このシナリオで
は、[Name] (名前)フィールドに、「airportRoute」と⼊⼒し、[Finish] (終了)をクリックしま
す。デザインワークスペースにルートが開きます。

コンポーネントのドロップとリンク

1. [Palette] (パレット)から、cJMSConnectionFactory、cCXF、cProcessor、2つのcJMSのコ
ンポーネントをデザインワークスペースにドロップします。

2. 役割が明確に理解できるようにコンポーネントにラベルを付け、次に⽰すように[Row] (⾏)
>[Route] (ルート)接続を使って、コンポーネントをリンクします。
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コンポーネントの設定

1. cJMSConnectionFactoryコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネン
ト)タブで[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [MQServer]リストからActiveMQを選択します。

[Broker URI] (ブローカーURI)フィールドに、ローカルActiveMQサーバーのURIを⼊⼒します。
この場合は、"tcp://localhost:61616"です。

3. Inputという名前のcJMSコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)
ビューを開きます。

4. [Type] (タイプ)リストから、JMSキューにメッセージを送信するためのqueue (キュー)を選択し
ます。

[Destination] (宛先)フィールドに、JMSキューの名前を⼊⼒します。この場合は、"IN"です。

[ConnectionFactory]の横にある[...]ボタンをダブルクリックします。ダイアログ
ボックスで設定したばかりのJMS接続ファクトリを選択し、[OK]をクリックしま
す。cJMSConnectionFactoryコンポーネントの名前をフィールドに直接⼊⼒することもできま
す。



データサービスを使ってルートを作成する⽅法

510 Talend Open Studio for ESB ユーザーガイド

5. この⼿順を繰り返し、同じConnectionFactoryを使って、Outputという名前のcJMSコンポーネ
ント設定し、宛先JMSキューにOUTという名前を付けます。

6. cCXFコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

7. [Address] (アドレス)フィールドに、作成したWebサービスのエンドポイントURLを⼊⼒しま
す。この場合は、http://localhost:8200/airport.serviceです。

[Type] (タイプ)リストで、[wsdlURL]を選択します。

[WSDL File] (WSDLファイル)フィールドに、WSDLファイルへのパスを⼊⼒します。この場合
は、http://localhost:8200/airport.service?wsdlです。

[Dataformat] (データフォーマット)リストで、[PAYLOAD]を選択します。

8. cProcessorコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きま
す。
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9. [Code] (コード)エリアで、次に⽰すようにコードをカスタマイズし、[Run] (実⾏)コンソールで
メッセージの本⽂を表⽰します。

System.out.println("The output message is: "+
exchange.getIn().getBody(String.class));

ルートの実⾏

1. [Run] (実⾏)ビューをクリックして表⽰し、[Run] (実⾏)ボタンをクリックしてルートの実⾏を
開始します。F6を押して実⾏することもできます。

結果:ルートが正常に実⾏されました。

2. ActiveMQ Webコンソールに切り替えます。⼊⼒側のキューがすでに作成されています。
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3. ⼊⼒側のキューに次に⽰すメッセージの本⽂を⼊⼒し、メッセージを送信します。

4. ルートデザイナーで、メッセージペイロードがWebサービスに送信されたことを確認できます。
設定したように、Webサービスが呼び出され、応答が別のキューのOUTに送信されています。

キューのメッセージの本⽂がコンソールに出⼒されます。
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ActiveMQ WebコンソールからOUTキューを確認することもできます。次のように1つのメッ
セージがあります。

C.2. ジョブとルートの例
このセクションでは、ルートのパレットに含まれていないCamelコンポーネントの使⽤⽅法、および
ジョブとルートを接続するソケットの使⽤⽅法に関するシナリオを説明しています。

C.2.1. シナリオの理解
このシナリオでは、Integration (統合)パースペクティブでデータ統合ジョブを作成します。この
ジョブは、1つのソケットポートからメッセージをリッスンし、別のポートにメッセージを送信しま
す。次に、Mediation (メディエーション)パースペクティブでルートを作成します。このルートは、
テストメッセージをリスニングポートに送信し、受信および発信ポートのメッセージの交換をログに
記録します。
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C.2.2. データ統合ジョブの作成
1. Talend StudioのIntegration (統合)パースペクティブでジョブを作成し、デザインワークスペー

スでそのジョブを開きます。この⽅法の詳細は、「ジョブを作成する方法 」を参照してくださ
い。

2. [Palette] (パレット)からtSocketInput、tSocketOutput、tLogRowの各コンポーネントをド
ラッグし、デザインワークスペースにドロップします。[Row] (⾏) > [Main] (メイン)接続を使っ
て、それらのコンポーネントをリンクします。

3. tSocketInputコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [Port] (ポート) フィールドでリスニングポート番号を定義します。たとえば、8900です。デフォ
ルトでローカルホストサーバーが使⽤されます。[Timeout] (タイムアウト)フィールドの時間
(秒)を30000に設定します。これはジョブがタイムアウトする時間です。

5. tSocketOutputコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. 上に⽰すように、データの送信先の[Host] (ホスト)のIPアドレスを定義し、[Port] (ポート)にそ
のポート番号を⼊⼒します。

7. tLogRowコンポーネントによりデータ処理が監視されるため、設定する必要はありません。
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8. Ctrl+Sを押し、ジョブを保存します。

C.2.3. ルートの作成
1. Mediation (メディエーション)パースペクティブに切り替えます。ルートを作成し、デザイン

ワークスペースでそのルートを開きます。この⽅法の詳細は、「ルートを作成する方法 」を参
照してください。

2. [Palette] (パレット)から1つのcSetBodyコンポーネント、5つのcMessagingEndpointコンポー
ネントをドラッグし、デザインワークスペースにドロップします。役割が明確に理解できるよ
うにコンポーネントにラベルを付け、[Row] (⾏) >[Main] (メイン)接続を使って、これらのコン
ポーネントをリンクします。

受信側サブルートの設定

1. testMinaコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [URI]フィールドに、"timer:testOneWayMina?delay=1000&period=2000"とコードを⼊⼒し、
メッセージの交換を開始するためのタイマーを定義します。この場合、各メッセージは2秒の期
間につき1秒遅れて配信されます。

3. initializeRequestコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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4. [Language] (⾔語)リストボックスで[Constant] (定数)を選択し、[Expression] (式)フィールド
に"test message\n"と⼊⼒します。

5. logRequestコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブで[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [URI]フィールドに、"log:jobSocketIn"と⼊⼒します。ここに受信メッセージの交換がログに
記録されます。

7. jobSocketInコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Advanced settings] (詳細設定)ビューを開きます。

8. この場合、Camelコンポーネントのcamel-minaをトランスポートとして使⽤します。このコ

ンポーネントを使⽤するには、[Dependencies] (依存関係)リストの下部にある をクリッ
クして⾏を追加し、ドロップダウンリストからminaを選択します。Minaの詳細は、http://
camel.apache.org/mina.htmlを参照してください。

または、cConfigコンポーネントを使って、MINAのライブラリをcConfigコンポー
ネントの[Dependencies] (依存関係)リストに追加することができます。そのために

http://camel.apache.org/mina.html
http://camel.apache.org/mina.html
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は、[Dependencies] (依存関係)リストの下部にある をクリックし、⾏を追加します。この
⾏を選択し、その最後にある[...]ボタンをクリックして、[Select Module] (モジュールの選択)
ウィザードを開きます。

内部モジュールからcamel-mina-alldep-2.9.2.jarを選択し、[OK]をクリックし
て、[Dependencies] (依存関係)リストにそれを追加します。

9. jobSocketInコンポーネントの[Component] (コンポーネント)タブで、[Basic settings]
(基本設定)をクリックします。[URI]フィールドに"mina:tcp://localhost:" + 8900 + "?

textline=true&sync=false"と⼊⼒し、ポート番号8900のTCPサービスのMinaエンドポイントに
InOnlyモードのテキスト⾏としてメッセージを送信します。
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発信側サブルートの設定

1. jobSocketOutコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

2. [URI]フィールドに、発信ソケットポートの"mina:tcp://localhost:" + 8901 + "?

textline=true&sync=false"を⼊⼒します。

3. logResponseコンポーネントをダブルクリックし、[Component] (コンポーネント)タブ
で[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

4. [URI]フィールドに、"log:jobSocketOut"と⼊⼒します。ここに発信メッセージの交換がログに
記録されます。

Ctrl+Sを押してルートを保存します。

C.2.4. コードの確認およびジョブとルートの実⾏
1. デザインワークスペースの下部にある[Code] (コード)をクリックし、⽣成されたコードを確認

します。
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上に⽰すように、testMinaからのメッセージフローは、cSetBodyによりペイロードが付
加され、logRequestとjobSocketInに送信されています。もう1つのメッセージフロー
は、jobSocketOutからlogResponseに送信されています。

2. F6を押してルートを実⾏し、同様にジョブを実⾏します。ルートは、ジョブが開始するまで定
義したポートへの接続を試みます。

結果:受信ポートおよび発信ポートのメッセージの変更ログが、ルートの実⾏コンソールに出⼒
されます。

ジョブの側でも、処理されたメッセージがコンソールに表⽰されます。
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付録D ルールを記述するSQLテンプレート
この章では、SQLテンプレートの作成に適⽤されるルールについて説明します。この章の⽬的
は、Talend StudioのSQLテンプレートのユーザーがSQLテンプレートを理解し、よりカスタマイズさ
れた⽤途向けにSQLテンプレートを開発できるように⽀援することにあります。

これらのルールは、テンプレートステートメント、コメント⾏、またはさまざまな関連する構⽂を記
述するときに重視する必要のある詳細を提供します。

これらのルールは、コンポーネントに定義された各種パラメーターへのアクセスなど、特定の使⽤例
でSQLコードを使⽤する際に役⽴ちます。
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D.1. SQLステートメント
SQLステートメントは、関連するJDBCが実⾏できる有効なSQLステートメントを指しています。SQL
テンプレートコードは、SQLステートメントのグループです。SQLテンプレートエディターでSQLス
テートメントを記述するための基本ルールは次のとおりです。

• SQLステートメントは;で終わる必要があります。

• SQLステートメントは複数⾏に渡ってもかまいません。この場合、最終⾏以外の⾏の末尾に;を付
けないでください。

D.2. コメント⾏
コメント⾏は、#または--で始めます。#または--で始まる⾏は、コードの⽣成時に無視されます。

SQLステートメントの中間部分または<%... %>構⽂内には例外はありません。

D.3. <%...%>構⽂
この構⽂は複数⾏に渡ってもかまいません。次のリストに、この構⽂で実⾏できる操作と注意点を⽰
します。

• if、for、whileなどのJava論理コードを使⽤してい新しい変数を定義したり、パラメーター値を
取得したりできます。

たとえば、FILE_Nameパラメーターを取得するには、次のようにコードを使⽤します。

<%
String filename = __FILE_NAME__;
%>

• この構⽂は、SQLステートメント内では使⽤できません。つまり、2つの個別のSQLステートメン
トの間で使⽤する必要があります。

たとえば、次のコードでの構⽂は有効です。

#sql sentence
DROP TABLE temp_0;
<%
#loop
for(int i=1; i<10; i++){
%>
#sql sentence
DROP TABLE temp_<%=i %>;
<%
}
%>
#sql sentence
DROP TABLE temp_10;

この例では、構⽂は2つの個別のSQLテンプレート、DROP TABLE temp_0;とDROP TABLE temp_<%=i

%>;の間で使⽤されています。

SQLステートメントは、temp_0で始まるいくつかのテーブルを削除することを⽬的としています。<

%と%>の間のコードは、ループ内に数カラムを⽣成して削除するテーブルを特定し、数値の⽣成後に
ループを閉じます。
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• この構⽂内では、<%=...%>または</.../>構⽂は使⽤しないでください。

<%=...%>および</.../>は、SQLテンプレートでの使⽤も⽬的としています。以降のセクションで
は、関連情報について説明しています。

SQLテンプレートではこの構⽂で、単純なパラメーターにアクセスできます。パラメーターは多くの場合接続
⽬的で使⽤し、TABLE_NAME、DB_VERSION、SCHEMA_TYPEなどのコンポーネント内で簡単に定義でき
ます。

D.4. <%=...%>構⽂
この構⽂は複数⾏にまたがることはできず、SQLステートメントで使⽤されます。次のリストに、こ
の構⽂で実⾏できる操作と注意すべき点を⽰します。

• この構⽂は変数値を⽣成するために使⽤でき、さらに、既存のパラメーターの値を⽣成するために
も使⽤できます。

• <%=の後はスペース⽂字を使⽤できません。

• この構⽂内では、<%=...%>または</.../>構⽂は使⽤しないでください。

次の例に記述されたステートメントは有効です。

#sql sentence
DROP TABLE temp_<%=__TABLE_NAME__ %>;

コードは、関連付けられたコンポーネントを通じて定義されたテーブルを削除するために使⽤されま
す。

SQLテンプレートに関連付けられているコンポーネントの詳細は、4章ジョブの設計を参照してくだ
さい。

<%...%>構⽂の詳細は、「<%...%>構文」を参照してください。

</.../>構⽂の詳細は、次のセクションを参照してください。

SQLテンプレートではこの構⽂で、単純なパラメーターにアクセスできます。パラメーターは多くの場合接続
⽬的で使⽤し、TABLE_NAME、DB_VERSION、SCHEMA_TYPEなどのコンポーネント内で簡単に定義でき
ます。

D.5. </.../>構⽂
この構⽂は複数⾏にまたがることはできません。次のリストに、この構⽂で実⾏できる操作と注意す
べき点を⽰します。

• この構⽂は、既存のパラメーターの値を⽣成するために使⽤できます。⽣成された値は、引⽤符で
囲まないでください。

• </の後、または/>の前ではスペース⽂字は使⽤できません。

• この構⽂内では、<%…%>または<%=…%>構⽂は使⽤しないでください。

次の例に記述されたステートメントは有効です。

#sql sentence
DROP TABLE temp_</TABLE_NAME/>;
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ステートメントは、TABLE_NAMEパラメーターを特定し、その後対応するテーブルを削除します。

<%…%>構⽂の詳細は、「<%...%>構文」を参照してください。

<%=…%>構⽂の詳細は、「<%=...%>構文」を参照してください。

以降のセクションでは、より複雑なパラメーターにアクセスするために使⽤されるより具体的なコー
ドを⽰します。

SQLテンプレートではこの構⽂で、単純なパラメーターにアクセスできます。パラメーターは多くの場合接続
⽬的で使⽤し、TABLE_NAME、DB_VERSION、SCHEMA_TYPEなどのコンポーネント内で簡単に定義でき
ます。

D.6. コンポーネントスキーマモジュールにアク
セスするためのコード
コンポーネントスキーマモジュールは、スキーマカラム名リスト(ドット.区切り)で表されます。これ
らのモジュールは、ユーザーによってコンポーネント内で作成され定義されます。

次のコードは、コンポーネントスキーマに含まれるいくつかのモジュールにアクセス
するための例を構成しています。次の例では、コンポーネントスキーマを取得するため
に、ELT_METADATA_SHEMA変数名が使⽤されています。

<%
String query = "select ";
SCHEMA(__ELT_METADATA_SHEMA__);
for (int i=0; i < __ELT_METADATA_SHEMA__.length ; i++) {
query += (__ELT_METADATA_SHEMA__[i].name + ",");
}
query += " from " + __TABLE_NAME__;
%>
<%=query %>;

この例では、⽬的に応じて、__ELT_METADATA_SHEMA__[i].nameコード
を、__ELT_METADATA_SHEMA__[i].dbType、__ELT_METADATA_SHEMA__

[i].isKey、__ELT_METADATA_SHEMA__[i].length、または__ELT_METADATA_SHEMA__[i].nullableに
置き換えて、スキーマカラムの他のフィールドにアクセスできます。

抽出ステートメントは、SCHEMA(__ELT_METADATA_SHEMA__);です。このステートメント
で、ELT_METADATA_SHEMAは抽出するスキーマパラメーターを表す変数名です。コードで使⽤されて
いる変数名は単なる例です。変数名を別の変数名に変更して、定義済みのスキーマパラメーターを表
すことができます。

スキーマパラメーターにつける名前が他のパラメーターの名前と競合していないことを確認してください。

コンポーネントスキーマの詳細は、「Basic Settings (基本設定)タブ」を参照してください。

D.7. コンポーネントマトリクスプロパティにア
クセスするためのコード
コンポーネントマトリクスプロパティは、さまざまなデータ変換⽬的に応じて、ユー
ザーによって作成および変更されます。これらのプロパティは、たとえば、ユーザー
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がtSQLTemplateAggregateコンポーネントを介して定義できるoperationパラメーターやgroupbyパ
ラメーターなどのテーブルパラメーターによって定義されます。

本来柔軟性が⾼く複雑なこれらのテーブルパラメーターにアクセスするために、2通りのアプローチ
を使⽤できます。

• </.../>アプローチ:

</.../>は、SQLテンプレートによって使⽤される構⽂の1つです。このアプローチでは、通常、抽出
するパラメーターごとにハードコーディングする必要があります。

たとえば、ユーザーによって新しいパラメーターが作成され、NEW_PROPERTYという名前が付け
られます。</NEW_PROPERTY/>を使⽤してアクセスする場合は、次のコードが必要です。

else if (paramName.equals("NEW_PROPERTY")) {

List<Map<String, String>> newPropertyTableValue = (List<Map<String, String>>)

ElementParameterParser.getObjectValue(node, "__NEW_PROPERTY__");

for (int ii = 0; ii <newPropertyTableValue.size(); ii++) {

Map<String, String> newPropertyMap =newPropertyTableValue.get(ii);

realValue += ...;//append generated codes

……

}

}

• EXTRACT(__GROUPBY__);アプローチ:

次のコードは、テーブルパラメーター(GROUPBY)にアクセスするための2番⽬の⽅法を⽰していま
す。

<%

String query = "insert into " + __TABLE_NAME__ + "(id, name, date_birth) select sum(id), name, date_birth from
cust_teradata group by";

EXTRACT(__GROUPBY__);

for (int i=0; i < __GROUPBY_LENGTH__ ; i++) {

query += (__GROUPBY_INPUT_COLUMN__[i] + " ");

}

%>

<%=query %>;

ステートメントをコーディングする際には、次のルールに準拠します。

• 抽出ステートメントは、EXTRACT(__GROUPBY__);を使⽤する必要があります。⼤⽂字を使⽤する必
要があり、スペース⽂字は使⽤できません。このステートメントは、<%と%>の間で使⽤します。

• __GROUPBY_LENGTH__ (パラメーター名に_LENGTHが続く)を使⽤して、[Component] (コンポーネ
ント)ビューの[Groupby]エリアで定義するGROUPBYテーブルパラメーターの⾏番号を取得しま
す。これは、<%と%>の間または<%=と%>の間で使⽤できます。

• __GROUPBY_INPUT_COLUMN__[i] のようなコードを使⽤して、パラメーター値を抽出します。これ
は、<%と%>の間または<%=と%>の間で使⽤できます。
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• パラメーターに正しくアクセスするために、複数のパラメーターで同じ名前のプレフィッ
クスを使⽤しないでください。たとえば、コンポーネント内で、PARAMETER_NAMEおよ
びPARAMETER_NAME_2という名前の2つのパラメーターを定義するのは避けるようにします。名前の
プレフィックスが同じ場合、間違ったコードが⽣成されてしまうためです。
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付録E システムルーチン
この付録では、もっとも⼀般的に使⽤されているルーチンの概要を説明し、その使⽤例を⽰しま
す。[Repository] (リポジトリ)では、ルーチンはタイプに従ってグループ化されています。

ルーチンの定義⽅法、システムルーチンへのアクセス⽅法、システムルーチンまたはユーザールーチ
ンの管理⽅法の詳細については、10章ルーチンの管理を参照してください。

データ統合プロセスを開始する前に、Talend Studioグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を
使い慣れておく必要があります。詳細は、 付録A GUIを参照してください。
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E.1. 数値ルーチン
数値ルーチンを使⽤して、1つ以上のジョブコンポーネント内の設定として使⽤するために、整数ま
たは10進数を返すことができます。たとえば、数値IDを追加するために使⽤します。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダー内の[Numeric] (数値)カテゴリを
ダブルクリックします。[Numeric] (数値)カテゴリには、特にシーケンス、ランダム、10進数
(convertImpliedDecimalFormat)などの複数のルーチンが含まれています。

ルーチン 説明 構⽂
sequence 増分数値IDを返します。 Numeric.sequence("Parameter name", start

value, increment value)

resetSequence 存在しない場合はシーケンスを作成
し、新しい開始値を属性としてとりま
す。

Numeric.resetSequence (Sequence Identifier,

start value)

removeSequence シーケンスを削除します。 Numeric.RemoveSequence (Sequence

Identifier)

random 最⼤値と最⼩値の間のランダムな整数
値を返します。

Numeric.random(minimum start value, maximum

end value)

convertImplied
DecimalFormat

暗黙の10進数モデルによる10進数を
返します。

Numeric.convertImpliedDecimalFormat

("Target Format", value to be converted)

3つのルーチン、sequence、resetSequence、およびremoveSequenceは密接に関係しています。

• sequenceルーチンは、ジョブ内でシーケンスIDを作成するために使⽤されます(デフォルトの名前
は、s1)。このシーケンスIDはジョブ内でグローバルです。

• resetSequenceルーチンは、sequenceルーチンによって作成されたシーケンスIDの値を初期化する
ために使⽤できます。

• removeSequenceルーチンは、ジョブ内のグローバル変数リストからシーケンスIDを削除するため
に使⽤されます。

E.1.1. シーケンスの作成⽅法
sequenceルーチンによって、 tJavaコンポーネントを使⽤して⾃動的に増分されるIDを作成できま
す。

ルーチンは⾃動的にIDを⽣成し、増分します。

E.1.2. 暗黙の10進数の変換⽅法
convertImpliedDecimalFormatルーチンは簡単にtJavaコンポーネントとともに使⽤できます。
例:
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ルーチンは、パラメーターとして⼊⼒された値を、提供された暗黙の10進数の形式に従って⾃動的に
変換します。

E.2. リレーショナルルーチン
リレーショナルルーチンでは、を使⽤して、Booleanに基づいてアファメーション(Affirmation)を確
認できます。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下の[Relational] (リレーショナル)ク
ラスをダブルクリックします。[Relational](リレーショナル)クラスには、複数のルーチンが含まれま
す。代表的なルーチンは次のとおりです。

ルーチン 説明 構⽂
ISNULL 提供された変数がNull値であるかどうかを確

認します。
Relational.ISNULL(variable to be checked)

リレーショナルルーチンを確認するために、ISNULLルーチンとtJavaコンポーネントを⼀緒に使⽤
できます。例:

この例では、テスト結果が[Run] (実⾏)ビューに表⽰されます。

E.3. ⽂字列処理ルーチン
StringHandling (⽂字列処理)ルーチンでは、Javaメソッドに基づいて英数字式に対して多種多様な
操作とテストを実⾏できます。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下の[StringHandling] (⽂字列処理)を
ダブルクリックします。[StringHandling] (⽂字列処理)クラスには、次のルーチンが含まれます。

ルーチン 説明 構⽂
ALPHA 式がアルファベット順に配置されているかど

うかを確認します。結果に応じてtrueまたは
falseのBoolean値を返します。

StringHandling.ALPHA("string to be checked")

IS_ALPHA 式にアルファベット⽂字のみが含まれるか、
そうでないかを確認します。結果に応じて
trueまたはfalseのBoolean値を返します。

StringHandling.IS_ALPHA("string to be

checked")

CHANGE ⽂字列のモジュールを定義済みの置換モ
ジュールで置き換え、新しい⽂字列を返しま
す。

StringHandling.CHANGE("string

to be checked", "string to be

replaced","replacement string")
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ルーチン 説明 構⽂
COUNT ⽂字列内でサブストリングが出現した回数を

返します。
StringHandling.COUNT("string to be checked",

"substring to be counted")

DOWNCASE 式内のすべての⼤⽂字を⼩⽂字に変換し、新
しい⽂字列を返します。

StringHandling.DOWNCASE("string to be

converted")

UPCASE 式内のすべての⼩⽂字を⼤⽂字に変換し、新
しい⽂字列を返します。

StringHandling.UPCASE("string to be

converted")

DQUOTE 式を⼆重引⽤符で囲みます。 StringHandling.DQUOTE("string to be enclosed

in double quotation marks")

INDEX ⽂字列全体の中で指定されたサブストリング
の1⽂字⽬の位置を返します。指定されたサ
ブストリングが⽂字列全体の中に存在しない
場合は、値- 1を返します。

StringHandling.INDEX("string to be checked",

"substring specified")

LEFT ⽂字列の最初のn⽂字に該当するサブストリ
ングを指定します。

StringHandling.LEFT("string to be checked",

number of characters)

RIGHT ⽂字列の最後のn⽂字に該当するサブストリ
ングを指定します。

StringHandling.RIGHT("chaîne à vérifier",

number of characters)

LEN ⽂字列の⻑さを計算します。 StringHandling.LEN("string to check")

SPACE 指定した数のスペースで構成された⽂字列を
⽣成します。

StringHandling.SPACE(number of blank spaces

to be generated)

SQUOTE 式を単⼀引⽤符で囲みます。 StringHandling.SQUOTE("string to be enclosed

in single quotation marks")

STR 特定の⽂字を指定した回数分⽣成します。 StringHandling.STR('character to be

generated', number of times)

TRIM ⽂字列の空⽩以外の1⽂字⽬の前および空⽩
以外の最後の⽂字の後にあるスペースとタブ
を削除し、新しい⽂字列を返します。

StringHandling.TRIM("string to be checked")

BTRIM ⽂字列の空⽩以外の最後の⽂字の後にあるス
ペースとタブをすべて削除し、新しい⽂字列
を返します。

StringHandling.BTRIM("string to be checked")

FTRIM ⽂字列の空⽩以外の1⽂字⽬の前にあるス
ペースとタブをすべて削除し、新しい⽂字列
を返します。

StringHandling.FTRIM("string to be checked")

E.3.1. ⽂字列をアルファベット順に保存する⽅法
ALPHAルーチンをtJavaコンポーネントとともに使⽤して、⽂字列がアルファベット順であるかどう
か簡単に確認できます。

確認結果としてBboolean値を返します。

E.3.2. ⽂字列がアルファベットであるか確認する⽅法
IS_ALPHAルーチンをtJavaコンポーネントとともに使⽤して、⽂字列がアルファベットであるかど
うか簡単に確認できます。
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確認結果としてBboolean値を返します。

E.3.3. ⽂字列内のモジュールを置換する⽅法
CHANGEルーチンをtJavaコンポーネントとともに使⽤して、⽂字列内のモジュールを別のモジュー
ルで簡単に置換できます。

ルーチンは、古いモジュールを指定された新しいモジュールで置き換えます。

E.3.4. ⽂字列内の特定の⽂字またはサブストリングの位置
を確認する⽅法
INDEXルーチンをtJavaコンポーネントとともに使⽤して、⽂字列に指定した⽂字またはサブストリ
ングが含まれるかどうかを簡単に確認できます。

ルーチンは、指定された1⽂字⽬の位置を⽰す整数を返すか、指定されたサブストリングの実際の1⽂
字⽬を返します。それ以外で出現が⾒つからなかった場合は、- 1が返されます。

E.3.5. ⽂字列の⻑さを計算する⽅法
LENルーチンをtJavaコンポーネントとともに使⽤して、⽂字列の⻑さを簡単に確認できます。

確認結果としてスペースと空⽩⽂字を含むチェーンの⻑さを⽰す整数を返します。
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E.3.6. 空⽩⽂字を削除する⽅法
FTRIMルーチンをtJavaコンポーネントとともに使⽤して、チェーンの先頭から空⽩⽂字を削除でき
ます。

ルーチンは、先頭から削除された空⽩⽂字を含む⽂字列を返します。

E.4. TalendDataGeneratorルーチン
TalendDataGeneratorルーチンは、⼀連のテストデータを⽣成できる機能です。それら
は、Talendが提供する、名、姓、住所、都市、州の架空のリストに基づきます。これらのルーチン
は、⼀般に、tRowGeneratorを使⽤したジョブの開発時に、たとえば、本番データまたは会社の
データの使⽤を避けるために使⽤されます。

ルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下のTalendDataGenerator]をダブルクリック
します。

ルーチン 説明 構⽂
getFirstName 架空のリストからランダムに取得した

名を返します。
TalendDataGenerator.getFirstName()

getLastName 架空のリストからランダムに取得した
姓を返します。

TalendDataGenerator.getLastName()

getUsStreet 共通の⽶国のストリート名のリストか
らランダムに取得した住所を返しま
す。

TalendDataGenerator.getUsStreet()

getUsCity ⽶国の都市のリストからランダムに取
得した都市の名前を返します。

TalendDataGenerator.getUsCity()

getUsState ⽶国の州のリストからランダムに取得
した州の名前を返します。

TalendDataGenerator.getUsState()

getUsStateId ⽶国の州に属性付けされたIDのリスト
からランダムに取得したIDを返しま
す。

TalendDataGenerator.getUsStateId()

Talendが架空のデータのリストを提供するため、⼊⼒パラメーターは必要ありません。

TalendGeneratorRoutinesを変更することで、架空のデータをカスタマイズできます。ルーチンの
カスタマイズ⽅法の詳細は、「システムルーチンのカスタマイズ」を参照してください。

E.4.1. 仮想データの⽣成⽅法
さまざまな関数を使⽤して、ランダムなデータを簡単に⽣成できます。たとえば、tJavaコンポーネ
ントと、getFirstName、getLastName、getUSCityなどの関数を⼀緒に使⽤して、架空のクライ
アントデータのリストを作成できます。
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架空のデータリストからランダムに取得したデータセットは、[Run] (実⾏)ビューに表⽰されます。

E.5. TalendDateルーチン
TalendDateルーチンでは、さまざまな種類の操作を実⾏し、⽇付式の形式について確認できます。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下のTalendDate]をダブルクリックし
ます。

ルーチン 説明 構⽂
addDate n⽇、nか⽉、n時間、n分またはn秒をJava

の⽇付に追加し、新しい⽇付を返します。

⽇付形式
は、"yyyy"、"MM"、"dd"、"HH"、"mm"、"ss"ま
たは"SSS"です。

TalendDate.addDate("⽂字列⽇付イニシャル", "⽇付形
式-例: yyyy/MM/dd", whole n,"nを追加する⽇付の⼀
部の形式-例:yyyy").

compareDate 指定した形式に従って2つの⽇付のすべて
の部分を⽐較します。⽇付が同⼀の場合は0
を、最初の⽇付が2番⽬の⽇付より最近の場
合は1を、最初の⽇付が2番⽬の⽇付より古
い場合は-1を返します。

TalendDate.compareDate(Date date1, Date

date2, "⽐較する形式-例: yyyy-MM-dd")

diffDate 指定した⽐較パラメーターに従って、⽇、
⽉、または年に関して2つの⽇付の差を返し
ます。

TalendDate.diffDate(Date1(), Date2(), "⽐較す
る⽇付の⼀部の形式-例:yyyy")

diffDateFloor 指定した⽐較パラメーターに従って、年、
⽉、⽇、時間、分、秒またはミリ秒に関して
2つの⽇付の差を切捨てで返します。

TalendDate.diffDateFloor(Date1(), Date2(),

"⽐較する⽇付の⼀部の形式-例:MM")

formatDate 指定した形式に対応する⽇付⽂字列を返しま
す。 TalendDate.formatDate("⽇付形式-例: yyyy-MM-dd

HH:mm:ss", 形式指定するDate()

formatDateLocale 対象の国で使⽤されている形式に従って、⽇
付を⽇付/時間⽂字列に変更します。

TalendDate.formatDateLocale ("形式対象",
java.util.Date date, "⾔語または国コード")

getCurrentDate 現在の⽇付を返します。⼊⼒パラメーターは
必要ありません。

TalendDate.getCurrentDate()

getDate 指定された形式(オプション)で現在の⽇付と
時間を返します。この⽂字列には、固定⽂字
列または⽇付にリンクされた変数を含めるこ
とができます。デフォルトでは、⽂字列は
DD/MM/CCYY形式で返されます。

TalendDate.getDate("⽂字列の形式-例:CCYY-MM-DD")
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ルーチン 説明 構⽂
getFirstDayOfMonthイベントの⽇付を現在の⽉の初⽇に変更し、

新しい⽇付を返します。
TalendDate.getFirstDayMonth(Date)

getLastDayOfMonthイベントの⽇付を現在の⽉の末⽇に変更し、
新しい⽇付を返します。

TalendDate.getLastDayMonth(Date)

getPartOfDate 指定した形式に従って⽇付の⼀部を返しま
す。この⽂字列には、固定⽂字列または⽇
付にリンクされた変数を含めることができま
す。

TalendDate.getPartOfDate("取得する⽇付の⼀部を⽰す⽂
字列", "解析する⽇付の形式の⽂字列")

getRandomDate ISO形式でランダムな⽇付を返します。 TalendDate.getRandomDate("⽂字列の⽇付形式",
String minDate, String maxDate)

isDate ⽇付⽂字列が指定した形式に対応しているか
どうかを確認します。結果に従って、trueま
たはfalseのBoolean値を返します。

TalendDate.isDate(Date() to be checked, "確
認する⽇付の形式-例: yyyy-MM-dd HH:mm:ss")

parseDate ⽂字列を⽇付に変更します。標準形式で⽇付
を返します。 TalendDate.parseDate("解析する⽂字列の⽇付形式", "解

析する⽇付の形式の⽂字列")
parseDateLocale 指定した形式に従って⽂字列を解析し、⽇付

を抽出します。指定したローカル形式に従っ
て⽇付を返します。

TalendDate.parseDateLocale("解析する⽂字列の⽇付形
式", "解析する⽇付の形式の⽂字列", "国または⾔語に対
応するコード")

setDate 指定した⽇付の部分と値および指定した形式
に従って⽇付の⼀部を変更します。

TalendDate.setDate(Date, whole n, "変更する⽇
付の⼀部の形式-例:yyyy")

E.5.1. ⽇付を形式化する⽅法
formatDateルーチンは、tJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤できます。

現在の⽇付はnew date() Java関数によって指定されたパターンに従って初期化され、[Run] (実⾏)
ビューに表⽰されます。

E.5.2. ⽇付の確認⽅法
isDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤し、⽇付式が指定された形式であるかど
うかを確認できます。

Bboolean値が[Run] (実⾏)ビューに返されます。

E.5.3. ⽇付の⽐較⽅法
formatDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤し、指定された形式に従って、現
在の⽇付が特定の⽇付より最近であるかどうかを確認できます。
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現在の⽇付はnew date() Java関数によって初期化され、現在の⽇付が参照⽇より先の場合は、値-1
が[Run] (実⾏)ビューに表⽰されます。

E.5.4. ⽇付の設定⽅法
setDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、現在の⽇付の年を変更できま
す。例:

現在の⽇付に続けて新しい⽇付が[Run] (実⾏)ビューに表⽰されます。

E.5.5. ⽇付の解析⽅法
parseDateルーチンを、tJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、ある形式の⽇付⽂字列を別
の⽇付形式に変更できます。例:

⽂字列は変更され、⽇付形式で返されます。

E.5.6. ⽇付の⼀部を取得する⽅法
getPartOfDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、⽇付の⼀部を取得できま
す。例:
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この例では、⽇(DAY_OF_MONTH)、⽉(MONTH)、年(YEAR)、年の通算⽇(DAY_OF_YEAR)および曜⽇
(DAY_OF_WEEK)が、[Run] (実⾏)ビューに返されます。返される⽇付はすべて、数値データタイプ
です。

[Run] (実⾏)ビューでは、⽉(MONTH)を⽰す⽇付⽂字列は0から始まり11で終わります。0は1⽉、11は12⽉に
対応します。

E.5.7. 現在の⽇付を形式化する⽅法
getDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、指定された形式に従って現在の
⽇付を取得し、形式化できます。例:

現在の⽇付が指定された形式(オプション)で返されます。

E.6. TalendStringルーチン
TalendStringルーチンでは、英数字式に対してさまざまな操作を実⾏できます。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下のTalendString]をダブルクリック
します。TalendStringクラスには、次のルーチンが含まれます。

ルーチン 説明 構⽂
replaceSpecialCharForXML 特殊⽂字(:: <、>、&など)を同

等のXML⽂字で置き換えた⽂
字列を返します。

TalendString.replaceSpecialCharForXML ("string

containing the special characters - eg.:Thelma

& Louise")

checkCDATAForXML XMLに関して、<![CDATA[で
始まり]]>で終わる⽂字を特
定し、それらを変更せずに
返します。特定されなかっ
た⽂字列はXMLと互換性のあ
るフォームでXMLとして変換
し、それらを返します。

TalendString.checkCDATAForXML("string to be

parsed")

talendTrim ⼊⼒⽂字列を解析し、指定さ
れた位置合わせ値に従って⽂
字列の先頭と末尾のフィラー
⽂字を削除します。⽂字列の
末尾にフィラー⽂字がある場
合は-1、⽂字列の先頭にフィ

TalendString.talendTrim("string to be parsed",

"filler character to be removed", character

position)
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ルーチン 説明 構⽂
ラー⽂字がある場合は1、両⽅
の場合は0を返します。切り詰
めて整えられた⽂字列を返し
ます。

removeAccents ⽂字列からアクセントを削除
して、アクセントなしの⽂字
列を返します。

TalendString.removeAccents("String")

getAsciiRandomString 特定の⽂字数のランダムな⽂
字列を⽣成します。

TalendString.getAsciiRandomString (whole number

indicating the length of the string)

E.6.1. XML⽂字列を形式化する⽅法
replaceSpecialCharForXMLルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、⽂字列を
XML⽤に形式化できます。

この例では、XMLと互換性のある⽂字列にするため、"&"⽂字が置換されます。

E.6.2. ⽂字列の調整⽅法
talendTrimルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、⽂字列の先頭と末尾から⽂
字列埋め込み⽂字を削除できます。

星⽂字は、⽂字列の先頭から、その後⽂字列の末尾から、最終的に両端から削除されます。

E.6.3. ⽂字列からアクセントを削除する⽅法
removeAccentsルーチンをtJavaコンポーネントとともに簡単に使⽤して、アクセント付きの⽂字
を置換できます。例:

アクセント付きの⽂字はアクセントなしの⽂字で置換されます。
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