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7.2.1に対応しており、以前のリリースの更新版となります。

公開日: 2019年6月20日

このドキュメントの内容は公開の時点で正確なものです。

ただし、オンライン(Talend Help Center)で最新の更新バージョンが入手できる場合があります。

このドキュメントは、クリエイティブコモンズ公共ライセンス(CCPL)の条件の下で提供されていま
す。

CCPLに準拠した許可事項および禁止事項の詳細は、http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.0/を参照してください。

商標について

TalendおよびTalend ESBはTalend, Inc.の商標です。

Talend、Talend Integration Factory、Talend Service Factory、およびTalend ESBはTalend, Inc.の商標
です。

Apache CXF、CXF、Apache Karaf、Karaf、Apache Camel、Camel、Apache Maven、Maven、Ap
ache Syncope、Syncope、Apache ActiveMQ、ActiveMQ、Apache Log4j、Log4j、Apache
Felix、Felix、Apache ServiceMix、ServiceMix、Apache Ant、Ant、Apache Derby、Derby、Ap
ache Tomcat、Tomcat、Apache ZooKeeper、ZooKeeper、Apache Jackrabbit、Jackrabbit、Apache
Santuario、Santuario、Apache DS、DS、Apache Avro、Avro、Apache Abdera、Abdera、
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HBase、HBase、Apache Hadoop、Hadoop、Apache Shiro、Shiro、Apache Axiom、Axiom、Apache
Neethi、Neethi、Apache WSS4J、WSS4JはApache Foundationの商標です。Eclipse EquinoxはEclipse
Foundation, Inc.の商標です。HypericはVMware, Inc.の商標です。NagiosはNagios Enterprises, LLC.の
商標です。

すべてのブランド、商品名、会社名、商標、およびサービスマークは各所有者に帰属します。

ライセンス契約

このドキュメントに記述されているソフトウェアは、Apache License、バージョン2.0 (以下「本
ライセンス」という)の下でライセンスされています。本ライセンスを遵守せずに、このソフト
ウェアを使用することはできません。ライセンスのコピーは、http://www.apache.org/licenses/
LICENSE-2.0.htmlで取得できます。当該の法律による要求または書面での同意がない限り、本ライ
センスの下で配布されるソフトウェアは、「現状有姿」で、明示または暗示にかかわらず、あら
ゆる保証あるいは条件なしで提供されます。ライセンスの下で許可および制限を適用する特定の
言語のライセンスを参照してください。

本製品には、AOP アライアンス(Java/J2EE AOP標準)で開発されたソフトウェア、ASM、AntlR
、Apache ActiveMQ、Apache Ant、Apache Avro、Apache Axiom、Apache Axis、Apache Axis
2、Apache Batik、Apache CXF、Apache Camel、Apache Chemistry、Apache Common Http
Client、Apache Common Http Core、Apache Commons、Apache Commons Bcel、Apache
Commons JxPath、Apache Commons Lang、Apache Derby Database Engine and Embedded
JDBC Driver、Apache Geronimo、Apache Hadoop、Apache Hive、Apache HttpClient、Apa
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che HttpComponents Client、Apache JAMES、Apache Log4j、Apache Lucene Core、Apache
Neethi、Apache POI、Apache Pig、Apache Qpid-Jms、Apache Tomcat、Apache Velocity、Apach
e WSS4J、Apache WebServices Common Utilities、Apache Xml-RPC、Apache Zookeeper、Box
Java SDK (V2)、CSV Tools、DataStax Java Driver for Apache Cassandra、Ehcache、Ezmorph、Ga
nymed SSH-2 for Java、Google APIs Client Library for Java、Google Gson、Groovy、Guavaが
含まれています: Java、H2 Embedded Database、およびJDBCドライバー用のGoogle Coreラ
イブラリ、HsqlDB、Ini4j、JClouds、JLine、JSON、JSR 305: Annotations for Software Defect
Detection in Java、JUnit、Jackson Java JSON-processor、Java API for RESTful Services、Jaxb、
Jaxen、Jettison、Jetty、Joda-Time、Json Simple、MetaStuff、Mondrian、OpenSAML、Paracce
l JDBC Driver、PostgreSQL JDBC Driver、Resty: Java、Rocoto、SL4Jのための単純なHTTP
RESTクライアント: Java用のシンプルなLogging Facade、SQLite JDBC Driver、Simple API for
CSS、SshJ、StAX API、StAXON - JSON via StAX、Talend Camel Dependencies (Talend)、The Castor
Project、The Legion of the Bouncy Castle、W3C、Woden、Woodstox : High-performance XML
processor、XML Pull Parser (XPP)、Xalan-J、Xerces2、XmlBeans、XmlSchema Core、Xmlsec
- Apache Santuario、Zip4J、atinject、dropbox-sdk-java: Dropbox Core API用のJavaライブラリ
、google-guice。。各ライセンスの下でライセンスされています。
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Talend Studioとは

Talend Studioとは

Talendでは広範なオープンソースとサブスクリプションのStudioを各種提供しており、プロジェク
トを作成し、あらゆるタイプやボリュームのデータを管理するために使用できます。

何百もの既成のコンポーネントやコネクターとGUI、そしてドラッグ&ドロップのインタフェース
を使用し、ネイティブコードを生成して、ジョブやルートをデザインすることができます。
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プロジェクトとビジネスモデル図

プロジェクトとビジネスモデル図

プロジェクトの操作
プロジェクトの作成

プロジェクトは、さまざまなタイプのアイテムを全て保管する物理的な構造の最上位に位置しま
す。Talend Studioを起動したら、ビジネスモデル図、データ統合ジョブ、ルート、またはその他
のタスクを開始する前に、まずプロジェクトを作成またはインポートする必要があります。

Studioの初回起動時にプロジェクトを作成する

手順

1. Talend Studioを起動し、ローカルリポジトリーに接続します。
2. ログインウィンドウで[Create a new project] (新規プロジェクトの作成)オプションを選択し、

フィールドにプロジェクト名を入力します。

注 :  以下のことを考慮しておきます:

• プロジェクト名は大文字と小文字を区別します
• プロジェクト名は英字で始まり、文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含むこ

とができます。
• ハイフン(-)文字はアンダースコア(_)と見なされます。

3. [Finish] (終了)をクリックしてプロジェクトを作成し、Studio内で開きます。

Studioの初回起動時にプロジェクトを新規作成する

このタスクについて

Studioの初回起動後に新規のローカルプロジェクトを作成するには、以下のようにします:
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手順

1. ログインウィンドウで[Create a new project] (新規プロジェクトの作成)オプションを選択し、
フィールドにプロジェクト名を入力します。

2. [Create] (作成)をクリックしてプロジェクトを作成します。新たに作成したプロジェクトが既
存のプロジェクトのリストに表示されます。

3. リストからプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をクリックしてプロジェクトをStudio内に開
きます。
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 or Workspace] (プロジェクトまたはワークスペースの切り替え)を
選択します。

8



プロジェクトとビジネスモデル図

デモプロジェクトのインポート

TalendではTalend Studioにインポートできるさまざまなデモプロジェクトが用意されています。
利用可能なデモは使用している製品に応じて異なります。また、既製ジョブやデータサービ
ス、も含まれている場合があります。それらは、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。

デモプロジェクトは、Studioのログインウィンドウから別のプロジェクトとしてインポートする
か、Integrationパースペクティブを使用して現在のプロジェクトにインポートできます。

デモプロジェクトを別のプロジェクトとしてインポートする

手順

1. Talend Studioを起動し、ログインウィンドウから[Import a demo project] (デモプロジェクトの
インポート)を選択し、[Select] (選択)をクリックします。

2. 開いたダイアログボックスで、インポートするデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックします。

注 :  ダイアログボックスで選択可能なデモプロジェクトは、使用している製品によって異な
る場合があります。

3. ダイアログボックスが開いたら、インポートするデモプロジェクトの名前を入力し、[Finish]
(終了)をクリックします。
操作の進行状況を示すバーが表示されます。

4. ログインウィンドウで、インポートしたデモプロジェクトをプロジェクトリストから選択し、
[Finish] (終了)をクリックしてデモプロジェクトをStudio内に開きます。
デモプロジェクトのすべてのサンプルが、デモサンプルの実行に必要な入力ファイルやメタ
データ接続を含め、Studioのリポジトリーツリービュー内のさまざまなフォルダーの下にイン
ポートされます。

デモプロジェクトを現在のプロジェクトにインポートする

手順

1.
Studioを起動し、Integrationパースペクティブで、ツールバーの アイコンをクリックしま
す。

2. 開いたダイアログボックスで、インポートするデモプロジェクトを選択し、[Finish] (終了)をク
リックします。
操作の進行状況を示すバーが表示され、続いて確認のメッセージが表示されます。

3. [OK]をクリックします。

プロジェクトのインポート

Talend Studioでは、以前のリリースのStudioで作成した1つ以上のプロジェクトをインポートでき
ます。

このタスクについて
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シングルプロジェクトのインポート

手順

1. Studioのログインウィンドウから[Import an existing project] (既存のプロジェクトをインポー
ト)を選択し、[Select] (選択)をクリックして[Import] (インポート)ウィザードを開きます。

2. 新しいプロジェクトの名前を[Project Name] (プロジェクト名)フィールドに入力します。

警告 :  入力したプロジェクト名が一意であることを確認し、以下の点に注意します:

• プロジェクト名では大文字と小文字が区別されます
• プロジェクト名は英字で始まり、文字、数字、ハイフン(-)、アンダースコア(_)を含むこ

とができます。
• ハイフン(-)文字はアンダースコア(_)と見なされます。

3. 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ーに選択)また
は[Select archive file] (圧縮ファイルの選択)をクリックします。
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4. [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
レクトリー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。

5. [Finish] (終了)をクリックして操作を確定し、ログインウィンドウに戻ります。

タスクの結果

プロジェクトが正しくインポートされると、インポートされた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。

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。[Finish]
(終了) をクリックして、Studioを起動します。

注 :  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。

複数プロジェクトのインポート

手順

1. Studioのログインウィンドウから[Import an existing project] (既存のプロジェクトをインポー
ト)を選択し、[Select] (選択)をクリックして[Import] (インポート)ウィザードを開きます。

2. [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。
3. 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ーに選択)また

は[Select archive file] (圧縮ファイルの選択)をクリックします。
4. [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

レクトリー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。
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5. [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選
択し、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。
このオプションはルートディレクトリーから複数のプロジェクトをインポートする場合にのみ
使用できます。

注 :  インポート元のTalend Studioワークスペースディレクトリー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選択解除します。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。

6. 既存のプロジェクトが[Projects] (プロジェクト)リストに表示されないようにするには、[Hide
projects that already exist in the workspace] (ワークスペース内の既存のプロジェクトを非表示
にする) チェックボックスを選択します。このオプションは複数のプロジェクトをインポート
する場合にのみ使用できます。

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。
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タスクの結果

プロジェクトが正しくインポートされると、インポートされた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。

これで、インポートしたプロジェクトを選択して、Talend Studioで開くことができるようになり
ました。[Finish] (終了)をクリックして、Studioを起動します。

注 :  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。

プロジェクトのエクスポート

Talend Studioを使用すると、Talend Studioの現在のインスタンスで作成またはインポートされた
プロジェクトをエクスポートできます。

手順

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選択します。必要に応じて(上級ユーザ
ーのみ)、[Filter Types...] (フィルタータイプ...)リンクを使用して、プロジェクトの一部のみを
選択できます。

3. [To archive file] (ファイルのアーカイブ先)フィールドに、選択したプロジェクトのエクスポー
ト先であるアーカイブ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] (完了)をクリックして、変更を確定します。

タスクの結果

エクスポートファイルが含まれたアーカイブファイルが、定義した場所に作成されます。

ビジネスモデル図を使った作業
ビジネスモデル図とは

データ統合プロジェクトの関係者は、Talendのビジネスモデル図を使って、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。ビジネスモデル図は、IT運用担当者が表
現された業務ニーズを理解し、技術的プロセスに変換するのに役立ちます。ビジネスモデル図に
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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。

ビジネスモデル図の設計は、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
図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
ル図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。

ビジネスモデル図とは、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図には、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、全てのアイテムはリポジトリー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。

IntegrationTalend Studioパースペクティブ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。
• リポジトリー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図プロパティを定義する。

ビジネスモデル図の作成

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービュー(Integrationパースペクティブ)で、[Business Models]
(ビジネスモデル図)ノードを右クリックし、[Create Business Model] (ビジネスモデル図の作
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図を手順に従って作成できます。
2. 次のテーブルに基づいて、ビジネスモデル図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図の名前。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) ビジネスモデル図の目的やその使用に関する便利な情報。
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フィールド 説明

[Description] (説
明)

ビジネスモデル図の説明。

[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)

デフォルトで現在のビジネスモデル図のロックを保持しているユーザーがログインしている
ことを示す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図を作成する時は空
で、既存のビジネスモデル図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。

Status (ステータ
ス)

作成しているビジネスモデル図のステータスから選択するリスト。

[Path] (パス) ビジネスモデル図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、全て開くことができます。

[Modeler] (モデラー)は次のパネルで構成されています。

• Integrationパースペクティブのデザインワークスペース
• ビジネスモデル図作成に固有のシェイプや線の[Palette] (パレット)
• モデルの全て、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

図)パネル
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ビジネスモデル図のモデリング

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] (ビジネスモデル図)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。

[Palette] (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。

この[Palette] (パレット)には、ビジネスモデル図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。オブジェクトには、付与する説明、定義、割当に基づいてビジネスモデル図の中で特定
のロールがあります。

オブジェクトは全て[Palette] (パレット)で[shapes] (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。

[Palette] (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
必要があります。

[Shapes] (シェイプ)

ビジネスモデル図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。[Palette] (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。
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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ー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、[Palette] (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。

注 :  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。

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、青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
シェイプのロール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性をすばやく定義できます。

関連項目: シェイプの接続（19ページ）

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。

18
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コールアウト 詳細

[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] (歯車) 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。

シェイプの接続

このタスクについて

ビジネスモデル図を設計する際、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、該当する[Relationship] (関係)ツールを[Palette] (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。

もう1つは、数回クリックして関係とエレメントの両方を実装し、両者を関連付ける方法です。

手順

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エレメントを選択します。
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タスクの結果

モデルの既存のエレメントに接続を作成できます。ポップアップメニューで[Existing Element] (既
存のエレメント)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エレメントを選
択します。

選択されたシェイプで接続が自動的に作成されます。
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この接続の性質は[Repository] (リポジトリー)エレメント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
図（23ページ）を参照して下さい。

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。

注 :  また、後でエレメント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（21ページ）

モデルにコメントして調整する

[Palette] (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。

注記やフリーテキストの追加

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[Palette] (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、[Add Note] (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
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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。

モデルビューの調整

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] (全て調
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] (全て) - モデルの全てのシェイプおよびコネクタ
• [All shapes] (全てのシェイプ) - デザインワークスペースで使用されている全てのシェイプ
• [All connectors] (全てのコネクタ) - シェイプの分岐を連結させる全てのコネクタ

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。
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ビジネスモデル図

[Business Models] (ビジネスモデル図)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。
シェイプを全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] (ビジネスモデル図)タブに
はモデルの一般情報が表示されます。

[Business Models] (ビジネスモデル図)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]
(割当)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の表示（503ページ）を参照して下
さい。

[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、ビジネスモデル図をカスタマイズしたり読みやすくしたりできます。

[Business Model] (ビジネスモデル図)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。

[Rulers and Grid] (ルーラーとグリッド)タブ

手順

1.
[Rulers & Grid] (ルーラーとグリッド)タブを表示するには、[Palette] (パレット)の 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。

2. [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。

3. [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。

4. [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。
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5. [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。

6. [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、
ビジネスモデル図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。

Assignment (割当)タブ

[Assignment] (割当)タブでは、シェイプや接続に割り当てる[Repository] (リポジトリー)属性の詳細
が表形式で示されます。

表に割当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]
(ビジネスモデル図)ビューで[Assignment] (割当)タブをクリックします。
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割当リストは、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
リー)ツリービューからのデータを更新すると、割当情報も自動的に更新されます。

エレメントをビジネスモデル図に割り当てる方法についての詳細は、リポジトリーエレメントを
ビジネスモデル図に割り当てる（25ページ）を参照して下さい。

リポジトリーエレメントをビジネスモデル図に割り当てる

[Business Models] (ビジネスモデル図)ビューの[Assignment] (割当)タブに、[Repository] (リポジト
リー)ツリービューからのエレメントでビジネスモデル図のシェイプに割り当てられたものがリス
トされます。
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ビジネスモデル図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(たとえば、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] (リポジトリー)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] (割当)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。

エレメント 詳細

ジョブデザイン 同じリポジトリー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図でメタデータとして再使用できます。

メタデータ リポジトリーに保管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。

ビジネスモデル図 同じプロジェクトのリポジトリーに保管されている他の全てのビジネスモデル図もアク
ティブなモデルで使用できます。

ドキュメンテーション ドキュメンテーションは、そのタイプや形式を問わず割り当てられます。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が
該当します。

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
ル図に割り当てて、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)フォルダーに保管されます。

[Repository] (リポジトリー)エレメントの詳細は、ジョブデザインとは?（29ページ）を参照し
て下さい。
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データサービス

データサービス: コンセプトと基本方針
Talend Data Integration論理機能アーキテクチャ

Talend Studio論理機能アーキテクチャとは、Talend Studio関数、インタラクションおよび対応す
るITニーズを識別するアーキテクチャモデルのことをいいます。アーキテクチャ全体は、特定の
機能を機能ブロックに分離することで説明されています。

次の図では、データ統合タスクを処理するために使用する主なアーキテクチャ機能ブロックを説
明しています。

注 :

利用できる構築ブロックはライセンスに応じて異なります。

以下の機能ブロックが定義されています:

• [Clients] (クライアント)のブロックは、同一または異なるマシン上に存在しうる1つ以上
のTalend StudioおよびWebブラウザです。

Studioから、データ量およびプロセスの複雑さのレベルとは無関係に、データ統合プロセスを
実行できます。Talend Studioでは、ユーザーは権限を持つすべてのプロジェクトで作業するこ
とができます。 。

WebブラウザーからセキュアなHTTPプロトコルを通じてリモートベースのTalend
Administration Centerに接続します。

• Talend Serversブロックには、以下に接続されているWEBベースのAdministration Center (アプ
リケーションサーバー)が含まれます。

• 2つの共有リポジトリー: 1つはSVNまたはGitサーバーベースで、もう1つはアーティファク
トリポジトリーベース。

• Talend実行サーバー。

全てのプロジェクトは、Talend Administration Centerで管理できます。管理メタデータ(たと
えば、ユーザーアカウント、アクセス権、プロジェクト承認)は管理データベースに保管され
ます。プロジェクトメタデータ(たとえば、ジョブ、ビジネスモデル図、ルーチン)はSVNまた
はGitサーバーに保管されます。

管理センターの詳細は、『Talend Administration Centerユーザーガイド』を参照して下さい。
• [Repositories] (リポジトリー)ブロックには、SVNまたはGitサーバーとアーティファクトリポジ

トリーが含まれます。SVNまたはGitサーバーは、さまざまなエンドユーザーの間で共有される
ジョブやビジネスモデル図などのあらゆるプロジェクトメタデータを一元管理するために使用
されます。また、開発のためにはTalend Studioから、パブリッシュ、デプロイ、監視するため
にはTalend Administration Centerからアクセスできます。

アーティファクトリポジトリーは、以下を保管するために使用されます:

• ダウンロード可能なソフトウェアアップデート。
• Talend Studioからパブリッシュされ、いつでもでデプロイおよび実行できるジョブ。
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• Execution Serversブロックには、情報システム内にデプロイされた1つ以上の実行サーバーが
含まれます。Talend Talendジョブは、スケジュールされた時間、日付、またはイベントで実
行されるAdministration Centerのジョブコンダクターを通じて、ジョブサーバーにデプロイさ
れます。

実行サーバーの詳細は、『Talend Administration Centerユーザーガイド』を参照して下さい。
• [Databases] (データベース)ブロックには、管理、監査、監視データベースが含まれます。管

理データベースは、ユーザーアカウント、アクセス権、プロジェクト承認、その他の管理に
使用します。監査データベースは、プロセス指向の意思決定をサポートするために、確かな
定量要因と定性要因を提供することを目的としています。このツールでは、Talend Studioで
作成されたプロジェクトのジョブが実行された場合に、ジョブのさまざまな点を評価できま
す。監視データベースには、Talend Activity Monitoring ConsoleデータベースとService Activity
Monitoringデータベースが含まれています。

Talend Activity Monitoring Consoleでは、技術的プロセスの実行を監視することができます。こ
のコンソールには詳細な監視機能が備わっており、収集したログ情報の統合、基本的なデータ
フローのインタラクションの把握、予期しないエラー発生の回避、システム管理に関する決定
のサポートなどが可能です。

Service Activity Monitoringでは、サービスの呼び出しを監視することができます。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、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。

Talend ESB論理機能アーキテクチャ

Talend Studio論理機能アーキテクチャとは、Talend Studio関数、インタラクションおよび対応す
るITニーズを識別するアーキテクチャモデルのことをいいます。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。

3つの異なるタイプの機能ブロックが定義されています。
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• [Client] (クライアント)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Talend Studioを含みます。詳細は、本ユーザーガ
イドのそれぞれの章を参照して下さい。

• Execution Servers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TalendTalend
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（170ページ）を参照し
て下さい。Talend Runtimeについての詳細は、『Talend ESBインフラストラクチャーサービ
ス設定ガイド』を参照して下さい。

すべてのインフラストラクチャーサービス、ESBプロバイダー、およびコンシューマーに対し
て、単一のTalend Runtimeを使用することができます。ただし、専用のコンテナにESBインフ
ラストラクチャーサービスを置き、続いて参加者(プロバイダーとコンシューマー)をさまざま
な異なるコンテナにデプロイすることが、典型的な設定です。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。

• [Monitoring Database] (監視データベース)ブロックは、サービスの呼び出しを監視するService
Activity Monitoringデータベースを表します。

エンドユーザーはサービスアクティビティモニタリング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。サービスアクティビティモニタリングの詳細は、『
Talend ESBインフラストラクチャーサービス設定ガイド』の該当する章を参照して下さい。

これらすべてのコンポーネントのインストールに関する詳細は、Talend Open Studio for ESBダウ
ンロードページhttp://www.talend.com/download/?utm_medium=help&utm_source=help_contentか
らダウンロードできるTalendインストレーション＆マイグレーションガイドを参照して下さい。

ジョブとルートのデザイン
ジョブデザインとは?

注 :

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、ビジネスモデル図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。
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• 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。

• 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。

• 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

してリポジトリーに追加する。

警告 :

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 1.8また
はOpenJDK 1.8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)。Oracle
JVMはhttp://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htmlからダウンロードで
きます。OpenJDKの詳細は、http://openjdk.java.net/を参照して下さい。

基本的なジョブの使い方

このセクションでは、単純なジョブの作成、コンポーネント追加、設定、および実行に役立つ継
続的なサンプルを提供します。このジョブはA_Basic_Jobと名付けられ、テキストファイルを読
み取り、その内容を[Run] (実行)コンソールに表示し、データを別のテキストファイルに書き込み
ます。

ジョブの作成

このタスクについて

Talend Studioでは、[Palette] (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を作成できま
す。

このセクションで説明した例のジョブを作成するには、以下のようにします:

手順

1. パースペクティブのIntegration[Repository] (リポジトリー)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するか、[Standard] (標準)フォルダーを右クリックし、コ
ンテキストメニューから[Create job] (ジョブの作成)を選択します。
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[New Job] (新しいジョブ)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。

2. 前のキャプチャーで示すようにジョブのプロパティを入力します。
フィールドは次のプロパティに対応します。

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。
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フィールド 説明

[Description] (説
明)

ジョブの処理内容や動作の仕組みのわかりやすい情報が含まれるジョブの説明。

[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フィールド。

[Locker] (ロック保
持者)

デフォルトで現在のジョブのロックを保持しているユーザーがログインしていることを示す
読み取り専用フィールド。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（196ページ）』を参照
して下さい。

[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。

3. 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。

タスクの結果

作成したジョブは、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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。

ジョブへのコンポーネントの追加

これでジョブが作成されたので、コンポーネントをデザインワークスペースに追加する必要があ
ります(この例では、tFileInputDelimited、tLogRow、およびtFileOutputDelimited)。
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コンポーネントをデザインワークスペースに追加するには、いくつかの方法があります。以下の
ような処理が可能です。

• [Palette] (パレット)の検索フィールドに検索キーワードを入力して[Palette] (パレット)上のコン
ポーネントを検索し、デザインワークスペース上にドロップする。

• 検索キーワードをデザインワークスペースに直接入力してコンポーネントを追加する。
• デザインワークスペース上に既に存在する入力コンポーネントからドラッグして出力コンポー

ネントを追加する。
• 一元管理されたメタデータアイテムを[Metadata] (メタデータ)ノードからデザインワークス

ペースにドラッグ＆ドロップし、[Components] (コンポーネント)ダイアログボックスから目的
のコンポーネントを選択する。

このセクションでは、最初の3つの方法を説明しています。コンポーネントを[Metadata] (メタデー
タ)ノードからドロップする方法の詳細は、データベースメタデータの一元管理（285ページ）を
参照して下さい。

パレットから最初のコンポーネントをドロップする

このタスクについて

この例の最初のコンポーネントは[Palette] (パレット)から追加します。このコンポーネントでは、
ジョブで実行される最初のタスクを定義します。この例では、最初にテキストファイルを読み取
りたいので、tFileInputDelimitedコンポーネントを使用します。

[Palette] (パレット)からコンポーネントをドロップするには、以下のようにします:

手順

1. [Palette] (パレット)の検索フィールドに検索キーワードを入力し、[Enter]を押して検索を確定
します。
キーワードには、コンポーネントの名前の一部またはフルネームを使用できます。あるい
は、名前が不明な場合は、tfileinputde、fileinput、または[read file row by

row] (ファイルを行ごとに読み取る)のように、その機能を説明する語句でも構いませ
ん。[Palette] (パレット)では、コンポーネントが存在するファミリーのみがフィルタリングさ
れます。Studioで[Palette] (パレット)ビューが見つからない場合は、パレットのレイアウトと
設定の変更（498ページ）を参照して下さい。

注 :

ファジー検索のキーワードに説明的な語句を使用する場合は、[Preferences] (環境設定)
> [Palette Settings] (パレット設定)ビューで、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェッ
クボックスを必ずオンにして下さい。詳細は、パレットの環境設定(Talend > Palette
Settings)（522ページ）を参照して下さい。
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2. 使用するコンポーネントを選択し、コンポーネントをドロップするデザインワークスペースを
クリックします。

タスクの結果

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。

新規に追加した各コンポーネントは、青いボックスに個別のサブジョブとして表示されます。

デザインワークスペースへの入力による2番目コンポーネントの追加

このタスクについて

ジョブの2番目のコンポーネントは、[Palette] (パレット)や[Metadata] (メタデータ)ノードからドロ
ップするのではなく、ワークスペースに直接その名前を入力して追加します。

前提条件: Studioの環境設定で[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オンになっていること。詳細は、『一元管理されたメタ
データをジョブ内で使用する（450ページ）』を参照して下さい。

ワークスペースにコンポーネントを直接追加するには、次の手順に従います。
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手順

1. デザインワークスペース上でコンポーネントを追加する場所をクリックし、キーワードを入力
します。キーワードには、コンポーネントのフルネームまたは名前の一部が使用できます。あ
るいは、名前が不明な場合は機能を説明する語句でもかまいません。この例では、「tlog」
と入力し始めます。

注 :

ファジー検索のキーワードに説明的な語句を使用する場合は、[Preferences] (環境設定)
> [Palette Settings] (パレット設定)ビューで、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェッ
クボックスを必ずオンにして下さい。詳細は、パレットの環境設定(Talend > Palette
Settings)（522ページ）を参照して下さい。

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(この例で
は、tLogRow)。

出力コンポーネントを入力コンポーネントからドラッグして追加

このタスクについて

ここで3番目のコンポーネント、tFileOutputDelimitedを追加します。ソースファイルから読み取っ
たデータを別のテキストファイルに書き込むコンポーネントです。tLogRowコンポーネントから
ドラッグすることでコンポーネントを追加します。このコンポーネントは、追加する新しいコン
ポーネントに対する入力コンポーネントとして機能します。

手順

1. tLogRowコンポーネントをクリックして、連結されたoアイコンを表示します。
2. 新しいコンポーネントを追加する場所にoアイコンをドラッグ＆ドロップします。

テキストフィールドとコンポーネントリストが表示されます。コンポーネントリストには、入
力コンポーネントに接続できる全てのコンポーネントが表示されます。
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3. 検索を絞り込むには、追加するコンポーネントの名前または名前の一部をテキストフィール
ドに入力します。あるいは、名前が不明の場合はコンポーネントの機能を説明する語句を入
力します。次に、コンポーネントリストに記載されている目的のコンポーネント(この例で
はtFileOutputDelimited)をダブルクリックして、デザインワークスペースに追加します。新し
いコンポーネントは、以下を使用して入力コンポーネントtLogRowに自動的に接続されます:
[Row] (行) [Main] (メイン)接続。

注 :

ファジー検索のキーワードに説明的な語句を使用する場合は、[Preferences] (環境設定)
> [Palette Settings] (パレット設定)ビューで、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェッ
クボックスを必ずオンにして下さい。詳細は、パレットの環境設定(Talend > Palette
Settings)（522ページ）を参照して下さい。
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コンポーネントどうしの接続

コンポーネントがワークスペースに追加されており、ここで相互に接続する必要があります。相
互に接続されたコンポーネントは、サブジョブを形成します。ジョブは、さまざまな処理を実行
する1つ以上のサブジョブで構成されます。

この例では、コンポーネントtLogRowとtFileOutputDelimitedは既に接続されているので、後はコ
ンポーネントtFileInputDelimitedをコンポーネントtLogRowに接続するだけです。

コンポーネントを相互に接続するには、次のいずれかの方法を使用します。

[Row] (行)リンクの途中にコンポーネントをドロップすることもできます。詳細は、『接続され
た2つのコンポーネントの間にコンポーネントを追加する（51ページ）』を参照して下さい。

さまざまなタイプの接続の使用については、『ジョブにおける接続の使い方（79ページ）』を
参照して下さい。

右クリックしてもう一度クリック

手順

1. ソースコンポーネントを右クリックします(この例では、tFileInputDelimited)。
2. 開いたコンテキストメニューで、コンポーネントのリンクに使用する接続のタイプを選択しま

す(この例では、[Row] (行) [Main] (メイン))。
3. リンクを作成するターゲットコンポーネントをクリックします(この例では、tLogRow)。

ターゲットコンポーネントがリンクと互換性がない場合、黒色の十字円が表示されます。

相互にリンクするコンポーネントの特質およびロールに応じて、複数のタイプのリンクを使用
できます。認証された接続のみがコンテキストメニューにリストされます。

ドラッグ＆ドロップ

手順

1. 入力コンポーネントをクリックします(この例では、tFileInputDelimited)。
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2. Oアイコンが表示されたら、クリックしてカーソルをデスティネーションコンポーネント(この
例ではtLogRow)にドラッグします。
2つのコンポーネントの間に[Row] (行) > [Main] (メイン)接続が自動的に作成されます。

このメソッドではオペレーション手順が少なくて済みますが、接続先のコンポーネントの特
質およびロールにより、使用できるタイプが以下の[Row] (行)接続に限られます: [Main] (メイ
ン)、[Lookup] (ルックアップ)、[Output] (出力)、[Filter] (フィルター)、[Reject] (リジェクト)。

コンポーネントを設定する

コンポーネントがリンクされたため、プロパティが定義されているはずです。

コンポーネントプロパティの詳細は、コンポーネントプロパティの定義（55ページ）を参照し
て下さい。

tFileInputDelimitedコンポーネントの設定

手順

1. tFileInputDelimitedコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを
開きます。

2. [File Name/Stream] (ファイル名/ストリーム)フィールドのとなりの[...]ボタンをクリックしま
す。

3. 入力ファイル(この例では、customers.txt)をシステムで参照するか、そのパスを入力しま
す。
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4. [Header] (ヘッダー)フィールドに、「1」と入力します。
5. [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。
6. 開いたスキーマエディターで、[+]ボタンを3回クリックして3つのカラムを追加します。
7. 3つのカラムにそれぞれid、CustomerName、CustomerAddressと名前を付け、[OK]をク

リックしてエディターを閉じます。

8. 開いたポップアップで、[OK]をクリックして変更の伝播を承認します。
これにより、作成したスキーマを次のコンポーネント(この例では、tLogRow)にコピーするこ
とができます。

tLogRowコンポーネントの設定

手順

1. [tLogRow]コンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きま
す。

2. [Mode] (モード)エリアで、[Table (print values in cells of a table)] (テーブル: テーブルのセルに
値を印刷)を選択します。
そうすることで、customers.txtファイルの内容がテーブルに出力されるため、読みやすく
なります。
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tFileOutputDelimitedコンポーネントの設定

手順

1. tFileOutputDelimitedコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビュー
を開きます。

2. [File Name] (ファイル名)フィールドのとなりの[...]ボタンをクリックします。
3. 出力ファイル(この例では、customers.csv)をシステムで参照するか、そのパスを入力しま

す。
4. [Include Header] (ヘッダーを含める)チェックボックスをオンにします。
5. 必要に応じて、[Sync columns] (カラムの同期)ボタンをクリックして、入力コンポーネントか

らスキーマを取得します。

ジョブの実行

このタスクについて

これでコンポーネントが設定されたため、ジョブを実行できます。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. [Ctrl+S]を押してジョブを保存します。
2. [Run] (実行)タブに移動し、[Run] (実行)をクリックしてジョブを実行します。

40



データサービス

タスクの結果

ファイルが行ごとに読み込まれ、抽出されたフィールドが[Run] (実行)コンソールに表示され、指
定した出力ファイルに書き込まれます。

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では、以下のようにルートをデザインできます:

• 標準的なエンタープライズ統合パターンに基づき、機能別コンポーネントのライブラリーを使
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、
リポジトリーに作成または追加することができます。

警告 :

Talend Studioでデザインしたルートを実行できるようにするには、Oracle JVM 1.8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/techne
twork/java/javase/downloads/index.htmlからダウンロードできます。
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基本的なルートの使い方

このセクションでは、単純なルートの作成、コンポーネント追加、設定、および実行に役立つ継
続的なサンプルを提供します。

このルートはA_Basic_Routeという名前が付き、メッセージ交換を開始し、メッセージの本文を
設定し、実行コンソールでログメッセージを印刷します。

ルートを作成する

このタスクについて

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メディエーショ
ン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。

作成されたルートは、すべて一元的なリポジトリーに保存されます。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。

このセクションで説明した例のルートを作成するには、以下のようにします:

手順

1. パースペクティブの Integration  [Repository] (リポジトリー)ツリービューで [Routes] (ルー
ト)ノードを右クリックし、コンテキストメニューで[Create Route] (ルートの作成)をクリック
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。
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2. 前のキャプチャーで示すようにルートのプロパティを入力します。
フィールドは次のプロパティに対応します。

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)

ルートの処理内容や動作の仕組みのわかりやすい情報が含まれるルートの説明。

[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（196ページ）』を参照
して下さい。

[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。

3. 空のデザインワークスペースが開き、ルートの名前がタブラベルとして表示されます。
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タスクの結果

作成したルートは、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Routes] (ルート)ノードの下にリス
ト表示されます。

[Repository] (リポジトリー)ツリービューでルートラベルをダブルクリックするだけで、作成し
た1つ以上のルートを開くことができます。

ルートへのコンポーネントの追加

これでルートが作成されたので、コンポーネントをデザインワークスペースに追加する必要があ
ります(この例では、cTimer、cSetBody、およびcLog)。

コンポーネントをデザインワークスペースに追加するには、いくつかの方法があります。以下の
ような処理が可能です。

• [Palette] (パレット)の検索フィールドに検索キーワードを入力して[Palette] (パレット)上のコン
ポーネントを検索し、デザインワークスペース上にドロップする。キーワードには、コンポー
ネントの名前の一部またはフルネームが使用できます。あるいは、名前が不明な場合は、その
機能を説明する語句でもかまいません。

• コンポーネントの名前の一部またはフルネームをデザインワークスペースに直接入力すること
で、コンポーネントを追加する。

• デザインワークスペース上に既に存在する入力コンポーネントからドラッグして出力コンポー
ネントを追加する。

パレットから最初のルートコンポーネントを追加する

このタスクについて

メッセージ交換をトリガーするために、この例の最初のコンポーネント(cTimer)が[Palette] (パレッ
ト)から追加されます。

[Palette] (パレット)からコンポーネントをドロップするには、以下のようにします:
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手順

1. [Palette] (パレット)の検索フィールドに検索キーワードを入力し、[Enter]を押して検索を確定
します。
キーワードには、コンポーネントの名前の一部またはフルネームが使用できます。あるいは、
名前が不明な場合は、timer、またはgenerate message exchange (メッセージ交換の
生成)のように、その機能を説明する語句でもかまいません。[Palette] (パレット)では、コン
ポーネントが存在するファミリーのみがフィルタリングされます。Studioで[Palette] (パレッ
ト)ビューが見つからない場合は、パレットのレイアウトと設定の変更（498ページ）を参照
して下さい。

注 :

ファジー検索のキーワードに説明的な語句を使用する場合は、[Preferences] (環境設定)
> [Palette Settings] (パレット設定)ビューで、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェッ
クボックスを必ずオンにして下さい。詳細は、パレットの環境設定(Talend > Palette
Settings)（522ページ）を参照して下さい。

2. 使用するコンポーネントを選択し、コンポーネントをドロップするデザインワークスペースを
クリックします。

タスクの結果

注記も、コンポーネントと同じ要領でルートにドロップできます。

45



データサービス

デザインワークスペースに入力して2番目のルートコンポーネントを追加する

このタスクについて

ルートの2番目のコンポーネントは、[Palette] (パレット)からドロップするのではなく、ワークス
ペースに直接その名前を入力して追加します。

前提条件: Studioの環境設定で[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オンになっていること。詳細は、『一元管理されたメタ
データをジョブ内で使用する（450ページ）』を参照して下さい。

ワークスペースにコンポーネントを直接追加するには、次の手順に従います。

手順

1. デザインワークスペース上でコンポーネントを追加する場所をクリックし、キーワードを入力
します。キーワードには、コンポーネントのフルネームまたは名前の一部が使用できます。あ
るいは、名前が不明な場合は機能を説明する語句でもかまいません。この例では、「cset」
と入力し始めます。

注 :

ファジー検索のキーワードに説明的な語句を使用する場合は、[Preferences] (環境設定)
> [Palette Settings] (パレット設定)ビューで、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェッ
クボックスを必ずオンにして下さい。詳細は、パレットの環境設定(Talend > Palette
Settings)（522ページ）を参照して下さい。

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。
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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(この例で
は、cSetBody)。

入力ルートコンポーネントからドラッグして出力コンポーネントを追加する

このタスクについて

ここで、メッセージ交換のログを記録するために3番目のコンポーネント、cLogを追加しま
す。cSetBodyコンポーネントからドラッグすることでコンポーネントを追加します。このコン
ポーネントは、追加する新しいコンポーネントに対する入力コンポーネントとして機能します。

手順

1. cSetBodyコンポーネントをクリックして、連結されたoアイコンを表示します。
2. 新しいコンポーネントを追加する場所にoアイコンをドラッグ＆ドロップします。

テキストフィールドとコンポーネントリストが表示されます。コンポーネントリストには、入
力コンポーネントに接続できる全てのコンポーネントが表示されます。

3. 検索を絞り込むには、追加するコンポーネントの名前または名前の一部をテキストフィール
ドに入力します。あるいは、名前が不明の場合はコンポーネントの機能を説明する語句を入
力します。次に、コンポーネントリストに記載されている目的のコンポーネント(この例で
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はcLog)をダブルクリックして、デザインワークスペースに追加します。新しいコンポーネン
トは、[Row] (行)> [Route] (ルート)接続を使用して入力コンポーネントcSetBodyに自動的に接続
されます。

注 :

ファジー検索のキーワードに説明的な語句を使用する場合は、[Preferences] (環境設定)
> [Palette Settings] (パレット設定)ビューで、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェッ
クボックスを必ずオンにして下さい。詳細は、パレットの環境設定(Talend > Palette
Settings)（522ページ）を参照して下さい。

ルートコンポーネント間を接続する

コンポーネントがワークスペースに追加されており、ここで相互に接続する必要があります。

この例では、コンポーネントcSetBodyとcLogは既に接続されているので、後はコンポーネン
トcTimerをコンポーネントcSetBodyに接続するだけです。

コンポーネントを相互に接続するには、次のいずれかの方法を使用します。

[Row] (行)リンクの途中にコンポーネントをドロップすることもできます。詳細は、『接続され
た2つのコンポーネントの間にコンポーネントを追加する（51ページ）』を参照して下さい。

さまざまなタイプの接続の使用については、『ルートにおける接続の使い方（87ページ）』を
参照して下さい。

右クリックとクリックでリンクをルーティングする

手順

1. ソースコンポーネントを右クリックします(この例では、cTimer)。
2. 開いたコンテキストメニューで、コンポーネントのリンクに使用する接続のタイプを選択しま

す(この例では、[Row] (行) > [Route] (ルート))。
3. リンクを作成するターゲットコンポーネントをクリックします(この例では、cSetBody)。

ターゲットコンポーネントがリンクと互換性がない場合、黒色の十字円が表示されます。
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相互にリンクするコンポーネントの特質およびロールに応じて、複数のタイプのリンクを使用
できます。認証された接続のみがコンテキストメニューにリストされます。

ドラッグ＆ドロップ してルートリンクを作成する

手順

1. 入力コンポーネントをクリックします(この例では、cTimer)。
2. Oアイコンが表示されたら、クリックしてカーソルをデスティネーションコンポーネント(この

例ではcSetBody)にドラッグします。
2つのコンポーネントの間に[Row] (行)> [Route] (ルート)接続が自動的に作成されます。

このメソッドではオペレーション手順が少なくて済みますが、使用できる接続が[Row] (行)>
[Route] (ルート)に限られます。

コンポーネントを設定する

このタスクについて

コンポーネントがリンクされたため、プロパティが定義されているはずです。

コンポーネントプロパティの詳細は、コンポーネントプロパティの定義（55ページ）を参照し
て下さい。

cTimerにはStarter、cSetBodyにはSet_message_body、cLogにはLogMessagesのように、
ロールを推測できるラベルをコンポーネントに付けます。

注 :

それぞれのコンポーネントには、ルート内でのそのロール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が推奨されています。これは、cSOAPなど、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 Help Centerの『Talend ESB Mediation
Components』のドキュメンテーションを参照して下さい。

手順

1. cTimerコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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2. [Repeat] (繰り返し回数)フィールドに、1と入力し、メッセージ交換を1回生成します。その他
のオプションはデフォルト設定のままにしておきます。

3. cSetBodyコンポーネントをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます
。

4. [Language] (言語)リストで[Constant] (定数)を選択し、メッセージ本文として"Hello

World!"と[Expression] (表現)フィールドに入力します。

5. メッセージ交換をログするcLogコンポーネントはデフォルト設定のままにしておきます。

ルートの実行

このタスクについて

これでコンポーネントが設定されたため、ルートを実行できます。

これを行うには、次の手順に従います。
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手順

1. Ctrl+Sを押し、ルートを保存します。
2. [Run] (実行)タブに移動し、[Run] (実行)をクリックしてルートを実行します。

タスクの結果

メッセージ交換のログがコンソールに出力されます。

コンポーネントの操作

以下のセクションでは、ジョブおよびルートにおけるコンポーネントの処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。

• 接続された2つのコンポーネントの間にコンポーネントを追加する（51ページ）
• コンポーネントプロパティの定義（55ページ）
• 特定のコンポーネントを含むジョブを検索する（65ページ）
• ジョブにおけるコンポーネントのスキーマにデフォルト値を設定する（67ページ）
• ルート内でCamelコンポーネントを使用する（69ページ）

接続された2つのコンポーネントの間にコンポーネントを追加する

ジョブまたはルートのデザイン中に、[Row] (行)または[Route] (ルート)接続でリンクされた2つの
コンポーネントの間にコンポーネントを挿入することができます。ただし、新しいコンポーネン
トは2つのコンポーネントの間の中間コンポーネントとして機能します。

下の例は、[Row] (行) > [Main] (メイン)接続でリンクされたtFileInputDelmitedとLogRowの間
にtMapを挿入する異なる複数のオプションを示すものです。ジョブ内のコンポーネントを接続す
る方法については、コンポーネントどうしの接続（37ページ）を参照して下さい。さまざまな
タイプの接続の詳細は、接続タイプ（79ページ）を参照して下さい。
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コンポーネントをパレットから接続にドロップする

手順

1. [Palette] (パレット)からtMapを見つけて選択します。
2. コンポーネントを[Row] (行)接続にドラッグ＆ドロップします。

新しく追加されたコンポーネントからの出力接続に名前を付けるよう求めるメッセージが表示
されたら(tMapの場合などがそうです)、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。

注 :

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。

接続の途中にコンポーネントが挿入され、接続は2つに分割されます。

接続への入力によるコンポーネントの追加

手順

1. 2つの既存のコンポーネントをリンクしている接続をクリックして選択します。
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2. 追加する新しいコンポーネントの名前(この例ではtMap)を入力し、候補リストのコンポーネン
トをダブルクリックし、接続に追加します。

3. 新しく追加されたコンポーネントからの出力接続に名前を付けるよう求めるメッセージが表示
されたら(tMapの場合などがそうです)、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。

注 :

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。

接続の途中にコンポーネントが挿入され、接続は2つに分割されます。
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デザインワークスペースへのコンポーネントの追加と既存の接続の移動

手順

1. 新しいコンポーネント(この例ではtMap)をデザインワークスペースに追加するには、[Palette]
(パレット)からドロップするか、またはデザインワークスペースをクリックしてコンポーネン
ト名を入力します。

2. 接続を選択してマウスポインターを接続の端方向に移動すると、マウスポインターが+記号に
変わります。

3. 接続をtLogRowコンポーネントからtMapコンポーネントにドラッグ＆ドロップします。
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4. [Row] (行)> [Main] (メイン)接続を使って、tMapコンポーネントをtLogRowに接続します。

コンポーネントプロパティの定義

ジョブまたはルート内の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。

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。

基本設定タブ

このタスクについて

[Basic Settings] (基本設定)タブは[Component] (コンポーネント)ビューの一部
で、のIntegrationTalend Studioパースペクティブにある設計エディター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、ジョブまたはルートの機能要件に基づいて基本的な値で設定されて
います。

注 :

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コードを使用して下さい。

ジョブ内の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
ポジトリー)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ディレクトリー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] (リポジトリー)を選択すると、[Metadata
Manager] (メタデータマネージャー)に保管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] (リポジトリー)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: データベースメタデータの一元管理（285ページ）

また、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)に保存することもできます。これを行
うには、次の手順に従います。

手順

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. ウィザードの手順に従います。メタデータアイテムの作成の詳細は、データベースメタデータ
の一元管理（285ページ）を参照して下さい。

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

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
タの説明の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、または作成したメタデータファイルの[Repository]
(リポジトリー)にリモートで保管されています。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。

ジョブ内に組み込みスキーマを設定する

[Built-in] (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。

手順

1. [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)を選択します。

2. [Edit Schema] (スキーマの編集)ボタンをクリックしてカラムを追加し、入力ファイルの定義に
従ってそのコンテンツを説明して、組み込みスキーマを作成します。

[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。

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。
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警告 :

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。

ジョブ内にリポジトリースキーマを設定する

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 パースペクティブの[Repository] (リポジトリー)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。

手順

1. 現在のジョブにメタデータファイルを呼び戻すには、次の手順に従います。

• [Schema] (スキーマ)リストで[Repository] (リポジトリー)を選択し、関連するメタデータ
ファイルを選択します。

• または、[Repository] (リポジトリー)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。

2. [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。
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ジョブで使用されるリポジトリースキーマは、[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ります。

リポジトリースキーマは部分的に使用することもできます。詳細は、『ジョブ内でリポジト
リースキーマを部分的に使用する（59ページ）』を参照して下さい。

注 :

このウィンドウでは、リポジトリーに保管されているスキーマを変更することはできませ
ん。リモートに保管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:データベースメタデータの一元管理（285ページ）

ジョブ内でリポジトリースキーマを部分的に使用する
リポジトリースキーマの使用時に、事前定義されたカラム全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ー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プロシージャが若干異なります。

手順

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] (リポジトリー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。

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
が全て表示されます。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。
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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、クエリの推測を実行するよう求め
られます。

注 :

クエリの推測オペレーションが必要なのはデータベースメタデータに限られます。

5. [OK]をクリックし、メッセージボックスを閉じます。[Propagate] (プロパゲート)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。
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6. [Basic settings] (基本設定)タブで、[Guess Query] (クエリの推測)をクリックします。[Query] (ク
エリ)エリアに、選択したカラム名が予想通り表示されます。

タスクの結果

リポジトリースキーマを設定する方法の詳細は、ジョブ内にリポジトリースキーマを設定す
る（58ページ）を参照して下さい。

フィールドのダイナミックな設定(Ctrl+スペースバー)

このタスクについて

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。

手順

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、処理された行数、その他、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の使用（90ページ）

詳細設定タブ

一部のコンポーネント、特にジョブ内の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。

データフローの測定

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
す。統計とログのフィーチャーの詳細は、統計およびログの自動化（119ページ）を参照して下
さい。
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ジョブ内のコンポーネントタブの動的設定

このタスクについて

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。

この機能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。

この機能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に従
います。

手順

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: 印刷操作
5. 次に、その横の[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。

注 :  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。
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タスクの結果
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)タブに黄色で強調表示されます。

注 :  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、[Contexts] (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でコン
テキスト変数を定義する（91ページ）を参照してください。

動的パラメーターの定義方法を示すユースケースは、Reading data from databases through
context-based dynamic connectionsおよびReading data from different MySQL databases using
dynamically loaded connection parametersをTalend Help Center (https://help.talend.com)で参照して
下さい。

[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。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。フィールドツールヒント
には通常、フィールド値が保管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] (デザイナー)をクリックします。
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[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。

[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。

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。

特定のコンポーネントを含むジョブを検索する

このタスクについて

注 :

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。

[Palette] (パレット)から、選択したコンポーネントを使用する全てのジョブを検索できます。以下
のようにします:
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手順

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全てのジョブがリ
ストされます。
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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。

ジョブにおけるコンポーネントのスキーマにデフォルト値を設定する

このタスクについて

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。

注 :

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
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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、次の手順に従います。

手順

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ーに保存されます。リポジトリー
でのメタデータの作成については、データベースメタデータの一元管理（285ページ）を参
照して下さい。

2. [Edit schema] (スキーマの編集)のとなりの[...]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。

3. companyカラムの[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。

68



データサービス

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。

ルート内でCamelコンポーネントを使用する

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全てのバージョンのCamelコンポーネントが
サポートされます。
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警告 :

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)（516ページ）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サンプルを示します。

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] (依存性)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]
 (依存性)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ユースケースは、https://help.talend.comで Talend Help Center
(https://help.talend.com)を参照して下さい。

tPrejobおよびtPostjobコンポーネントの使用

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。

注 :

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オレンジ色の四角は、異なるタイプのサブジョブであることを示してい
ます。
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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。
• 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ユースケースは、 Talend Help Center (https://
help.talend.com)を参照して下さい。

Talend Communityコンポーネントのダウンロード/アップロード

Talend Studioを使用すると、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一覧にアクセスできます。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。

警告 :  ここで -Dtalend.disable.internetパラメーターがStudioの.iniファイル内に存在
せず、falseに設定されていることを確認します。

のツールバーの[Exchange]Talend Studio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 Exchangeコミュニティユーザーと共有するために作成し、Talend にアップロードした

コンポーネント
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このセクションで説明したアプローチは、上記のコンポーネントのみに使用されます。

注 :

• 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)（519ページ）を参照して下さい。

• 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。

Talend Exchangeからのコミュニティコンポーネントのインストール

このタスクについて

現在のTalend Studioの[Palette] (パレット)にTalend Exchangeからコミュニティコンポーネントを
インストールするには、以下のようにします:

手順

1. のツールバーの[Exchange]Talend Studio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。

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。
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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
コンポーネントのレビューおよび評価（76ページ）を参照して下さい。
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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コミュニティコンポーネントの再インストールまたは更新

このタスクについて

[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。

注 :

デフォルトでは、Talend Exchangeに接続している間は、インストールされているコミュニティ
コンポーネントへの更新が利用可能になったときに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)（519ページ）を参照して下さい。

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、以下のようにします:

手順

1. [Exchange]タブビューで、[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能) をクリックし
て、 Talend Exchangeからダウンロード済みのコンポーネントの一覧を表示します。
[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。
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コミュニティコンポーネントのレビューおよび評価

このタスクについて

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、以下のようにします:

手順

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。

作成したコンポーネントのTalend Exchangeへのアップロード

このタスクについて

Talend Studioのジョブで使用する独自のコンポーネントを作成し、Talend Exchangeにアップ
ロードして、他のTalendコミュニティユーザーと共有できます。独自のコンポーネントを作成し
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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)（516ページ）を参照して下さい。

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、以下の手順で行います:

手順

1. [Exchange]タブビューから、[My Extensions] (自分の拡張機能)をクリックして、[My
Extensions] (自分の拡張機能)ビューを開きます。

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。
アップロードが成功すると、コンポーネントは[My Extensions] (自分の拡張機能)ビューに表示
され、Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントを更新、変更、削除することがで
きます。
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Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントの管理

[Exchange]タブビューでは、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、以下のようにします:

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] (オペレー
ション)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。

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、以下のようにします:

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] (オペレー
ション)カラムの アイコンをクリックして、コンポーネント情報の編集ページを開きます。
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2. Studioの互換性情報とコンポーネントの説明を入力し、[Modify Extension] (拡張機能の編集)ボ
タンをクリックして、コンポーネント情報をTalend Exchangeに更新します。

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。

ジョブにおける接続の使い方

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調整方法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。

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、選択したコンポーネントで利用
できる接続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。

[Row] (行)接続

[Row] (行)接続では実際のデータが処理されます。[Row] (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)、[Uniques/Duplicates] (ユニーク値/重複値)、[Combine] があります。
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[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。

注 :

[Row] (行)> [Main] (メイン)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[Row] (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[Row] (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。2番目の[Row]
(行)接続は[Lookup] (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。

または、コンポーネントをクリックしてハイライトし、それを右クリックするか、またはそのと
なりに表示されるOアイコンをクリックし、カーソルをデスティネーションコンポーネントにド
ラッグします。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[Row] (行)接続の使用については、[Multiple Input/Output] (複数入力/出力)（82ペー
ジ）を参照して下さい。

[Lookup] (ルックアップ)

この行接続より、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。
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[Lookup] (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)（82ページ）

[Filter] (フィルター)

この行接続により、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
接続では、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[Reject] (リジェクト)接続も提供されています。

[Rejects] (リジェクト)

この行接続により、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。この行接続で
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。この接続によって、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] (エラー発生時に強
制終了)オプションが無効になっている場合にこの接続が有効になります。

[ErrorReject] (エラーリジェクト)

この行接続は、tMapコンポーネントを出力コンポーネントに接続します。この接続は、tMap
editorの[Die on error] (エラー発生時に強制終了)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（246ページ）

[Output] (出力)

この行接続は、tMapコンポーネントを1つ以上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。
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注 :

システムには削除された出力接続の名前(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)（82ページ）

[Uniques/Duplicates] (ユニーク値/重複値)

これらの行接続によりtUniqRowが出力コンポーネントに接続されます。

[Uniques] (ユニーク値)接続により、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)接続により、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、[Map editor] (マップエディター)インタフェース（222ページ）を参
照して下さい。

[Combine]

このタイプの行接続では、CombinedSQLコンポーネント同士が接続されます。

次のCombinedSQLコンポーネントに接続する同コンポーネントを右クリックして、[Row] (行)>
[Combine]の順に選択します。

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)接続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)接続は主にサブジョブで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、反復接続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。[Iterate] (反復)接続の設定方法は、反復接続設定（85ページ）を参照して下さ
い。

注 :  他のタイプの接続とは異なり、[Iterate] (反復)接続の名前は読み取り専用となります。

警告 :  globalMapは安全でないスレッドです。globalMap.put("key","value")

とglobalMap.get("key")を使用して自身のグローバル変数を作成し、ジョブ内にその値を
取り込む場合(特に、並列実行オプションが有効化された状態で[Iterate] (反復)接続を行った後の
場合)は、注意が必要です。
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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。

使用中の接続によってジョブとサブジョブ間に依存性が作成され、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]、[On Subjob Error]、および[Run if]、
• コンポーネントトリガー: [On Component Ok]、[On Component Error]、および[Run if]

[OnSubjobOK] (従来の[Then Run]): この接続は、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、ジョブを設定するサブジョブをプロセス制御するために使用し、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]: この接続は、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。

[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。
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[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、プライマリ―ジョブでエラーが検出されるとすぐに、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] (条件付き実行)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。[Run if] (条件付き実行) の詳細は、『[Run if] 接続設定（86ページ）』を参照
して下さい。

トリガー条件の設定方法は、『トリガー接続設定（86ページ）』を参照して下さい。

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。接続によりテーブルスキーマ情報がEL
T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文で使用できるようになりま
す。

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。

警告 :

接続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下さい。

この接続名は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。

接続設定の定義

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。
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。

行接続の設定

このタスクについて

接続の[Component] (コンポーネント)ビューの縦に並んだタブの[Basic settings] (基本設定)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、ジョブ内に組み込みスキーマを設定す
る（57ページ）を参照して下さい。
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縦に並んだタブの[Advanced settings] (詳細設定)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、(サブスクリプショ
ンベースの製品で利用可能)などの監視ツールで解釈され、表示されます。

接続でデータを監視するには、縦に並んだタブの[Advanced settings] (詳細設定)で次のように設定
します。

手順

1. [Monitor this connection] (この接続を監視)チェックボックスを選択します。
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。

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（221ページ）を参照して下さい。
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トリガー接続設定
[Run if] 接続設定

このタスクについて

[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。

条件に変数が使用できます。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。詳細は、『ジョブまたはルートで変数を使用する （104ページ）』を参照
して下さい。

警告 :

条件の後ろにコメントを追加する場合は、単一行のコメントであっても必ず/*と*/で囲みます。

次の例では、入力ファイルに0行のデータが含まれている場合にメッセージがトリガーされます。

手順

1. ジョブを作成し、3つ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:
tFileInputDelimited、tLogRow、tMsgBox。

2. コンポーネントを次のように接続します。

• [tFileInputDelimited]コンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Row] (行)
> [Main] (メイン)を選択して、[tLogRow]コンポーネントをクリックします。

• [tFileInputDelimited]コンポーネントを右クリックし、コンテキストメニューから[Trigger]
(トリガー) > [Run if] を選択して、[tMsgBox]コンポーネントをクリックします。
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3. データ行が含まれていないファイルを読み取るように[tFileInputDelimited]コンポーネントを設
定します。

4. [tFileInputDelimited]コンポーネントと[tMsgBox]コンポーネントの間に[Run if] (条件付き実
行)接続を選択し、[Component] (コンポーネント)ビューをクリックします。[Basic settings] (基
本設定)タブの[Condition] (条件)フィールドで[Ctrl+スペース]を押して変数リストにアクセス
し、[tFileInputDelimited]コンポーネントのNB_LINE変数を選択します。条件を次のよう編集
します。

((Integer)globalMap.get("tFileInputDelimited_1_NB_LINE"))==0

5. [tMsgBox]コンポーネントの[Component] (コンポーネント) ビューに移動し、[Message] (メッ
セージ)フィールドにたとえば「No data is read from the file」(ファイルからデータが読み込ま
れていません)というメッセージを入力します。

6. 保存してジョブを実行します。tMsgBoxコンポーネントで定義したメッセージが表示されま
す。

ルートにおける接続の使い方

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。

ルート接続のタイプ

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
できる接続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。

ルートのための行接続

[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ーに渡してプロセッサー
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下さい。
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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。

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。

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つ以上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。詳細は
、をご覧いただくか、以下のセクションを参照して下さい。

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。

注 :

[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。

接続設定を定義する方法 (ルート)

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。
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。

88



データサービス

Catch接続設定

このタスクについて

[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。

手順

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。

タスクの結果

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、『[Row] (行)接続（79ページ）』を
参照して下さい。

When接続設定

このタスクについて

[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。

手順

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。
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タスクの結果

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（89ページ）を参照し、これらのリンクを使用するシナリオについては、
Talend Help Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

コンテキストおよび変数の使用

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。

警告 :  globalMapは安全でないスレッドです。globalMap.put("key","value")

とglobalMap.get("key")を使用して自身のグローバル変数を作成し、ジョブ内にその値を
取り込む場合(特に、並列実行オプションが有効化された状態で[Iterate] (反復)接続を行った後の
場合)は、注意が必要です。

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。ジョブまた
はルートの使用環境に応じて、コンテキストと呼ばれる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、ジョブまたはルート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。

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。

Talend Studioでは複数のコンテキストデータセットを作成することができます。さらに、ジョ
ブまたはルートの[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またはルートで再利用することもできます。

ジョブの場合、コンテキスト変数の値は、作成中に定義する方法と、ジョブの実行中
にtContextLoadコンポーネントを使用して明示的に、または暗黙的なコンテキストロード機能を使
用して暗黙的に、コンテキストパラメーターを動的にロードする方法とがあります。

このセクションでは、コンテキストと変数を作成し、コンテキストパラメーターの値を定義する
方法について説明します。tContextLoadコンポーネントを使用してコンテキストパラメーターを
動的に読み込むサンプルについては、Talend Help Center (https://help.talend.com)でReading data
from different MySQL databases using dynamically loaded connection parametersを参照して下さ
い。暗黙的コンテキスト読み込み機能を使用してコンテキストパラメーターを動的に読み込むサ
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ンプルについては、Talend Help Center (https://help.talend.com)で暗黙的なコンテキストのロード
フィーチャーの使用を参照して下さい。

ジョブまたはルートのコンテキスト変数を定義する

次の2つの方法で特定のジョブまたはルートのコンテキスト変数を定義することができます。

• ジョブまたはルートの[Contexts] (コンテキスト)ビューを使用する。コンテキストビューでコ
ンテキスト変数を定義する（91ページ）を参照して下さい。

• コンポーネントの[Component] (コンポーネント)ビューでF5キーを使用する。[Component] (コ
ンポーネント)ビューから変数を定義する（93ページ）を参照して下さい。

コンテキストビューでコンテキスト変数を定義する

[Contexts] (コンテキスト)ビューは、デザインワークスペースの下の設定タブに沿って配置されて
います。

[Contexts] (コンテキスト)タブビューには、現在のジョブまたはルートで定義されているすべての
変数と現在のジョブにインポートされたコンテキスト変数が表示されます。

このビューでは、次のように組み込み変数を管理できます。

• 組み込みコンテキストを作成し管理する。
• 組み込み変数を作成、編集、削除する。
• コンテキスト変数を再編成する。
• 組み込みのコンテキスト変数をリポジトリーに追加する
• リポジトリーコンテキストソースから変数をインポートして、現在のジョブで使用する。
• リポジトリーに保存されたコンテキスト変数を編集してリポジトリーへの変更を更新する。
• 現在のジョブまたはルートからインポートしたリポジトリー変数を削除する。

次の例では、ProdとTestという名前の2つのコンテキストを定義し、ジョブのこの2つのコンテ
キストの下にhost、port、database、username、password、table_nameという一連の変
数を定義する方法を説明します。

コンテキストの定義

手順

1. デザインワークスペースでジョブを開きます。
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2. [Window] (ウィンドウ) > [Show view] (ビューの表示) > Talend [Contexts] (コンテキスト)の順に
選択し、[Integration]パースペクティブで[Contexts] (コンテキスト)ビューを開きます。

3. デフォルトコンテキストを選択し、[Edit] (編集)をクリックして名前を変更します。この例で
はProdです。[OK]をクリックします。

変数の定義

手順

1. [Contexts] (コンテキスト)ビューの下部の[+]ボタンをクリックして、テーブルに行を追加しま
す。

2. [Name] (名前)フィールドをクリックして、作成する変数の名前を入力します。
この例では、最初の変数をhostとします。

3. 前述の手順を繰り返し、異なるコンテキストにすべての変数を定義します。

• port: [String] (文字列)タイプ
• database: [String] (文字列)タイプ
• username: [String] (文字列)タイプ
• password: [Password] (パスワード)タイプ
• table_name: [String] (文字列)タイプ

さまざまなコンテキストの下で作成された全ての変数とその値はテーブルに表示され、ジョブ
で使用できるようになります。必要に応じてこのビューで変数をさらに編集することができま
す。
また、リポジトリーに組み込みのコンテキスト変数を追加して、それをさまざまなジョブの間
で再利用できるようにすることも可能です。詳細は、『組み込みのコンテキスト変数をリポジ
トリーに追加する（100ページ）』を参照して下さい。

タスクの結果

関連項目:

• [Component] (コンポーネント)ビューから変数を定義する（93ページ）
• リポジトリー内でコンテキスト変数を一元管理する（94ページ）
• ジョブまたはルートで変数を使用する （104ページ）
• 選択したコンテキストでジョブまたはルートを実行する（105ページ）
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[Component] (コンポーネント)ビューから変数を定義する

このタスクについて

単一のコンテキスト変数を作成する一番簡単な方法は、[Component] (コンポーネント)ビューか
らF5キーを使用することです。次の例では、ジョブ内のコンポーネントにファイルパスを設定す
る間にコンテキスト変数を作成する方法を説明します。

手順

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[New Context Parameter] (新規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、必要に応じて[Comment] (コメント)フィールドに入力
し、[Type] (タイプ)を選択します。

4. 現在のジョブ実行でこの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(一般にテスト目的で使用)、実行時にプロンプトメッセージおよび編集可能な値フィールド
を表示するために[Prompt for value] (値のプロンプト)チェックボックスをオンにします。

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

数をリストしています。
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。
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タスクの結果

注 :

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下さい。

このようにして作成した変数は全て既存コンテキストに自動的に保管されますが、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、コンテキストの定
義（91ページ）を参照して下さい。

関連項目:

• コンテキストビューでコンテキスト変数を定義する（91ページ）
• リポジトリー内でコンテキスト変数を一元管理する（94ページ）
• ジョブまたはルートで変数を使用する （104ページ）
• 選択したコンテキストでジョブまたはルートを実行する（105ページ）

リポジトリー内でコンテキスト変数を一元管理する

リポジトリーに一元的に保存されるコンテキスト変数は、さまざまなジョブまたはルートで再利
用することができます。

コンテキスト変数はさまざまな方法でリポジトリーに保存できます。

• [Create / Edit a context group] (コンテキストグループの作成/編集)ウィザードを使用してコン
テキストグループを作成する。詳細は、コンテキストグループを作成し、その中でコンテキス
ト変数を定義する（94ページ）を参照して下さい。

• 組み込みのコンテキスト変数をリポジトリーの既存または新規のコンテキストグループに追加
する。詳細は、組み込みのコンテキスト変数をリポジトリーに追加する（100ページ）を参
照して下さい。

• メタデータからコンテキストを保存する。詳細は、メタデータからコンテキストを作成する
（101ページ）を参照して下さい。

コンテキストグループを作成し、その中でコンテキスト変数を定義する

次の例では、データベース処理ジョブでの再利用を目的に、[Create / Edit a context group] (コンテ
キストグループの作成/編集)ウィザードを使用してProdとTestという名前の2つのコンテキスト
変数を含むTalendDBという名前のコンテキストグループを作成し、リポジトリーでこの2つのコ
ンテキストの下にhost、port、database、username、password、table_nameという一連
の変数を定義する方法を説明します。

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] (リポジトリー) 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。ウィザードでさらにコンテキストグループ、
コンテキスト、コンテキスト変数を編集するには、[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[Edit context group] (コンテキストグループの編集)を選択しま
す。

関連項目:

• 組み込みのコンテキスト変数をリポジトリーに追加する（100ページ）
• メタデータからコンテキストを作成する （101ページ）
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• リポジトリーコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用する （102ページ）
• ジョブまたはルートのコンテキスト変数を定義する （91ページ）
• ジョブまたはルートで変数を使用する （104ページ）
• 選択したコンテキストでジョブまたはルートを実行する（105ページ）

コンテキストグループおよびコンテキストの作成

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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 context group] (コンテキストグループの作成)を選択し
ます。
表示される2ステップのウィザードで、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(
この例では、TalendDB)、必要に応じて説明などの一般情報を追加します。[Description] (説
明)フィールドに入力した情報は、リポジトリーのコンテキストグループにマウスのポイン
ターを移動すると、ツールヒントとして表示されます。

3. [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。
[Default] (デフォルト)という名前のコンテキストが作成されており、システムによりデ
フォルトとして設定されます。
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4. ウィザードの右上の[+]ボタンをクリックしてコンテキストを定義します。[Configure Context]
(コンテキストの設定)ダイアログボックスが表示されます。

5. コンテキストのDefaultを選択し、[Edit...] (編集...)ボタンをクリックして、開いた[Rename
Context] (コンテキストの名前の変更)ダイアログボックスにProdと入力すると、コンテキスト
のDefaultという名前がProdに変更されます。
[OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

6. [New...] (新規...)ボタンをクリックして、[New Context] (新規コンテキスト)ダイアログボックス
にTestと入力します。[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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7. デフォルトのコンテキストとして設定したいコンテキストの前にあるチェックボックスをオン
にします。ウィザードの[Default context environment] (デフォルトコンテキスト環境)リストか
らコンテキスト名を選択して、デフォルトのコンテキストを設定することもできます。
必要に応じて、コンテキストを選択し、[Up] (上へ)または[Down] (下へ)ボタンをクリックし
て、コンテキストを上下に移動することができます。
この例では、[Test]をデフォルトのコンテキストとして設定し、上に移動しています。

8. [OK]をクリックしてコンテキストの定義を確定し、[Configure Contexts] (コンテキストの設
定)ダイアログボックスを閉じます。
新しく作成したコンテキストは、ウィザードのコンテキスト変数テーブルに表示されます。
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コンテキスト変数の定義

手順

1. ウィザードの下部の[+]ボタンをクリックして、テーブルにパラメーター行を追加します。
2. [Name] (名前)フィールドをクリックして、作成する変数の名前を入力します(この例で

は、host)。
3. [Type] (タイプ)リストで、使用するコンポーネントフィールドに対応する変数のタイプを選択

します(この例では、変数hostに[String] (文字列)を選択しています)。
4. 必要に応じて[Comment] (コメント)フィールドをクリックし、変数を説明するコメントを入力

します。
5. [Value] (値)フィールドをクリックして、各コンテキストの下に変数の値を入力します。

[Value] (値)フィールドをクリックすると、変数ごとに多少表示が異なり、その動作も異なりま
す。

タイプ 値フィールド デフォルト値

[String] (文字列) (デフォルト
タイプ)

編集可能なテキストフィールド null

[Boolean] (ブール値) [true] (真)と[false] (偽)の2つのオプションを含むドロ
ップダウンリストボックス

[Character] (文字)、[Double]
(倍精度)、[Integer] (整
数)、[Long]、[Short]、[Object]
(オブジェクト)、[BigDecimal]
(第十進数)

編集可能なテキストフィールド
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タイプ 値フィールド デフォルト値

[Date] (日時) 編集可能なテキストフィールド。ボタンをクリック
すると[Select Date & Time] (日時の選択)ダイアログ
ボックスが開きます。

[File] (ファイル) 編集可能なテキストフィールド。ボタンをクリック
すると、ファイルを選択する[Open] (開く)ダイアロ
グボックスが開きます。

[Directory] (ディレクトリー) 編集可能なテキストフィールド。ボタンをクリック
すると、フォルダーを選択する[Browse for Folder]
(フォルダーの参照)ダイアログボックスが開きます
。

[List of Value] (値のリスト) 編集可能なテキストフィールド。ボタンをクリック
すると、リストを作成、設定する[Configure Values]
(値の設定)ダイアログボックスが開きます。

(空)

[Password] (パスワード) 編集可能なテキストフィールド。入力したテキスト
は暗号化されて表示されます。

警告 :

ジョブの実行中の潜在的なエラーを回避するため、文字列タイプの変数の値は二重引用符で
囲むことをお勧めします。

6. 必要に応じて、目的の変数のとなりのチェックボックスを選択し、対応する[Prompt] (プロン
プト)フィールドにプロンプトメッセージを入力します。これにより、変数値のプロンプトが
表示され、実行時にそれを編集できます。
関連するコンテキスト名のとなりの黒い三角形をクリックして、テーブルの[Prompt] (プロン
プト)カラムの表示/非表示を切り替えることができます。

7. 上記のステップを繰り返して、この例の全ての変数を定義します。

• port: [String] (文字列)タイプ
• database: [String] (文字列)タイプ
• username: [String] (文字列)タイプ
• password: [Password] (パスワード)タイプ
• table_name: [String] (文字列)タイプ
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さまざまなコンテキストの下で作成された全ての変数とその値はテーブルに表示され、ジョブ
で使用できるようになります。必要に応じて変数をさらに編集することができます。

組み込みのコンテキスト変数をリポジトリーに追加する

このタスクについて

ジョブまたはルートで定義された組み込みのコンテキスト変数を新しいコンテキストグループ、
または既存のコンテキストグループ(そのコンテキスト変数がグループ内に存在しない場合)に保存
することができます。

手順

1. ジョブまたはルートの[Context] (コンテキスト)タブビューで、リポジトリーに追加するコンテ
キスト変数を右クリックしてコンテキストメニューから[Add to repository context] (リポジト
リーコンテキストに追加)を選択し、[Repository Content] (リポジトリーのコンテンツ)ダイアロ
グボックスを開きます。

2. ダイアログボックスで、次のいずれかを行います。

• コンテキスト変数を新しいコンテキストグループに追加するには、[Create new context
group] (新しいコンテキストグループの作成)を選択し、[Group Name] (グループ名)フィー
ルドに新しいコンテキストグループの名前を入力して、[OK]をクリックします。

• コンテキスト変数を既存のコンテキストグループに追加するには、コンテキストグループ
を選択して[OK]をクリックします。
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警告 :

組み込みのコンテキスト変数を既存のコンテキストグループに追加する場合、その変数がコ
ンテキストグループに存在していないことを確認して下さい。

この例では、ジョブ内で定義されたコンテキスト変数passwordをDB_loginという名前の新
しいコンテキストグループに追加しています。

コンテキスト変数は、定義された組み込みのコンテキストとともに、目的のリポジトリーコン
テキストグループに追加され、[Contexts] (コンテキスト)タブビューでリポジトリーに保存さ
れたコンテキスト変数として表示されます。

タスクの結果

関連項目:

• コンテキストグループを作成し、その中でコンテキスト変数を定義する（94ページ）
• メタデータからコンテキストを作成する （101ページ）
• リポジトリーコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用する （102ページ）
• ジョブまたはルートのコンテキスト変数を定義する （91ページ）
• ジョブまたはルートで変数を使用する （104ページ）
• 選択したコンテキストでジョブまたはルートを実行する（105ページ）

メタデータからコンテキストを作成する

(ファイルまたはDBメタデータウィザードにより)メタデータ接続を作成または編集する場合、リポ
ジトリーの[Contexts] (コンテキスト)ノードの下にある新しく作成されたコンテキストグループの
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コンテキスト変数として接続パラメーターを保存することができます。そのためには、ウィザー
ドの手順2で接続の詳細を入力して、[Export as context] (コンテキストとしてエクスポート)ボタン
をクリックします。

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とコンテキストパ
ラメーターを再利用した接続の設定（440ページ）を参照して下さい。

リポジトリーコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用する

作成したコンテキストグループを[Repository] (リポジトリー)内に保管した後、次の2通りの方法で
ジョブに適用できます。

• 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。詳
細は、コンテキストグループをジョブまたはルートにドロップする （102ページ）を参照し
て下さい。

•
ボタンを使用します。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。詳細は、コンテキストボタンを使用してコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用す
る（103ページ）を参照して下さい。

コンテキストグループをジョブまたはルートにドロップする

このタスクについて

コンテキストグループをジョブまたはルートにドロップするには、次の手順に従います。

手順

1. コンテキストグループを追加するジョブまたはルートをダブルクリックします。
2. ジョブまたはルートを開いたら、選択したコンテキストグループをデザインワークスペース

に、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。

[Contexts] (コンテキスト)ビューには、グループのすべてのコンテキストと変数が表示されま
す。以下のような処理が可能です。
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• [Contexts] (コンテキスト)ビューの右上の[+]ボタンをクリックしてコンテキストを編集す
る。

• グループ名または変数を選択し、[X]ボタンをクリックして、グループ全体または任意の変
数を削除する。

• 任意のインポートしたコンテキスト変数を右クリックし、コンテキストメニューから[Add
to built-in] (組み込みに追加)を選択して、その変数を組み込みの変数として保存する。

• [Create / Edit a context group] (コンテキストグループの作成/編集)ウィザードで任意のコン
テキスト変数をダブルクリックしてコンテキストグループを開き、リポジトリーへの変更
を更新する。

コンテキストボタンを使用してコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用する

このタスクについて

コンテキストボタンを使用してコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用するには、次の手
順に従います。

手順

1. コンテキスト変数を追加するジョブまたはルートをダブルクリックします。
2. ワークスペースでジョブまたはルートを開いたら、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、 ボタンをクリックしてウィザードを開き、
適用するコンテキスト変数を選択します。

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。
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注 :  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またはルートに適用します。
[Contexts] (コンテキスト)ビューには、コンテキストグループと選択したコンテキスト変数が
表示されます。コンテキストを編集するには、[Contexts] (コンテキスト)ビューの右上の[+]ボ
タンをクリックします。グループ全体または任意の変数を削除するには、グループ名または変
数を選択して[X]ボタンをクリックします。ただし、このビューでリポジトリーに保存された
変数を編集することはできません。

ジョブまたはルートで変数を使用する

このタスクについて

既存のグローバル変数、ジョブまたはルートで定義されたコンテキスト変数、またはジョブに適
用されたリポジトリーに保存されたコンテキスト変数は、あらゆるコンポーネントプロパティ
フィールドで使用できます。

手順

1. 関連する[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マウ
スカーソルを合わせてCtrl+スペースを押すと、ジョブまたはルートで定義または適用されたす
べてのグローバル変数およびコンテキスト変数の一覧が表示されます。
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、このリストは長くなります。

2. 目的の変数をダブルクリックして、フィールドに入力します。

タスクの結果

関連項目:

• ジョブまたはルートのコンテキスト変数を定義する （91ページ）
• リポジトリー内でコンテキスト変数を一元管理する（94ページ）
• リポジトリーコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用する （102ページ）
• 選択したコンテキストでジョブまたはルートを実行する（105ページ）
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選択したコンテキストでジョブまたはルートを実行する

まず、ジョブまたはルートのデザインを実行するコンテキストを選択します。

手順

1. [Run] (実行)タブをクリックします。
2. [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、リポジトリーの[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:

• ジョブまたはルートのコンテキスト変数を定義する （91ページ）
• リポジトリー内でコンテキスト変数を一元管理する（94ページ）
• リポジトリーコンテキスト変数をジョブまたはルートに適用する （102ページ）
• ジョブまたはルートで変数を使用する （104ページ）

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詳細に設定す
るさまざまな状況について詳細に説明します。

SQLBuilderを使用してクエリを作成する

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、全てのDBInputおよびDBSQLRowコンポーネント(特定
またはジェネリック)で使用できます。
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データベーステーブルスキーマが[Repository] (リポジトリー)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ー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、適切なリポジトリー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。

• 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、リポジトリー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。
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データベース構造の比較

[Database Structure] (データベース構造)パネルには、[Repository] (リポジトリー)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全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。

注 :

組み込みスキーマの場合、あるいはリポジトリー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。

青の強調表示は、[Repository] (リポジトリー) > [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。

クエリの作成

このタスクについて

[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、次の手順に従います。
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手順

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。

注 :

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、全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。
これらのテーブル間に結合が既に存在する場合、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。
テーブル間の結合の作成も非常に簡単です。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するフィール
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ワーの部分にも表示さ
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。

注 :

[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。

クエリをリポジトリーに保存する

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ー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ー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。

109



データサービス

出力ストリーム機能の使用

[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)、この機能を使用し
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)機能は、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。

この機能を使用するには、この機能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選択します。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。

注 :  出力ストリーム機能を使用する前に、ストリームを開く必要があります。この前提条件の
図の詳細なサンプルと、[Use Output Stream] (出力ストリームの使用)機能については、Talend
Help Center (https://help.talend.com)で出力ストリームフィーチャーの使用を参照して下さい。

ジョブの処理: 各種サブジョブ

以下のセクションでは、データ統合ジョブ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。

• フォルダーの使用（110ページ）
• データベース接続の共有（111ページ）
• ノードをジョブデザインに追加する（115ページ）
• ジョブのコードまたはアウトラインを表示する（115ページ）
• サブジョブ表示の管理（117ページ）
• ジョブビューでオプションを定義する（119ページ）

フォルダーの使用

このタスクについて

ジョブはフォルダーにまとめることができます。

フォルダーを作成するには、以下のようにします:
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手順

1. パースペクティブのIntegration[Repository] (リポジトリー)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] (フォルダーの作成)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] (リポジトリー)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。

タスクの結果

注 :

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は、このフォルダーにドロ
ップします。

データベース接続の共有

このタスクについて

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は、[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、接続を親ジョブ
と子ジョブで共有できます。

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。
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警告 :  全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
ミックジョブの使用)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。

次の手順では、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仮定
します(親ジョブと子ジョブ)。

詳細なユースケースは、Talend Help Center (https://help.talend.com)でSharing a database
connection between a parent Job and child Jobを参照して下さい。

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、次の手順に従います。

手順

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]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] (リポジトリー)に保存されていない場合は、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。
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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。
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
を選択して[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。

注 :

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。

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

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
となり、および[Repository] (リポジトリー)ツリービューのジョブ名のとなりにエラーアイコンが
自動的に表示されます。

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。

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] (リポジトリー)ツリービューのジョブ名のとなり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となりのタ
ブにも表示されます。

次のいずれかのオペレーション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] (コードビューワー)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、現在のジョブの全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。
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ノードをジョブデザインに追加する

[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)エレメントをデ
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。

[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。

ジョブのコードまたはアウトラインを表示する

このパネルは、[Repository] (リポジトリー)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図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] (コードビューワー)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図)につ
いての情報が表示されます。

アウトライン

[Outline] (アウトライン)タブでは、ビジネスモデル図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図で使用されている全てのエレメントのツ
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
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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。

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青い長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、長方形をジョブの
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。

コードビューワー

[Code viewer] (コードビューワー)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、終了エレメントなどの実行メ
ニューの背後に配置されます。

注 :

ビジネスモデル図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。
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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。

サブジョブ表示の管理

サブジョブはグラフィカルな青色の四角で定義され、それに属する全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場合、サブジョブとみなすこ
とができます。

この青い強調表示により、サブジョブ同士が区別しやすくなります。

注 :  ジョブは単一のサブジョブで構成される場合があります。オレンジ色の四角は、プレジョ
ブとポストジョブの部分を表しており、異なるタイプのサブジョブになります。プレジョブと
ポストジョブの詳細は、『tPrejobおよびtPostjobコンポーネントの使用（71ページ）』を参
照して下さい。

サブジョブのフォーマット

このタスクについて

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、以下のようにします:

手順

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。
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2. 好きな色を設定します。デフォルトでは、タイトルの色は青でサブジョブの色は透明な青にな
ります。

サブジョブの折り畳み

ジョブが多数のサブジョブで構成されている場合、折り畳んでジョブ全体を見やすくすることが
できます。サブジョブの右上のマイナス記号([-])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。

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。

サブジョブの背景色の削除

サブジョブに強調表示が不要な場合、全てまたは特定のサブジョブの背景色を削除できます。

全てのサブジョブの背景色を削除するには、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削除するには、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。

118



データサービス

ジョブビューでオプションを定義する

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、[Stats & Logs] (統計&ログ)および[Extra] (追加)という2つのタブで構成さ
れています。

[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、『統計およびログの自動
化（119ページ）』を参照して下さい。

[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、『エクストラタブでの機能の使用（121ページ）』を参照
して下さい。

統計およびログの自動化

このタスクについて

データフローで多数のログ、統計、およびその他の測定情報が必要になる場合、ジョブデザ
インがログ関連コンポーネントで埋め尽くされるという問題に直面します。[tFlowMeterCat
cher]、[tStatCatcher]、[tLogCatcher]コンポーネント機能は、ジョブのコンポーネントを使用する
ことなく[Stats & Logs] (統計およびログ)タブで自動化することができます。

[Stats & Logs] (統計およびログ)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、ジョブデザインがコンポーネントで埋め尽くされないようにしています。

注 :

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。
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[Stats & Logs] (統計およびログ)プロパティを設定するには、以下のようにします:

手順

1. [Job] (ジョブ)タブをクリックします。
2. [Stats & Logs] (統計およびログ)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。

4. 必要に応じて、関連する[Catch] (キャッチ)チェックボックスを選択します。

タスクの結果

注 :

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] (統計およびログ)、またはツールバーの ボタンを
使用します。

ジョブに[Stats & Logs] (統計およびログ)機能を使用する場合、全てのサブジョブに適用できま
す。
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この場合、[Job] (ジョブ)ビューの[Stats & Logs] (統計およびログ)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、メインジョブで選択した統計およびログ機能が全て
のサブジョブでも選択されます。

エクストラタブでの機能の使用

[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。

暗黙的コンテキスト読み込み機能を使用してコンテキストパラメーターを動的に読み込む例に
ついては、Talend Help Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

• 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は、コンテキスト設定（492ページ）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。
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ルートの処理: 詳細事項

以下のセクションでは、ルートリソースの使い方、Beansの使い方、ルートデザインをエンリッチ
するためのSpring設定の使い方を含め、メディエーションルートのさまざまな詳細設定の状況につ
いて、詳しく説明します。

ルートリソースの使用

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。

ルートリソースの作成

このタスクについて

新しいルートリソースを作成するには、以下のようにします:

手順

1. の[Repository] (リポジトリー)Integration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 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。
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2. 以下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。

[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（196ページ）』を参照
して下さい。

[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。
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4. リソースのコードを編集して、それを保存します。

ルートリソースのバージョン管理

のIntegrationTalend Studioパースペクティブ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。これを設定するには、次の
手順に従います。

1. デザインワークスペースでルートリソースが開いている場合、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] (リポジトリー)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)フィールドのとなりにある、[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。

注 :

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] (リポジトリー)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。

3. ダイアログボックスで[Create] (作成)チェックボックスを選択して、[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。
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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。

注 :

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。これを設定するには、次の手
順に従います。

1. [Repository] (リポジトリー)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。
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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。

ルートリソースの使用

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cSOAPおよ
びcMessagingEndpoint、およびSpring設定で使用できます。

ルート内でルートリソースを管理するには、ルートをダブルクリックしてデザインワークスペー
ス内で開き、[Dependencies] (依存性)タブをクリックしてマニフェストエディターを表示します。
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• リソースを追加するには、[Resources] (リソース)エリアで、[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。

追加したら、[Resources] (リソース)テーブルで[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。
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• 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。

注 :

ルートで使用されるルートリソースは、リポジトリー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（183ページ）を参照して下さい。

Beans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、ライブラリー、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。

Beansは、[Repository] (リポジトリー)の[Code] (コード)ノードの下に保存されます。

注 :

[Spring]タブでBeans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（132ページ）を参照して下さい。

Beanの作成

このタスクについて

新しいBeanを作成するには、以下のようにします:

手順

1. パースペクティブのIntegration[Reposirory] (リポジトリー)で、[Code]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。
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[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。

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。
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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（196ページ）』を参照
して下さい。

[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。Beanの例がデザインワークスペースのエ
ディターで開きます。

6. Beanのコードを入力します。

Beanの使用

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)、Beanを直接呼び出すことができます。
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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_NAM

E.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

クボックスを選択して、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、cMulticast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選択します。
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は、ルートを作成する （42ページ）を参照して下さい。

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は、 でTalend Help
CenterTalend ESB Mediation Componentsのドキュメンテーションを参照して下さい。

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に、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 （42ページ）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。
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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.PropertiesC
omponent">
    <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（122ページ）を参
照してください。

以下のコードは、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
のサンプルです:

<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Spring設定を使用する方法の実際のユースケースは、 Talend Help Center (https://help.t
alend.com)のcSEDAに提供されているシナリオを参照して下さい。

133

http://camel.apache.org/camel-jmx.html
http://camel.apache.org/camel-jmx.html
https://help.talend.com
https://help.talend.com


データサービス

警告 :

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。

サービスの設計
サービスとは

のIntegrationTalend Studio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WWHP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。

IntegrationのTalend Studio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ーに追加する。

警告 :  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 1.8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。

基本的なサービスの使い方

警告 :  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全てに対応しており、
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ファイルの編集（139ページ）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（166ページ）を参照して下さい。
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サービスの作成

Integration のTalend Studio[ (] (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、次の手順に従います。

1. 入門ガイドで説明されているプロシージャに従い、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。

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。
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[Field] (フィール
ド)

説明

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。

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。

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。

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（196ページ）を参照して
下さい。

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。リポジトリーツリービュー
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
場合は、[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。
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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。

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、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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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。

9. WSDLエディターでWSDLファイルを編集します。詳細は、WSDLファイルの編集（139ペー
ジ）を参照して下さい。

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（166ページ）を参照して
下さい。

注 :  [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、次の手順に従います。

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。
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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。

注 :  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＆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は、https://help.talend.comの Talend Help
Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

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ファイルの編集（139ページ）を参照
して下さい。

• Talend Runtimeにデプロイするためにサービスをエクスポートします。詳細は、デプロイ用に
サービスをエクスポートする（170ページ）を参照して下さい。

WSDLファイルの編集

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。
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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オペレーション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
なオペレーションのセット。

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。

サービスの追加

このタスクについて

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、次の手順に従います。

手順

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全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。

タスクの結果

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（142ページ）』を参照して下さい。

ポートをサービスに追加する

このタスクについて

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エレメントを参照する[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全てのオペレーションをサポートするか
どうかを判断できます。
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ポートをサービスに追加するには、次の手順に従います。

手順

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全てのポートで一意の名前を指定する必要がありま
す。

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、バインドの設
定（146ページ）を参照して下さい。

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。
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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。
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タスクの結果

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オペレーション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、『バインドの設定（146ページ）』を参照して下さ
い。

バインドの設定

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
張性エレメントが含まれます(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。

新規バインドの作成

手順

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
る全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。
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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。

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)フィールドのとなりの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、全ての変更したリソースを保存するように促
す[Save All Modified Resources] (変更された全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。
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[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、『ポートタイプの設定（153ページ）』を参
照して下さい。

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。
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[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メッセージ本文の全てのデータ型はスキーマで定義
されるため、WSDLパーツはスキーマエレメント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
セージでオペレーション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。SOA
P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。

• [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。

注 :  サービスエレメントの変更は、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。
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[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。

既存のバインドを再利用する

このタスクについて

ポートの既存のバインドを再利用するには、次の手順に従います。

手順

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。全てを表示する場合は、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。
• [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は、新規バインドの作
成（146ページ）を参照して下さい。

ポートタイプの設定

ポートタイプは、抽象的なオペレーション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。各オペレーションは、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
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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。

注 :  サービスエレメントの変更は、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、『バインドの設定（146ページ）』を参照して下さい。

バインドの新しいポートタイプを作成する

このタスクについて

バインドの新しいポートタイプを作成する場合は、次の手順に従います。

手順

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。

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
る全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。
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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)フィールドのと
なりの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。

[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]をクリックして名前の変更を確定し、ウィザードを閉じます。

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。
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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。

タスクの結果

ポートタイプを作成すると、それにオペレーションを追加して、メッセージを送受信できます。
詳細は、『新規バインドの作成（146ページ）』を参照して下さい。

既存のポートタイプを再利用する

このタスクについて

バインドに既存のポートタイプを再利用する場合、次の手順に従います。

手順

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。

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。全てを表示する場合は、
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は、バインドの新しい
ポートタイプを作成する（154ページ）を参照して下さい。

オペレーションの追加

このタスクについて

オペレーションにより、オペレーションに名前を付けて想定される入力と出力をリストします。
オペレーションエレメントには、オペレーション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。
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オペレーションを使用して、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。
• [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。

オペレーション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。

注 :  サービスエレメントの変更は、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、『バインドの設定（146ページ）』を参照して下さい。

オペレーションをポートタイプに追加するには、次の手順に従います。

手順

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] (オペレー
ションの追加)をクリックします。

2. 新しいオペレーションの[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、オペレーション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オペレーションに関
する情報を入力します。
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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. オペレーションを右クリックして、入力、出力、またはエラーオブジェクトを追加します。オ
ペレーション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方向オペレーション): 入力
• [Request response operation] (要求応答オペレーション): 入力、出力
• [Solicit response operation] (送信請求応答オペレーション): 出力、入力
• [Notification operation] (通知オペレーション): 出力

タスクの結果

オペレーションがいずれのバインドにも定義されていない場合、[Repository] (リポジトリー)ツ
リービューのオペレーションノードにエラーアイコンが自動的に表示されます。

メッセージの追加

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)オペレーションの入力、出力、およびエラーエレメントで参照できるトップレベル
オブジェクトです。

注 :  サービスエレメントの変更は、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、『バインドの設定（146ページ）』を参照して下さい。
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新規メッセージの作成

このタスクについて

入力、出力、またはエラーエレメントに新しいメッセージを作成するには、次の手順に従いま
す。

手順

1. デザインワークスペースで、入力、出力、またはエラーエレメントを右クリックして、[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。

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
全てのメッセージでユニーク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。
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既存のメッセージを再利用する

このタスクについて

入力、出力、またはエラーエレメントに既存のメッセージを再利用するには、次の手順に従いま
す。

手順

1. デザインワークスペースで、入力、出力、またはエラーエレメントを右クリックして、[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全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。

タスクの結果

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（164ページ）』を参照して下さい。
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パーツをメッセージに追加する

このタスクについて

全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。

注 :  サービスエレメントの変更は、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、『バインドの設定（146ページ）』を参照して下さい。

パーツをメッセージに追加するには、次の手順に従います。

手順

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。

164



データサービス

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] (エレメント)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。
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] (エレメント)を選択すると、[Element] (エレメント)リストからXMLスキーマエレメン

トを選択できるようになります。エレメントのリストは、参照される使用可能なXMLスキーマ
から取得されます。

WSDLファイルで新しいタイプを作成する

タイプは、クライアントとサーバーとの間で使用される全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、拡張性エレメントによりタイプシステムを追加することができます。拡張性エレメン
トは、タイプエレメントの下に表示され、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コンテナエレメントを提供します。

XSDタイプまたはエレメントを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を参照して下さい。
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注 :  サービスエレメントの変更は、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、『バインドの設定（146ページ）』を参照して下さい。

データサービスジョブをサービス操作に割り当てる

このタスクについて

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] (リポジトリー)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。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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。
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• 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、ジョブの作成（30ページ）を参照してください。

警告 :  Studioでは、サービスとジョブに同じ名前を使用しないで下さい。

[Finish] (終了)をクリックして作成を確定します。
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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。tESBProviderRe
quest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。

ジョブをデザインする方法の詳細は、ジョブデザインとは?（29ページ）を参照して下
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は、https://help.talend.comで
Talend Help Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

• 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
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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。

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。

データサービスジョブのログメッセージを監視する

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いる場
合、ジョブ出力も表示されます。

INFOログレベルは固定となり、Talend Studioでは変更できません(tLogRowコンポーネントを使
用する場合)。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。また、サービスを Talend Runtimeにデプロイする場合は、 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のロギングシステムの詳細は、
『Talend Open Studio for ESBコンテナ管理ガイド』を参照して下さい。

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。
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ジョブを実行する方法の詳細は、ジョブの実行（40ページ）を参照して下さい。

デプロイ用にサービスをエクスポートする

Integration のTalend Studio[ (] (統合)パースペクティブを使用すると、ランタイムにデプロイ可能
な.karファイルにサービスをエクスポートできます。これを行うには、次の手順に従います。

手順

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。

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。
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3. 注 :  Talend Studioは、このオプション用にデフォルトのMavenスクリプトテンプレートを提
供します。これらのテンプレートを実際のニーズに基づいてカスタマイズできます。詳細
は、Mavenビルドスクリプトテンプレートのカスタマイズ（480ページ）を参照して下さ
い。

4. [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。

タスクの結果

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。デプロイは Talend Runtime上です。

サービスのアーカイブファイルには、Runtimeのサービスの開始に必要なすべての依存ライブラ
リが含まれます。ただし、JDBC jarは例外です。同じデータベースのデータソースがランタイム
コンテナで設定されている場合、JDBC jarにより、サービスのランタイムにLinkageErrorが発生し
ます。この場合はデータベースに接続する代わりに、データソースを使用することをお勧めしま
す。

サービスをエクスポートする場合、サービスで使用される全てのコンテキストもアーカイブファ
イルに含まれます。.karファイルをランタイムにデプロイする場合、サービスで設定されたデ
フォルトのコンテキストが使用されます。

サービスをランタイムにデプロイした後にデフォルトのコンテキストを変更するには、次の手順
に従います。

1. Talend Runtimeインストールディレクトリのサブディレクトリ<TalendRuntimePath>

\container\etcに進みます。
2. <yourservicename>.cfgという名前の設定ファイルを作成し、このファイルにコンテキス

トを設定します:context=<contextName>
3. Runtimeを再起動します。
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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。

WSDLスキーマのインポート

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]
(リポジトリー)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] (リポジトリー)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。

WSDLファイルのスキーマが、[File XML]ノードの下にある[Repository] (リポジトリー)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。
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メタデータマネージャーの使用方法の詳細は、ジョブデザインとは?（29ページ）を参照して
下さい。

ジョブ、ルート、およびサービスの管理
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全
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。背景は緑色になります。

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、接続元または先のリンクを
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ランタイムにコードは生成されません。
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コンポーネントの有効化または無効化

このタスクについて

コンポーネントを有効化または無効化するには、次の手順に従います。

手順

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)。

サブジョブの有効化または無効化

このタスクについて

サブジョブを有効化または無効化するには、以下のようにします:

手順

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以下のように選択します:

• 有効にする場合、[Activate current Subjob] (現在のサブジョブの有効化)を選択します。
• 無効にする場合、[Deactivate current Subjob] (現在のサブジョブの無効化)を選択します。

リンクされている全てのサブジョブの有効化または無効化

このタスクについて

リンクされている全てのサブジョブを有効化または無効化するには、以下のようにします:
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手順

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以下のように選択します:

• 有効にする場合、[Activate all linked Subjobs] (リンクされている全てのサブジョブの有効
化)を選択します。

• 無効にする場合、[Deactivate all linked Subjobs] (リンクされている全てのサブジョブの無
効化)を選択します。

ルートの有効化または無効化

このタスクについて

ルートを有効化または無効化するには、次の手順に従います。

手順

1. 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。
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 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)。

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。

アイテムのインポート

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。

• [Business Models] (ビジネスモデル図)
• ジョブデザイン
• ルート
• サービス
• ルーチン
• [Documentation] (ドキュメンテーション)
• [Metadata] (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)ツリービューで[Job Designs] (ジョブデ
ザイン)、[Routes] (ルート)、[Services] (サービス)、または[Business Models] (ビジネスモデル図)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。
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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、次の手順に従います。

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
ディレクトリの選択)オプションをクリックします。

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。

176



データサービス

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] (ビジネスモデル図)だけをインポートする場合は、特定の
フォルダー[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(ビジネスモデル図、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、全てのアイテムを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. インポート可能な全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、次の手順に従います。

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。
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。
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4. インポート可能な全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、次の手順で行います:

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] (完了)をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
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。
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5. インポート可能な全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。

注 :  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、これらは全て実行中のプロジェクトにインポートされます。

ジョブのビルド

[Build Job] (ジョブのビルド)フィーチャーを使用すると、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。

このタスクについて

[Build Job] (ジョブのビルド)機能は、プロジェクト設定で定義したテンプレートから生成され
たビルドスクリプトを実行することで、ジョブの実行に必要なすべてのファイルを、.batおよ
び.shを含め、コンテキストパラメーターファイルやその他の関連ファイルと共に、アーカイブに
追加します。

注 :  Talend Studioには、一連のデフォルトビルドスクリプトテンプレートが提供されていま
す。実際のニーズにあわせてそれらのテンプレートをカスタマイズできます。詳細は、シェル
コマンドテンプレートのカスタマイズ（479ページ）およびMavenビルドスクリプトテンプ
レートのカスタマイズ（480ページ）を参照して下さい。

デフォルトでは、ジョブをビルドする際に、全ての必要な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長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) > Talend > [Import/Export] (インポート/エクスポート)に移動して、[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ファイル内にjarをラッピングしま
す。

注 :  サービス操作を実装するtESBProviderRequestコンポーネントを含むSOAPデータサービス
ジョブを独立してビルドすることはできません。ジョブは、ジョブに割り当てられるサービス
とともにビルドする必要があります。SOAPサービスをエクスポートする場合は、サービス操作
を実装するすべてのデータサービスジョブも同様にサービスアーカイブファイルにビルドされ
ます。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューでビルドする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。
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注 :  [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で作成した全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] (リポジトリ―)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、ビルドしたジョブを保存するディレ
クトリーまで移動します。

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. リストから[Build Type] (ビルドタイプ)を選択します。

• [Standalone Job] (スタンドアロンジョブ)
• [OSGI Bundle For ESB] (ESB用のOSGIバンドル)

tRESTRequestコンポーネントを含むデータサービスジョブは、[OSGI Bundle For ESB]
(ESB用OSGIバンドル)としてのみビルドできます。データサービスジョブにtRESTClientまた
はtESBConsumerコンポーネントが含まれ、コンポーネント内でサービスレジストリー、サー
ビスロケーター、サービスアクティビティモニターのいずれも有効でない場合、データサー
ビスジョブは[OSGI Bundle For ESB] (ESB用OSGIバンドル)または[Standalone Job] (スタンドアロ
ンジョブ)としてビルドすることができます。サービスレジストリー、サービスロケーター、
またはサービスアクティビティモニターが有効な場合、tRESTClientまたはtESBConsumerコン
ポーネントを含むデータサービスジョブは[OSGI Bundle For ESB] (ESB用OSGIバンドル)として
のみビルドすることができます。

5. ターゲットディレクトリー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。
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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選択して、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]: .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、"全ての"コンテキストパラメーターをエクスポートします。

注 :  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全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。

[Items] (アイテム) 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。

注 :  [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でのみ
使用されます。

[Java sources] (Javaソース) このチェックボックスを選択して、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。

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、ビルドオペレーションを完了してダイアログボッ
クスを閉じます。

タスクの結果

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。
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注 :  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（455ページ）を参照して
下さい。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下さい。

ジョブをスタンドアロンジョブとしてビルドする

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下さい。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全てのパ
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、全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。

注 :

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保管されます。

ジョブをESB用のOSGIバンドルとしてビルドする

このタスクについて

[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 Container] (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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手順

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。

ルートのビルド

[Build Route] (ルートのビルド)機能を使用して、Talend ESBコンテナ内にデプロイするためにESB
Runtime KARファイルへのルートへのルートをビルドすることができます。

ESB Runtime KARファイルへのルートをビルドする

このタスクについて

ESB Runtime KARファイルへのルートをビルドするには、以下のようにします:
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手順

1. [Repository] (リポジトリー)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。

注 :

[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の[Repository] (リポジトリー)Talend Studio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
クトリーまで移動します。

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ランタイム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、エクスポートオペレーションを完了してダイアロ
グボックスを閉じます。

タスクの結果

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。
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ルートマニフェストの編集

このタスクについて

ルートデザイナーを使用すると、ルートのOSGIの依存性を管理することができます。以下のよう
にします:

手順

1. デザインワークスペースでルートをダブルクリックして開きます。[Dependencies] (依存性)タ
ブをクリックし、[Manifest] (マニフェスト)エディターを表示します。

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斜体で表示さ
れています。[Add] (追加)をクリックして新しいパッケージを追加します。
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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 / Optional] (プロ
パティ/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 /
MinVersion] (マッチングす
るバージョン/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になります。[Inclusive]
(含める)または[Exclusive] (除外する)のいずれかを選択して、指定されたバージョ
ンを含めるか除外します。これはパッケージのラベルに表示されます。(と)は除
外を示します。[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 /
MaxVersion] (マッチングす
るバージョン/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] (含め
る)または[Exclusive] (除外する)のいずれかを選択して、指定されたバージョンを含
めるか除外します。これはパッケージのラベルに表示されます。(と)は除外を示
します。[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斜体で表示
されています。[Add] (追加)をクリックして新しいパッケージを追加します。
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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 / Version]
(エクスポートされたバー
ジョン/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フォーマットがサポートされます。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] (全て選択)または[Deselect All] (全て選択解除)ボタンをクリックして、OSG
Iバンドルに含めるか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斜体で表示されていま
す。[Add] (追加)をクリックして新しいバンドルを追加します。
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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 / Optional] (プロ
パティ/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 /
MinVersion] (マッチングす
るバージョン/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になります。[Inclusive] (含める)または[Exclusive] (除外する)の
いずれかを選択して、指定されたバージョンを含めるか除外します。これはパッ
ケージのラベルに表示されます。(と)は除外を示します。[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 /
MaxVersion] (マッチングす
るバージョン/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] (含める)または[Exclusive] (除外する)のいずれか
を選択して、指定されたバージョンを含めるか除外します。これはパッケージのラ
ベルに表示されます。(と)は除外を示します。[と]は包含を示します。(xxx)は
単一バージョンを示します。

タスクの結果

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ことで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全ての依存性を更新します。
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• 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。

アイテムのエクスポート

このタスクについて
複数のアイテムをリポジトリーからディレクトリー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図、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。これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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。

警告 :  データベーステーブルのメタデータエントリー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。

注 :  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性も設定してエクスポートする場合
は、[Export Dependencies] (依存性のエクスポート)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（452ページ）を参照して下さい。

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。

ジョブおよびルートのコンテキストパラメーターを変更する

このタスクについて

ジョブのビルド（179ページ）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。
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手順

• 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。

オペレーション 設定

key1パラメーターのvalue1の変更 --context_param key1=value1

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"

リポジトリーアイテムの管理

Talend Studioを使用するとリポジトリー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。

リポジトリーアイテムの更新を処理する

たとえば、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、またはジョブレットパ
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] (リポジトリー)ツリービューのエントリーのパラメーターのどれかを変更すると、こ
のリポジトリーを使用する全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
リーエントリーを使用する全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。

以下のときに[Update Detection] (更新検出)ダイアログボックスが表示され、影響を受けるジョブ
を更新することができます。

• ジョブで使用されている一元管理されたリポジトリーエントリーを変更し、自動的に表示され
る[Modification] (変更)ダイアログボックスで[Yes] (はい)をクリックしたとき。

• ジョブで使用されている変更されたリポジトリーエントリーの右クリックメニューから[Detect
Dependencies] (依存性の検出)を選択したか、またはジョブで使用されている一元管理された

リポジトリーエントリーを変更した後にツールバーの アイコンをクリックしたとき。

影響を受けるジョブの更新については、影響を受けるジョブを自動的に更新する（192ペー
ジ）および影響を受けるジョブを手動で更新する（193ページ）を参照して下さい。

以下のセクションではリポジトリーエントリーのパラメーターの変更方法を説明し、該当エント
リーを使用するジョブの全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。

リポジトリーアイテムを変更する方法

このタスクについて

リポジトリーアイテムのパラメーターを更新するには、以下のようにします:
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手順

1. [Repository] (リポジトリー)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ーまで移動します。

2. このエントリーを右クリックして、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、エントリーパラメーターの各定義ステップを編集できます。
エントリー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ーを使用する全て
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。

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全てのジョブに対
して変更を実装します。全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（192ページ）を参照して下さい。
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（193ページ）を参照して下
さい。

影響を受けるジョブを自動的に更新する

このタスクについて

[Repository] (リポジトリー)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
全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に従います。

手順

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] (リポジトリー)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)全てのジョブに更新を自動的にプロ
パゲート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
を受ける全てのジョブがリストされます。
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2. 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。

これらのジョブは、[Detect Dependencies] (依存性の検出)メニューまたはツールバーの アイ
コンを使用して、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（193ページ）』を参照して下さい。

3. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、選択した全てのジョブを更新します。

影響を受けるジョブを手動で更新する

このタスクについて

このエントリーを使って、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全てのジョブを表示することができま
す。これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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
ントリーを含むノードを展開します。

2. このエントリーを右クリックして、[Detect Dependencies] (依存性の検出)を選択します。
進行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全てのジョ
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全てのジョブの一覧を示します。
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注 :  このダイアログボックスは、ツールバーの アイコンをクリックして表示することも
できます。

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。

タスクの結果

注 :  更新しない選択をしたジョブについては、リポジトリー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。

リポジトリー内でのジョブ検索

このタスクについて

の現在の Integrationパースペクティブの[Repository] (リポジトリー)Talend Studio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 をクリックして下さい。

[Repository] (リポジトリー)ツリービューでジョブを探すには、以下のようにします:
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手順

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で作成した全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] (リポジトリーにリンク)をクリックする
と、[Repository] (リポジトリー)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]
(リポジトリー)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
利用できる任意のオペレーションを実行します。
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。

ジョブおよびルートのバージョン管理

にジョブまたはルートTalend Studio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。

以下のセクションでは、ジョブまたはルートのバージョンを管理する方法について説明します。

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性や子ジョブも管理できます。詳細
は、『バージョン管理（487ページ）』を参照して下さい。

非アクティブなジョブまたはルートのバージョンを更新する
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手順

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] (リポジトリー)ツリービューでジョブまたはルートを右クリックし、

• 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、[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を上げるか、または[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。

• ドロップダウンリストから[Open another version] (他のバージョンを開く)を選択し、ダイ
アログボックスで[Create new version and open] (新しいバージョンを作成して開く)チェッ
クボックスを選択して、[M]ボタンをクリックしてメジャーバージョンを上げるか、[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。

3. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定します。

タスクの結果
これで、ジョブまたはルートの新しいバージョンが作成できました。

注 :  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。

アクティブなジョブまたはルートのバージョンを更新する

現在アクティブなジョブまたはルートを保存し、同時にそのバージョンを上げることもできま
す。

手順

1. [File] (ファイル) > [Save As...] (名前を付けて保存)をクリックします。
2. [Save As] (名前を付けて保存)ダイアログボックスでバージョン新しいバージョンを設定し、

[Finish] (終了)をクリックします。

注 :  ジョブまたはルートに新しい名前を付けた場合、現在のジョブまたはルートは上書きさ
れません。ジョブまたはルートは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。

異なるバージョンのジョブまたはルートで作業する

異なるバージョンのジョブまたはルートのリストにアクセスして、特定のオペレーションを行う
ことができます。

手順

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。
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3. 作業するジョブまたはルートのバージョンを右クリックします。
4. オプションを選択します。

以下を選択します 内容...

[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。

注 :  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。

注 :  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。

注: 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。

注 :  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。

ジョブまたはルートのバージョンを削除する

あるバージョンのジョブまたはルートの有用性が失われていることが明らかな場合は、リソース
ファイルを削除することで削除できます。

警告 :

• この方法で削除したジョブまたはルートはごみ箱には入らず、したがって復元できません。
• リソースファイルを誤って削除すると、対応するジョブまたはルートの整合性が損なわれ、

それが原因で機能しなくなるおそれがあります。

手順

1. ジョブまたはルートの最新バージョンを削除するときに、それが現在開いている場合は、閉じ
て下さい。

2. メニューから[Window] (ウィンドウ) > [Show view...] (ビューの表示...)の順に選択し、[Show
View] (ビューの表示)ダイアログボックスで[General] (一般) > [Navigator] (ナビゲーター)の順
に選択し、[OK]をクリックして、設定タブエリアで[Navigator] (ナビゲーター)ビューを開きま
す。
[Navigator] (ナビゲーター)ビューが既に表示されている場合、この手順はスキップします。
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3. [Navigator] (ナビゲーター)ビューで、プロジェクトの名前がついたノードを展開します。
このノードは、MY_PROJECTのようにすべて大文字です。

4. processフォルダーに移動して、ジョブのリソースファイルを表示します。
ルートのバージョンを削除するには、routesフォルダーに移動します。
ジョブまたはルートがサブフォルダーにある場合は、そのサブフォルダーに移動し、対応する
リソースファイルを表示します。

5. 削除するジョブまたはルートの名前とバージョンに対応する3つのリソースファイルを選択し
て右クリックし、コンテキストメニューで[Delete] (削除)をクリックし、[Delete Resources] (リ
ソースの削除)ダイアログボックスで[OK]をクリックします。

例

my_jobという名前のジョブの0.1バージョンを削除するには、次の3ファイルを削除します:

• my_job_0.1.item

• my_job_0.1.properties

• my_job_0.1.screenshot

ジョブまたはルートのドキュメンテーション

Talend Studioでは、プロジェクト、ルート、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。

HTMLドキュメンテーションの生成

Talend Studioでは、 Integration パースペクティブでStudioの[Repository] (リポジトリ)ツリー
ビューで選択したジョブまたはルートの詳細なドキュメンテーションをHTML形式で生成すること
ができます。この自動ドキュメンテーションでは、以下のものが提供されます。

• 選択したジョブまたはルートが作成されたプロジェクトのプロパティ、
• 選択したジョブまたはルートのプロパティと設定、そして各ジョブまたはルートのプレビュー

ピクチャ、
• 選択した各ジョブまたはルートおよびコンポーネントパラメーターで使用されている全てのコ

ンポーネントのリスト。

ジョブまたはルートに関するHTMLドキュメントを生成するには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job] (ジョブ) または[Route] (ルート) エントリを右ク
リックするか、またはいくつかのアイテムを選択して、複数のドキュメンテーションを生成し
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。
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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、全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. CSSファイルを使用する必要がある場合は、[Use CSS file as a template to export] (エクス

ポート用のテンプレートとしてCSSファイルを使用)チェックボックスをオンにし、[CSS File]
(CSSファイル)フィールドを有効にします。

6. [CSS File] (CSS ファイル)フィールドで、使用するCSSファイルを参照するか、CSSファイルのパ
スを入力します。

7. [Finish] (終了)をクリックして生成を確定します。

タスクの結果

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全
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で開くことができます。

ドキュメンテーションをただちに更新する

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。

手順

• 1つのドキュメントを更新するには、該当するルート、ドキュメンテーションエントリーを右
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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ジョブの比較

Talend Studioは、[Compare Job] (ジョブの比較)オプションを提供し、2つのジョブで使用される
アイテムの差分を表示して、同じまたは異なるブランチ上のジョブを比較できるようにしていま
す。このオプションを使うと次のことができます:

• 同じジョブの異なるバージョンの比較。
• Studioの異なるリリース内の同じジョブの比較。たとえば、以前または現在のジョブに対して

変更が加えられたかどうかを確認するために行います。
• 同じテンプレートの異なるパラメーターを使ってデザインされたジョブの比較。ジョブの差分

をチェックします。

比較したジョブの差分は、[Compare Result] (比較結果)ビューに表示されます。結果の詳細
は、[Jobsettings] (ジョブ設定)、[Components] (コンポーネント)、[Connectors] (コネクター)とい
う3つのカテゴリの下にグループ化されます。

次の表では、上記のカテゴリの比較結果について説明しています。

カテゴリ 説明

[Jobsettings] (ジョブ設定) 比較したジョブの設定についてすべての差分をリストします。

コンポーネント 2つのジョブで使用するコンポーネントおよびコンポーネントパラメーターの差分
をリストします。[Compare Result] (比較結果)ビューにリストされるコンポーネント
の上に表示されるマイナス記号は、2つの比較ジョブの1つのデザインに、このコン
ポーネントが不足していることを示しています。ビューにリストされているコンポ
ーネントの上に表示されるプラス記号は、2つの比較ジョブの1つに、このコンポー
ネントが追加されていることを示しています。コンポーネントパラメーターのすべ
ての差分は、対応するコンポーネントの下に表示される表にリストされます。

[Connectors] (コネクタ) 2つのジョブのコンポーネントを接続するために使用されているすべてのリンクの
差分をリストします。

同じジョブの2つの異なるバージョンの比較は、2つのジョブを比較するのと同じ手順で行えま
す。

同じジョブの異なるバージョンを比較するには、次の手順を完了します。
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手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、同じジョブの別のバージョンと比較するジョブバー
ジョンを右クリックし、コンテキストメニューから[Compare Job] (ジョブの比較)を選択します
。

[Compare Result] (比較結果)ビューは、Studioワークスペースに表示されます。デフォルトで
は、選択したジョブ名およびバージョンが対応するフィールドに表示されます。

2. ジョブの現在のバージョンに対して比較する他のバージョンが別のブランチにある場合には、
[Another Branch] (他のブランチ)リストからブランチを選択します。

3. [Another Branch] (他のブランチ)フィールドの横の[...]ボタンをクリックして、[Select a Job/
Joblet] (ジョブ/ジョブレットの選択)ダイアログボックスを選択します。
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4. [Name Filter] (名前フィルター)フィールドに、比較で使用するジョブまたはジョブレットの名
前を入力します。このダイアログボックスでは検索対象のジョブまたはジョブレットが返され
ます。

5. ダイアログボックスのリストから返されたジョブまたはジョブレットを選択し、[OK]をクリッ
クします。

6. [Current version] (現在のバージョン)および[Another version] (別のバージョン)のリストから、
比較するジョブバージョンを選択します。

7.
ボタンをクリックして、比較操作を開始します。

ジョブで比較する2つのバージョンがデザインワークスペースに表示されます。

2つのバージョンの差分は、[Compare Result] (結果の比較)ビューにリストされます。

タスクの結果

この例では、2つのジョブバージョンの差分は、コンポーネントおよびリンク(コネクタ)に関連
しています。次の2つの図は、2つのバージョンで使用されているコンポーネントの差分を示しま
す。
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たとえば、tMapおよびtFileOutputXMLコンポーネントで使用される出力スキーマに違いが1つ
あります: Revenueカラムの長さは、ジョブの2番目のバージョンでは15で、同じジョブの最初
のバージョンでは11となっています。tMysqlOutputの上に表示されているマイナス記号は、比
較された2つのジョブのうち1つのデザインにこのコンポーネントが不足していることを示しま
す。tOracleOutputの上に表示されているプラス記号は、比較された2つのジョブのうち1つのデザ
インにこのコンポーネントが追加されていることを示します。

注 :  [Compare Result] (結果の比較)ビューにリストされるコンポーネントをクリックすると、デ
ザインワークスペースのオープンジョブの中から自動的にコンポーネントが選択され、識別さ
れます。

次の図は、同じジョブの2つのバージョンについて、コンポーネントを接続するリンクの差分を示
しています。
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このサンプルでは、2つのバージョンで使用される[reject] (リジェクト)リンクに関して違いが1つ
あります。最初のバージョンのリンクのターゲットはtMysqlOutputコンポーネントですが、2番目
のバージョンではtOracleOutputコンポーネントとなっています。

注 :  [Export to html] (HTMLにエクスポート)をクリックすると、ジョブの比較結果をHTMLにエ
クスポートできます。次にファイルを保存するディレクトリに移動して、ファイル名を入力し
ます。デフォルトのCSSテンプレートまたはカスタマイズしたCSSテンプレートを使用できま
す。エクスポート先フォルダーには、HTMLファイル、CSSファイル、XMLファイル、およびピ
クチャフォルダーが含まれます。関連項目は影響分析/データ来歴の結果をHTMLにエクスポー
トするを参照して下さい。

ジョブの実行

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。

このセクションの内容は次のとおりです。

• 通常モードでジョブまたはルートを実行する（205ページ）
• Javaデバッグモードでジョブまたはルートを実行する（206ページ）
• トレースデバッグモードでジョブを実行する（207ページ）
• 詳細設定の指定（209ページ）
• ジョブまたはルートの実行中にJVMリソースの使用状況を表示する（212ページ）
• SpagoBIサーバー上にジョブをデプロイする(非推奨)（213ページ）

通常モードでジョブまたはルートを実行する

注 :

ジョブまたはルートを実行してすべてのプロパティを適用する前に、ジョブまたはルートが保
存されていることを確認します。

ジョブまたはルートを通常モードで実行するには、以下のようにします:

1. [Run] (実行)ビューをクリックしてアクセスします。
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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. ビューの右にある[Context] (コンテキスト)ビューで、ジョブまたはルートの実行に適切なコン

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の使
用（90ページ）

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。
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

ボックスを選択して、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選択すると、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] (強制終了)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下さ
い。

Javaデバッグモードでジョブまたはルートを実行する

このタスクについて

バグを検出するためにジョブまたはルート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。
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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
加することができます。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。

注 :  ブレークポイントはジョブにのみ追加できます。ルートには追加できません。

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。

デバッグモードにアクセスするには、以下のようにします:

手順

1. [Run] (実行)ビューをクリックしてアクセスします。
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にアクセスします。

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。

タスクの結果
これで、ジョブを段階的に実行し、ブレークポイントが追加済みなら、想定どおりの動作や変数
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。

トレースデバッグモードでジョブを実行する

このフィーチャーによって、のIntegration Talend Studio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く、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。
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注 :

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。

ジョブで[Traces] (トレース)モードを有効にするには、以下のようにします:

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[Traces] (トレース)を無効にするには、以下のようにします:

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、以下のようにします:

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。

208



データサービス

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
を選択解除します。

3. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

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。

詳細設定の指定

[Run] (実行)ビューの[Advanced settings] (詳細設定)タブには、ジョブまたはルートをより便利に実
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、統計の表示（210ページ）を
参照して下さい。

• 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（211ページ）を参照して下さい。

• [Save Job before execution] (実行前にジョブを保存) -実行の前にジョブまたはルートを自動的
に保存できます。

• [Clear before run] (実行前にクリア) -ジョブまたはルートの再実行の前に実行結果を削除しま
す。

• JVM Setting (JVM設定) - JVMのパラメーターを必要に応じて定義することができます。使い方の
サンプルについては、コンソールに特殊文字を表示する（211ページ）を参照して下さい。
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統計の表示
[Statistics] (統計)機能では、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、OnComponentError、OnSubjobOK、OnSubjobError、If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表示されます:
[Ok]か[Error] (エラー)か、および[True] (真)か[False] (偽)か。

注 :  設計に含まれていないためにこの機能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。

手順

• [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、統計機能が有効になります。このボックスをオフにすると無効に
なります。

計算はジョブまたはルートの実行時にのみ開始され、実行の最後に終了します。

注 :  ジョブまたはルート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またはルートの実行が遅くなります。

• [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オンにすると、統計機能が実行前にリ
セットされます。
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実行時間や他のオプションを表示する

手順

• 合計実行時間を表示するには、ジョブまたはルートの実行前に[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またはルートをテストできます。
• ジョブまたはルートを実行する前にデザインワークスペースをクリアするには、[Clear before

Run] (実行前にクリア)チェックボックスをオンにします。
• 実行が開始する前にジョブまたはルートを保存するには、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

このタスクについて

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、ジョブまたはルートを実行する前に次の手順に従います。

手順

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選択し、[Argument] (引数)テーブルを有効にします。
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. ダイアログボックスに-Dfile.encoding=UTF-8と入力します。
5. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
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この引数は、Talend Studioで実行する全てのジョブまたはルートに適用されます。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)（524ページ）を参照して下さい。

ランタイムのlog4j出力レベルをカスタマイズする

このタスクについて

コンポーネントでApacheログユーティリティlog4jを有効にすると、ランタイムにコンポーネント
関連のログ情報を出力します。デフォルトでは、log4j設定で定義されたレベル以上の全てのログ
メッセージが定義されたターゲットに出力されます。

ジョブまたはルートの実行時のログ出力レベルは変更できます。その場合、次の手順に従いま
す。

手順

1. [Run] (実行)ビューで[Advanced settings] (詳細設定)タブをクリックします。
2. [log4jLevel]チェックボックスをオンにして、ドロップダウンリストから目的の出力レベルを

選択します。
このチェックボックスは、コンポーネントでlog4jが有効化されている場合にのみ表示されま
す。
ログ出力レベルの詳細は、http://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/
Level.htmlにあるApacheのドキュメンテーションを参照してください。

3. ジョブまたはルートを実行します。

タスクの結果

設定したレベル以上の全てのログメッセージが定義されたターゲットに出力されます。

コンポーネント内でlog4jを有効化する方法と、ロギング動作をグローバルに設定する方法につい
ては、Log4jの設定（494ページ）を参照してください。

log4j機能を使用できるコンポーネントに関する詳細は、Talend Help Center (https://help.t
alend.com)でList of components that support the Log4j featureを参照して下さい。

ジョブまたはルートの実行中にJVMリソースの使用状況を表示する

このタスクについて

の[Run] (実行)ビューにある縦に並んだタブの[Memory Run] (メモリ実行)Talend Studioでは、メモ
リ消費量やホストCPU使用率を含め、ジョブまたはルートの実行中のJVMリソースの使用状況をリ
アルタイムで監視することができます。そのため、リソースの使用率が高すぎてTalend Studioの
パフォーマンスが低下していれば、JVMに割り当てるメモリを増やす、不要なジョブまたはルー
トを停止するなど、適切な措置を講じることができます。

ジョブまたはルートの実行時にJVMリソースの使用状況を監視するには、以下のようにします:

手順

1. ジョブまたはルートを開きます。
[Run] (実行)ビューで[Memory Run] (メモリ実行)タブをクリックします。
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2. [Run] (実行)をクリックしてジョブまたはルートを実行します。
[Basic Run] (基本実行)タブからジョブまたはルートを開始した後でも、[Memory Run] (メモリ
実行)タブの[Run] (実行)をクリックすれば、ジョブまたはルートによるJVMリソースの使用状況
をいつでも監視することができます。
Studioコンソールには、ジョブまたはルート実行中のJVMヒープ使用量とCPU使用率をそれぞ
れ示す曲線グラフが表示されます。該当するしきい値に達すると、[Job execution information]
(ジョブ実行情報)エリアに警告メッセージが赤で表示されます。

3. ジョブまたはルート実行中の特定の時点で使用されたリソースに関する情報を表示するには、
該当するグラフのその時点にマウスを合わせます。マウスポインターを移動するグラフに応
じて、割り当てられたヒープサイズ、90%のヒープしきい値、70%のヒープしきい値、また
はCPU使用率に関するその時点での情報を表示することができます。

4. ガベージコレクターを特定の間隔で実行するには、[With Garbage Collector pace set to] (ガベー
ジコレクターのペース設定)チェックボックスを選択して、間隔を秒単位で指定します。ガ
ベージコレクターは指定した間隔で自動的に実行されます。
ガベージコレクターを直ちに1回実行するには、[Trigger GC] (GCをトリガー)ボタンをクリック
します。

5. ログ情報をテキストファイルに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、ログを保存するファイルを選択します。

6. ジョブを停止するには、[Kill] (強制終了)ボタンをクリックします。

SpagoBIサーバー上にジョブをデプロイする(非推奨)

このフィーチャーはTalend 7.1以降、非推奨となっています。

Talend Studioインタフェースを使うと、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。

SpagoBIサーバーエントリーの作成

このタスクについて

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。
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手順

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)ノードを連続して展開し、[SpagoBI Server
(Deprecated)] (SpagoBIサーバー(非推奨))を選択して該当するビューを表示します。

3. デプロイオペレーションを有効にするには、[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。

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。
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フィールド 説明

簡単な説明 記録するサーバーエントリー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。

ログイン SpagoBIサーバーへのログインに必要なユーザー名。

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ーの詳細を確定し、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ー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
リー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。

SpagoBIサーバーエントリの編集または削除

手順

1. 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。

2. 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。

SpagoBIサーバー上に作成したジョブのデプロイ

このタスクについて

次の手順で、ジョブをSpagoBIサーバーにデプロイします。
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手順

1. [Repository] (リポジトリー)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)を選択して[Deploy on
SpagoBI] (SpagoBIにデプロイ)ダイアログボックスを開きます。

3. 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。
4. [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。
5. リストから関連するコンテキストを選択します。
6. 設定オペレーションを完了したら、[Finish] (終了)をクリックします。

タスクの結果

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。

ローカルのTalend Runtimeテストコンテナでルートまたはデータサービスジョブを実行する

Talend Studioでは、OSGIランタイム環境内でルートとデータサービスジョブを容易にテストでき
るように、Studio内でローカルのTalend Runtimeをセットアップすることができます。

テストランタイムをセットアップするには、以下のようにします:

1. [Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを開きます。
2. ツリービューで[Talend] > [Run/Debug] (実行/デバッグ) > [ESB Runtime] (ESBランタイム)の順

にクリックし、対応するビューを表示します。
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3. ローカルの Runtimeを使用する[ESB Studio Runtime]Talendチェックボックスがデフォルトで選
択されています。このチェックボックスの選択を解除すると、ローカルのランタイムではな
く、ルートまたはデータサービスジョブがStudioで実行されます。

このオプションはルートおよびデータサービスジョブでのみ使用できます。
4. [Connection Information] (接続情報)エリアで[Add Server...] (サーバーの追加...)ボタンをクリッ

クして、[Add ESB Runtime Server] (ESBランタイムサーバーの追加)ウィザードを表示します。
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5. 以下のうちの1つを選んで、使用するランタイムを選択します:

• ランタイムコンテナを用意している場合は、[Use an existing local Talend Runtime
Container (ESB OSGI Container)] (既存のローカルTalend RuntimeコンテナESB OSGIコンテ
ナの使用)を選択します。TalendRuntimeホームまで移動するか、パスを入力して[Finish]
(終了)をクリックします。このパスは[ESB Runtime] (ESBランタイム)ビューの[Location] (ロ
ケーション)フィールドに入力されています。ランタイムコンテナのパスを[Location] (ロ
ケーション)フィールドに入力することもできます。

• 新しいTalend Runtimeアーカイブを使用する場合は、[Install the Runtime container from
Talend Runtime (ZIP) or Talend ESB (ZIP)] (ランタイムコンテナをTalend Runtime ZIPまた
はTalend ESB ZIPからインストールする)を選択します。Talend RuntimeまたはTalend ESB
Zipファイルまで移動するか、パスを入力します。ローカルランタイムは、デフォルト
のターゲットフォルダー <Studio_Home>/esb/containerか、またはカスタムター
ゲットフォルダーのどちらか好きな方にインストールすることができます。[Finish] (終
了)をクリックし、ウィザードを閉じます。ランタイムサーバーが、選択したターゲット
フォルダーに抽出されます。このターゲットパスは[ESB Runtime] (ESBランタイム)ビュー
の[Location] (ロケーション)フィールドに入力されています。

全てのESBバンドルを開始し、セキュリティーサービスの JAAS認証ハンドラーを使用
し、ランタイムコンテナーでActiveMQブローカーを起動するために、<LocalRuntimeC

ontainerPath>\scriptsフォルダーに初期化スクリプトファイルinitlocal.shが作成さ
れます。必要に応じてスクリプトを変更することもできます。

tesb:start-all
tesb:switch-sts-jaas
feature:install activemq-broker
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6. [ESB Runtime] (ESBランタイム)ビューで[Initialize...] (初期化...)ボタンをクリックしてランタイ
ムサーバーを開始し、OSGIバンドルをインストールします。

以下の trunから<LocalRuntimeContainerPath>ファイルを使用して、ランタイムサー
バーを開始することもできます:

• bin\trun.bat (Windows)
• bin\trun (UNIX)

7. [ESB Runtime] (ESBランタイム)ビューで、[Filter system logs] (システムログをフィルタリング
する)チェックボックスを選択すると、ルートの実行中にApache Karafログ情報が表示されず、
ローカルランタイムサーバーにデータサービスジョブが表示されません。

8. [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。

このビューで[ESB Studio Runtime]オプションを有効または無効にする場合、変更を保存する
前に、コンテナの設定でESBアーティファクトの全てのエディターを閉じる必要があります。

ランタイムサーバーを追加すると、ローカルランタイムで、テストを目的にルートまたはデータ
サービスジョブを実行できます。

1. Talend Studioデザインワークスペースの[Run] (実行)ビューに移動します。
2. いつもと同じように[Basic Run] (基本実行)タブで[Run] (実行)ボタンをクリックして、現在の

ルートまたはデータサービスジョブをデプロイし、実行します。

ランタイムサーバーはランタイムコンソールから停止します。

1. [Window] (ウィンドウ)> [Show view] (ビューの表示) の順にクリックして、デザインワークス
ペースの[Console] (コンソール)ビューを表示します。

2. [Console] (コンソール)ビューで ボタンをクリックし、リストから[ESB Runtime] (ESBランタ
イム)を選択して、ESBランタイムコンソールを表示します。コンソールでランタイムコマンド
を実行することができます。

3. ランタイムサーバーを停止するには、コンソールビューで をクリックします。ランタイム

サーバーを再び開始するには、 をクリックします。

StudioのローカルTalend Runtimeが有効の場合、ルートまたはデータサービスジョブが実行中
なら、ランタイムサーバーはダウンしていても自動的に起動します。
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並列化を使用したジョブパフォーマンスの最適化

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。
Talend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、複数のサブジョブの並列実行（220ページ）を参照
して下さい。

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（221ページ）を参照して下さい。

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機能で、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、ジョブデザインとは?（29ページ）を参照して下さい。

複数のサブジョブの並列実行

[Multi thread execution] (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、依存性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性がないこと
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。

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以下のよう
にします:
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手順

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。

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。
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
シンのプロセッサー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
サーが解放されるまで待機するサブジョブが出てきます。

データ読み取りの並列繰り返しを起動する

並列対応[Iterate] (繰り返し)接続では、接続からスレッドを受信するコンポーネントでスレッドを
並行して読み取ることができます。

警告 :  globalMapは安全でないスレッドです。globalMap.put("key","value")

とglobalMap.get("key")を使用して自身のグローバル変数を作成し、ジョブ内にその値を
取り込む場合(特に、並列実行オプションが有効化された状態で[Iterate] (反復)接続を行った後の
場合)は、注意が必要です。

このタスクについて

並列繰り返しを設定するには、次の手順に従います。

手順

1. サブジョブの[Iterate] (反復)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ーに分散されます。
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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。

データフローのマッピング
[Map editor] (マップエディター)インタフェース

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。

マッピングコンポーネントは、他のTalendコンポーネント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フェース
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ために必要な全てのパラ
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用して[Map Editor] (マップエディター)および[Map Editor] (マップエディ
ター)の全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のインタフェースを示しています。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、このインタフェースの下の[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オペレー
ション（262ページ）を参照して下さい。

[Map Editor] (マップエディター)はいくつかのパネルで構成されています:
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• エディターの左上には[Input] (入力)パネルがあります。これは全て(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。テーブル名は、デザインワークスペースのジョブデザイン
でのメインまたはルックアップの行を反映しています。

• 中央には[Variable] (変数)パネルは、[Map Editor] (マップエディター)があります。これは変数
へのマッピングを通じて発生する冗長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] (検索)パネルは[Variable] (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で検索できます。

• [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。

• 下のパネルはいずれも、入力および出力スキーマを説明するものです。[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全てのカラムのスキーマ
ビューがそれそれのパネルに示されます。

• [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
の全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。

tMapオペレーション

tMapでは次のオペレーションが可能です。

• 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ー処理
• データのリジェクト

これらの変換やルーティングオペレーションは全て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つに限定されます。その他全ての受信行は、ルックアップタイプ
となります。関連項目: [Row] (行)接続（79ページ）

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性にある場合があります。この依存性は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。

[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下さい。

関連項目: 明示的な結合の使用（228ページ）
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入力テーブルにスキーマを入力する

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の定義（55ペー
ジ）を参照して下さい。

[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（249ページ）を参照して下さい。

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全て
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。
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[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（233ページ）

明示的な結合の使用

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。

注 :  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＆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ーに挿入するか、または既存のエントリーと置き換える
か、または選択した全てのデータを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＆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 （242ページ）を参照し
て下さい。

注 :  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（249ページ）
• 内部結合の使用（231ページ）
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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、全ての一致を考慮す
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

始める前に

明示的な結合に一致モデルを定義するには、次の手順に従います。

手順

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、必要な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。
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[All Matches] (全ての一致)
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、全ての一致が考慮され、メイン出力フローに渡されます。
内部結合の使用

[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。

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。

このタスクについて
明示的な結合のタイプを定義するには、以下のようにします:

手順

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。
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注 :  [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（246ペー
ジ）を参照して下さい。

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:

• ルックアップ内部結合リジェクト（246ページ）
• 入力フローのフィルタリング（232ページ）。

[All Rows] (全ての行)オプションの使用

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] (全ての行)の一致モデルオプションが選択されています。[All rows]
(全ての行)オプションを使うと、全ての行がルックアップフローからロードされ、[Main] (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)。

注 :  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] (全ての行)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] (全ての一致)を選択する必要があります。詳細は、明示的な結合の使
用（228ページ）および内部結合の使用（231ページ）を参照して下さい。

入力フローのフィルタリング

[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、長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。
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テーブルから入力エントリを削除する

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。

注 :  [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。

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全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
とに注意します。Ctrlキーを長押しして、全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＆ドロップが可能です。
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目的 必要な動作

全ての選択エントリを別個の変数として挿入し
ます。

Varテーブルにドラッグ＆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。

選択した全ての入力エントリを1つの既存
のVarエントリに連結します。

強調表示されているVarエントリ上にドラッグ＆ドロップします。
全てのエントリが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
書きします。

強調表示されている該当するVarエントリ上でドラッグ＆ドロップ
し、次にCtrlを押して放します。選択された全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
を作成します。

既存のVar上にドラッグ＆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。

グローバルまたはコンテキスト変数へのアクセス

[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。

変数の変数

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。

式の操作

全ての式([Input]、[Var]、または[Output])および制約ステートメントは、式フィールド、式エディ
ター、式ビルダー内に表示し、直接編集することができます。

式エディターへのアクセス

このタスクについて

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。

データ変換に必要な式を、式エディターの下半分にある[Expression editor] (式エディター)ビュー
に直接書き込むことができます。

[Expression editor] (式エディター)ビューを開くには、次の手順に従います。

手順

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。
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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。

注 :  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。

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。

タスクの結果

注 :  関数とオペレーションに関する詳細は、Javaのドキュメンテーションを参照して下さい。

[Expression Builder] (式ビルダー)を使用したコードの作成

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。一部のコンポーネントの[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、式として知られているこの種の(Java)コードの作成に役立
ちます。

tMapの式ビルダーを使用して、入力カラム、出力カラム、または変数の式を編集したり、複数の
出力カラムの式を同時に変更したりできます。

個別の式の編集

このタスクについて

以下の例では、[Expression Builder] (式ビルダー)を使用して2つの個別の式を編集する方法を示し
ます。
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この例では、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で式ビルダーを使用して、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。

手順

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オペレーション（223ページ）および[Map editor] (マップエディ
ター)インタフェース（222ページ）を参照して下さい。

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ドロップします。

3. 最初の[Expression] (式)フィールド(row1.Name)をクリックし、次に式のとなりに表示され
る[...]ボタンをクリックします。

[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] (カテゴリー)エリアで実行する適切な操作を選択します。このサンプルでは、
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。
特定の古い文字列内の特定の正規表現に一致する全てのサブストリングを特定の置換文
字列に置き換え、新しい文字列を返すために、[StringHandling]カテゴリーのCHANGE関数
とEREPLACE関数が使用されていることに注目して下さい。これらの関数には次の3つのパラ
メーターがあります。

oldStr 古い文字列

newStr 一致させる正規表現

replacement 全ての一致について置き換える文字列

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!] (テスト!)をクリックして、出力が正しいことを確認します。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)です。
9. もう一度、[Test] (テスト)エリアで、[Value] (値)としてindianaのようなダミーを使って式

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。

タスクの結果

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。
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複数の出力カラムに式を同時に設定する

このタスクについて

tMapでは、複数の出力カラムの変換動作を同時に定義することができます。

以下の例では、単純な変換ジョブを使用して、tMapで複数カラムの式をバッチ方式で定義する方
法を示しています。

以下は、この例で使用している入力CSVファイルの内容です。

id;firstname;lastname;city;state
1; Andrew;Adams;Madison; Rhode Island
2;Andrew; Garfield; Saint Paul;Colorado
3; Woodrow;   Eisenhower    ; Juneau; New Hampshire
4;Woodrow; Jackson;Denver;Maine
5; Lyndon;Buchanan; Pierre; Kentucky
6;  Bill;Tyler; Helena; New York
7;George;Adams;Oklahoma City    ;Alaska
8;Ulysses; Garfield;Santa Fe;Massachusetts
9; Thomas;Coolidge  ;Charleston;   Mississippi
10;John;Polk;   Carson City;  Louisiana

この例では、[String] (文字列)タイプの出力カラムは全て切り詰めて整えられ、最初と最後のホワ
イトスペースが削除され、姓と州名が大文字に変換されます。

手順

1. [Map Editor] (マップエディター)で入力と出力のマッピングを行います。
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2. 出力テーブルで[String] (文字列)タイプのカラムを選択します。すなわち、この例で
はfirstname、lastname、city、stateです。選択したカラムを右クリックする
と、[Apply Routine] (ルーチンの適用)ボタンが表示されます。

3. [Apply Routine] (ルーチンの適用)ボタンをクリックして、[Expression Builder] (式ビルダー)ダイ
アログボックスを開きます。

4. [Categories] (カテゴリ)エリアで StringHandlingを選択し、[Functions] (関数)エリア
でTRIM関数をダブルクリックして、[Expression] (式)フィールドにStringHandling

.TRIM(${0})を取得します。
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5. [OK]をクリックして[Expression Builder] (式ビルダー)ダイアログボックスを閉じます。
6. [Map Editor] (マップエディター)の出力テーブルでlastnameカラムとstateカラムを選択

し、選択したカラムを右クリックし、[Apply Routine] (ルーチンの適用)ボタンをクリックし
て[Expression Builder] (式ビルダー)ダイアログボックスを開きます。

7. [Categories] (カテゴリ)エリアで StringHandlingを選択し、[Functions] (関数)エリア
でUPPERCASE関数をダブルクリックして、[Expression] (式)フィールドにStringHandling

(${0})を取得します。

8. [OK]をクリックして[Expression Builder] (式ビルダー)ダイアログボックスを閉じます。
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タスクの結果

ここで、これらの出力カラムの式は次のようになります。

関数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。

出力設定のマッピング

ヒント :

tMapの出力フローの間に順序はありません。出力フローを1つずつ実行するには、一時ファイ
ルまたはメモリに出力してから、[Trigger] (トリガー) > OnSubjobOK接続設定によってリンク
されたさまざまなサブジョブを使用して、ファイルまたはデータベースに読み込み、挿入しま
す。

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。
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注 :  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。

選択... 目的

[New output] (新規出力) 独立したテーブルを追加します。

[Create join table from] (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従属関係がないため、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。

一度全ての接続、出力スキーマテーブルの作成が完了すると、ドラッグ＆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して、複数選択します。

または、[Var]エリアから式をドラッグ＆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は、関係する全ての入力/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ま
す。

操作 結果

既存の式上にドラッグ＆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＆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＆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＆ドロップ 選択したフィールドを強調表示した全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＆ド
ロップ

強調表示した全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。
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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。

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)インタフェースを使うと作業が便利です。

手順

1. 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。

2. 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（235ページ）を参照して下さい。

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演算子は全ての定義フィルターを論理的に結合
します。

出力リジェクト

このタスクについて

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。
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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全て、非リジェクトテーブルとなります。

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、全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、次の手順に従います。

手順

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。

タスクの結果

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りません。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。
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ルックアップ内部結合リジェクト

このタスクについて

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、次の手順に従います。

手順

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。

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十
字記号をクリックします。
エラー処理

このタスクについて

[Die on error] (エラー発生時に強制終了)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。[tMap]の[Die on
error] (エラー発生時に強制終了)オプションはデフォルトで有効になっています。
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[Die on error] (エラー発生時に強制終了)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] (エラー発生時に強制終了)オプションを無効にするには、以下のようにします:

手順

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. 入力エリアの上の[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] (エラー発生時に強
制終了)チェックボックスの選択を解除し、[OK]をクリックします。

タスクの結果
[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つのカラムで設定
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＆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。
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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。

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。
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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＆ドロップされ、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。

[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
トリー)と定義してリポジトリー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
キーマタイプは全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。

リポジトリーからスキーマ構造を取得する

このタスクについて

選択したテーブルのスキーマ構造をリポジトリーから取得するには、以下のようにします:

手順

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] (リポジトリー)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。

注 :  ここでリポジトリー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] (リポジトリーのコンテンツ)ダイアログボックスを表示しま
す。

5. [Repository Content] (リポジトリーのコンテンツ)ダイアログボックスで、全てのコンポーネン
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)パネルの内容は全て読み取り専用とな
ります。
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警告 :  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
トリー)に変更すると、結合が失われます。

注 :  [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。

スキーマカラムの検索

このタスクについて

tMapのスキーマカラムフィルターを使えば、入力または出力スキーマカラムもしくは複数のカラ
ムを、多数の中から1回の操作で素早く検索することができます。

以下の例では、[Map Editor] (マップエディター)の出力テーブルから"customer"という文字列を含む
カラムを検索する方法を示します。

手順

1.
[Map Editor] (マップエディター)を開き、テーブルの上部にある ボタンをクリックし、フィ
ルターエリアを開きます。
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2. フィルターエリアに検索文字列、この例ではcustomerを入力します。
入力を開始すると、テーブルには入力された文字に一致するカラムが表示されます。

[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全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。
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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ーからロードする、またはファイルにエクスポートすることができます。

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は、結合関係が無効になります。

[Type] (タイプ) データのタイプ: 文字列、整数、日付、その他。

注 :  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] (長さ) -1の場合、スキーマで長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] (null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。

注 :  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。
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データ型自動変換の有効化

始める前に

tMapを使用してデータフローを処理しているときに、マッピング全体で入力カラムと出力
カラムのデータ型が異なる場合、ジョブ実行時にコンパイルエラーが発生することがありま
す。tMapで[Enable Auto-Conversion of types] (データ型の自動変換を有効化)オプションを選択する
と、このエラーを避けることができます。

ジョブ内のtMapでこのフィーチャーを有効にするには、次の手順に従います。

手順

1.
マップエディターの上部にある 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開きます。

2. [Enable Auto-Conversion of types] (データ型の自動変換を有効化)チェックボックスをオンにし
て、[OK]をクリックします。

次のタスク

自動変換オプションをプロジェクトレベルで有効にしておけば、それ以降にプロジェクトに追加
するtMapコンポーネントでは、このフィーチャーが有効になっています。

デフォルト変換動作を上書きするルールの定義

必要に応じて、変換ルールを定義して、tMapのデフォルトの変換動作を上書きすることもできま
す。
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手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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)を展開し、[Auto-Conversion of types]
(データ型の自動変換)を選択し、該当するビューを開きます。

3. [Enable Auto-Conversion of types] (データ型の自動変換を有効化)チェックボックスをオンに
して、以降にプロジェクトに追加されるすべてのtMapコンポーネントでデータ型の自動変換
フィーチャーが有効になるようにします。

4. 必要に応じて、[+]ボタンをクリックして行を追加し、ソースとターゲットのデータ型を選択
し、データ型変換のJava関数を定義して変換ルールを作成し、ルールに一致するデータに対す
るtMapのデフォルト変換動作を上書きします。

[Conversion Function] (変換関数)フィールドでCtrl+スペースを押して、使用できるJava関数のリ
ストにアクセスすることができます。

この例で示したルールは、[String] (文字列)の入力データ型と[Integer] (整数)の出力データ型の
マッピングに一致します。

作成できる変換ルールの数に制限はありません。
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。
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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、[Store temp data] (一時データ保管)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ーに保管することで、一時データをシステ
ムメモリに保管してメモリ上限に到達するリスクを回避できます。

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] (一時データ保管)オプションを有効にするは、以下のようにします:

1. ジョブで[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)を起動
します。

2. 入力エリアで、メモリ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] (一時データ保管)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、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。

このオプションを完全に有効化するには、データを保管するディスクのディレクトリー、および
一時ファイルに格納するデータの行数でバッファサイズを指定する必要があります。この一時保
管ディレクトリーおよびバッファサイズは、[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いずれかで設定できます。

[Map Editor] (マップエディター)の一時保管ディレクトリーおよびバッファサイズを設定するに
は、以下のようにします:

1. 入力エリアの上の[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。
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2. [Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスで、一時データを保管するディレクト
リーのフルパスを[Temp data directory path] (一時データディレクトリーパス)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。

[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保管ディ
レクトリーを設定するには、以下のようにします:

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] (ディスクに保管)エリアで、一時データを保管するディレクトリーへのフルパ
スを[Temp data directory path] (一時データディレクトリーパス)フィールドに入力します。

または、リポジトリーの[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の使
用（90ページ）を参照して下さい。
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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保管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。

注 :  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
証されません。

[Advanced settings] (詳細設定)ビューでも、必要に応じてバッファサイズを設定できます。[Max
buffer size (nr of rows)] (最大バッファサイズ: 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保管されます。

ルックアップの処理

tMap内で異なるデータソースの間に結合 ([Inner Join] (内部結合)と[Left Outer Join] (左外部結合)を
含む)を実装するときには、常にメインフローが1つだけあり、tMapに接続された1つ以上のルッ
クアップフローがあります。ルックアップフローのレコードは全て、メインフローの各レコード
を処理する前にロードする必要があります。さまざまなタイプのビジネス要件とパフォーマンス
ニーズに合わせて、次の3種類のルックアップロードモデルが提供されています: [Load once] (一括
ロード)、[Reload at each row] (行ごとにリロード)、[Reload at each row (cache)] (行ごとにリロード
- キャッシュ)。

• [Load once] (一括ロード): [Store temp data] (一時データ保管)オプションがTrueに設定されてい
る場合、メインフローの各レコードを処理する前に、メモリ内またはローカルファイル内の
ルックアップフローから、全てのレコードを1回で(1回限り)ロードします。これがデフォルト
設定です。ルックアップフローへの結合を使用して処理するメインフローの中に大きなレコー
ドのセットがある場合には、これが優先オプションとなります。

• [Reload at each row] (行ごとにリロード): メインフローのレコードごとにルックアップフロー
の全レコードをロードします。各メインフローレコードに対してルックアップフローが繰り返
しロードされるため、一般にこのオプションではジョブ実行時間が長くなります。ただし、こ
のオプションは以下の状況では優先されます。

• ルックアップデータフローが絶えず更新される状況にあり、メインフローの各レコードの
ために最新のルックアップデータをロードして、結合実行後に最新のデータを取得した
い。

• ルックアップフロー内のデータベーステーブルからのデータが大量である一方で、メイ
ンフローからのデータは非常に少ない。この場合、[Load once] (一括ロード)オプションを
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使用するとOutOfMemory例外が発生するおそれがあります。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更新できます。例については、[Reload at each row] (行ごとにリロー
ド)（260ページ）を参照して下さい。

ストリーミングジョブでの[Reload at each row] (行ごとにリロード)は、tMongoDBLookup
Inputなどのルックアップ入力コンポーネントのみがサポートしています。

• [Reload at each row (cache)] (行ごとにリロード - キャッシュ): [Reload at each row] (行ごとに
リロード)モデルと同じように機能し、ルックアップフローの全てのレコードはメインフロー
の各レコードのためにロードされます。ただし、このモデルは[Store temp data on disk] (一
時データをディスクへ保管)オプションには使用できません。ルックアップデータはメモリに
キャッシュされており、新たなロードが発生すると、キャッシュにまだ入っていないレコー
ドのみがロードされます。これは、同じレコードを2度ロードすることを避けるためです。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。[Reload at each row (cache)] (行ごとにリロード - キャッシュ)と[Store temp
data] (一時データの保管)を同時に使用することはできません。

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。

ルックアップフローのローディングモードの設定

このタスクについて

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、次の手順に従います。

手順

1. ルックアップテーブルの右上にある[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。
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タスクの結果

これらのオプションを使うユースケースについては、tMapコンポーネントの関連ドキュメンテー
ションを参照して下さい。

[Reload at each row] (行ごとにリロード)

このタスクについて

[Reload at each row] (行ごとにリロード)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ロードする場合に使用します。

メインフローの行がルックアップフローよりもはるかに少なく(たとえば、比率が1000以上)、ルッ
クアップ入力がデータベースコンポーネントである場合、このアプローチの利点は、ルックアッ
プデータの量が時間の経過とともに増えるという問題への対処に役立つことにあります。データ
ベースコンポーネント内のメインフローからのデータに対してクエリを実行し、メインフロー内
の各レコードに該当するルックアップデータのみを選択することができるためです。たとえば以
下の例では、MySQLデータベースから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。この場合は以下のようにします:

手順

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。このサンプルでは、このクエリは次のようになります。 Select *
from person where id="+(Integer)globalMap.get("id")

タスクの結果

この例で使用したコンポーネントの詳細は、関連ドキュメンテーションを参照して下さい。

tXMLMapオペレーション

注 :  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オペレーションが可能です。

• 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)
• さまざまなモデルでのデータマッチング(たとえば、[Unique match] (完全一致)など。関連項目:

明示的な結合の使用（228ページ）)
• 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（231ページ）)
• [Load once] (一括ロード)などのモデルを使用して、フラットデータやXMLデータを含めデータ

ソースをとなり断的にルックアップ(関連項目:ルックアップの処理（258ページ）)
• 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
• データのリジェクト
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tMapと同様、マップエディターを使用してオペレーション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、ほとんどのオペレーション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のオペレー
ションについてのみ説明しています。

階層データに関連するオペレーションは、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。

注 :  tMapとは異なり、tXMLMapではディスクのディレクトリーに一時データを保存するための
[Store temp data] (一時データ保管)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（256ページ）を参照して下さい。

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するというコン
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X
ML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。

ドキュメントタイプの設定

このタスクについて

[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（252ページ）を参照して下さい。

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。

263



データサービス

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。

注 :  [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下さい。スキーマを設定する方法の詳細は、基本設定タブ（55ペー
ジ）を参照して下さい。

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エレメントを
示しています。

• ルートエレメント: XMLツリーを処理するために必要な最小エレメントで、高度なXMLツリー
を開発するための基盤にもなります。

• ループエレメント: XMLツリーの階層データを読み取るために反復処理するエレメントを判別
します。デフォルトでは、ルートエレメントはループエレメント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。
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そのためには、以下のようにします:

手順

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ツリーストラクチャーをイン
ポートする（267ページ）を参照)

注 :  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] (リポジトリー)で作成および保存されたファイルXML接続(関連項目:リ
ポジトリーからXMLツリー構造をインポートする（268ページ）)。

注 :  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ツリーのループエレメントをリセットします。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場合があ
ります。

• 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エレメントを定義する必要が
ある。

• [Repository] (リポジトリー)からXMLツリーをインポートする場合、ループエレメントは
ソース構造のセットに応じて設定される。ただし、ループエレメントはリセットできま
す。

詳細は、インポートされたXML構造のループエレメントを設定またはリセットす
る（269ページ）を参照して下さい。 

3. オプション: 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
きるオペレーションを説明しています。

オプション オペレーション

[Create Sub-element] (サブエレメントの作成)お
よび[Create Attribute] (属性の作成) 

XMLツリーを開発するためのエレメントまたは属性を追加しま
す。関連項目: サブエレメントまたは属性をXMLツリー構造に追
加する（270ページ）

[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: ネームスペースの管理（272ページ）

[Delete] (削除) エレメントまたは属性を削除します。関連項目: XMLツリー構造
からエレメントまたは属性を削除する（271ページ）

[Rename] (名前の変更) エレメントまたは属性の名前を変更します。

[As loop element] (ループエレメントとして使
用)

エレメントをループエレメントとして設定またはリセットしま
す。複数のループエレメントおよびオプションのループエレメ
ントがサポートされています。
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オプション オペレーション

[As optional loop] (オプションループとして使
用)

このオプションは、ループエレメントを定義するまで使用でき
ません。

対応するエレメントがソースファイルに存在する場合、オプシ
ョンループエレメントは通常のループエレメントと同様に機能
します。存在しない場合は、ループエレメントとして自動的に
その親エレメントがリセットされます。ソースファイルの親エ
レメントがない場合は、ルートエレメントまで高いレベルのエ
レメントが採用されます。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] (グループエレメントとして) 出力側のXMLツリーで、エレメントをグループエレメントとし
て設定します。関連項目: 出力データのグループ化（274ペー
ジ）

[As aggregate element] (集約エレメントとし
て) 

出力側のXMLツリーで、エレメントを集約エレメントとして設
定します。関連項目: 出力データの集約（276ページ）

[Add Choice] (選択の追加) 選択エレメントを設定します。この下で開発された全ての子エ
レメントは、この定義に含まれることになります。この選択
エレメントは、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選択エ
レメントの機能を実行できます。

tXMLMapで選択エレメントが処理される際、マッピング式が適
切に定義されていないと、定義に含まれるエレメントが出力さ
れません。

注 :

tXMLMapコンポーネントでは、インポートしたXSDファイル
で設定済みの全ての選択エレメントが自動的に定義されま
す。

[Set as Substitution] (代替として設定) 代替エレメントを設定して、対応するXSDで定義されたヘッド
エレメントを代替可能として指定します。代替エレメントによ
り、tXMLMapでドキュメントフローを読み書きするXSD代替エ
レメントの機能が実行できるようになります。

tXMLMapが置換エレメントを処理する際に、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エレメントは出
力されません。

注 :

tXMLMapコンポーネントでは、インポートしたXSDファイル
で設定済みの全ての代替エレメント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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XMLおよびXSDファイルからXMLツリーストラクチャーをインポートする
XMLファイルからXMLツリー構造をインポートする

手順

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X

ML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

手順

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X

SD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エレ

メントを選択して、[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。
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注 :  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
ルートとしてエレメントを選択できます。

• 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（283ページ）を参照して下さい。

次のタスク

ここで、XMLツリー構造のループエレメントを定義する必要があります。ループエレメントを定
義する方法の詳細は、インポートされたXML構造のループエレメントを設定またはリセットす
る（269ページ）を参照して下さい。

リポジトリーからXMLツリー構造をインポートする

このタスクについて

この場合は以下のようにします:

手順

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] (リポジトリーからインポート)を選択します。
3. ポップアップ表示されるリポジトリー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。
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この図は、この[Repository] (リポジトリー)に保存されたXMLファイルの例を示しています。

注 :

[Repository] (リポジトリー)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。リポジトリーでファイル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（319ページ）を参照して下さい。

4. [OK]をクリックして、この選択を確定します。

タスクの結果

現在の[Repository] (リポジトリー)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。

インポートされたXML構造のループエレメントを設定またはリセットする

このタスクについて

XMLツリーに存在しない場合は、少なくとも1つのループエレメントを設定する必要があります。
存在する場合は、必要に応じて既存のループエレメントをリセットします。

ループエレメントを設定またはリセットする必要がある場合は、次の手順に従います。

手順

1. 作成済みのXMLツリー構造で、ループを定義するエレメントを右クリックします。たとえば、
次の図ではCustomerエレメント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] (ループエレメント)を選択して、
選択したエレメントにループを定義します。
定義すると、選択したエレメントはテキスト: [loop] (ループ)とマークされます。

タスクの結果

注 :

XMLツリーに必要なループエレメントを設定せずに[Map Editor] (マップエディター)を閉じた場
合、ルートエレメントが自動的にループエレメントとして設定されます。

サブエレメントまたは属性をXMLツリー構造に追加する

このタスクについて

XMLツリー構造ビューでは、必要に応じて手動でサブエレメントまたは属性をルートまたは任意
の既存のエレメントに追加できます。

このいずれかのオペレーションを実行するには、次の手順に従います。

手順

1. 編集の必要なXMLツリーで、サブエレメントまたはその下の属性を追加する必要があるエレ
メントを右クリックして、目的に応じて[Create Sub-Element] (サブエレメントの作成)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] (エレメントの新規作成)ウィザードで、追加するサブエ
レメント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。新しいサブエレメントまたは属性は、編集中
のXMLツリー構造に表示されます。

XMLツリー構造からエレメントまたは属性を削除する

このタスクについて

構築されたXMLツリーから、エレメントまたは属性を削除する必要がある場合があります。この
場合は以下のようにします:

手順

1. 編集の必要なXMLツリーで、削除する必要があるエレメント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、選択されたエレメントまたは属性は、その下に付属する全てのサブエレメントまたは
属性も含めて削除されました。

ネームスペースの管理

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ツリーで各エレメントのネームス
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

このタスクについて

この場合は以下のようにします:

手順

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
あるエレメント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。

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。
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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。

ネームスペースのデフォルト値の変更

このタスクについて

この場合は以下のようにします:

手順

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。
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2. このメニューから[Change Namespace] (ネームスペースの変更)を選択し、対応するウィザード
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

このタスクについて

この場合は以下のようにします:

手順

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。

出力データのグループ化

tXMLMap コンポーネントでは、グループエレメントを使用して、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、グループエレメントと同じ条件に一致するエレメン
トをラッピングできます。

グループエレメントを設定するには、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エレメントとして設定できません。
2. グループエレメントはループエレメントの親である必要があります。

注 :

グループエレメントを設定するオプションは、ループエレメントが設定されるまで表示されま
せん。このオプションは、エレメントをグループエレメントとして設定できない場合も非表示
になります。

グループエレメントが設定されると、ループエレメントを除くすべてのサブエレメントは、出力
データをグループ化する条件として使用されます。

グループエレメントを最適化するため、XMLツリービューでは注意深く設計する必要がありま
す。グループエレメントの使い方は、Talend Help Center (https://help.talend.com)でを参照して下
さい。
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注 :  tXMLMapでは、XMLツリー構造のデータを分類するため[group element] (グループエレメン
ト)と[aggregate element] (集約エレメント)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。

• [group element] (グループエレメント)では、常にデータを単一フローで処理します。
• [aggregate element] (集約エレメント)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。

グループエレメントの設定

このタスクについて

グループエレメントを設定するには、次の手順に従います。

手順

1. [Map editor] (マップエディター)の出力側のXMLツリービューで、グループエレメントとして設
定する必要があるエレメント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] (グループエレメント)を選択します。
これで、この選択したエレメントはグループエレメントになりました。次の図は、グループエ
レメントを含むXMLツリーの例を示します。

定義済みグループエレメントの削除

このタスクについて

定義済みグループエレメントを削除するには、次の手順に従います。

手順

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] (グループエ
レメント)として定義されているエレメント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] (グループエレメントを削除)を選択しま
す。
これで定義済みグループエレメントは削除されました。
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出力データの集約

このタスクについて

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エ
レメントを定義できます。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。

手順

1. エレメントを集約エレメント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エレメントを右クリックして、コンテキストメニューから[As
aggregate element] (集約エレメントとして)を選択します。
これで、このエレメントは集約エレメントになりました。[aggregate] (集約)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. 集約エレメントの定義を削除するには、そのエレメントを右クリックして、コンテキストメニ
ューから[Remove aggregate element] (集約エレメントの削除)を選択します。

タスクの結果

注 :

エレメントを集約エレメントとして定義するには、このエレメントに子エレメントがなく、[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] (集約エレメントとして使用)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)機能の詳細は、エレメ
ントを1つのドキュメントに出力する（277ページ）を参照して下さい。

tXMLMapで集計エレメントを使用する方法のサンプルは、Talend Help Center (https://help.t
alend.com)でClassifying the output data with aggregate elementを参照して下さい。
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注 :  tXMLMapでは、XMLツリー構造のデータを分類するため[group element] (グループエレメ
ント)と[aggregate element] (集約エレメント)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] (グループエレメント)では、常にデータを単一フローで処理します。
• [aggregate element] (集約エレメント)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。

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、全てのXMLエレメントを単一のXMLフロー
に入れるかどうか、また空のエレメント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。

エレメントを1つのドキュメントに出力する

このタスクについて

常に出力エレメントを分類し、出力XMLフローを分割する集約エレメント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)機能を使用して、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、次の手順に従います。

手順

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。

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。
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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。

タスクの結果

注 :  [All in one] (オールインワン)機能は、集約エレメントを使用していると無効になります。集
約エレメントの詳細は、出力データの集約（276ページ）を参照して下さい。

マップエディターで空エレメントを管理する

このタスクについて

tXMLMapでtWriteXMLFieldを使用して空エレメントを作成する場合や、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、空エレメントを作成して出力する必要が生じる場合があります。

逆に、何らかの理由で空エレメントを出力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。
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tXMLMapでは、空エレメント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、次の手順に従います。

手順

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。

2. パネルで[Create empty element] (空エレメントの作成)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、空エレメント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フローに空エレメントが作成されます(例:
<customer><LabelState/></customer>)。

• [false] (偽)を選択すると、空エレメントは出力されません。

複数の入力ループのシーケンスを定義する

このタスクについて

ループエレメント、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エレメントから
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
スの最初のループエレメント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、最初にこのエレメントでのループが実行され、出力データがこのエレメントの値でソー
トされます。
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たとえば、この図ではtypesエレメントがプライマリループになり、出力データはこのエレメン
トの値でソートされます。

この場合、1つの出力ループエレメントが複数の入力ループエレメントを受け取り、ループエレメ
ントのとなり、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、次の手順に従います。
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手順

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。

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。

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ツリーの各エレメントや属性を指す絶対パスを表示し、エレメントや属性の名前を
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: 文字列、整数、ドキュメント、その他。

注 :

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。

注 :

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。
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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。
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データ統合のメタデータを一元管理

目的
[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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。

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。

このセットアッププロシージャは密接に関連する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
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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ー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
なライブラリー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。

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] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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。

一般的なプロパティの定義

手順

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] (リポジトリー)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。リポジトリー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（487ページ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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＆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。

接続パラメーターの定義

手順

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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注 :

Talend Studio 6.0以降では、Java 8の制限のため、ODBCはAccessのDB接続がサポートされな
くなっており、サポートされているデータベースドライバータイプはJDBCのみです。

Java 8の制限による制約がもう一つあります。Talend Studio 6.0以降では、Talend Studioの
以前のバージョンで作成された接続をインポートする以外に、一般的なODBCまたはMi
crosoft SQL Server (ODBC)接続を作成する方法がありません。その方法で一般的なODBCおよ
びMicrosoft SQL Server (ODBC)接続を作成することはできますが、その接続Java 7でしか使用
できません。

MS SQL Server (JDBC)接続の場合は、[Db Version] (DBバージョン)リストからMicrosoftを選択
したときに、SQL Server用のMicrosoft JDBCドライバーをMicrosoftダウンロードセンターか
らダウンロードし、ダウンロードしたzipファイルを解凍し、解凍したフォルダーからお
使いのJREバージョンに基づいてjarを選択し、jarの名前をmssql-jdbc.jarに変更し、手
動でインストールする必要があります。jarの選択については、Microsoftダウンロードセン
ターでシステム要件情報を参照してください。

Walletを使用してOracleへの接続を設定することができます。[DB Type] (DBタイプ)ド
ロップダウンリストからOracle Customを選択し、[Use SSL Encryption] (SSL暗号化の使
用)チェックボックスをオンにし、トラストストアとキーストアのファイルへのパス、およ
びそれぞれのパスワードを含む関連するプロパティ、およびCBCの使用を無効にするかどう
か(暗号ブロック連鎖方式)を指定して下さい。

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。

警告 :

MSSQL接続を作成する場合は、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、必ず次の手順に従います。

• 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. (任意) [Database Settings] (データベース設定)エリアの[Additional parameters] (追加パラメー
ター)フィールドで追加の接続プロパティを指定します。

3. [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。
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。

4. 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。
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新しく作成したデータベース接続は[Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Db
Connections] (DB接続)ノードの下に保存され、SQLクエリや、[Calculation View schemas] (計
算ビュースキーマ) (SAP HANAのみ)、[Synonym schemas] (シノニムスキーマ) (Oracle、IBM
DB2、MSSQL)、[Table schemas] (テーブルスキーマ)、[View schemas] (ビュースキーマ)など、
さまざまなタイプのスキーマ用に、データベース接続ノードの下にいくつかのフォルダーが作
成されます。
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＆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。

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
リー)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。

注 :

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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新しいウィザードが開き、テーブル、ビュー、シノニム(Oracle、IBM DB2、MSSQL)や計算ビ
ュー(SAP HANAのみ)など、さまざまなデータベースオブジェクトを検索するためのフィルターを
指定することができます。

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。
データベーステーブルを名前に基づいてフィルタリングする

手順

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選択します。

注 :  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。
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例

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"で終わる名前のデータベースオブジェクト全てを取り出すに
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クエリを使用してデータベースオブジェクトをフィルタリングする

手順

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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テーブルの選択とテーブルスキーマの定義

このタスクについて

フィルタリングされたデータベースオブジェクトのリストが表示されたら、次のように目的のオ
ブジェクトのスキーマをリポジトリーにロードします。

手順

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。
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注 :

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。

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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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警告 :  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。詳細は、Talend Help Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

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。スキーマパネルのスキーマ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、スキーマにカラムを追加したり、削除や移動を行うこともできます。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は取得されたスキーマによって上書きされ、カスタマイズ
内容は保持されません。
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
れたスキーマはすべて、関連するデータベース接続ノードの下の対応するスキーマフォルダー
に保存されます。
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] (リポジトリー)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、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ペー
ジ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下さい。

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。

JDBC接続を使用するサンプルは、Talend Help Center (https://help.talend.com)でJDBCコネクターを
使用したAmazon Athenaへの接続を参照して下さい。

JDBC接続のセットアップ

手順

1. JDBC接続を最初から作成するには、[Repository] (リポジトリー)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
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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] (リポジトリー)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、スキーマジェネリック情報を入力し、[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（286ページ）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下さい。

3. [DB Type] (DBタイプ)リストから[JDBC]を選択します。

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へのアクセスに使用する[JDBC URL]を入力します。
• [Drivers] (ドライバー)テーブルで必要なドライバーjarを指定します。これを行うには、表

の下の[+]ボタンをクリックして、必要に応じてドライバーJAR用行数を増やします。セル
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を選択し、セルの右側にある[...]ボタンをクリックして、[Module] (モジュール)ウィザード
を開くと目的のドライバーJARを選択することができます。

• [Driver Class] (Driverクラス)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
ラスを指定します。

• [User Id] (ユーザーID)および[Password] (パスワード)フィールドにデータベースユーザー認
証データを入力します。

• 接続するデータベースのタイプに従い、データベースタイプとスキーマ上のデータのJava
タイプの一致を可能にするマッピングを[Mapping file] (マッピングファイル)リストで選択
します。

注 :

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、『マッピングファイルへのアクセス（486ページ）』
を参照して下さい。

5. [Test connection] (接続のテスト)をクリックして、接続をチェックします。
6. [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] (リポジトリー)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全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。

テーブルスキーマの取得

手順

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
ジトリー)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。
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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（291ページ）を参照して下さい。
[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。
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、リポジトリーファイルシステムにロードします。
リポジトリー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。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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警告 :  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。詳細は、Talend Help Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

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、スキーマにカラムを追加したり、削除や移動を行うこともできます。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は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ません。
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] (リポジトリー)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、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ペー
ジ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下さい。

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
スの制約により、Talendから特定のライブラリー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
なライブラリー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。

• 以下のプロシージャで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。
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SAS接続のセットアップ

手順

1. Talend Studioの[Repository] (リポジトリー)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] (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（286ページ）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下さい。

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、[Database Properties] (データベースのプロパティ)エリアでデータベースプロ

パティに該当するフィールドを設定します。
6. [Finish] (完了)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] (リポジトリー)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
に関連する全てのスキーマがグループ化されます。
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SASテーブルスキーマの取得

手順

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（290ページ）を参照して下さい。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。

終了したら、任意のSAS接続のテーブルスキーマを[Repository] (リポジトリー)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、一元
管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ページ）およびジョブ内にリポジトリー
スキーマを設定する（58ページ）を参照して下さい。
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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は
、[Repository] (リポジトリー)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。

注 :

ファイルスキーマの作成方法は、全てのタイプのファイル接続(区切り記号付き、固定長、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] (リポジトリー)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。

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。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリー)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。ジョブで一元管理さ
れるメタデータの使用方法についての詳細は、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用す
る（450ページ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下
さい。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

一般的なプロパティの定義

手順

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
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明)フィールドに入力した情報は、ファイル接続にマウス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。リポジトリー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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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
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

手順

1. [File] (ファイル)フィールドのソースファイルの完全パスを指定するか、またはファイルを検索
するには、[Browse...] (参照...) ボタンをクリックします。

注 :  汎用命名規則(UNC)パス表記はサポートされていません。ソースファイルがLANホスト
上にある場合は、まずネットワークフォルダーをローカルドライブにマッピングすることが
できます。
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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] (ファイルビューワー)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ステップに進みます。

ファイル解析パラメーターの定義

このタスクについて

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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手順

1. [File Settings] (ファイル設定)エリアで、エンコーディングタイプ、フィールドと行の区切りを
設定します。
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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。

3. ファイルプレビュ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
は1つずつ増えます。

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、ビューワーで結果を確認
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

このタスクについて

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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手順

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ます。

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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリー)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。
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固定長ファイルメタデータの一元管理
固定長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
は、[Repository] (リポジトリー)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
長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 Positional File] (新規の固定長ファイル)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。

固定長ファイルの接続を最初から作成するには、まず[Repository] (リポジトリー)ツリービュー
で[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File positional] (固定長ファイル)を右クリックし
て、コンテキストメニューから[Create file positional] (固定長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。

[Repository] (リポジトリー)ツリービューの該当する[File positiona] (固定長ファイル)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] (リポジトリー)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、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用す
る（450ページ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下
さい。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)ツリービューで接続を右クリッ
クし、[Edit file positional] (固定長ファイルの編集)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

固定長ファイル接続の一般的なプロパティを定義する

手順

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。[Repository] (リポジトリー)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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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
positional] (固定長ファイル)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

手順

1. [File] (ファイル) フィールドのソースファイルの完全パスを指定するか、またはファイルを検
索するには、[Browse...] (参照...)ボタンをクリックします。

注 :  汎用命名規則(UNC)パス表記はサポートされていません。ソースファイルがLANホスト
上にある場合は、まずネットワークフォルダーをローカルドライブにマッピングすることが
できます。
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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。

ファイルがロードされ、[File Viewer] (ファイルビューワー)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] (フィールド区切り)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] (フィールド区切り)の数値は区切り間の文字数で、ロードされたファイルのカ
ラムの長さを示します。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全ての
文字数を意味します。数値を変更して、カラムの長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。

固定長ファイルの解析パラメーターを定義する

このタスクについて

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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手順

1. [File Settings] (ファイル設定)エリアで、フィールドと行の区切りを設定します。

• 必要に応じて、[Field Separator] (フィールド区切り)フィールドの数値を変更して、カラム
の長さを正確に指定します。

• ファイルの行区切りが標準のEOL (行末)ではない場合、[Row Separator] (行区切り)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は、[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は1つずつ増えます。

313



データ統合のメタデータを一元管理

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、ビューワ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。

固定長ファイルのスキーマをチェックおよびカスタマイズする

このタスクについて

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、アスタリスクは下線に置き換えられます。

手順

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。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。
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• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
2. 固定長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。

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] (リポジトリー)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 RegEx File] (新規正規表現ファイル)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。

注 :

ここでのプロシージャ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。

[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用す
る（450ページ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下
さい。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)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。
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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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

正規表現ファイル接続の一般的なプロパティを定義する

手順

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。リポジトリー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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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
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。
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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。

正規表現ファイルのパスと形式の定義

手順

1. [File] (ファイル) フィールドのソースファイルの完全パスを指定するか、またはファイルを検
索するには、[Browse...] (参照...)ボタンをクリックします。

注 :  汎用命名規則(UNC)パス表記はサポートされていません。ソースファイルがLANホスト
上にある場合は、まずネットワークフォルダーをローカルドライブにマッピングすることが
できます。

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。

[File viewer] (ファイルビューワー)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。
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正規表現ファイルの解析パラメーターを定義する

このタスクについて

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。

手順

1. [File Settings] (ファイル設定)エリアで、フィールドと行の区切りを設定します。

• 必要に応じて、[Field Separator] (フィールド区切り)フィールドの数値を変更して、カラム
の長さを正確に指定します。

• ファイルの行区切りが標準のEOLではない場合、[Row Separator] (行区切り)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。

警告 :

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下さい。

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。

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は、[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は1つずつ増えます。

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。
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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。

正規表現ファイルのスキーマをチェックおよびカスタマイズする

手順

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。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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。

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] (リポジトリー)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。
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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（320ページ）を参照
して下さい。

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（331ページ）を参照
して下さい。

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。

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（331ページ）を参照して下さい。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリー)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、一
元管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ページ）およびジョブ内にリポジトリース
キーマを設定する（58ページ）を参照して下さい。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

XMLファイル接続の一般的なプロパティを定義する

このタスクについて

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。

手順

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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注 :

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。

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。[Repository] (リポジトリー)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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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
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。
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メタデータのタイプ(入力)の設定

このタスクについて

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。ここでのプ
ロシージャでは、入力に設定する方法を説明しています。

手順

1. ダイアログボックスで、[Input XML] (入力XML)を選択します。

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

このタスクについて

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（324ページ）を参照して下さい。
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この手順を説明するために使用される入力XMLファイルのサンプルには、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、以下のようにします:

手順

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ーに移動
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] (スキーマビューワー)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。全てのカラ
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

このタスクについて

このプロシージャは、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（322ペー
ジ）を参照して下さい。
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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。前述のサンプルで
のXMLファイルの構造とエレメントのデータ型は、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>
  <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を参照して下さい。

注 :

XSDファイルをロードする場合

• データは[Repository] (リポジトリー)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。

• エレメントを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、以下のようにします:

手順

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ーに移動
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エレメ
ントを選択し、[OK]をクリックします。

[Schema Viewer] (スキーマビューワー)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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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クエリーが実行されるカラムの数を入力します。全てのカ
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

このタスクについて

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、以下の4種類のビューから構成されています:

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。

注 :  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。
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ビュー 説明

File Viewer (ファイルビューワー) 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。これを行うには、次の手順に
従います。

手順

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+スペース]を押
して、オートコンプリートリストを使用する)。

• [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。

注 :  [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)フィールドに、選択したノードを繰り返す最大回数を指定します。全
ての行に実行する場合は、「-1」を入力します。

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式)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。

注 :  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青色の矢印で
示されます。その他はグレーで示されます。
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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。

•
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。

注 :  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。

329



データ統合のメタデータを一元管理

エンドスキーマの完了

このタスクについて

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。

手順

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。

[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。

330

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html


データ統合のメタデータを一元管理

以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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下さい。

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
トリー)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。

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（320ページ）を参照して下さい。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

出力ファイルのXMLファイル接続の一般的なプロパティを定義する

このタスクについて

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。

手順

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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注 :

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。

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。リポジトリー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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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
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

このタスクについて

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。ここでのプ
ロシージャでは、出力に設定する方法を説明しています。
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手順

1. ダイアログボックスで、[Output XML] (出力XML)を選択します。

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

このタスクについて

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（335ページ）を参照して下さい。

XMLファイルから出力XML構造を作成するには、次の手順に従います。

手順

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)フィールドのとなりの[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] (ファイルビューワー)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。全てのカラ
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、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

このタスクについて

このプロシージャは、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（333ページ）を参照して下さい。

注 :

XSDファイルをロードする場合

• データは[Repository] (リポジトリー)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。

• エレメントを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、次の手順に従います。

手順

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)フィールドのとなりの[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エレメ
ントを選択し、[OK]をクリックします。
[File Viewer] (ファイルビューワー)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。全てのカラ
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、スキーマを定義します。
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出力ファイルのスキーマを定義する

このタスクについて

これまでの操作が終了したら、青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。

内容... 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。

スキーマリストに表示する
最大カラム数を指定します

[Linker Source] (リンカーソース)エリアの[Field Limit] (フィールド制限)フィールドで
は、ソースファイルのカラム数がStudioの環境設定で指定した制限を超え、出力スキー
マにパスするカラムにスキーマリストに表示されていないものがある場合に、表示する
最大カラム数を指定します。続いて、更新ボタンをクリックします。
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内容... 操作

ループエレメントを定義す
る

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、エレメントを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Set As Loop Element] (ループエレメントとして設定)を選択します。

注 :  ループを実行するようにエレメントを定義することは必須です。

グループエレメントを定義
する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、エレメントを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Set As Group Element] (グループエレメントとして設定)を選択しま
す。

注 :  ループエレメントの親エレメントは、親エレメントがXMLツリーのルートでな
い限り、グループエレメントとして設定できます。

エレメントの子エレメント
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。

• エレメントを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Sub-element] (サブエ
レメントの追加)を選択します。表示されるダイアログボックスにサブエレメント
の名前を入力して、[OK]をクリックします。

• エレメントを選択し、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] (サブエレメントとして作成)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エレメントの名前を入力し、[OK]を
クリックします。

エレメントの属性を作成す
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。

• エレメントを右クリックし、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。

• エレメントを選択し、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。

エレメントのネームスペー
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。

• エレメントを右クリックし、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。

• エレメントを選択し、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つ以上のエレメント、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。

• エレメント、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。

• エレメント、属性、またはネームスペースを選択し、下部の[x]ボタンをクリック
します。

• エレメント、属性、またはネームスペースを選択し、[Delete]キーを押します。

注 :  エレメントに子が存在する場合、エレメントを削除すると子も削除されま
す。

1つ以上のエレメントの順序
を変更する [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、エレメントを選択し、 ボタン

と ボタンを押します。
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内容... 操作

エレメント、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、エレメント、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。

注 :

• 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。

• ループエレメントの子エレメントには、エレメントに子エレメントがなく、
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エレメントとして作
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。

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XMLファイルまたはXS
D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。

注 :

Ctrlキー + Shiftキーを使うと、複数のフィールドを選択してドロップでき、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。

手順

1. [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ループを実行するエレメントを右クリック
し、コンテキストメニューから[Set As Loop Element] (ループエレメントとして設定)を選択し
ます。
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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。

出力ファイルのエンドスキーマを完了する

このタスクについて

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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手順

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[x]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下さい。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリー)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。

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] (リポジトリー)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。

341



データ統合のメタデータを一元管理

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。Excelファイル接続の一般的なプ
ロパティを定義する（342ページ）を参照して下さい。

• 対象ファイルをロードします。ファイルのロード（343ページ）を参照して下さい。
• 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（345ページ）を参照

して下さい。
• ファイルスキーマを確定します。Excelファイルのエンドスキーマを完了する（346ペー

ジ）を参照して下さい。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリー)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
されるメタデータの使用方法についての詳細は、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用す
る（450ページ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下
さい。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

Excelファイル接続の一般的なプロパティを定義する

手順

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。リポジトリー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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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

手順

1. [File] (ファイル) フィールドのソースファイルの完全パスを指定するか、またはファイルを検
索するには、[Browse...] (参照...)ボタンをクリックします。

注 :  汎用命名規則(UNC)パス表記はサポートされていません。ソースファイルがLANホスト
上にある場合は、まずネットワークフォルダーをローカルドライブにマッピングすることが
できます。

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] (ファイルビューワーおよびシート設定)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] (シートを選択して下さい)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。
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• [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横
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全ての構造が組
み合わされます。

5. [Next] (次へ)をクリックして、続行します。

ファイルの解析

このタスクについて

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。

手順

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番目のカラムをスキーマの1番目のカラムとして設定します。
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、ファイルの全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、全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。

Excelファイルのエンドスキーマを完了する

このタスクについて

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。

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。
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手順

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。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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た場合は、[Guess](推測)をクリックする
と変更が失われます。
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3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリー)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。

LDIFメタデータの一元管理
このタスクについて

LDIFファイルとは属性によって説明されたディレクトリーファイルです。特定のLDIFファイルを
頻繁に読み込む必要がある場合は、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。

手順

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)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定し
ます。リポジトリー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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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 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. [File] (ファイル)フィールドにソースファイルの完全パスを指定するか、またはファイルを検索
するには、[Browse...] (参照...)ボタンをクリックします。

注 :  汎用命名規則(UNC)パス表記はサポートされていません。ソースファイルがLANホスト
上にある場合は、まずネットワークフォルダーをローカルドライブにマッピングすることが
できます。

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] (ファイルビューワー)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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[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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下さい。

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。

タスクの結果

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリー)ツリービューでドラッ
グして、新しい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
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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、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ページ）お
よびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下さい。

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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

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は、[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
リー)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、tWriteJSONFiel
d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（353ページ）を参照して下さい。

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（362ページ）を
参照して下さい。

[Repository] (リポジトリー)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。

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（362ページ）を参照して下さい。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリー)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。
ジョブで一元管理されるメタデータの使用方法についての詳細は、一元管理されたメタデータを
ジョブ内で使用する（450ページ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ペー
ジ）を参照して下さい。
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既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)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。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

JSONファイル接続の一般的なプロパティを定義する

手順

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。

注 :

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。

354



データ統合のメタデータを一元管理

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。
リポジトリー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（487ページ）お
よびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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。

メタデータ型の設定および入力ファイルのロード

手順

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。

2. [Read By] (読み取り)リストボックスから、ソースJSONファイルを読み取るクエリのタイプを選
択します。

• JsonPath: JsonPathクエリに基づいてJSONデータを読み取ります。

これがデフォルトであり、パフォーマンスを向上させて、XPathクエリに基づいてJSO
Nデータを読み取るときに発生する問題を回避するために、JSONデータを読み取るクエリ
タイプとして推奨します。

• Xpath: XPathクエリに基づいてJSONデータを読み取ります。
3. [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ーに移

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。
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この例では、入力JSONファイルの内容は次のとおりです。

{"movieCollection": [
    {
        "type": "Action Movie",
        "name": "Brave Heart",
        "details": {
            "release": "1995",
            "rating": "5",
            "starring": "Mel Gibson"
        }
    },
    {
        "type": "Action Movie",
        "name": "Edge of Darkness",
        "details": {
            "release": "2010",
            "rating": "5",
            "starring": "Mel Gibson"
        }
    }
]}

[Schema Viewer] (スキーマビューワー)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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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、JSON階層の深度においてJsonPathまたはXPathのクエリを制限す
るレベル数を入力します。制限なしの場合は0です。
このパラメーターを5未満の値に設定すると、JSONファイルのサイズが大きい場合にウィザー
ドのハングを防ぐのに役立ちます。

6. [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。

JSONファイルのスキーマの定義

このタスクについて

このステップでは、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、以下の4種類のビューから構成されています:

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。
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ビュー 説明

[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) JSONファイルのデータのプレビュー。

手順

1. 選択したクエリのタイプに応じて、反復するノードについて[Path loop expression] (パスルー
プ式)フィールドに絶対JsonPathまたはXPath式を入力します。これには以下の2つの方法があ
ります:

• 反復するノードの絶対JsonPathまたはXPath式を入力する(式全体を入力するか、[Ctrl+ス
ペース]を押して、オートコンプリートリストを使用する)方法。

• [Source schema] (ソーススキーマ)のツリービューから[Path loop expression] (パスループ
式)テーブルの[Absolute path expression] (絶対パス式)フィールドにループエレメントノー
ドをドロップする方法。

オレンジ色の矢印は対応する式へのリンクを示します。

注 :  [Path loop expression] (パスループ式)の定義は必須です。

2. [Loop limit] (ループ制限)フィールドで、選択したノードを反復する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 path expression] (相対または絶対パス式)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。
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注 :  [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。

• [+]ボタンと[x]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。
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。フィールドが定義された順番でスキーマに表示されます。

7. [Next] (次へ)をクリックし、スキーマを確定します。

JSONファイルのスキーマを完了する

このタスクについて

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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手順

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。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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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た場合は、[Guess](推測)をクリックする
と変更が失われます。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリー)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。

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（353ページ）を参
照して下さい。

これで、ファイル接続または任意のスキーマを[Repository] (リポジトリー)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。ジョブで一元管理さ
れるメタデータの使用方法についての詳細は、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用す
る（450ページ）およびジョブ内にリポジトリースキーマを設定する（58ページ）を参照して下
さい。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリー)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。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

出力ファイルのJSONファイル接続の一般的なプロパティを定義する

手順

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。

注 :

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。
リポジトリー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（487ページ）お
よびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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。

メタデータ型の設定およびテンプレートJSONファイルのロード

このタスクについて

この手順では、スキーマのタイプを入力または出力として設定します。ここでは、スキーマを出
力に設定する方法について説明しています。

手順

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。
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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)フィールドのとなりの[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] (ファイルビューワー)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。
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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、JSON階層の深度においてJsonPathまたはXPathのクエリを制限す
るレベル数を入力します。制限なしの場合は0です。
このパラメーターを5未満の値に設定すると、JSONファイルのサイズが大きい場合にウィザー
ドのハングを防ぐのに役立ちます。

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、スキーマを定義します。
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出力ファイルのJSONスキーマを定義する

このタスクについて

これまでの操作が終了したら、青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。

内容... 操作

ループエレメントを定義す
る

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、エレメントを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Set As Loop Element] (ループエレメントとして設定)を選択します。

注 :

ループを実行するようにエレメントを定義することは必須です。
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内容... 操作

グループエレメントを定義
する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、エレメントを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Set As Group Element] (グループエレメントとして設定)を選択しま
す。

注 :

ループエレメントの親エレメントは、親エレメントがJSONツリーのルートでない限
り、グループエレメントとして設定できます。

エレメントの子エレメント
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。

• エレメントを右クリックし、コンテキストメニューから[Add Sub-element] (サブエ
レメントの追加)を選択します。表示されるダイアログボックスにサブエレメント
の名前を入力して、[OK]をクリックします。

• エレメントを選択し、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] (サブエレメントとして作成)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エレメントの名前を入力し、[OK]を
クリックします。

エレメントの属性を作成す
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。

• エレメントを右クリックし、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。

• エレメントを選択し、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。

エレメントのネームスペー
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。

• エレメントを右クリックし、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。

• エレメントを選択し、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つ以上のエレメント、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。

• エレメント、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。

• エレメント、属性、またはネームスペースを選択し、下部の[x]ボタンをクリック
します。

• エレメント、属性、またはネームスペースを選択し、[Delete]キーを押します。

注 :

エレメントに子が存在する場合、エレメントを削除すると子も削除されます。

1つ以上のエレメントの順序
を変更する [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、エレメントを選択し、 ボタン

と ボタンを押します。
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内容... 操作

エレメント、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、エレメント、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。

注 :

• 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。

• ループエレメントの子エレメントには、エレメントに子エレメントがなく、
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エレメントとして作
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。

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JS
ON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。

注 :

Ctrlキー + Shiftキーを使うと、複数のフィールドを選択してドロップでき、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。

手順

1. [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ループエレメントとして設定するエレメント
を右クリックし、コンテキストメニューから[Set As Loop Element] (ループエレメントとして設
定)を選択します。
この例では、[details] (詳細)エレメントで実行するループを定義します。
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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、スキーマを確定します。

出力ファイルのエンドスキーマJSONを完了する

このタスクについて

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。

369



データ統合のメタデータを一元管理

手順

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。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
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た場合は、[Guess](推測)をクリックする
と変更が失われます。
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3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリー)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。

LDAP接続メタデータの一元管理
LDAPディレクトリー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]
(リポジトリー)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ディレクトリーから作成したり、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ディレクトリーから作成するには、まず[Repository] (リポジト
リー)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開します。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ステップのプロシージャでLDAPサーバー接
続とスキーマ定義が収集されます。

これで、ファイル接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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] (リポジトリー) 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。

LDAP接続の一般的なプロパティを定義する

手順

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。[Repository] (リポジトリー)アイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プ
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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（487ペー
ジ）およびステータス管理（489ページ）を参照して下さい。

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

手順

1. 接続情報を入力します。

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ディレクトリー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

手順

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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[Field] (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。
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[Field] (フィールド) 説明

[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。

[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] (制限事項) 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。

LDAPディレクトリーのスキーマを定義する

手順

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。

LDAPディレクトリーのエンドスキーマを完了する

このタスクについて

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。
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手順

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。

[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。
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• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
2. スキーマの基になるLDAPディレクトリーが変更されたら、[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
ると変更が失われます。

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリー)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。

Azureストレージメタデータの一元管理
このタスクについて

Talend Studioの提供するAzureストレージメタデータウィザードを使用すれば、Azureストレージへ
の接続をすばやくセットアップし、目的のコンテナ、キュー、およびテーブルのスキーマを取得
することができます。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開し、[Azure
Storage] (Azureストレージ)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
Azure Storage] (Azureストレージの作成)を選択し、[Azure Storage] (Azureストレージ)ウィザー
ドを開きます。

2. [Azure Storage Connection Settings] (Azureストレージ接続設定)ダイアログボックスで、次の
テーブルにリストされているプロパティに値を指定(または必要なら更新)します。
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Property 説明

[Name] (名前) 作成する接続の名前を入力します。

アカウント名 アクセスする必要のあるストレージアカウントの名前を入力します。ストレージ
アカウント名は、使用するMicrosoft Azureストレージシステムの[Manage Access
Keys] (アクセスキーの管理)ダッシュボード内にあります。

アカウントキー アクセスする必要のあるストレージアカウントに関連付けられたキーを入力しま
す。どのアカウントにも使用できるキーが2つあり、デフォルトでは、どちらもこ
のアクセスに使用できます。

[Protocol] (プロトコル) 作成する接続のプロトコルを選択します。

[Use Azure Shared Access
Signature] (Azure Shared
Access Signatureを使用)

アカウントキーを使用せずにストレージリソースにアクセスするには、この
チェックボックスを選択してShared Access Signatureを使用します。表示され
る[Azure Shared Access Signature]フィールドに、Shared Access Signatureを二重引
用符で囲んで入力します。詳細は、「Using Shared Access Signatures (SAS)」を参
照して下さい。

3. [Test connection] (接続のテスト)をクリックして設定を確認します。
入力した接続情報が正しければ、接続に成功したことを示すダイアログボックスが表示されま
す。[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。[Next] (次へ)ボタンが使用できる状
態になります。

4. [Next] (次へ)をクリックします。[Add a new container schema in current connection] (現在の接
続に新しいコンテナスキーマを追加する)ダイアログボックスが表示されたら、スキーマを取
得する目的のコンテナを選択します。
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5. [Next] (次へ)をクリックします。[Add a new queue schema in current connection] (現在の接続に
新しいキュースキーマを追加する)ダイアログボックスが表示されたら、スキーマを取得する
目的のキューを選択します。
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6. [Next] (次へ)をクリックします。[Add a new table schema in current connection] (現在の接続に
新しいテーブルスキーマを追加する)ダイアログボックスが表示されたら、スキーマを取得す
る目的のテーブルを選択します。

7. [Finish] (終了)をクリックして手順を完了します。
新しく作成したAzureストレージ接続が、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー内の[Azure
Storage] (Azureストレージ)ノードの下に、目的のコンテナ、キュー、テーブルのスキーマと共
に表示されます。
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これで、作成したAzureストレージ接続、または[Repository] (リポジトリー)ビューから取得
したコンテナ/キュー/テーブルをドラッグ＆ドロップするだけの操作で、Azureストレージコ
ンポーネントをデザインワークスペースに追加し、接続またはスキーマ情報を再利用できる
ようになります。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、一元管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ページ）を参照して下さ
い。Azureストレージコンポーネントの使用については、Azureストレージコンポーネントの関
連ドキュメンテーションを参照して下さい。
作成したAzureストレージ接続メタデータを変更するには、[Repository] (リポジトリー)ツリー
ビューで接続ノードを右クリックし、コンテキストメニューから[Edit Azure Storage] (Azureス
トレージの編集)を選択し、メタデータセットアップウィザードを開きます。
目的のコンテナ/キュー/テーブルのスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリー)ツ
リービューでコンテナ/キュー/テーブルノードを右クリックし、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、スキーマの更新ウィザードを開きます。

Google Driveメタデータの一元管理
Talend Studioでは、Google Drive接続の詳細を[Repository] (リポジトリー)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。また、Google Driveコンポーネントの
使用時に確立された接続を使用してGoogle Driveに接続することができます。

手順

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、[Google
Drive]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[New GoogleDrive Connection]
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(新しいGoogleDrive接続)を選択し、[New Google Drive Connection] (新しいGoogle Drive接
続)ウィザードを開きます。

2. 使用するOAuthメソッドに応じて、以下のテーブルにリストされているプロパティに値を指定
します。

Property 説明

[Name] (名前) 作成するGoogle Drive接続の名前。

[Application Name] (アプリケーション名) Google DriveがそのAPIへのアクセスに必要とするアプ
リケーション名。

[OAuth Method] (OAuthメソッド) Google Driveへのアクセスに使用するOAuthメソッドを
ドロップダウンリストから選択します。

• [Access Token (deprecated)] (アクセストークン(非
推奨)): Google Driveへのアクセスにアクセストーク
ンを使用します。

• [Installed Application (Id & Secret)] (インストー
ル済みのアプリケーション(IDとシークレット)):
Google API Consoleを使用して作成したクライア
ントIDとクライアントシークレットを使用して
Google Driveにアクセスします。このメソッド
の詳細は、[Google Identity Platform] > [Installed
applications] (インストール済みのアプリケーショ
ン) を参照してください。

• [Installed Application (JSON)] (インストール済み
のアプリケーション(JSON)): Google API Consoleを
使用して作成したクライアントシークレット
JSONファイルを使用します。また、Google Driveに
アクセスするためのクライアントID、クライアン
トシークレット、およびその他のOAuth 2.0パラ
メーターが含まれています。

• [Service Account] (サービスアカウント): Google
API Consoleを使用して作成したサービスアカウン
トJSONファイルを使用してGoogle Driveにアクセス
します。このメソッドの詳細は、[Google Identity
Platform] > [Service accounts] (サービスアカウン
ト)を参照してください。

各メソッドを使用してGoogle Driveにアクセスする方
法の詳細は、Google DriveにアクセスするOAuthメソッ
ドの説明をTalend Components Reference Guideまた
はTalend Help Center (https://help.talend.com)で参照し
てください。

[Access Token] (アクセストークン) Google Developers OAuth 2.0 Playgroundを使用して生成
されたアクセストークン。

このプロパティは、[OAuth Method] (OAuthメソッド)ド
ロップダウンリストでAccess Token(アクセストーク
ン)が選択されている場合にのみ利用できます。

[Client ID] (クライアントID)と[Client Secret] (クライア
ントシークレット)

クライアントIDとクライアントシークレット。

この2つのプロパティは、[OAuth Method] (OAuthメ
ソッド)ドロップダウンリストでInstalled

Application (Id & Secret) (インストール済みの
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Property 説明

アプリケーション(IDとシークレット))が選択されている
場合にのみ利用できます。

[Client Secret JSON] (クライアントシークレットJSON) クライアントシークレットJSONファイルへのパス。

このプロパティは、[OAuth Method] (OAuthメソッド)ド
ロップダウンリストでInstalled Application

(JSON) (インストール済みのアプリケーショ
ン(JSON))が選択されている場合にのみ利用できます。

[Service Account JSON] (サービスアカウントJSON) サービスアカウントJSONファイルへのパス。

このプロパティは、[OAuth Method] (OAuthメソッド)ド
ロップダウンリストでService Account(サービスア
カウント)が選択されている場合にのみ利用できます。

[DataStore Path] (DataStoreパス) 更新トークンを保存するクレデンシャルファイルへの
パス。

このプロパティは、[OAuth Method] (OAuthメソッド)ド
ロップダウンリストでInstalled Application

(Id & Secret)  (インストール済みのアプリケ
ーション(IDとシークレット))またはInstalled

Application (JSON) (インストール済みのアプリケ
ーション(JSON))が選択されている場合にのみ利用でき
ます。

[Use Proxy] (プロキシの使用) プロキシの背後で作業する場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。このチェックボックスをオンに
した状態で、以下のパラメーターに値を指定する必要
があります:

• [Host] (ホスト): HTTPプロキシサーバーのIPアドレ
ス。

• [Port] (ポート): HTTPプロキシサーバーのポート番
号。

Use SSL (SSL の使用) SSL接続を使用してGoogle Driveにアクセスする場
合は、このチェックボックスをオンにします。この
チェックボックスをオンにした状態で、以下のパラ
メーターに値を指定する必要があります:

• [Algorithm] (アルゴリズム): SSL暗号法アルゴリズ
ムの名前。

• [Keystore File] (キーストアファイル): クライアント
が信頼する証明書のリストを含む証明書トラスト
ストアファイルへのパス。

• [Password] (パスワード): トラストストアデータの
整合性チェックに使用するパスワード。

3. [Test connection] (接続のテスト)をクリックして設定を確認します。

OAuthメソッドのAccess Token (deprecated) (アクセストークン(非推奨))、Installed

Application (Id & Secret) (インストール済みのアプリケーション(IDとシークレッ
ト))、またはInstalled Application (JSON) (インストール済みのアプリケーショ
ン(JSON))を使用している場合は、Webブラウザにウィンドウが表示され、アカウントの選択が
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求められて、Google Driveへのアクセスが許可されます。Webブラウザでの認証後に、接続が
成功したことを示すダイアログボックスがTalend Studioに表示されます。

4. [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、[Finish] (終了)をクリックします。

新規作成されたGoogle Drive接続が[Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Google
Drive]ノードの下に表示されます。

新しいGoogle Drive接続ノードをドラッグ＆ドロップしてGoogle Driveコンポーネントをデザイ
ンワークスペースに追加し、接続情報を再利用できるようになりました。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、一元管理されたメタデータを
ジョブ内で使用する（450ページ）を参照して下さい。Google Driveコンポーネントの使用に
ついては、Google Driveコンポーネントの関連ドキュメンテーションを参照して下さい。

作成したGoogle Drive接続メタデータを変更するには、[Repository] (リポジトリー)ツリー
ビューで接続ノードを右クリックし、コンテキストメニューから[Edit GoogleDrive Connection]
(GoogleDrive接続の編集)を選択し、メタデータセットアップウィザードを開きます。

Marketoメタデータの一元化
このタスクについて

Talend Studioの提供するMarketoメタデータウィザードを使用すれば、Marketoへの接続をすばや
くセットアップし、REST APIを使用して目的のカスタムオブジェクトのスキーマを取得すること
ができます。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開
し、[Marketo]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 Marketo]
(Marketoの作成)を選択し、[Marketo]ウィザードを開きます。
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2. [Marketo REST Connection Settings] (Marketo REST接続設定)ダイアログボックスで、次のテー
ブルにリストされているプロパティに値を指定(または必要なら更新)します。
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Property 説明

[Connection name] (接続名) 作成する接続の名前を入力します。

エンドポイントのアドレス Marketo WebサービスのAPIエンドポイントURLを入力します。APIエンドポイン
トURLは、Marketo [Admin] (管理者) > [Web Services] (Webサービス)パネルにありま
す。

[Client access ID] (クライア
ントアクセスID)

Marketo WebサービスにアクセスするためのクライアントIDを入力します。

[Secret key] (秘密キー) Marketo Webサービスにアクセスするためのクライアントシークレットキーを入力
します。

[Timeout] (タイムアウト) Marketo Webサービスへの接続の試行が終了するまでのタイムアウト値(ミリ秒)を
入力して下さい。

[Max reconnection attempts]
(再接続試行最大回数)

試行を断念するまでのMarketo Webサービスに対する再接続試行の最大回数を入力
します。

[Attempt interval time] (試行
間隔)

その後の再接続試行までの間隔(ミリ秒)を入力します。

3. [Test connection] (接続のテスト)をクリックして設定を確認します。
入力した接続情報が正しければ、接続に成功したことを示すダイアログボックスが表示されま
す。[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。[Next] (次へ)ボタンが使用できる状
態になります。

4. [Next] (次へ)をクリックして次の手順に進み、目的のカスタムオブジェクトを選択します。
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5. スキーマを取得するカスタムオブジェクトを選択し、[Finish] (終了)をクリックします。
新しく作成したMarketo接続が、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー内の[Marketo]ノード
の下に、目的のカスタムオブジェクトのスキーマと共に表示されます。

387



データ統合のメタデータを一元管理

これで、作成したMarketo接続、または[Repository] (リポジトリー)ビューから取得したカスタ
ムオブジェクトをドラッグ＆ドロップするだけの操作で、Marketoコンポーネントをデザイン
ワークスペースに追加し、接続またはスキーマ情報を再利用できるようになります。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、一元管理されたメ
タデータをジョブ内で使用する（450ページ）を参照して下さい。Marketoコンポーネントの
使用については、Marketoコンポーネントの関連ドキュメンテーションを参照して下さい。
作成したMarketo接続メタデータを変更するには、[Repository] (リポジトリー)ツリービューで
接続ノードを右クリックし、コンテキストメニューから[Edit Marketo] (Marketoの編集)を選択
し、メタデータセットアップウィザードを開きます。
目的のカスタムオブジェクトのスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリー)ツ
リービューでカスタムオブジェクトノードを右クリックし、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、スキーマの更新ウィザードを開きます。

Salesforceメタデータの一元管理
Talend Studioの提供するSalesforceメタデータウィザードを使用すれば、Salesforceシステムへの接
続をすばやくセットアップし、Salesforceメタデータをさまざまなジョブで再利用することができ
ます。

このタスクについて

Talend Studioの提供するSalesforceメタデータウィザードを使用すれば、Salesforceシステムへの接
続をすばやくセットアップし、Salesforceメタデータをさまざまなジョブで再利用することができ
ます。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開
し、[Salesforce]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 Salesforce]
(Salesforceの作成)を選択し、[Salesforce]ウィザードを開きます。
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2. [Name] (名前)フィールドに接続の名前を入力し、[Connection type] (接続タイプ)リストか
ら[Basic] (ベーシック)または[OAuth]を選択し、選択した接続タイプに従って接続の詳細を入力
します。

• [Basic] (ベーシック)オプションを選択すると、以下の詳細を指定する必要があります。

• [User Id] (ユーザーID): Salesforce内のユーザーのID。
• [Password] (パスワード): ユーザーIDに関連付けられたパスワード。
• [Security Key] (セキュリティキー): セキュリティトークン。

• [OAuth]オプションを選択すると、以下の詳細を指定する必要があります。

• [Client Id] (クライアントID)および[Client Secret] (クライアントシークレット): OAuthコ
ンシューマーキーとコンシューマーシークレット。これらは、Salesforce.comで作成し
た接続済みアプリの[OAuth Settings] (OAuth設定)エリアで使用できます。

• [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):
OAuth認証コールバックURL。このURL (ホストとポートの両方)は接続済みアプリの作
成中に定義され、接続済みアプリの[OAuth Settings] (OAuth設定)エリアに表示されま
す。

• [Token File] (トークンファイル): 認証なしでのアクセストークンの取得に使用する更新
トークンを保存するトークンファイルへのパス。

3. 必要に応じて、[Advanced...] (詳細...)をクリックして[Salesforce Advanced Connection Settings]
(Salesforceの詳細接続設定)ダイアログボックスを開き、次の手順に従い、[OK]をクリックしま
す。

• Salesforceシステムへの接続に必要なSalesforce WebサービスのURLを入力します。
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• バルクデータ処理機能を使用する必要がある場合は、[Bulk Connection] (バルク接
続)チェックボックスを選択します。

• [Use or save the connection session] (接続セッションを使用または保存)チェックボックスを
選択し、[Session directory] (セッションディレクトリー)フィールドが表示されたら、保存
または使用する接続セッションファイルへのパスを指定します。

このセッションファイルは、コンポーネントによって正しいユーザーIDが提供されている
限り、異なる複数のジョブが共有して接続セッションを取得することができます。このた
め、セッションを取得するためにサーバーに接続する必要はありません。

期限切れのセッションが検出された場合は、正しい接続情報(ユーザーID、パスワード、セ
キュリティキー)を入力すれば、コンポーネントはサーバーに接続して新しいセッション情
報を取得し、接続セッションファイルを更新します。

このチェックボックスは、[Connection type] (接続タイプ)ドロップダウンリストで[Basic]
(ベーシック)を選択した場合にのみ使用できます。

• SOAPメッセージ圧縮を有効にするには、[Need compression] (圧縮が必要)チェックボック
スを選択します。これにより、パフォーマンスが向上する場合があります。

• コンソールでのHTTPインタラクションを出力するには、[Trace HTTP message] (HTTPメッ
セージのトレース)チェックボックスを選択します。

このオプションは、[Bulk Connection] (バルク接続)チェックボックスがオンになっている
場合にのみ使用できます。

• HTTP Chunkedデータ転送メカニズムを使用するには、[Use HTTP Chunked] (HTTP
Chunkedの使用)チェックボックスを選択します。

このオプションは、[Bulk Connection] (バルク接続)チェックボックスがオンになっている
場合には使用できません。

• Salesforce Webサイトへのアクセスに同じアカウントとパスワードを使用するユーザーを
区別するには、[Client Id] (クライアントID)フィールドに実際のユーザーのIDを入力しま
す。

• [Timeout] (タイムアウト)フィールドに、Salesforce接続タイムアウトの値をミリ秒単位で入
力します。

• 必要に応じて[Use Proxy] (プロキシの使用)チェックボックスをオンにしてSOCKSタ
イププロキシを設定し、対応する設定の詳細を入力します。HTTPタイプのプロキシ
は、[Window] > [Preferences] (環境設定) > [General] (一般) > [Network Connections] (ネット
ワーク設定)で設定することもできます。
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4. [Test connection] (接続のテスト)をクリックして接続設定を確認し、接続チェック成功のメッ
セージが表示されたら、確認のために[OK]をクリックします。[Next] (次へ)をクリックして次
の手順に進み、スキーマを取得するモジュールを選択します。

5. 必要なモジュールのチェックボックスを選択し、[Finish] (終了)をクリックすると、選択したモ
ジュールのスキーマが取得されます。

選択を絞り込むには、フィルターテキストを入力します。
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新しく作成したSalesforce接続が、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー内
の[Salesforce]ノードの下に、選択したモジュールのスキーマと共に表示されます。

タスクの結果

これで、Salesforce接続またはそのスキーマを[Repository] (リポジトリー)からデザインワークス
ペースにドラッグ＆ドロップし、開いたダイアログボックスから、ジョブに使用するSalesforceコ
ンポーネントを選択することができます。Salesforce接続またはそのスキーマを既存のコンポーネ
ントの上にドロップし、接続またはメタデータの詳細をコンポーネントで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、一元
管理されたメタデータをジョブ内で使用する（450ページ）を参照して下さい。

Salesforceメタデータエントリーを変更するには、[Repository] (リポジトリー)ツリービューでエン
トリーを右クリックし、[Edit Salesforce] (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。

既存のSalesforceスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリー)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。

Snowflakeメタデータの一元化
このタスクについて

Talend Studioの提供するSnowflakeメタデータウィザードを使用すれば、Snowflakeへの接続をす
ばやくセットアップし、目的のテーブルのスキーマを取得することができます。
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注 :  Snowflakeメタデータウィザードは、現在はSnowflakeビューの処理をサポートしていませ
ん。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開
し、[Snowflake]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 Snowflake]
(Snowflakeの作成)を選択し、[Snowflake]ウィザードを開きます。

2. [Snowflake Connection Settings] (Snowflake接続設定)ダイアログボックスで、次のテーブルに
リストされているプロパティに値を指定します。
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Property 説明

[Name] (名前) 作成する接続の名前を入力します。

[Account] (アカウント) Snowflakeによって割り当てられたアカウント名を入力します。

[User Id] (ユーザーID) SnowflakeのLOGIN_NAMEパラメーターを使用して、Snowflake内で定義されたログ
イン名を入力します。詳細は、Snowflakeシステムの管理者にお尋ね下さい。

[Password] (パスワード) ユーザーIDに関連付けられたパスワードを入力します。

[Warehouse] (ウェアハウス) 使用するSnowflakeウェアハウスの名前を入力します。この名前は大文字と小文字
が区別されます。Snowflakeでは通常は大文字になります。

[Schema] (スキーマ) 使用するデータベーススキーマの名前を入力します。この名前は大文字と小文字
が区別されます。Snowflakeでは通常は大文字になります。

[Database] (データベース) 使用するSnowflakeデータベースの名前を入力します。この名前は大文字と小文字
が区別されます。Snowflakeでは通常は大文字になります。

3. [Advanced...] (詳細...)をクリックし、[Snowflake Advanced Connection Settings] (Snowflakeの詳
細接続設定)ダイアログボックスが表示されたら、次のテーブルにリストされている詳細プロ
パティを指定するか、または値を更新し、[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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Property 説明

[Login Timeout] (ログインタ
イムアウト)

Snowflakeに接続するときにレスポンスを待機する(エラーが返されるまでの)時間
を指定します。

[Tracing] (トレース中) Snowflake JDBCドライバーのログレベルを選択します。有効に設定すると、標準
のJavaログが生成されます。

[Role] (ロール) Snowflakeセッションの開始に使用するデフォルトのアクセス制御ロールを入力し
ます。

このロールは既に存在していなければならず、Snowflakeへの接続に使用するユー
ザーIDに付与されている必要があります。このフィールドを空のままにしておく
と、PUBLICロールが自動的に付与されます。Snowflakeのアクセス制御モデルの詳
細は、「Understanding the Access Control Model」でSnowflakeのドキュメンテー
ションを参照して下さい。

4. [Test connection] (接続のテスト)をクリックして設定を確認します。
入力した接続情報が正しければ、接続に成功したことを示すダイアログボックスが表示されま
す。[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。[Next] (次へ)ボタンが使用できる状
態になります。

5. [Next] (次へ)をクリックして次の手順に進み、目的のテーブルを選択します。
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6. スキーマを取得するテーブルを選択し、[Finish] (終了)をクリックします。
新しく作成したSnowflake接続が、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー内
の[Snowflake]ノードの下に、目的のテーブルのスキーマと共に表示されます。
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これで、作成したSnowflake接続、または[Repository] (リポジトリー)ビューから取得したテー
ブルをドラッグ＆ドロップするだけの操作で、Snowflakeコンポーネントをデザインワークス
ペースに追加し、接続またはスキーマ情報を再利用できるようになります。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、一元管理されたメタデータ
をジョブ内で使用する（450ページ）を参照して下さい。Snowflakeコンポーネントの使用に
ついては、Snowflakeコンポーネントの関連ドキュメンテーションを参照して下さい。
作成したSnowflake接続メタデータを変更するには、[Repository] (リポジトリー)ツリービュー
で接続ノードを右クリックし、コンテキストメニューから[Edit Snowflake] (Snowflakeの編集)
を選択し、メタデータセットアップウィザードを開きます。
目的のテーブルのスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリー)ツリービューでテー
ブルノードを右クリックし、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、スキーマの更新ウィザードを開きます。

ジェネリック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ジェネリックスキーマを作
成することができます。

次のようにジェネリックスキーマを作成できます。

• 最初から作成する。詳細は、ジェネリックスキーマを最初からセットアップする（397ペー
ジ）を参照して下さい。

• スキーマ定義XMLファイルから作成する。詳細は、ジェネリックスキーマをXMLファイルから
セットアップする（400ページ）を参照して下さい。

• 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、ジェネリックスキーマとし
てのコンポーネントスキーマの保存（402ページ）を参照して下さい。

コンポーネントにジェネリック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] (リポジトリー)を選択します。

[...]ボタンをクリックして[Repository Content] (リポジトリーの内容)ダイアログボックスを
開き、[Generic schemas] (ジェネリックスキーマ)ノードの下のジェネリックスキーマを選択
し、[OK]をクリックします。

• [Repository] (リポジトリー)ツリービューからジェネリックスキーマの[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。

ジェネリックスキーマを最初からセットアップする

このタスクについて

ジェネリックスキーマを最初からセットアップするには、次の手順に従います。
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手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードで[Generic schemas]
(ジェネリックスキーマ)を右クリックし、[Create generic schema] (ジェネリックスキーマの作
成)を選択します。

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（495ページ）を参照し
て下さい。
[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、スキーマにカラムを追加したり、削除や移動を行うこともできます。
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[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
4. [Finish] (終了)をクリックしてジェネリック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] (ジェネリックスキーマ)ノードに表示されます。
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ジェネリックスキーマをXMLファイルからセットアップする

このタスクについて

警告 :

ジェネリック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。

ジェネリックスキーマをソースXMLファイルからセットアップするには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Generic schemas] (ジェネリックスキーマ)を右ク
リックし、[Create generic schema from xml] (XMLからジェネリックスキーマを作成)を選択し
ます。

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、スキーマにカラムを追加したり、削除や移動を行うこともできます。
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[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
4. [Finish] (終了)をクリックしてジェネリック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] (ジェネリックスキーマ)ノードに表示されます。
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ジェネリックスキーマとしてのコンポーネントスキーマの保存

このタスクについて

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ジェネリックスキーマを作成できます。
これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. 作成するジェネリック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)のとなりの[...]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。

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] (ジェネリック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] (リポジトリー)ツリービューの[Generic schemas] (ジェネリックスキーマ)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。

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。

注 :

tMDMInputコンポーネントとtMDMOutputコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで

アイコンをクリックする方法でも、同じようにMDM接続を設定できます。

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
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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。

接続のセットアップ

このタスクについて

MDM接続を確立するには、次の手順を完了します。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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から[Create MDM Connection] (MDM接続の作成)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（495ページ）』を参照して下さい。

4. [Next] (次へ)をクリックして次のステップに進みます。
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5. [Version] (バージョン)リストで、接続先とするMDMサーバーのバージョンを選択します。

注 :

[Server URL] (サーバーURL)フィールドのデフォルト値は、[Version] (バージョン)リストで何
を選択したかによって異なります。

6. 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。
正しく接続できたことを示すダイアログボックスが表示されます。[OK]をクリックして閉じま
す。
必要に応じて、[Export as context] (コンテキストとしてエクスポート)をクリックし、こ
の[Talend MDM]接続の詳細をリポジトリー内の新しいコンテキストグループにエクスポートす
るか、または既存のコンテキストグループの変数を再利用して、メタデータ接続を設定するこ
とができます。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とコンテキストパ
ラメーターを再利用した接続の設定（440ページ）』を参照して下さい。

7. [Next] (次へ)をクリックして次のステップに進みます。
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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ている
データコンテナを選択します。

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。
新規作成された接続が、[Repository] (リポジトリー)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。

タスクの結果

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。

MDMスキーマの定義

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（413ページ）を参照して下さい。

MDM接続のエンティティ値の取得

このタスクについて

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、以下のよう
にします:
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手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)をデプロイし、エンティ
ティ値を取得するMDM接続を右クリックして、コンテキストメニューから[Retrieve Entity] (エ
ンティティの取得)を選択します。

例

2. [MDM Model] (MDMモデル)ダイアログボックスで、入力XMLスキーマをダウンロードするため
に [Input MDM] (入力MDM)オプションを選択し、次の手順に進むには、[Next] (次へ)をクリッ
クします。
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例

3. [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。

例
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例

注 :  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。

4. [Next] (次へ)をクリックして、次の手順に進みます。
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。

例

スキーマダイアログボックスは、以下の4種類のパネルに分かれています:

パネル 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。

409



データ統合のメタデータを一元管理

パネル 説明

[File viewer] (ファイル
ビューア)

ロウデータのビューア。

5. [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。

注 :  [Xpath loop expression] (Xpathループ表現)フィールドは入力必須です。

6. 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。

例

例

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
るエレメント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>
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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。

7. 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。

例

ヒント :  [+]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。グループ化されたノードや個別のノードを複数選択するには、[Ctrl]キーまた
は[Shift]キーを押して、テーブルにドロップします。

8. 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。

ヒント :  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青色に、その他のリンクは全て灰色になります。

9. [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。

タスクの結果
新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの該当するMDM接続の下にリ
ストされます。
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作成されたスキーマの編集

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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。ツールバーを使って、スキーマにカラムを追加したり、削除や移動を行
うこともできます。
[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。
日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照してください。
以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

• オブジェクト: 内容に関係なくデータの処理を可能にするジェネリックのTalendデータ型で
す。たとえば、他の方法ではサポートされないデータファイルも、オブジェクトのデータ
型を持つと指定することにより、tFileInputRawコンポーネントによって処理できます。

• リスト: xsd:リストエレメントを使用して定義したXMLスキーマ定義におけるプリミティブ
な型エレメントの、スペースで区切られたリスト。

• ドキュメント: 内容に関係なく、XMLドキュメント全体の処理を許可するデータ型。
4. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

タスクの結果
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。
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出力MDMスキーマの定義

このタスクについて

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（404ページ）を参照して下さい。

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、以下のようにしま
す:

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)をデプロイし、エンティ
ティ値を書き込むMDM接続を右クリックして、コンテキストメニューから[Retrieve Entity] (エ
ンティティの取得)を選択します。

2. [MDM Model] (MDMモデル)ダイアログボックスで、出力XMLスキーマを定義するために
[Output MDM] (出力MDM)オプションを選択し、次の手順に進むには、[Next] (次へ)をクリック
します。

例

3. [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。
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例

[Name] (名前)フィールドに名前が自動的に表示されます。

注 :  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。

4. [Next] (次へ)をクリックして、次の手順に進みます。
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がルーピングエレメントとして自動的に定義されます。別のエ
レメント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。
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例

5. [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。
6. 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。

警告 :  [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、値の書き込み先のエレメントを定義している)必要がありま
す。

7. [OK]をクリックして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。
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例

8. [Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、ループエレメントとして定義するエレメント
を右クリックし、[Set As Loop Element] (ループエレメントとして設定)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。
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例

ヒント :  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。

9. [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。

タスクの結果

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの該当するMDM接続の下にリ
ストされます。必要に応じて作成されたスキーマを変更し、任意のジョブでtMDMOutputとして接
続を削除することができます。

スキーマを変更する方法の詳細は、作成されたスキーマの編集（412ページ）を参照して下さ
い。
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受信MDMスキーマの定義

始める前に

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、以下のようにします:

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ)をデプロイし、エンティ
ティ値を取得するMDM接続を右クリックして、コンテキストメニューから[Retrieve Entity] (エ
ンティティの取得)を選択します。

2. [MDM Model] (MDMモデル)ダイアログボックスで、受信XMLスキーマを定義するために
[Receive MDM] (MDM受信)オプションを選択し、次の手順に進むには、[Next] (次へ)をクリッ
クします。

例
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3. [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。

例

注 :  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できます。

4. [Next] (次へ)をクリックし、次の手順に進みます。
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。
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例

スキーマダイアログボックスは、以下の4種類のパネルに分かれています:

パネル 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)

ロウデータのビューア。

5. [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。

注 :  [Xpath loop expression] (Xpathループ表現)フィールドは入力必須です。

6. 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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例

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
るエレメント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。

7. 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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ヒント :  [+]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。

8. 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。

ヒント :  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青色に、その他のリンクは全て灰色になります。

9. [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。

タスクの結果

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの該当するMDM接続の下にリ
ストされます。必要に応じて作成したスキーマを変更し、任意のジョブでtMDMReceiveとして接
続をドロップすることができます。

スキーマを変更する方法の詳細は、作成されたスキーマの編集（412ページ）を参照して下さ
い。
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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] (リポジトリー)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。

注 :

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（423ページ）を参照して下さ
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（428ページ）を参照して下さ
い。

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（428ページ）を参照して下さい。

単純なWebサービススキーマの一般的なプロパティを定義する

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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、ジェネリック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(単純)

このタスクについて

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。

手順

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。
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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

このタスクについて

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、次の手順に従います。

手順

1. [WSDL]フィールドに値を送信するURI(この例ではhttp://www.webservicex.net/c

ountry.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。

エンドスキーマの完了(Simple WSDL)

このタスクについて

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。
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手順

1.
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。

2.
ボタンと ボタンを使って、カラムの順番を変更できます。

3. [Finish] (終了)をクリックします。
新しいスキーマは[Repository] (リポジトリー)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。

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（423ページ）を参照
して下さい。

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。

注 :

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。

詳細Webサービススキーマの一般的なプロパティを定義する

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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、ジェネリック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)

このタスクについて

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。

手順

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。

ポート名とオペレーションの定義

手順

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
に保管されている場合は[Browse...] (参照)ボタンをクリックして、ディレクトリーを参照しま
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オペレーションのリストを取得
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] (オペレーション)ゾーンで、実行するオペレーションを選択します。
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。

入力スキーマおよびマッピングの定義

このタスクについて

入力スキーマおよびマッピングを定義するには、次の手順に従います。

手順

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、オペレーショ
ンの実行に必要なパラメーターを設定します。
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2. 右側のテーブルで[parameters] (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。

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。

注 :

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

このタスクについて

出力スキーマおよびマッピングを定義するには、次の手順に従います。

手順

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[parameter] (パラメーター)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。

エンドスキーマの完了(Advanced WebService)

このタスクについて

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。
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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。

手順

1.
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。

2.
カラムの順序を変更するには、矢印 と をクリックします。

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] (リポジトリー)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。

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] (リポジトリー)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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作成した接続は全て[Repository] (リポジトリー)ビューのFTPサーバー接続ノードの下に表示されま
す。

接続メタデータは、この[Repository] (リポジトリー)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、一元管理されたメタデータをジョブ
内で使用する（450ページ）を参照して下さい。

接続FTPの一般的なプロパティを定義する

このタスクについて

FTPサーバーへの接続を作成するには、以下のようにします:

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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。
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3. [Name] (名前)や[Description] (説明)など、ジェネリックスキーマ情報を入力します。

注 :

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（512ページ）を参照して下さい。

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

このタスクについて

この手順では、接続情報とパラメーターを定義します。

手順

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。
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階層マッパーの操作
Talend Studioでは、Mapping (マッピング)パースペクティブの[Repository] (リポジトリー)ツリー
ビューにある[Metadata] (メタデータ)フォルダーの[Hierarchical Mapper] (階層マッパー)ノードを展
開することにより、Integrationパースペクティブで作成された構造、マップ、ネームスペースの各
コンテナにアクセスできます。

これらのエレメントの操作の詳細は、『Talend Data Mapperユーザーガイド』を参照して下さい。

コンテキストとしてのメタデータのエクスポートとコン
テキストパラメーターを再利用した接続の設定
メタデータ接続で[Export as context] (コンテキストとしてエクスポート)オプションを使用できる
場合、接続の詳細をリポジトリーの新しいコンテキストグループにエクスポートして他の接続ま
たは異なるジョブで再利用したり、既存のコンテキストグループの変数を再利用してメタデータ
接続を設定したりすることができます。

接続の詳細をコンテキスト変数としてエクスポートする

このタスクについて

接続の詳細をリポジトリーの新しいコンテキストグループのコンテキスト変数としてエクスポー
トするには、次の手順に従います。

手順

1. ウィザードでメタデータ接続を作成または編集するときに、[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. 開いた[Create / Reuse a context group] (コンテキストグループの作成/再利用)ウィザード
で、[Create a new repository context] (リポジトリーコンテキストの新規作成)を選択してか
ら[Next] (次へ)をクリックします。
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3. 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。
メタデータエントリの名前はウィザードによってコンテキストグループ名として提示され
ます。リポジトリーのコンテキストグループの上にマウスを移動すると、[Description] (説
明)フィールドに入力した情報がツールヒントとして表示されます。
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4. [Next] (次へ)をクリックしてコンテキストグループを作成および表示するか、[Finish] (終了)を
クリックしてコンテキストの作成を完了し接続ウィザードに直接戻ります。
この例では、[Next] (次へ)をクリックします。

5. コンテキストグループの生成結果を確認します。
コンテキスト変数を編集するには、接続ウィザードを終了した後、リポジトリーの[Contexts]
(コンテキスト)ノードに移動し、新規作成されたコンテキストグループを右クリックし
て、[Edit context group] (コンテキストグループの編集)を選択し[Create / Edit a context group]
(コンテキストグループの作成/編集)ウィザードを開きます。
デフォルトのコンテキストを編集する場合、または新しいコンテキストを追加する場合は、ウ
ィザードの右上の[+]ボタンをクリックします。
新しいコンテキスト変数を追加するには、ウィザードの下部にある[+]ボタンをクリックしま
す。
コンテキストおよび変数の処理についての詳細は、コンテキストおよび変数の使用（90ペー
ジ）を参照して下さい。
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6. [Finish] (終了)をクリックしてコンテキストの作成を完了し接続ウィザードに戻ります。
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ウィザードの関連する接続の詳細フィールドは、コンテキスト変数で設定されます。
接続の詳細の設定を解除するには、[Revert Context] (コンテキストから戻す)ボタンをクリック
します。

既存のコンテキストグループの変数を使用して接続を設定する

このタスクについて

リポジトリーに一元的に保存された既存のコンテキストグループの変数を使用して接続を設定す
るには、次の手順に従います。

手順

1. ウィザードでメタデータ接続を作成または編集するときに、[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. 開いた[Create / Reuse a context group] (コンテキストグループの作成/再利用)ウィザード
で、[Reuse an existing repository context] (既存のリポジトリーコンテキストの再利用)を選択
してから[Next] (次へ)をクリックします。
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3. リストからコンテキストグループを選択して、[Next] (次へ)をクリックします。
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4. それぞれの変数について、接続の詳細の対応するフィールドを選択し、[Next] (次へ)をクリッ
クしてコンテキスト変数を表示および編集するか、[Finish] (終了)をクリックして接続の設定結
果を直接表示します。
この例では、[Next] (次へ)をクリックします。

5. 必要に応じてコンテキストやコンテキスト変数を編集します。変更があると、一元化されたコ
ンテキストグループは自動的に更新されます。
コンテキストおよび変数の処理についての詳細は、コンテキストおよび変数の使用（90ペー
ジ）を参照して下さい。
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6. [Finish] (終了)をクリックしてコンテキストの再利用を確定し接続ウィザードに直接戻ります。

ウィザードの関連する接続の詳細フィールドは、コンテキスト変数で設定されます。
接続の詳細の設定を解除するには、[Revert Context] (コンテキストから戻す)ボタンをクリック
します。
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一元管理されたメタデータをジョブ内で使用する
このタスクについて

さまざまなジョブでファイルやデータベース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] (リポジトリー)ツリービューに接続とスキーマのメタデータを保
管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] (リポジトリー)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、データ
ベースメタデータの一元管理（285ページ）を参照して下さい。

メタデータが[Metadata] (メタデータ)ノードの下に保管されたら、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。

手順

1. Integrationパースペクティブの[Repository] (リポジトリー)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。

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。
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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。

タスクの結果

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、次のいずれかのオペレー
ションを実行します。

• 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。

• 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。

注 :

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。
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ルーチンの使用

ルーチンの管理
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] (リポジトリー)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。

注 :  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。

ルーチンは全て、[Repository] (リポジトリー)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は、システムルーチンへのアクセス（452ページ）を参照して下さい。

ユーザールーチンの作成方法の詳細は、ユーザールーチンの作成（455ページ）を参照して下さ
い。

注 :  ジョブにルーチン依存性を設定することもできます。設定するには、[Repository] (リポジ
トリー)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
性の設定)を選択します。開かれたダイアログボックスには、デフォルトで全てのルーチンが設
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。

システムルーチンへのアクセス

このタスクについて

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。

注 :  [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ーには、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。

クラス内の全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、

手順

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、カテゴリー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
。

注 :  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。

システムルーチンのカスタマイズ

このタスクについて

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、次の手順に従います。
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手順

1. 最初に、ユーザールーチンの作成（455ページ）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、コンテンツの全てまたは一部をコ
ピーするルーチンを見つけます。

5. ワークスペースで、コードの全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。

タスクの結果

入力および出力パラメーターの詳細がわかるような記述的なテキスト(青色)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。
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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。

ユーザールーチンの作成

このタスクについて

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] (リポジトリー)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、以下のようにします:

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、[Code] (コード)を展開し、[Routines] (ルーチ
ン)を表示します。

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。
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作成したばかりのルーチンが、[Repository] (リポジトリー)ツリービューの[Routines] (ルーチ
ン)ノードのすぐ下に表示されます。ルーチンエディターが開き、デフォルトでモデルルーチ
ンが示されます。これには、青色の説明文と対応するコードで構成される単純な例が含まれま
す。

注 :  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。

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。

タスクの結果

注 :  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全てまたは一部を
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は、システムルーチンのカスタマイズ（453ページ）を参
照して下さい。
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ユーザールーチンの編集

このタスクについて

ユーザールーチンは、いつでも変更できます。

注 :  system (システム)フォルダーとその中の全てのルーチンは、読み取り専用です。

ユーザールーチンを編集するには、次の手順に従います。

手順

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。

タスクの結果

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（453ページ）を参照して下さい。

ユーザールーチンライブラリーの編集

このタスクについて

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
ラリーを編集できます。これらの外部ライブラリーファイルは、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
は、『Talendインストレーション＆マイグレーションガイド』を参照して下さい。

インポートされたライブラリーの.jarファイルは、現在のStudioのライブラリーファイルにもリス
トされます。

ユーザールーチンライブラリーを編集するには、以下のようにします:

手順

1. インポートするライブラリがお使いのマシンにない場合は、[Modules] (モジュール)ビューを
使用してダウンロードし、インストールするか、ダウンロードしてローカルディレクトリーに
保存します。

2. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Code] (コード) > [Routines] (ルーチン)を展開しま
す。

3. 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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4. [New] (新規)をクリックし、[New Module] (新規モジュール)ダイアログボックスを開きます。
ここから外部ライブラリをインポートできます。

注 :  [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。

5. インポートするライブラリーファイルを指定します。

• [Modules] (モジュール)ビューを使用してライブラリーをインストールした場合は、[Input
a library's name] (ライブラリーの名前の入力)フィールドにライブラリーファイルのフル
ネームを入力します。
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• ライブラリーファイルをローカルディレクトリーに保存した場合は、[Browse a library file]
(ライブラリーファイルの参照)オプションを選択し、[Browse] (参照)をクリックして、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ます。
7. [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)リストに一覧表示されます。

8. [Finish] (終了)をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。
ライブラリーファイルは現在のStudioのライブラリー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。外部ライブラリーを有効にする
には、Studioの再起動が必要な場合があります。
[Modules] (モジュール)ビューの詳細は、『Talendインストレーション＆マイグレーションガイ
ド』を参照して下さい。

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は、ジョブの作成（30ページ）を参照して下さい。

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] (リポジトリー)ツリービューの[Routines] (ルーチン)フォルダーに保存された全ての
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+スペース]を押して、実行するルーチンを選
択します。
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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>

ユースケース: 現在日のファイルの作成

このタスクについて

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。

手順

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ー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+スペース]を押して全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Talend[Date.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。
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警告 :  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。

システムルーチン
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。

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、sequence、randomおよびconvertImplied

DecimalFormat(10進数)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 co
nverted)

3つのルーチン、sequence、resetSequence、removeSequenceは密接に関係しています。
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• 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。

シーケンスの作成

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。

System.out.println(Numeric.sequence("s1",1,1)); 
System.out.println(Numeric.sequence("s1",1,1));

ルーチンは自動的にIDを生成し、増分します。

暗黙の10進数を変換する

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:

System.out.println(Numeric.convertImpliedDecimalFormat("9V99","123"));

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。

リレーショナルルーチン

リレーショナルルーチンでは、ブール値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)を
ダブルクリックします。Relational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。

値がNullならtrueが返され、値
がNull以外ならfalseが返されます。

Relational.ISNULL(variable)

NOT 式の論理値の補数が返されます。 Relational.NOT(expression)
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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。

値がNullなら1が返され、値がNull以
外なら0が返されます。

Relational.isNull(variable)

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:

String str = null;
System.out.println(Relational.ISNULL(str));

この例では、テスト結果が[Run] (実行)ビューに表示されます。

StringHandlingルーチン

StringHandling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オペレー
ション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]をダブルクリッ
クします。StringHandling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 文字列のエレメントを定義
済みの置換エレメントで置
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substringが出現
した回数を返します。

StringHandling.COUNT("string to be checked",
"substring to be counted")

DOWNCASE 式内の全ての大文字を小文
字に変換し、新しい文字列
を返します。

StringHandling.DOWNCASE("string to be
converted")

UPCASE 式内の全ての小文字を大文
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")

EREPLACE 特定の古い文字列内の特定
の正規表現に一致する全て
のsubstringを特定の置換文
字列に置き換え、新しい文
字列を返します。

StringHandling.EREPLACE(oldStr, regex,
replacement)

INDEX 文字列全体の中で指定さ
れたsubstringの1文字目の
位置を返します。指定され
たsubstring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substring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substringを指定しま
す。

StringHandling.RIGHT("string to be checked",
number of characters)

LEN 文字列の長さを計算しま
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")
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ルーチン 説明 構文

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
タブを全て削除し、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
ブを全て削除し、新しい文
字列を返します。

StringHandling.FTRIM("string to be checked")

SUBSTR 文字列の一部を返します。
文字列の先頭から、空白も
含め、全ての文字をカウン
トします。

StringHandling.SUBSTR(string, start, length)

• string: 検索する文字列。
• start: カウントを開始する文字列の位置。
• length: 返す文字数。

LTRIM 文字列の先頭から文字列の
空白または文字を削除しま
す。

StringHandling.LTRIM(string[, trim_set])

• string: 変更する文字列。
• trim_set: 文字列の先頭から削除する文字。LTRIMは

trim_set を文字列の左側から始めて1文字ずつ文字列と
比較し、 trim_set内に一致する文字が見つからなくなる
まで文字列を削除します。このパラメーターを指定しな
かった場合、LTRIMは文字列の先頭から空白を削除しま
す。

RTRIM 文字列の末尾から文字列の
空白または文字を削除しま
す。

StringHandling.RTRIM(string[, trim_set])

• string: 変更する文字列。
• trim_set: 文字列の末尾から削除する文字。RTRIMは

trim_set を文字列の右側から始めて1文字ずつ文字列と
比較し、 trim_set内に一致する文字が見つからなくなる
まで文字列を削除します。このパラメーターを指定しな
かった場合、RTRIMは文字列の末尾から空白を削除しま
す。

LPAD 文字列の先頭に空白または
文字を追加して、文字列を
指定の長さに変換します。

StringHandling.LPAD(first_string, length[, 
 second_string])

• first_string: 変更する文字列。
• length: 指定する増大後の文字列の長さ。
• second_string: first_stringの左側に付加する文字。

RPAD 文字列の末尾に空白または
文字を追加して、文字列を
指定の長さに変換します。

StringHandling.RPAD(first_string, length[, 
 second_string])

• first_string: 変更する文字列。
• length: 指定する増大後の文字列の長さ。
• second_string: first_stringの右側に付加する文字。
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ルーチン 説明 構文

INSTR 文字列内の文字セットの位
置を返します。1から開始
して左から右へカウントし
ます。

カウントが失敗した場合
は0を返し、カウント値
がNullの場合はNULLを返し
ます。

StringHandling.INSTR(string, search_value,
start,  occurrence)

• string: 検索する文字列。
• search_value: 検索する文字セット。
• start: 検索を開始する文字列の位置。デフォルトは1で

す。これは、文字列の最初の文字から検索を開始するこ
とを意味します。

• occurrence: 検索する出現。

例: StringHandling.INSTR("Talend Technology",
"e", 3, 2)の場合、3番目の文字lから検索を開始し、2番
目の文字eの位置である7を返します。

TO_CHAR 数値をテキスト文字列に変
換します。

StringHandling.TO_CHAR(numeric_value)

文字列をアルファベット順に保存する

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。

System.out.println(StringHandling.ALPHA("abcdefg"));

確認結果としてBboolean値を返します。

文字列がアルファベットであるか確認する

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。

System.out.println(StringHandling.IS_ALPHA("ab33cd"));

確認結果としてBboolean値を返します。

文字列内のエレメントを置換する

CHANGEルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、文字列内のエレメントを別のエレメン
トで簡単に置換できます。

System.out.println(StringHandling.CHANGE("hello world!", "world", "guy"));

ルーチンは、古いエレメントを指定された新しいエレメントで置き換えます。
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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

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。

System.out.println(StringHandling.INDEX("hello world!", "hello"));
System.out.println(StringHandling.INDEX("hello world!", "world")); 
System.out.println(StringHandling.INDEX("hello world!", "!")); 
System.out.println(StringHandling.INDEX("hello world", "?"));

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。

文字列の長さを計算する

LENルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、文字列の長さを簡単に確認できます。

System.out.println(StringHandling.LEN("hello world!"));

確認結果としてスペースと空白文字を含むチェーンの長さを示す整数を返します。

空白文字の削除

FTRIMルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、文字列の先頭から空白文字を削除でき
ます。

System.out.println(StringHandling.FTRIM("  Hello world  !"));

ルーチンは、先頭から空白文字を削除した文字列を返します。

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。

467



ルーチンの使用

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 一般的な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()

注 :  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。

TalendDataGeneratorルーチンを変更することで、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（453ページ）を参照
して下さい。

仮想データの生成

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。

System.out.println(TalendDataGenerator.getFirstName()); 
System.out.println(TalendDataGenerator.getLastName()); 
System.out.println(TalendDataGenerator.getUsCity()); 
System.out.println(TalendDataGenerator.getUsState());
System.out.println(TalendDataGenerator.getUsStateId());
System.out.println(TalendDataGenerator.getUsStreet());

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。
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TalendDateルーチン

TalendDateルーチンでは、さまざまな種類のオペレーションを実行し、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("initial date string",
"date format - eg.: yyyy/MM/dd", integer 
n,"format of the part of the date to which n
is to be added - eg.:yyyy")

compareDate 指定した形式に従って2つの日付
の全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
が早い場合は-1を、2番目の日付
が早い場合は1を返します。

TalendDate.compareDate(Date date1, Date
date2, "format to be compared - eg.: 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(),
"format of the part of the date to be
compared - eg.: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(),
"format of the part of the date to be
compared - eg.: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("date format -
eg.: yyyy-MM-dd  HH:mm:ss", Date() to be
formatted

formatDateLoca
le

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 ("format
target", java.util.Date date, "language or
country code")

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()
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ルーチン 説明 構文

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の形式で返
されます。

TalendDate.getDate("Format of the string -
ex: CCYY-MM-DD")

getFirstDayOfM
onth

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)

getLastDayOfMo
nth

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("String indicating
the part of the date to be retrieved,
"String in the format of the date to be pa
rsed")

getRandomDate ISO形式でランダムな日付を返しま
す。

TalendDate.getRandomDate("format date of the
character  string", 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,
"format of the date to be checked - eg.:
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("format date of the
string to be parsed", "string in the format
of the date to be parsed")

parseDateInUTC 文字列をUTCの日付に変更しま
す。UTC形式で日付を返します。

TalendDate.parseDateInUTC("format date of
the string to be parsed", "string in the
format of the date to be parsed",  "boolean
about whether parsing is set to be lenient,
that is to say, accepting the heuristic
match with the format")

parseDateLocal
e

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("date format of
the string to be parsed", "String in the
format of the date to be parsed", "code 
 corresponding to the country or language")

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, "format
of the part of the date to be modified -
eg.:yyyy")

TO_CHAR 日付を文字列に変換します。 TalendDate.TO_CHAR(date[,format])

• date: 文字列に変換する日付の値。
• format: 戻り値の形式を定義する文字列。
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ルーチン 説明 構文

TO_DATE 文字列を日付/時刻のデータ型に変
換します。

TalendDate.TO_DATE(string[, format])

• string: 日付/時刻のデータ型に変換する文字列。
• format: string引数の一部に一致する形式文字列。

指定されていない場合、stringの値は MM/dd/yyyy
HH:mm:ss.SSSの日付形式にする必要があります。

たとえば、TalendDate.TO_DATE("04/24/2017 13

:55:42.123")はMon Apr 24 13:55:42  CST 2017を
返します。

ADD_TO_DATE 日時の値の一部に指定の数量を追
加し、ユーザーが関数に渡す日付
と同じ形式で日付を返します。

TalendDate.ADD_TO_DATE(date, format, amount)

• date: 変更する日付の値。
• format: 変更する日付の値の一部を指定する形式文字

列。

• 年に使用できる有効な形式文字列:
Y、YY、YYY、YYYY。

• 月に使用できる有効な形式文字列:
MONTH、MM、MON。

• 日に使用できる有効な形式文字列:
D、DD、DDD、DAY、DY。

• 時に使用できる有効な形式文字列:
HH、HH12、HH24。

• 分に使用できる有効な形式文字列: MI。
• 秒に使用できる有効な形式文字列: SS。
• ミリ秒に使用できる有効な形式文字列: MS。

• amount: 日付の値の変更に使用する年、月、日、時な
どの数を指定する整数値。

例:

もし TalendDate.getCurrentDate() がMon Apr 24

14:26:03 CST 2017を返すなら、

TalendDate.ADD_TO_DATE(TalendDate.getCurre

ntDate(), "YY",  1)はTue Apr 24 14:26:03 CST

2018を返します。
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警告 :

日付形式の"yyyy"と"YYYY"はほとんどの場合、同じ年の数字を返しますが、"YYYY"を以下の位置
に使用した場合、想定どおりに機能しないことがあります。

• 年の最初の週。年が週の最初の日で開始しない場合。
• 年の最後の週。年が週の最後の日で終了しない場合。

たとえば、2016年1月2日の3日前の日付がどうなるかを計算する場合、次のコードは間違った
日付を返します。

System.out.println(TalendDate.formatDate("YYYY-MM-dd", TalendDate.addDate(TalendDat
e.TO_DATE("01/02/2016 08:10:30.123"), -3, "dd")));

他方、次のコードは想定どおりに機能します。

System.out.println(TalendDate.formatDate("yyyy-MM-dd", TalendDate.addDate(TalendDat
e.TO_DATE("01/02/2016 08:10:30.123"), -3, "dd")));

したがって、通常は"yyyy"を使用して下さい。これは暦年を表します。

日付をフォーマットする

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。

System.out.println(TalendDate.formatDate("dd-MM-yyyy", new Date()));

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。

日付の確認

isDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用し、日付式が指定された形式であるかどうか
を簡単に確認できます。

System.out.println(TalendDate.isDate("2010-02-09 00:00:00",
"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));

Bboolean値が[Run] (実行)ビューに返されます。
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日付の比較

compareDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用すると、2つの日付を容易に比較でき
ます。たとえば、指定された形式に従って、現在の日付は特定の日付より早いか遅いか、あるい
は同じかを確認できます。

System.out.println(TalendDate.compareDate(new Date(), TalendDate.parseDate("yyyy-MM-
dd", "2025/11/24")));

この例では、現在の日付はJava関数new Date()によって初期化され、[Run] (実行)ビューに
は-1の値が表示されているため、現在の日付が2番目の日付より早いことを示しています。

日付の設定

setDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、現在の日付の年を簡単に変更できま
す。例:

System.out.println(TalendDate.formatDate("yyyy/MM/dd HH:mm:ss",new Date()));
System.out.println(TalendDate.setDate(new Date(),2011,"yyyy"));

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。

日付の解析

parseDateルーチンを、tJavaコンポーネントとともに使用して、ある形式の日付文字列を別の日
付形式に簡単に変更できます。例:

System.out.println(TalendDate.parseDate("yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
"1979/10/20 19:00:59"));

文字列は変更され、日付形式で返されます。
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日付の一部を取得する

getPartOfDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、日付の一部を簡単に取得で
きます。例:

Date D=TalendDate.parseDate("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", "13-10-2010 12:23:45");
System.out.println(D.toString());
System.out.println(TalendDate.getPartOfDate("DAY_OF_MONTH", D));
System.out.println(TalendDate.getPartOfDate("MONTH", D));
System.out.println(TalendDate.getPartOfDate("YEAR", D));
System.out.println(TalendDate.getPartOfDate("DAY_OF_YEAR", D));
System.out.println(TalendDate.getPartOfDate("DAY_OF_WEEK", D));

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。返される日付は全て、数値データ型です
。

注 :  [Run] (実行)ビューでは、月(MONTH)を参照する日付文字列は0で始まり11で終わります:
0は1月、11は12月に対応しています。

現在の日付をフォーマットする

getDateルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、指定された形式に従って現在の日付
を取得し、簡単にフォーマットすることができます。例:

System.out.println(TalendDate.getDate("CCYY-MM-DD"));

現在の日付が指定された形式(オプション)で返されます。

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オペレーションを実行できます。

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。
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ルーチン 説明 構文

replaceSpecial
CharForXML

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 は、 <![CDATA[で始ま
り]]>で終わる文字をXMLに
関するものとして識別し、
それらを変更せずに返しま
す。XMLに関するものとし
て識別されなかった文字列
はXMLと互換性のあるフォー
ムに変換し、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
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。

TalendString.talendTrim("string to
be parsed", "filler character to be
removed", character position)

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)

XML文字列をフォーマットする

replaceSpecialCharForXMLルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、文字列を簡単
にXML用にフォーマットできます。

System.out.println(TalendString.replaceSpecialCharForXML("Thelma & Louise"));

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。

文字列のトリミング

talendTrimルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、文字列の先頭と末尾から文字列
埋め込み文字を簡単に削除できます。

System.out.println(TalendString.talendTrim("**talend open studio****",'*', -1));
System.out.println(TalendString.talendTrim("**talend open studio****",'*', 1)); 
System.out.println(TalendString.talendTrim("**talend open studio****",'*',0));
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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。

文字列からアクセントを削除する

removeAccentsルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用して、アクセント付きの文字を簡
単に置換できます。例:

System.out.println(TalendString.removeAccents("sâcrebleü!"));

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。

TalendStringUtilルーチン

TalendStringUtilクラスには、ポート内の値を検索できるルーチン(DECODE)が1つだけ含まれ
ています。ルーチンにアクセスするには、[system]フォルダーの下の[TalendStringUtil]をダブルク
リックします。

ルーチン 説明 構文

DECODE 指定する値をポートで検索します。値が見
つかると、結果の値が返されます。それを
定義します。DECODE関数内でビルドできる
検索の数は無制限です。

TalendStringUtil.DECODE(value,
defaultValue, search1, result1[, 
 search2, result2]...

• value: 検索する値。
• defaultValue: 検索で一致する値が見つからな

かった場合に返されるようにする値です。デ
フォルト値をnullに設定することができます。

• search: 検索する値。検索の値はvalue引数と同
じデータ型を持っている必要があります。

• result: 検索で一致する値が見つかった場合に返
されるようにする値です。

DECODEルーチンをtJavaコンポーネントとともに使用する方法の例を以下に示します。新規ジョブ
にtJavaコンポーネントを追加する必要がある場合は、次のコードを入力します。tJavaコンポーネ
ントの[Basic settings] (基本設定)ビューにある[Code] (コード)フィールドで、10の値が検索されま
す。

TalendStringUtil<Integer,String> example = new TalendStringUtil<Integer,String>();
System.out.println(example.DECODE(10, "error", 5, "five", 10, "ten", 15, "fifteen", 20,
 "twenty"));

TalendStringUtilタイプの新規オブジェクトを作成する必要があります。ジェネリックタイプ
を使用して入力データを制限し、オブジェクトを使用してDECODEルーチンを呼び出す方法をお勧
めします。
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[F6]を押してジョブを実行します。tenが返されます。これは値10の結果です。
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付録

Talend StudioのカスタマイズとStudioの環境設定
プロジェクト設定のカスタマイズ

このタスクについて

Talend Studioでは、進行中のプロジェクトの情報と設定([Palette] (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、以下のようにします:

手順

1. Studioのツールバーで をクリックするか、メニューバーで[File] (ファイル) > [Edit Project
Properties] (プロジェクトプロパティの編集)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。

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。

タスクの結果

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全て含んでいる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。

コンパイラーのコンプライアンスレベルの設定

このタスクについて

コンパイラーのコンプライアンスレベルは、ジョブコードの生成に使用したJavaバージョンに対応
します。

コンパイラーのコンプライアンスレベルの互換性については、『Talendインストレーション＆マ
イグレーションガイド』を参照してください。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) >  [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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. [Build] (ビルド)ノードを展開し、[Java Version] (Javaバージョン)をクリックします。
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3. [JDK Compiler compliance level] (JDKコンパイラーコンプライアンスレベル)リストから、使用
するコンパイラーのコンプライアンスレベルを選択し、[Apply and Close] (適用して閉じる)を
クリックします。

シェルコマンドテンプレートのカスタマイズ

このタスクについて

Talend Studioには、ビルドされたジョブの起動に使用するシェルコマンドの一連のテンプレート
が提供されています。これらのテンプレートは必要に応じてカスタマイズできます。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) >  [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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. [Build] (ビルド) > [Shell Setting] (シェルの設定)ノードを展開し、ビルドされたジョブを実行す
るオペレーティングシステムに応じて、Bat、Ps1、またはShをクリックします。
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3. 必要に応じて対応するビューのコードを編集し、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリッ
クしてカスタマイズを終了します。

Mavenビルドスクリプトテンプレートのカスタマイズ

Talend Studioには、ビルドスクリプトを生成するために以下のデフォルトテンプレートが提供さ
れています。

• Dockerイメージビルドの設定
• スタンドアロンのジョブのエクスポートのためのMavenスクリプトテンプレート
• ジョブのOSGIバンドルエクスポートのためのMavenスクリプトテンプレート
• ルートのKarafエクスポートのためのMavenスクリプトテンプレート
• サービスのKarafエクスポートのためのMavenスクリプトテンプレート

デフォルトのグローバルビルドテンプレートをベースに、フォルダーレベルのビルドスクリプト
を作成することができます。これらのテンプレートをベースに生成されたビルトスクリプトは、
ジョブ、ルート、またはサービスのビルド中に実行されます。

このセクションでは、ビルドスクリプトテンプレートをカスタマイズする方法について説明しま
す。ジョブをビルドする方法の詳細は、ジョブのビルド（179ページ） を参照して下さい。

グローバルビルドスクリプトのテンプレートをカスタマイズする

このタスクについて

[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。デフォルトのグローバルビ
ルドスクリプトのテンプレートは、[Build] (ビルド) > Maven > [Default] (デフォルト)ノードの下に
あります。これをカスタマイズします。これらのスクリプトテンプレートは、ルートフォルダー
とすべてのサブフォルダー内のすべてのジョブまたはルートに適用されます。ただし、独自のビ
ルドスクリプトテンプレートがセットアップされているものは除きます。
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次の例は、スタンドアロンジョブのためのグローバルPOMスクリプトテンプレートをカスタマイ
ズする方法を示すものです。

手順

1. メニューバーで、[File] (ファイル) > [Edit Project properties] (プロジェクトプロパティの編
集)の順にクリックして、[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. [Build] (ビルド) > Maven > [Default] (デフォルト)ノードを展開し、[Standalone Job] (スタンドア
ロンジョブ)ノードをクリックして、POMスクリプトテンプレートの内容を表示する、該当す
るビューを開きます。

注 :

使用中のStudio製品に応じて、Studio内のプロジェクト設定アイテムが上に示すものと異な
る場合があります。

3. テキストパネルでスクリプトコードを変更し、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリック
してカスタマイズを終了します。

フォルダーレベルのビルドスクリプトのテンプレートをカスタマイズする

このタスクについて

グローバルビルドスクリプトのテンプレートをベースに、ジョブフォルダーのスクリプトテン
プレートを、[Build] (ビルド) > [Maven] > [Setup custom scripts by folder] (カスタムスクリプトを
フォルダーごとにセットアップ)ノードの下のフォルダーで追加し、カスタマイズすることができ
ます。フォルダー用に追加されたビルドスクリプトテンプレートは、そのフォルダーとそのすべ
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てのサブフォルダー内のすべてのジョブに適用されます。ただし独自のビルドスクリプトテンプ
レートがセットアップされているものは除きます。

以下の例は、CA_customersフォルダー内のジョブからスタンドアロンジョブをビルドするため
のPOMスクリプトテンプレートを追加し、カスタマイズする方法を示すものです。

手順

1. メニューバーで、[File] (ファイル) > [Edit Project properties] (プロジェクトプロパティの編
集)の順にクリックして、[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. [Build] (ビルド) > Maven > [Setup custom scripts by folder] (カスタムスクリプトをフォルダー
ごとにセットアップ) > [Job Designs] (ジョブデザイン) > [CA_customers]の各ノードを順に展開
し、[Standalone Job] (スタンドアロンジョブ)ノードをクリックして該当するビューを開きま
す。このビューで、スクリプトテンプレートを追加したり、または既存のテンプレートをすべ
て削除したりできます。

注 :

使用中のStudio製品に応じて、Studio内のプロジェクト設定アイテムが上に示すものと異な
る場合があります。

3. [Create Maven files] (Mavenファイルの作成)ボタンをクリックし、スタンドアロンジョブのグ
ローバルテンプレートをベースにスクリプトテンプレートを作成します。

4. カスタマイズするスクリプトテンプレートを選択し(この例ではpom.xml)、コードビューに
スクリプトコードを表示します。テキストパネルでスクリプトコードを変更し、[Apply and
Close] (適用して閉じる)をクリックしてカスタマイズを終了します。
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ビルドスクリプトテンプレートがフォルダーに対して作成されたら、XMLファイルが保存さ
れているディレクトリ(この例では<studio_installation_directory>\workspace\

<project_name>\process\CA_customers)に移動し、カスタマイズするテンプレート
のXMLファイルを直接修正することもできます。変更は、独自のスクリプトセットアップを持
つものを除き、フォルダーおよびすべてのサブフォルダー内のすべてのジョブに影響を与えま
す。

ジョブのデプロイバージョンの管理

このタスクについて

[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを使用して、アーティファクトリポジト
リにパブリッシュする各ジョブアイテムのデプロイバージョンをバッチ方式または個別に管理す
ることができます。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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[Build] (ビルド) > [Maven]の順に展開し、[Deployment
Versioning] (デプロイバージョン管理)を選択して該当するビューを開きます。
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3. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、デプロイ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選択します。
選択したアイテムが右側の[Items] (アイテム)リストに、現在のバージョンが[Version] (バー
ジョン)カラムに表示されます。

4. 必要に応じて変更します。

• すべてのアイテムにデプロイバージョンを設定するには、[Project version] (プロジェクト
バージョン)フィールドにバージョンを入力し、[Apply project version to items] (プロジェ
クトバージョンをアイテムに適用)オプションを選択し、[Apply version] (バージョンの適
用)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全て同時に更新する場合は、[Select all
subjobs] (全てのサブジョブを選択)をクリックします。

• 1つ以上のアイテムにデプロイバージョンを個別に設定するには、[Change the version
of each item individually] (各アイテムのバージョンを個別に変更)オプションを選択し
、[Options] (オプション)エリアの下のテーブルで1つ以上のアイテムを選択し、デプロイ
バージョンの[New version] (新しいバージョン)フィールドを入力し、[Apply] (適用)をク
リックします。

• 選択したアイテムのデプロイバージョンとして最新のジョブバージョンを使用する場合
は、[Use job versions] (ジョブバージョンの使用)オプションを選択します。

• 1つ以上のアイテムのスナップショットバージョンをパブリッシュする場合は、[Use
snapshot] (スナップショットの使用)チェックボックスをオンにしてからバージョン設定を
適用します。

5. [Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じ
ます。

6. 選択したジョブのいずれかがデザインワークスペース内で開いている場合は、新しいダイア
ログボックスで[OK]をクリックし、ジョブを保存して、新しいデプロイバージョンを適用しま
す。

タスクの結果

デザインワークスペース内に開いたら、[Job] (ジョブ)ビュー内で、ジョブのデプロイバージョン
を設定することもできます。詳細は、ジョブのデプロイをカスタマイズを参照して下さい。
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[Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスで行うデプロイバージョンの設定は、該
当するアイテムの[Job](ジョブ)ュー内の[Deployment](デプロイ)タブに反映されます。また、その
逆も同様です。

ジョブの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（196ページ）およ
びバージョン管理（487ページ）を参照して下さい。

ジョブをStudioからアーティファクトリポジトリーにパブリッシュする方法の詳細は、アーティ
ファクトリポジトリへのパブリッシュを参照して下さい。

パレット設定

このタスクについて

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、[Palette] (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。

[Palette] (パレット)表示の設定をカスタマイズするには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスを開きます。

注 :

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つ以上、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、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックし
てダイアログボックスを閉じます。

タスクの結果

注 :

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の変更（498ページ）を参照して下さい。
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タイプのマッピング

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。

マッピングファイルへのアクセス

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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)を展開し、Talend[Type] (タイプ)のメタ
データを選択し、該当するビューを開きます。

[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。

• 必要に応じて変換ファイルを変更するには、ファイルを選択し、[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開き、開
くダイアログボックスでXMLコードを直接変更します。

dbTypeエレメントで頻繁に使用されている属性

変換マッピングの属性を使用して、関連するスキーマカラムのデフォルト値または動作を定義す
ることができます。以下のテーブルでは、dbTypeエレメントで頻繁に使用されている属性につい
て説明しています。
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属性 説明

ignoreLen trueに設定すると、コンポーネント上でスキーマ内のタ
イプの新規追加カラム([Edit schema] (スキーマの編集)を
使用)に設定する長さは無視されます。

ignorePre trueに設定すると、コンポーネント上でスキーマ内のタ
イプの新規追加カラム([Edit schema] (スキーマの編集)を
使用)に設定する精度は無視されます。

デフォルト trueに設定すると、コンポーネント上でこのエレメント
内に定義したタイプは、新規追加カラム([Edit schema] (ス
キーマの編集)を使用)のデフォルトタイプになります。

defaultLength コンポーネント上でタイプの新規追加カラム([Edit
schema] (スキーマの編集)を使用)のデフォルト長を設定し
ます。

defaultPrecision コンポーネント上でタイプの新規追加カラム([Edit
schema] (スキーマの編集)を使用)のデフォルト精度を設定
します。

バージョン管理

このタスクについて

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。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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。
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3. [Repository] (リポジトリー)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。そのとなりの[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。

• [Options] (オプション)エリアで[Change all items to a fixed version] (全てのアイテムを一定
のバージョンに変更)オプションを選択し、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全て同時に更新する場合は、[Select all

dependencies] (全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全て同時に更新する場合は、[Select all

subjobs] (全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)オプションを選択し、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選択すると、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。

警告 :  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。
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5. [Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じ
ます。

ステータス管理

このタスクについて

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。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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。

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] (全てのテクニカ
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。
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7. [Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じ
ます。

タスクの結果

注 :

ジョブステータスの詳細は、ステータス設定（495ページ）を参照して下さい。

ジョブ設定

このタスクについて

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。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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、[Apply and Close] (適用して閉じる)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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統計とログ

このタスクについて

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保管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
へのパスを一度セットアップするだけで、ログデータは常にその場所に保管されるようになりま
す。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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、[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。
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注 :

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、統計およびログの自動化（119ページ）を参照し
て下さい。

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下さい。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。

タスクの結果

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] (リポジトリー)にデータベース接続情報を保管することができま
す。[Property Type] (プロパティタイプ)を[Repository] (リポジトリー)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。

注 :

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。

コンテキスト設定

このタスクについて

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。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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機能の設定パラメーターを表示します。
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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]
(フィールド区切り)フィールドにフィールド区切り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 and Close] (適用して閉じる)をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じ
ます。

プロジェクト設定の適用

このタスクについて

[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。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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、[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。
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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 and Close] (適用して閉じる)をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じ
ます。

Log4jの設定

このタスクについて

Talend Studioには、実行時のロギングを提供するApacheロギングユーティリティlog4jが含まれて
います。コンポーネント内でLog4jロガーを有効または無効にすることや、log4jの設定をプロジェ
クトに関してグローバルにカスタマイズすることが可能です。

これを行うには、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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[Log4j]ノードをクリックし、[Log4j]ビューを開きま
す。
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3. log4jフィーチャーを有効にするには、[Activate log4j in components] (コンポーネントでlog4jを
有効にする)チェックボックスをオンにします。
デフォルトでは、log4j機能はプロジェクトの作成時に有効になります。

4. [Log4j template] (Log4jテンプレート)エリアでXML命令を変更することにより、log4jの設定を
変更します。
たとえば、全てのデバッグまたは高位のメッセージを出力するようにルートロガーを設定する
には、Root Loggerセクションに移動し、rootノードのpriorityエレメントのvalue属性
をdebugに設定します。
log4jパラメーターの詳細は、http://wiki.apache.org/logging-log4j/Log4jXmlFormatを参照して
下さい。

タスクの結果

ジョブの実行でグローバル設定が上書きされるように、ログメッセージの出力レベルを定義する
こともできます。詳細は、ランタイムのlog4j出力レベルをカスタマイズする（212ページ）を参
照して下さい。

ステータス設定

このタスクについて

[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。

これを行うには、次の手順に従います。
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手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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] (リポジトリー)ツリービューエレメント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[Name] (名
前)、[Purpose] (目的)、[Description] (説明)、[Author] (作成者)、[Verstion] (バージョ
ン)、[Status] (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
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、 [Technical status] (テクニカルステータス)および[Documentation status] (ドキュ
メンテーションステータス)という2つのステータスタイプが区別されます。
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[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エレメントの
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ステータス)リストでは、ドキュメントプロセ
ス(ビジネスモデル図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エレメントを分
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図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、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

セキュリティ設定

このタスクについて

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、次の手順に従います。

手順

1. Studioのメインウィンドウのツールバーで、 をクリックするか、メニューバーで[File] (ファ
イル) > [Edit Project Properties] (プロジェクトプロパティの編集)の順にクリックして、[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。

注 :

[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)フィールド
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。
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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、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

ワークスペースのカスタマイズ

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[Palette] (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。

注 :

このドキュメンテーションで説明しているパネル、タブ、ビューは全て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
下さい。

パレットのレイアウトと設定の変更

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。

Talend Studioでは、必要に応じて[Palette] (パレット)のレイアウトと位置を変更できます。以下の
セクションでは、[Palette] (パレット)で実行できる全ての管理オプションについて説明していま
す。

パレットを表示または非表示にし、位置を変更する

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 パースペクティブのデザインワークスペースの外側に[Palette] (パレット)を移
動することもできます。スタンドアロンの[Palette] (パレット)ビューを有効にするには、メニュー
から[Window] (ウィンドウ) > [Show View...] (ビューの表示...) > [General] (一般) > [Palette] (パレッ
ト)の順に選択します。

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。
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コンポーネントファミリーの表示/非表示

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。

注 :

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（500ページ）を参照
して下さい。

コンポーネントファミリーを開いたままにしておく

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。

パレットのフィルタリング

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（485ページ）を参照して下さい。

Talendから、または開発環境から[Palette] (パレット)にコンポーネントを追加する場合の詳細
は、Talend Communityコンポーネントのダウンロード/アップロード（72ページ）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)（516ページ）を参照して下さ
い。
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パレットのお気に入りを設定する

このタスクについて

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。

以下のようにします:

手順

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. [Palette] (パレット)のお気に入りに追加する全てのコンポーネントについても同じ手順を
実行し、[Palette] (パレット)の右上角にある[Favorite] (お気に入り) ボタンをクリックし
て、[Palette] (パレット)のお気に入りを表示します。
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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。
[Palette] (パレット)の標準ビューを復元するには、[Palette] (パレット)の右上角にあ
る[Standard] (標準) ボタンをクリックします。

パレットのコンポーネントレイアウトを変更する

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、[Palette] (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。

パネルの位置を変更する

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

• パネルの位置を変更するには、パネルの上境界線をクリックするか、タブをクリックし、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します。

• 対応するパネルを最小化/最大化するには、最小化/最大化のアイコン( / )をクリックしま
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の表
示（503ページ）を参照して下さい。

• タブ/ビューを閉じるには、閉じるアイコン(  )をクリックします。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。

• [Palette] (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。
[Palette] (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。
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ジョブ設定タブやビューの表示

設定タブは、 Integration 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エレメントの詳細な情報が表示
されます。

[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ィカルエレメントに関する情報、ま
たは開いているジョブの実行に関する情報が全て収集されます。

注 :

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)および[Schedulerdeprecated] (スケジューラー非推奨)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
ブのジョブから独立しています。

[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、[Schedulerdeprecated] (スケジューラー非
推奨)タブなど、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、
表示するエレメントを選択すると、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。
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Repository (リポジトリー)ツリービューにリストされているエントリーの
フィルタリング

Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリー)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] (リポジトリー)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選択、または解除する方法もあります。また、
複数のフィルターを同時に設定することもできます。

ジョブ名によるフィルタリング

このタスクについて

[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、次の手順に従います。

手順

1.
Studioで アイコン([Repository] (リポジトリ)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...] (フィルター設定)を開きます。
[Repository Filter Setting] (リポジトリフィルター設定)ダイアログボックスが表示されます。

504



付録

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
従って下さい。
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ー)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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タスクの結果

注 :

デフォルトのツリービューに戻し、ノード、ジョブ、アイテムを全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。

ユーザーによるフィルタリング

このタスクについて

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、次の手順に従います。

手順

1.
Studioで アイコン([Repository] (リポジトリ)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...] (フィルター設定)を開きます。
[Repository Filter] (リポジトリフィルター)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] (リポジトリー)ツリー
ビューで非表示にする場合は、そのユーザーの横のチェックボックスをオフにします。

4. [OK]をクリックして変更の妥当性チェックを行い、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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タスクの結果

注 :

デフォルトのツリービューに戻し、ノード、ジョブ、アイテムを全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。

ジョブステータスによるフィルタリング

このタスクについて

[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。

手順

1.
Studioで アイコン([Repository] (リポジトリ)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...] (フィルター設定)を開きます。
[Repository Filter] (リポジトリフィルター)ダイアログボックスが表示されます。
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2. 選択されたステータスのジョブを全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横のチェックボックスをオフにします。

3. [OK]をクリックして変更の妥当性チェックを行い、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。

タスクの結果

注 :

デフォルトのツリービューに戻し、ノード、ジョブ、アイテムを全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。

表示するリポジトリーノードを選択する

このタスクについて

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。

手順

1. Studioの[] (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] (フィルター設定)を開きます。Integration

[Repository Filter] (リポジトリフィルター)ダイアログボックスが表示されます。
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2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューに表示するノードの横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全てのジョ
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]をクリックして変更の妥当性チェックを行い、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選択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。
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タスクの結果

注 :

[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、ジョブ名によるフィルタリン
グ（504ページ）を参照して下さい。

Talend Studioの環境設定

Talend Studioの全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、作成する全ての新規
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。

Javaインタープリターのパス(Talend)

このタスクについて

Javaインタープリターのパスは、コンピューター上のJavaファイルの位置に基づいて設定されま
す(たとえば、C:\Program Files\Java\jre1.8.0_51\bin\java.exe)。

Javaインタープリターのパスをカスタマイズするには

手順

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。
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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インター
プリター)フィールドにパスを入力します。

タスクの結果

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。

Designerの環境設定(Talend > Appearance)

このタスクについて

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。

手順

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。

4. 関連するチェックボックスを選択して、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。
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アーティファクトリポジトリ接続の環境設定(Talend > [Artifact Repository] (アーティファクトリポ
ジトリ))

このタスクについて

Talend Studioとアーティファクトリポジトリが接続を継続する時間を設定することができま
す。Talend Studioはアーティファクトリポジトリから更新とカスタムライブラリを取得し、ユー
ザーはアーティファクトをアーティファクトリポジトリにパブリッシュすることができます。

手順

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、[Artifact Repository] (アーティファクトリポジトリ)をクリックし
て、該当するビューを表示します。

3. [Timeout for artifact repository connection (ms)] (アーティファクトリポジトリ接続のタイムア
ウト(ミリ秒))フィールドで、Talend Studioが接続を切らずにアーティファクトリポジトリサー
バーとのインタラクションを待機する時間をミリ秒で指定します。無期限のタイムアウトを設
定する場合は、0を指定します。

4. [Apply] (適用)をクリックして変更を適用し、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックし
て設定を確定し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを閉じます。

サーバー環境設定の更新(Talend > [Artifact Repository] (アーティファクトリポジトリ) > [Libraries]
(ライブラリ))

このタスクについて

Talend Studioの環境設定を定義して、アーティファクトリポジトリサーバー上のカスタムライブ
ラリの更新状況を確認することができます。
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手順

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、[Artifact Repository] (アーティファクトリポジトリ)ノードの順に展開し、[Libraries]
(ライブラリ)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、の環境設定をカスタマイズします。

• [Jars check frequency] (Jarの確認頻度)フィールドで、Talend Studioの更新状況を確認する頻
度を指定します。

• -1 Talend Studioで更新状況をまったく確認しないように設定する場合。
• 0 Jarを必要とするアクションでTalend Studioが更新状況を確認するように設定する場

合。たとえば、Studioからジョブがビルトまたは実行された場合など。
• 2回の確認の間の日数。

4. [Apply] (適用)をクリックして変更を適用し、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックし
て設定を確定し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを閉じます。

Bonita BPMポータルの環境設定(Talend > Bonita BPM Portal)

このタスクについて

BPMサービスを作成するときに、そのURIとBonita BPMポータルへの接続情報を設定することがで
きます。

手順

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] >  [Bonita BPM Portal] (Bonita BPMポータル)ノードを展開します。
3. 次のように情報を入力します。
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フィールド名 アクション

[Username] (ユーザー名)と [Password] (パスワード) Bonita BPMポータルに接続するためのユーザー
名とパスワードを入力します。デフォルトで
は、installとinstallです。

Address (住所) Bonita BPMポータルサーバーのURLを入力します。デ
フォルトでは、http://localhost:8040/bonitaで
す。

4. [Apply] (適用)をクリックし、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックして環境設定を有
効にして、ダイアログボックスを閉じます。

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)

カスタムコンポーネントのビルドに新しいフレームワークが利用できます。新しいフレームワー
クは、このバージョン以降では使用が必須となっています。Developing a component using Talend
Component Kitを参照してください。このドキュメントは、 Talend Exchangeからダウンロードさ
れたコンポーネントに対しても適用されます。

Talend Studioの Integration 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ダウンロード
してインストールできます。

Talend Exchangeからのコンポーネントのダウンロードとインストールの詳細は、 Talend Help
Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

次のプロシージャ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)（517ページ）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 Talend
Exchange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、次の手順に従います。

手順

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。

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)をクリックして環境設定を確定します。[Apply and Close] (適用して閉じる)をク
リックして環境設定を確定し、ダイアログボックスを閉じることもできます。
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。
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タスクの結果

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。

特定のコンポーネントの設定を変更する方法(Talend > Components)

このタスクについて

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)（516ページ）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、以下のようにします:

手順

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。

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選択します。

注 :  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. デザインワークスペースで名前を入力してコンポーネントを追加できるようにする場
合、[Component Assist] (コンポーネントアシスト)の下で[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)チェックボックスを選択します。詳細は、
ジョブへのコンポーネントの追加（32ページ）を参照して下さい。
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5. [Apply] (適用)をクリックして、指定した環境設定を確定します。[Apply and Close] (適用して閉
じる)をクリックして、指定した環境設定を確定し、ダイアログボックスを閉じることもでき
ます。

タスクの結果
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。

Documentationの環境設定(Talend > Documentation)

このタスクについて

生成されたドキュメントにソースコードを含めることができます。

手順

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] (ドキュメンテーション)をクリックして、ドキュメ
ンテーション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。

• 生成するHTMLドキュメンテーション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選オンにして、[CSS File] (CSSファイル)フィー
ルドを有効にします。

タスクの結果

ドキュメンテーションの詳細は、HTMLドキュメンテーションの生成（199ページ）およ
び[Documentation] (ドキュメンテーション)タブ（65ページ）を参照して下さい。

RESTサービスの環境設定(Talend > ESB)

このタスクについて

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。これを行うには、次の手順に従います。
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手順

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。

Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)

始める前に

警告 :  ここで -Dtalend.disable.internetパラメーターがStudioの.iniファイル内に存在
せず、falseに設定されていることを確認します。

このタスクについて

Talend StudioのTalendコミュニティの一部、Talend Exchangeとの接続に関連する設定を行うこと
ができます。これを行うには、次の手順に従います。

手順

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。

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 Talend Community] (Talendコミュニティへの接続)ページを開き、Talendコ
ミュニティクレデンシャル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。
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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の拡張機能へのアップ
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。コミュニティ拡張機能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] (拡張機能のアップデートを通知する)をオフにします。

Metadata Bridgeの環境設定(Talend > Import/Export)

このタスクについて

Talend Metadata Bridgeの環境設定を行い、好みの方法で作業することができます。

手順

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、[Metadata
Bridge]をクリックして該当するビューを表示します。

3. Talend Metadata Bridgeの使用に応じて、次のように環境設定を定義します。

• [Location] (場所)エリアで、[Embedded] (組み込み)オプションを選択して、 Talend 
Metadata Bridgeに組み込まれたMIMBツールを使用します。これはデフォルトオプション
です。
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ローカルでインストールされたMIMBツールを使用するには、[Local Directory] (ローカル
ディレクトリー)を選択して、MIMBツールのインストールディレクトリを指定します。

• [Temp folder] (一時フォルダー)フィールドに、(デフォルトディレクトリを使用しない場
合)メタデータのインポート/エクスポートの実行時に生成された一時ファイルを格納する
ディレクトリを指定します。

• [Log folder] (ログフォルダー)フィールドに、(デフォルトディレクトリを使用しない場合)メ
タデータのインポート/エクスポートの実行時に生成されたログファイルを格納するディレ
クトリを指定します。

• [Show detailed logs] (詳細ログを表示)チェックボックスをオンにすると、メタデータのイ
ンポート/エクスポートの実行時に詳細なログファイルを生成します。

4. [Apply] (適用)をクリックして変更を適用し、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックし
て設定を確定し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを閉じます。

タスクの結果

Talend Metadata Bridgeを使用してメタデータをインポート/エクスポートする方法の詳細
は、Talend Help Center (https://help.talend.com)を参照して下さい。

言語の環境設定(Talend > Internationalization)

このタスクについて

言語設定はTalend Studioで設定できます。これを行うには、次の手順に従います。

手順

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、[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フェースに
使用する言語を選択します。

4. [Apply] (適用)をクリックし、[Apply and Close] (適用して閉じる)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フェースが選択した言語で表示されます。
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パレットの環境設定(Talend > Palette Settings)

このタスクについて

[Palette Settings] (パレット設定)ビューから、[Palette] (パレット)から検索するコンポーネントの
環境設定を指定することができます。[Palette] (パレット)を使用せずにコンポーネントを追加す
るときには、デザインワークスペースに表示されるコンポーネントリストからでも指定が可能で
す。

手順

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、[Palette Settings] (パレット設定)をクリックして、[Palette Settings]
(パレット設定)ビューを表示します。

3. [Recently Used] (最近使用した)リストに表示できるコンポーネントの数を制限するに
は、[Recently used list size] (最近使用したリストサイズ)フィールドに数字を入力します。

4. [Palette] (パレット)の検索フィールドで、またはデザインワークスペースに表示されるテキ
ストフィールドで、検索キーワードにコンポーネントの機能または目的を説明する語句を使
用して行うコンポーネントの検索を有効にするには、[Also search from Help when performing
a component searching] (コンポーネント検索の実行時にはヘルプも検索する)チェックボッ
クスを選択します。このチェックボックスを選択しておけば、同じ説明的な語句をキーワー
ドとして使用することで F1ヘルプ情報から同じコンポーネントを見つけることができる限
り、[Palette] (パレット)上、またはデザインワークスペースのコンポーネントリスト上にコン
ポーネントを見つけることができます。

5. 説明的な語句を検索キーワードとして使用したときの検索結果エントリー数を変更するには、
[Result limitation from Help] (ヘルプからの結果の制限)フィールドに数字を入力します。

パフォーマンスの環境設定(Talend > Performance)

Talend Studioの使用に応じて、パフォーマンスの設定を設定できます。この操作を行うには、以
下のようにします:

手順

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、[Performance] (パフォーマンス)をクリックして、リポジトリー更新の
環境設定を表示します。

注 :

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、パフォーマンスの設定を設定します。

• リポジトリー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] (リポジトリー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選択します。

• 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
ボックスを選択します。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。

注 :

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) チェックボックスの選択を解除します。

• 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選択します。

• ジョブまたはジョブレット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、チェックボックスを選択します。
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• リポジトリー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ー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選択
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性に追加するには、[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性に追加)チェックボックスを選択します。

• [Code Format timeout (seconds)] (コードフォーマットタイムアウト(秒))フィールドには、
[Designer] (デザイナー)ビューから[Code] (コード)ビューに切り替える場合やジョブやルー
トを作成する場合など、コードが生成された際にTalend Studioでソースコードのフォー
マットを停止させる秒数を指定します。値は0より大きい整数でなければなりません。タ
イムアウト値を小さく設定すると、特にジョブ またはルートが膨大で複雑な場合など、
ソースコードの読みやすさを犠牲にしてパフォーマンスの問題を防ぐことができます。

デバッグとジョブ実行の環境設定(Talend > Run/Debug)

このタスクについて

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。これを行うには、次の手
順に従います。

手順

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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タスクの結果

• 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。
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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、詳細設定の指定（209ページ）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を参照して下さい。

スキーマカラムでの特殊文字の表示(Talend > Specific settings)

このタスクについて

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、この場合、Talend Studioを有効にして特殊文字を読み取る必要があります。こ
れを行うには、次の手順に従います。

手順

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選択します。

スキーマの環境設定(Talend > Specific Settings)

このタスクについて

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長さとデータ型を定義できます。

手順

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
トのデータ型と長さ)の順にクリックし、スキーマのデータ型と長さを表示します。
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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
とフィールドの長さを入力し、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
ルドの長さを入力し、スキーマの全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長)エリアで、各データ型のフィール
ドの長さを入力します。

SQLビルダーの環境設定(Talend > Specific Settings)

このタスクについて

Talend ESB Studioでは、SQLビルダーの環境設定を定義できます。これを行うには、次の手順に従
います。
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手順

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選択しま
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選択します。

• データベースの全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) (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選択します。

SSL設定値の環境設定(Talend>SSL)

このタスクについて

リモートサーバーとの間で保護された通信を行うために、Talend StudioのSSL環境設定を行うこと
ができます。

手順

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、[SSL]をクリックして、該当するビューを表示します。
3. リモートホストに送信するローカル認証用のKeystore設定を定義します。

a) [Path] (パス)フィールドの横の[Browse] (参照)をクリックし、ローカルクレデンシャルを保
存しているキーストアファイルに移動します。

b) [Password] (パスワード)フィールドにキーストアパスワードを入力します。
c) [Keystore Type] (キーストアの種類)リストから使用するキーストアの種類を選択します。
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4. リモートホストの証明書の検証に使用するトラストストア設定を定義します。
a) [Path] (パス)フィールドの横の[Browse] (参照)をクリックし、トラストストアファイルに移

動します。
b) [Password] (パスワード)フィールドにトラストストアパスワードを入力します。
c) [Keystore Type] (キーストアの種類)リストから使用するキーストアの種類を選択します。

5. [Apply] (適用)をクリックして変更を適用し、[Apply and Close] (適用して閉じる)をクリックし
て設定を確定し、[Preferences] (環境設定)ダイアログボックスを閉じます。

6. 設定を有効にするには、Talend Studioを再起動して下さい。

Usage Data Collector基本設定(Talend > Usage Data Collector)

このタスクについて

で、ユーザーがStudioの使用統計の収集を許可すると、ユーザーの製品への理解が高まるだけでな
く、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、はユーザーのため
に製品の品質とパフォーマンスを改善できます。Talend StudioTalendTalendTalend

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ー)の基本設定を
カスタマイズできます。

注 :  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、には送信さ
れませんのでご安心下さい。Talend

手順

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ー)をクリックし
て、[Usage Data Collector] (使用状況データコレクター)ビューを表示します。

529



付録

3. Usage Data Collector (使用状況データコレクター)についてのメッセージをお読み下さ
い。Usage Data Collector (使用状況データコレクター)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] (キャプチャーの有効化)を解除します。

4. Usage Data Collector (使用状況データコレクター)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ー)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ー)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ー)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。

531



付録

SQLテンプレートの使用方法
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、全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。行の拒否の詳細は、[Row] (行)接続（79ページ）を参照して下さい。

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。

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ー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ーには、tSQLTemplate、tSQLTemplateFi
lterColumns、tSQLTemplateCommit、tSQLTemplateFilterRows、tSQLTemplateRo
llback、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] (リポジトリー)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。
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注 :

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。

Talend SQLテンプレートの管理

Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリー)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。

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オペ
レーションに応じて異なりますが、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。

[Name] (名前) ファンクション 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] (集
計)

データセットの集計(合計、平
均、計数など)を実行します。

tSQLTemplateAggregate DB名

ソーステーブル名

ターゲットテーブル名

[Commit] (コミッ
ト)

RDBMSにコミット命令を送信
します。

tSQLTemplate 
tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateCommit 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows 
tSQLTemplateMerge 
tSQLTemplateRollback

Null

[Rollback]

(ロールバック) 
RDBMSにロールバック命令を
送信します。

tSQLTemplate 
tSQLTemplateAggregate 
tSQLTemplateCommit 
tSQLTemplateFilterColumns 
tSQLTemplateFilterRows 
tSQLTemplateMerge 
tSQLTemplateRollback

Null

DropSourceTabl
e

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
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DropTargetTabl
e

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

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
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システムSQLテンプレートへのアクセス

システムSQLテンプレートにアクセスするには、[Repository] (リポジトリー)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。

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 (ジェネリック)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。
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注 :

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] (リポジトリー)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。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)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。

タスクの結果

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。パラメー
ター TABLE_NAME_TARGEToperationなどは、関連ジョブを設計するときに定義します。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は、システムSQLテンプレートのタイプ（533ペー
ジ）を参照して下さい。

ユーザー定義のSQLテンプレートを作成する

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るように
しています。これらのSQLテンプレートは、UserDefined (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は、SQLステートメント（543ページ）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、次の手順に従います。

手順

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、[Create SQLTemplate] (SQLテンプレートの作成)
を選択して、[New SQLTemplate] (新しい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テンプレートを作成する方法、およびジョブで使用する方法の詳細は、
Talend Help Center (https://help.talend.com)でIterating on DB tables and deleting their content
using a user-defined SQL templateを参照して下さい。

システムSQLテンプレートのユースケース

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。

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、以下のようにします:
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MySQLデータベースへの接続の設定

手順

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、tMysqlInput、およ
びtLogRow。

2. [Trigger] (トリガー) > [On Subjob Ok]接続を使って、tMysqlConnectionとtSQLTemplateAg
gregateをリンクします。

3. 同じようにしてtSQLTemplateAggregateとtSQLTemplateCommitを、およびtSQLTemplateCo
mmitとtMysqlInputをリンクします。

4. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って、tMysqlInputをtLogRowにリンクします。

5. tMysqlConnectionをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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. tSQLTemplateCommitをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
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

手順

1. tSQLTemplateAggregateをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

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、
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、次の3つのカラムで構成されます: First_Name、Last_Name、
およびCountry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、国籍別に国民をグループ化し、各国の国民数を計数します。それを行うた
めに、[Operations] (オペレーション)および[Group by] (分類基準)パラメーターを定義します。

4. [Operations] (オペレーション)テーブルで[+]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)セルで、カウントしたデータを保持する出力カラムをド
ロップダウンリストから選択します。
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5. [Function] (機能)セルをクリックし、実行するオペレーションをドロップダウンリストから選
択します。

6. [Group by] (分類基準)テーブルで[+]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)セルで、集約したデータを保持する出力カラムをドロップダ
ウンリストから選択します。

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。

8. [SQL Template List] (SQLテンプレートリスト)テーブルの下の[+]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。

注 :

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。

注 :

[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。したがって、この例では、1番目のテンプレート行にMySQLDropSourc
eTableを選択し、2番目のテンプレート行にMySQLAggregateを選択すると、ソーステーブル
が集約の前に削除されます。すなわち、集約されるものが何もありません。
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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

手順

1. tMysqlInputをダブルクリックして、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。

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] (リポジトリー)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)エリア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カラムのテーブルcitizencountが作成されます。国民は国籍に従ってグ
ループ化され、各国の合計が示されます。
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ルールを記述するSQLテンプレート
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 末尾を;にする必要があります。
• SQLステートメントは複数行にわたってもかまいません。この場合、最後の行は除いてどの行

も ;で終わってはなりません。

コメント行

コメント行は、 # または --で始まります。#または--で始まる行は、コードの生成時に無視され
ます。

注 :

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。

<%...%>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す
べき点を示します。

• 新しい変数を定義し、次のようなJava論理コードを使用することができます。 if、for、およ
びwhile、また、パラメーター値を取得することもできます。

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;およびDROP TABLE

temp_<%=i%>;の間で使用します。
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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。

• この構文内では、<%=...%>または</.../>構文は使用しないで下さい。

<%=...%>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。

注 :

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。

<%=...%>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。

• <%=の後ろに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下さい。

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、ジョブデザインとは?（29ペー
ジ）を参照して下さい。

<%...%>構文の詳細は、<%...%>構文（543ページ）を参照して下さい。

</.../>構文の詳細は、次のセクションを参照して下さい。

注 :

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。

"</.../>"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。
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• 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
符で囲まないで下さい。

• スペース文字は </ の後ろと/>の前には使用できません。
• この構文内では、<%...%>または<%=...%>構文は使用しないで下さい。

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/>;

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（543ページ）を参照して下さい。

<%=...%>構文の詳細は、<%=...%>構文（544ページ）を参照して下さい。

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。

注 :

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。

コンポーネントスキーマエレメントにアクセスするためのコード

コンポーネントスキーマエレメントは、スキーマカラム名リスト(ドット.区切り)で表されます。こ
れらのエレメントは、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エレメントにアクセス
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、実行する内容に従い、__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すること
ができます。

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。
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警告 :

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
て下さい。

コンポーネントスキーマの詳細は、基本設定タブ（55ページ）を参照して下さい。

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、ユーザーがtSQLTemplateAg

gregate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。次の名前を使用してアクセスする場合: </NEW_PROPERTY/>以下のコードが必要で
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、次を使用する必要があります。 EXTRACT(__GROUPBY__)。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
%>の間に使用します。
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• __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。

• 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下さい。たとえば、コンポーネント内では、 PARAMETER_NAMEおよ
びPARAMETER_NAME_2という名前で2つのパラメーター定義することは避けて下さい。名前
に同じプレフィックスを使用すると、コードの生成でエラーが生じるためです。
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