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Copyleft

7.0.1に適合。 以前のリリースの更新版となります。

公開日:2018年4月13日

本書は、クリエイティブコモンズパブリックライセンス(CCPL)の条件に基づいて提供されていま
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。

注意

TalendはTalend, Inc.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。http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.htmlからライセンス
のコピーを入手することができます。 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 Alliance (Java/J2EE AOP standards)、ASM、Amazon、AntlR、Apache
ActiveMQ、Apache Ant、Apache Axiom、Apache Axis、Apache Axis 2、Apache Batik、Apache
CXF、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、Apache HttpComponents Client、Apache JAMES、Apache Log4j、Apache
Lucene Core、Apache Neethi、Apache POI、Apache ServiceMix、Apache Tomcat、Apache
Velocity、Apache WSS4J、Apache WebServices Common Utilities、Apache Xml-RPC、Apache
Zookeeper、Box Java SDK (V2)、CSV Tools、DataStax Java Driver for Apache Cassandra、Ehca
che、Ezmorph、Ganymed SSH-2 for Java、Google APIs Client Library for Java、Google
Gson、Groovy、Guava: Google Core Libraries for Java、H2 Embedded Database and JDBC
Driver、Hector: A high level Java client for Apache Cassandra、Hibernate Validator、HighScale
Lib、HsqlDB、Ini4j、JClouds、JLine、JSON、JSR 305: Annotations for Software Defect Detection in
Java、JUnit、Jackson Java JSON-processor、Java API for RESTful Services、Java Agent for Memory
Measurements、Jaxb、Jaxen、Jettison、Jetty、Joda-Time、Json Simple、LightCouch、MetaStuff、
Mondrian、OpenSAML、Paraccel JDBC Driver、PostgreSQL JDBC Driver、Resty: A simple HTTP REST
client for Java、Rocoto、SL4J: Simple Logging Facade for Java、SQLite JDBC Driver、Simple API
for CSS、SshJ、StAX API、StAXON - JSON via StAX、The Castor Project、The Legion of the Bouncy
Castle、W3C、Woden、Woodstox: High-performance XML processor、Xalan-J、Xerces2、Xm
lBeans、XmlSchema Core、Xmlsec - Apache Santuario、Zip4J、atinject、dropbox-sdk-java: Java
library for the Dropbox Core API、google-guiceで開発されたソフトウェアが含まれています。各ラ
イセンスの下でライセンスされています。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
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Talend Open Studio for Data Integrationの概要

Talendには、ビジュアルで使いやすいデザイナーですべてのデータを統合し、処理できる統合開
発/管理ツールが用意されています。

Talendのデータ統合ソリューションは、分析用のETLと操作統合ニーズ用のETLの両方に対応し、
工業化フィーチャーを提供することにより、システムの複雑化に対応する企業を支援します。
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Talend Open Studio for Data Integrationを使用する
前提条件

この章では、Talend Open Studio for Data Integrationの使用を開始するために必要なソフトウェア
とハードウェアの基本情報と推奨される情報を提供します。

• メモリ要件（5ページ）

• ソフトウェア要件（5ページ）

また、必要なサードパーティツールと推奨されるサードパーティツールのインストールと設定の
手順を説明します。

• Javaのインストール（6ページ）

• WindowsでJava環境変数を設定する（6ページ）またはLinuxでJava環境変数を設定す
る（7ページ）

• 7-Zipのインストール(Windows)（7ページ）

メモリ要件

Talend製品を最大限に活用できるよう、メモリとディスク容量について以下の使用量を考慮して
下さい:

メモリ使用量 最低3 GB、4 GBを推奨

ディスク容量 3GB

ソフトウェア要件
Talend製品を最大限に活用できるよう、システムとソフトウェアについて以下の要件を考慮して
下さい。

必要なソフトウェア

• Talend Studio用のオペレーティングシステム:

サポートタイプ オペレーティングシステム(64ビットのみ)

推奨 Ubuntu 16.04 LTS

推奨 Microsoft Windows 10

Apple macOS 10.13/High Sierra

Apple macOS 10.12/Sierra

サポート

Apple OS X 10.11/El Capitan
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• Java 8 JRE Oracle。Javaのインストール（6ページ）を参照して下さい。

• 正しくインストールされ、設定されたMySQLデータベースと、gettingstartedという名前の
データベース。

オプションのソフトウェア

• 7-Zip。7-Zipのインストール(Windows)（7ページ）を参照して下さい。

Javaのインストール
Talend製品を使用するには、お使いのコンピューターにOracle Java Runtime Environmentをインス
トールする必要があります。

手順

1. Java SEダウンロードページの[Java Platform, Standard Edition]の下にある[JRE Download] (JREの
ダウンロード)をクリックします。

2. [Java SE Runtime Environment 8 Downloads] (Java SE Runtime Environment 8ダウンロード)ペー
ジで、[Accept License Agreement] (ライセンス契約に同意する)ラジオボタンをクリックします
。

3. お使いのオペレーティングシステムに適したダウンロードを選択します。
4. Oracleのインストール手順に従ってJavaをインストールします。

タスクの結果

Javaがインストールされたら、JAVA_HOME環境変数を設定する必要があります。詳細は、以下を参
照して下さい:

• WindowsでJava環境変数を設定する（6ページ）。

• LinuxでJava環境変数を設定する（7ページ）。

WindowsでJava環境変数を設定する
Talend製品をインストールする前に、JAVA_HOMEとPath環境変数を設定する必要があります。

手順

1. お使いのコンピューターの[Start Menu] (スタートメニュー)を開き、[Computer] (コンピュー
ター)を右クリックし、[Properties] (プロパティ)を選択します。

2. [Control Panel Home] (コントロールパネルホーム)ウィンドウで[Advanced system settings] (シス
テムの詳細設定)をクリックします。

3. [System Properties] (システムプロパティ)ウィンドウで[Environment Variables...] (環境変数...)を
クリックします。

4. [System Variables](システム変数)で、[New...](新規...)をクリックして変数を作成します。変
数JAVA_HOMEに名前を付け、Java 8 JREのパスを入力して、[OK]をクリックします。

デフォルトJREパスの例: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_77.

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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5. [System Variables] (システム変数)の下で[Path] (パス)変数を選択し、[Edit...] (編集...)をクリック
して、以前に定義したJAVA_HOME変数をPath環境変数の末尾に追加し、セミコロンで区切りま
す。

例: <PathVariable>;%JAVA_HOME%\bin.

LinuxでJava環境変数を設定する
Talend製品をインストールする前に、JAVA_HOMEとPath環境変数を設定する必要があります。

手順

1. JREインストールのホームディレクトリを見つけます。

例: /usr/lib/jvm/jre1.8.0_65

2. それをJAVA_HOME環境変数内にエクスポートします。

例:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre1.8.0_65
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

3. 上記の行を~/.profileファイル内のユーザープロファイルの末尾に、またはスーパーユーザー
として、/etc/profileファイルのグローバルプロファイルの末尾に追加します。

4. 再びログオンします。

7-Zipのインストール(Windows)

Talendでは7-Zipをインストールし、これを使用してインストールファイルを抽出することを推奨
しています: http://www.7-zip.org/download.html。

手順

1. お使いのオペレーティングシステムに対応する7-Zipのインストーラーをダウンロードします。
2. ローカルフォルダーに移動し、7z exeファイルを見つけてダブルクリックしてインストールし

ます。

タスクの結果

ダウンロードが自動的に開始します。

http://www.7-zip.org/download.html
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Talend Open Studio for Data Integrationのダウン
ロードとインストール

Talend Open Studio for Data Integrationは簡単にインストールできます。TalendのWebサイトから
ダウンロードした後に、解凍するだけでインストールされます。

この章では、ダウンロードとインストールに役立つ基本情報を提供します。

Talend Open Studio for Data Integrationのダウンロード
Talend Open Studio for Data Integrationは無料のオープンソース製品で、TalendのWebサイトから
直接ダウンロードできます。

手順

1. Talend Open Studio for Data Integration ダウンロードページにアクセスします。
2. [DOWNLOAD FREE TOOL] (無料ツールのダウンロード)をクリックします。

タスクの結果

ダウンロードが自動的に開始します。

Talend Open Studio for Data Integrationのインストール
以前にダウンロードしたZIPファイルを解凍することでインストールが実行されます。

これは以下のいずれかを使用して行います。

• 7Zip (Windows推奨): 7-Zipを使用した抽出(Windows推奨)（8ページ）.

• Windowsのデフォルト解凍ツール: Windowsのデフォルト解凍ツールを使用した抽
出（9ページ）.

• Linuxのデフォルト解凍ツール(Linuxベースのオペレーティングシステム用): Windowsのデフォ
ルト解凍ツールを使用した抽出（9ページ）.

7-Zipを使用した抽出(Windows推奨)

Talendでは、Windowsには7-Zipをインストールしてファイルの抽出に使用することをお勧めしま
す。詳細は、7-Zipのインストール(Windows)（7ページ）を参照して下さい。

Studioをインストールするには、以下の手順に従います。

手順

1. ローカルフォルダーに移動してTOSというZIPファイルを見つけ、できるだけ短く、スペース文
字が含まれていない別のパスにZIPファイルを移動します。

例: C:/Talend/

http://www.talend.com/download/talend-open-studio#t4
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2. 圧縮ファイルを右クリックして解凍します。[7-Zip] > [Extract Here] (ここに抽出)の順に選択し
て下さい。

Windowsのデフォルト解凍ツールを使用した抽出

7-Zipを使用したくない場合は、Windowsのデフォルト解凍ツールが使えます。

手順

1. 圧縮ファイルを右クリックし、[Extract All] (すべて抽出)を選択して解凍します。
2. [Browse] (参照)をクリックし、C:ドライブに移動します。
3. [Make new folder] (新規フォルダーの作成)を選択し、フォルダーにTalendという名前を付けま

す。[OK]をクリックします。
4. [Extract] (抽出)をクリックするとインストールが開始します。

Linux GUI解凍ツールを使用した抽出

Studioをインストールするには、以下の手順に従います。

手順

1. ローカルフォルダーに移動してZIPファイルを見つけ、できるだけ短く、スペース文字が含まれ
ていない別のパスにZIPファイルを移動します。

例: home/user/talend/

2. 圧縮ファイルを右クリックし、[Extract Here] (ここに抽出)を選択して解凍します。
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Talend製品の設定

この章では、Talend Open Studio for Data Integrationの設定に必要な基本情報を提供します。

初回のStudioの起動
Studioインストールディレクトリには、Mac OS XおよびLinux/Unixを含む、いくつかのプラットフ
ォーム用のバイナリが含まれています。

Talend Studioを初めて開くには、次の手順を実行します。

手順

1. 次のように、使用するオペレーティングシステムに対応する実行可能ファイルをダブルクリッ
クします。

• TOS_*-win-x86_64.exe(Windowsの場合)。

• TOS_*-linux-gtk-x86_64(Linuxの場合)。

• TOS_*-macosx-cocoa.app(Macの場合)。
2. [User License Agreement](ユーザーライセンス契約)ダイアログボックスが開いたら、エンド

ユーザー使用許諾契約の条項を読み、同意し作業を続行します。

Studioへのログイン
Talend Studioに初めてログインする場合、次の手順を実行します。

手順

1. Talend Studioログインウィンドウで、[Create a new project]を作成し、ログインウィンドウで、
プロジェクト名: getting_startedを指定して、[Finish](終了)をクリックして新しいローカルプ
ロジェクトを作成します。

2. 使用している製品に応じて、次のいずれかが開きます。

• クイックツアー。これを再生するとStudioのユーザーインターフェイスに関する詳細情報を
取得でき、[Stop](停止)をクリックすると終了します。

• [Welcome](ようこそ！)ページこのリンクに従うとStudioに関する詳細情報を取得で
き、[Start Now!](今すぐ開始！)をクリックします。(今すぐ開始)をクリックするとページが
閉じ、Studioを引き続き開きます。

ヒント :

Studioが正常に起動したら、Studioのメインウィンドウの上部にある[Videos](ビデオ)リンクを
クリックして、Talend Studioを開始する際に役立つ短いビデオを見ることもできます。一部の
オペレーティングシステムでは、ビデオを再生するためにMP4デコーダー/プレーヤーのインス
トールが必要になります。
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タスクの結果

Talend Studioに正常にログインできるようになりました。次に、Talend Studioが正しく動作する
ために必要な追加パッケージをインストールする必要があります。

追加のパッケージをインストールする
Talendでは、Studioの諸機能をフルに活用できるように、Talend Studioにログインした直後に、
サードパーティのライブラリやデータベースドライバーを含め、追加パッケージをインストール
することをお勧めします。

手順

1. [Additional Talend Packages] (追加のTalendパッケージ)ウィザードが開いたら、[Required] (必
須)および[Optional third-party libraries] (オプションのサードパーティライブラリ)チェックボッ
クスをオンにして[Finish] (終了)をクリックし、追加パッケージをインストールします。

インストールできる追加パッケージがある場合は、Studioを起動するたびにこのウィザードが
開きます。表示を無効にするには、[Do not show this again] (以降表示しない)チェックボック
スをオンにします。このウィザードは、メニューバーから[Help] (ヘルプ) > [Install Additional
Packages] (追加パッケージのインストール)をクリックしても表示できます。

詳細は、Talend Open Studio for Data Integration Installation and Upgrade Guideで追加パッケー
ジのインストールに関するセクションを参照して下さい。

2. [Download external modules] (外部モジュールをダウンロード)ウィンドウで、ウィザードの下部
にある[Accept all] (すべて同意)ボタンをクリックして、Studioで使用する外部モジュールのすべ
てのライセンスに同意します。

選択したライブラリによっては、ライセンスに同意する手順を複数回行う必要があります。

すべてのライブラリがインストールされるのを待ってからStudioの使用を開始します。
3. 必要に応じて、特定の追加パッケージを有効にするためにTalend Studioを再起動します。
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データ統合タスクの実行

この章では、動画レンタルとストリーミングビデオサービスを提供する会社の例を取り上げ、そ
のような会社によるTalend Open Studio for Data Integrationの利用方法について説明します。

取り扱うのは動画およびディレクターに関するデータと顧客に関するデータで、有効なディレク
ターの情報がある動画のエントリとそれがないエントリとを区別するためにデータのフィルタリ
ングを行う方法を学びます。

動画情報をCSVファイルから読み取る
この章で紹介する例では、次のことを前提としています。

• Talend Studioを起動し、Integrationパースペクティブを開いていること。

• 必要なサードパーティのライブラリとデータベースドライバーがTalend Studioにすべてインス
トール済みであること。

• MySQLデータベースソフトウェアが正しくインストールされて設定済みであり、gettingstarted
という名前のデータベースが作成済みであること。

このシナリオでは以下の内容を学習します。

• データ統合ジョブの作成方法。詳細は、最初のジョブの作成（12ページ）を参照して下さ
い。

• データ統合ジョブにコンポーネントを追加およびリンクする方法。詳細は、コンポーネントの
ドロップおよびリンク（13ページ）を参照して下さい。

• [Repository] (リポジトリ)内にファイルメタデータを作成する方法。詳細は、動画メタデータの
プレパレーション（14ページ）を参照して下さい。

• データ統合ジョブを設定および実行する方法。詳細は、ジョブの設定と実行（18ページ）を
参照して下さい。

このドキュメントで説明されている例を複製し、入力データをそのまま使用するには、このペ
ージのhttps://help.talend.comのオンラインバージョンにある[Downloads] (ダウンロード)タブか
らtos_di_gettingstarted_source_files.zipをダウンロードし、ソースファイルをローカルディ
レクトリC:\getting_started\input_data\に保存します。

最初のジョブの作成

この手順は、getting_startedという名前のジョブフォルダーと、フォルダー内にmoviesという
名前のジョブを作成する方法を説明しています。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Job Designs] (ジョブデザイン)ノードを右クリック
して、コンテキストメニューから[Create folder] (フォルダーの作成)を選択します。

2. [New Folder] (新規フォルダー)ウィザードでジョブフォルダーにgetting_startedという名前を
付け、[Finish] (終了)をクリックしてフォルダーを作成します。

https://help.talend.com
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3. getting_started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。

4. [New Job] (新規ジョブ)ウィザードで、作成するジョブに名前を付け、必要に応じてその他の有
用な情報を入力します。

この例では、[Name] (名前)フィールドにmovies (動画)と入力します。

ウィザードのこの手順では、[Name] (名前)が唯一の必須フィールドです。[Description] (説
明)フィールドに入力した情報は、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー内のジョブにマウスポ
インターを移動するとホバーテキストとして表示されます。

5. [Finish] (終了)をクリックしてジョブを作成します。

Studioに空のジョブが開きます。

コンポーネントのドロップおよびリンク

この例では、CSVファイルを読み取り、コンソールにデータを表示するように、新規作成された
ジョブにコンポーネントを追加してリンクする方法を説明しています。

手順

1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースにtFileInputDelimitedとtLogRowコンポーネン
トをドロップします。

tFileInputDelimitedコンポーネントは[File] (ファイル)ファミリーの[Input] (入力)グループ
に、tLogRowコンポーネントは[Palette] (パレット)の[Logs & Errors] (ログ&エラー)ファミリー
にあります。



データ統合タスクの実行

14

2. tFileInputDelimitedコンポーネントをクリックしてoアイコンを表示し、oアイコンをtLogRowコ
ンポーネントにドラッグ＆ドロップします。

これで、2つのコンポーネントは[Row] (行) > [Main] (メイン)接続経由で接続されました。

タスクの結果

これで、必要なコンポーネントがジョブに追加されました。以降の手順では、必要なメタデータ
のプレパレーションを行い、ジョブを設定する必要があります。

動画メタデータのプレパレーション

この例では、ソースファイルmovies.csvのメタデータを[Repository] (リポジトリ)内で設定する
方法を説明しています。リポジトリメタデータは複数のジョブにまたがって使用できるため、各
パラメーターとスキーマを手動で定義する必要がなく、ジョブの設定を素早く行うことができま
す。

始める前に

• ディレクトリC:\getting_started\input_data\内にソースファイルmovies.csvの準備ができ
ているとします。

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、[File
delimited] (区切り記号付きファイル)を右クリックし、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の作成)を選択して、[New Delimited File] (新規の区切り記
号付きファイル)ウィザードを開きます。

2. [New Delimited File] (新規の区切り記号付きファイル)ウィザードで、ファイルメタデータの名
前(この例ではmovies)、およびファイルメタデータの説明に役立つその他の有用な情報を入力
し、[Next] (次へ)をクリックして次の手順へ進み、ファイルの一般的なプロパティを定義しま
す。



データ統合タスクの実行

15

ウィザードのこの手順では、[Name] (名前)が唯一の必須フィールドです。[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。

3. [File] (ファイル)フィールドにソースファイルのパスを指定するか、または[Browse] (参照)をク
リックしてファイルに移動します。
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ファイルがロードされ、[File Viewer] (ファイルビューワー)エリアにファイルの抽象が表示さ
れ、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ストラクチャーを確認する
ことができます。

4. [Format] (形式)リストからお使いのオペレーティングシステムを選択し、[Next] (次へ)をクリッ
クしてファイルを解析します。

5. [Preview] (プレビュー)タブで[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ファイルのカラム名を先頭行から取得し、[Refresh Preview]
(プレビューの更新)をクリックします。
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ファイルプレビューが更新され、[Rows To Skip] (スキップする行)エリアの[Header] (ヘッ
ダー)チェックボックスが自動的に選択され、スキップするヘッダー行の数が1つ増えます。

6. ファイル解析でスキップする必要のある先頭行がファイルに複数含まれている場合は、このフ
ィールドに数を指定し、[Refresh Preview] (プレビューの更新)をもう一度クリックします。

7. [Next] (次へ)をクリックしてファイルスキーマを取得します。

生成されたファイルスキーマが[Description of the Schema] (スキーマの説明)テーブルに表示さ
れます。

8. スキーマにmovies_schemaという名前を付け、ファイルスキーマを確認し、実際の必要に合わ
せて編集します。

この例では、[title] (タイトル)カラムと[url]カラムを長くします。
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9. [Finish] (終了)をクリックしてスキーマを確定し、ウィザードを閉じます。

作成されたファイルメタデータは[Repository] (リポジトリ)ツリービューに表示されます。

タスクの結果

これで、動画ファイルメタデータがすぐに使える状態になりました。次に、作成したメタデータ
を、ソースファイルを読み取るコンポーネントに適用する必要があります。

ジョブの設定と実行

この例では、前の手順で作成したメタデータを使用してコンポーネントを設定し、ジョブを実行
する方法を説明しています。
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手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでジョブ[movies] (動画)をダブルクリックし、デザイン
ワークスペース内で開きます。

ジョブがデザインワークスペース内で既に開き、アクティブになっている場合は、この手順を
スキップすることができます。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [File delimited] (区
切り記号付きファイル)の順に展開し、ファイル接続[movies] (動画)またはそのスキー
マmovies_schemaをデザインワークスペース内のtFileInputDelimitedコンポーネントにドラッグ
＆ドロップします。変更を出力コンポーネントにプロパゲートするかどうかを尋ねるメッセー
ジが表示されたら、[Yes] (はい)をクリックします。

[Component] (コンポーネント)ビューの[Basic settings] (基本設定)タブでは、コンポーネントの
すべてのパラメーターが自動的に入力済みになっています。

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

4. [Mode] (モード)エリアで[Vertical (each row is a key/value list)] (縦並び(各行がキー/値のリス
ト))オプションを選択し、[Run] (実行)コンソールの長いフィールドを読みやすくします。
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5. [Run] (実行)ビューでF6を押すか[Run] (実行)ボタンをクリックして、ジョブを実行します。

タスクの結果

ソースファイルから読み取った動画情報が[Run] (実行)コンソールに表示されます。

動画情報のフィルタリング
このシナリオでは、動画情報をCSVファイルから読み取る（12ページ）に説明されているジョ
ブを拡張し、データフローをフィルター処理して、有効なディレクター情報のある動画のみを取
得します。

このシナリオでは以下について説明します。

• ジョブを複製する方法。詳細は、既存のジョブを複製する（25ページ）を参照して下さい。
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• 接続またはデザインワークスペース上で名前を入力してコンポーネントを追加する方法。詳細
は、マッピングコンポーネントの追加（26ページ）を参照して下さい。

• メタデータアイテムまたはそのスキーマをコンポーネントとしてデザインワークスペース上に
ドロップする方法。詳細は、ルックアップコンポーネントの追加（28ページ）を参照して下
さい。

• tMapを使用してデータフローに基本的な処理を行う方法。詳細は、マッピングの設定とジョブ
の実行（30ページ）を参照して下さい。

ディレクターファイルメタデータのプレパレーション

この手順は、[Repository] (リポジトリ)内の参照ファイルdirectors.txtdirectors.txtのメタデータを設
定する方法を説明しています。このメタデータアイテムは、このシナリオでルックアップ入力の
追加と設定に使用します。

始める前に

• ディレクトリC:\getting_started\input_data\内にファイルdirectors.txtの準備ができてい
るとします。

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、[File
delimited] (区切り記号付きファイル)を右クリックし、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の作成)を選択して、[New Delimited File] (新規の区切り記
号付きファイル)ウィザードを開きます。

2. ファイル接続の名前(この例ではdirectors)、およびファイルメタデータの説明に役立つその他
の有用な情報を入力し、[Next] (次へ)をクリックして次の手順へ進み、ファイルの一般的なプ
ロパティを定義します。
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3. [File] (ファイル)フィールドにソースファイルのパスを指定するか、または[Browse] (参照)をク
リックしてファイルに移動します。



データ統合タスクの実行

23

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抽象が表示さ
れ、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ストラクチャーを確認する
ことができます。

4. [Format] (形式)リストから[Windows]を選択し、[Next] (次へ)をクリックしてファイルを解析し
ます。

5. [File Settings] (ファイル設定)エリアの[Field Separator] (フィールド区切り)リストからCommaを選
択します。
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6. [Next] (次へ)をクリックしてファイルスキーマを取得します。

生成されたファイルスキーマが[Description of the Schema] (スキーマの説明)テーブルに表示さ
れます。

7. スキーマにdirectors_schemaという名前を付け、カラム名をそれぞ
れdirectorIDとdirectorNameに変更し、directorIDカラムのデータ型を整数から文字列に変
更します。



データ統合タスクの実行

25

8. [Finish] (終了)をクリックしてスキーマを確定し、ウィザードを閉じます。

作成されたファイルメタデータは[Repository] (リポジトリ)ツリービューに表示されます。

タスクの結果

これで、参照ファイルを読み取るためのコンポーネントを設定したときにディレクターファイル
メタデータがすぐに使える状態になりました。

既存のジョブを複製する

この手順は、既存のジョブに基づいてジョブを作成する方法を説明しています。
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始める前に

• これで、動画情報をCSVファイルから読み取る（12ページ）の説明に従ってmoviesという名
前のジョブを作成し、実行することができました。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューでmoviesという名前のジョブを右クリックし、コンテキ
ストメニューから[Duplicate] (複製)を選択します。

2. [Duplicate] (複製)ダイアログボックスに新しいジョブの名前(この例ではfilter_movies)を入力
し、[OK]をクリックしてジョブの作成を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

filter_moviesという名前のジョブが作成されます。これはmoviesという名前のジョブの複製で
す。

マッピングコンポーネントの追加

以下の手順は、既存の接続にコンポーネント名を直接入力することでマッピングコンポーネント
を追加する方法を説明しています。
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手順

1. filter_moviesという名前の新規ジョブでコンポーネントtFileInputDelimitedとtLogRowをリンク
している[Row] (行)接続を選択し、tMapの名前またはその一部を入力します。

コンポーネント名の最初の数文字を入力すると、入力した文字列に一致するコンポーネントの
リストが表示されます。コンポーネントを選択して、コンポーネントリストの横にその説明を
表示することができます。

2. リストのtMapをダブルクリックして接続に追加します。

これで、新しく追加したtMapコンポーネントが入力コンポーネントに接続されました。ここで
ダイアログボックスが開き、新しい出力接続に名前を付けるように求められます。

3. 新しい出力接続の名前を入力し(この例ではValid_movies)、[OK]をクリックします。入力ス
キーマをターゲットの出力コンポーネントにプロパゲートするかどうかを尋ねるメッセージが
表示されたら、[Yes] (はい)をクリックします。
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タスクの結果

これで、tMapコンポーネントがジョブに追加され、[Row] (行) > [Main] (メイン)接続経由で既存
の2つのコンポーネントに接続されました。

ルックアップコンポーネントの追加

以下の手順は、[Repository] (リポジトリ)からルックアップ入力コンポーネントを追加し、tMapに
接続し、コンポーネント内でカラムのトリミングを可能にする方法を説明しています。

始める前に

• ディレクターファイルメタデータのプレパレーション（21ページ）の説明に従
い、[Repository] (リポジトリ)内のdirectors.txtに使用するメタデータを一元管理しているこ
とが前提です。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Metadata] (メタデータ) > [File delimited] (区切り
記号付きファイル)の順に展開し、ファイル接続[directors] (ディレクター)またはそのスキー
マdirectors_schemaをデザインワークスペースにドラッグ＆ドロップします。

[Components] (コンポーネント)ダイアログボックスが開き、このメタデータアイテムからジョ
ブに追加できるコンポーネントのリストが表示されます。

2. tFileInputDelimitedを選択し、[OK]をクリックします。

[directors] (ディレクター)というラベルのtFileInputDelimitedがデザインワークスペースに追加
され、基本設定が自動的に入力されます。
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3. 新しく追加された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)の順に選択し、tMapコンポーネントをクリックします。

これで、tFileInputDelimitedがルックアップ接続経由でtMapに接続されました。

4. 新しいtFileInputDelimitedコンポーネントの[Advanced settings] (詳細設定)タブで、[Trim all
columns] (すべてのカラムをトリム)チェックボックスをオンにします。
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参照入力ファイルdirectors.txtの一部のレコードには、先頭にホワイトスペースが含まれて
います。このオプションでは、ジョブの実行時にルックアップ入力フローからホワイトスペー
スを削除することができます。

タスクの結果

これで動画情報のフィルタリングに必要なコンポーネントがジョブ内にすべてそろいました。次
に、tMapコンポーネントにマッピングを設定し、ルックアップフローを基にメイン入力フローを
フィルター処理し、必要な情報を出力する必要があります。

マッピングの設定とジョブの実行

以下の手順は、有効なディレクターIDを持つ動画情報を出力するようにマッピングと内部結合を
設定する方法を説明しています。

手順

1. tMapコンポーネントをダブルクリックして、マップエディターを開きます。

マップエディターには、(この例では) row1、row2、Valid_moviesと名付けられている3つの
テーブルが表示されます。3つのテーブルはそれぞれ、動画ファイルスキーマ、ディレクター
ファイルスキーマ、有効な動画情報の出力スキーマに対応しており、row1テーブルのカラム
はValid_moviesテーブルのカラムにマップ済みです。
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2. row1テーブルのdirectorIDカラムを選択し、row2テーブルのdirectorIDカラムにドロップして、
ディレクターIDに基づいて2つの入力データセットの間に結合を作成します。

3. [tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックし、[Join Model] (結合モデル)の[Value] (値)フィー
ルドをクリックし、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。ダイアログボックスで[Inner Join] (内部結合)を選択し、[OK]をクリックして
結合を内部結合として定義します。
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この設定では、ディレクターIDが参照ファイル内のディレクターIDと一致する動画レコードの
みが出力に渡されます。

4. マップエディターの下部にある[Schema editor] (スキーマエディター)で出力スキーマ
の[directorID]カラムを選択し(この例ではValid_movies)、[X]ボタンをクリックして削除します。

5. 出力テーブルの下の[+]ボタンをクリックして新しいカラムを追加し、directedByという名前を
付け、長さを20に設定し、[title] (タイトル)カラムと[releaseYear]カラムの間に来るように上に
移動します。

6. row2テーブルで[directorName]カラムを選択し、出力テーブルの[directedBy]カラムに対応す
る[Expression] (式)フィールドにドロップします。
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新しいマッピングがルックアップテーブルと出力テーブルの間に作成されます。

7. [OK]をクリックしてマッピングを確定し、マップエディターを閉じ、変更をプロパゲートする
かどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、[Yes] (はい)をクリックします。

マッピング設定が保存され、出力スキーマが出力コンポーネントtLogRowに同期します。
8. [Run] (実行)ビューでF6を押すか[Run] (実行)ボタンをクリックして、ジョブを実行します。

タスクの結果

[Run] (実行)コンソールには、有効なディレクター情報のある動画レコードのみが表示されます。

リジェクトされた動画の情報を収集し、処理結果をデー
タベースに保存する
このシナリオでは、動画情報のフィルタリング（20ページ）で説明したシナリオに基づいて
ジョブをさらに拡張し、ディレクター情報が欠けている動画データを収集し、有効なデータと無
効なデータの両方をMySQLデータベースに書き込みます。
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このシナリオでは以下について説明します。

• デザインワークスペース上に入力するか、または既存のコンポーネントからドラッグして、コ
ンポーネントを追加する方法。詳細は、データベース出力コンポーネントをジョブに追加す
る（34ページ）を参照して下さい。

• リジェクトされた情報のマッピングをtMap内で設定する方法。詳細は、リジェクトされたデー
タのマッピングを設定する（36ページ）を参照して下さい。

• データベース出力の設定方法。詳細は、MySQLデータベース出力の設定（38ページ）を参照
して下さい。

データベース出力コンポーネントをジョブに追加する

以下の例では、ジョブfilter_moviesから新規ジョブを作成し、2つのtMySqlOutputコンポーネント
を追加します。これらのコンポーネントは、処理済みの動画情報を指定のデータベーステーブル
に書き込むために使用されます。

始める前に

• これで、動画情報のフィルタリング（20ページ）の説明に従ってジョブfilter_moviesを作成
し、実行することができました。

手順

1. 前のシナリオで作成したジョブを複製して新規ジョブを作成し、新規ジョブにwrite_movies_t

o_dbという名前を付け、ジョブをダブルクリックしてデザインワークスペース内に開きます。
2. tLogRow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[Delete] (削除)を選択して

削除します。
3. tLogRowがデザインワークスペース上にあった場所をクリックし、tMySqlOutputの名前または

その一部を入力し、リストからtMySqlOutputを選択して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。

コンポーネント名の最初の数文字を入力すると、入力した文字列に一致するコンポーネントの
リストが表示されます。コンポーネントを選択して、コンポーネントリストの横にその説明を
表示することができます。
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4. tMap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) > Valid_moviesを選
択し、tMySqlOutputをクリックしてtMapにリンクします。

接続名Valid_moviesは、tMap内の既存の出力テーブルの名前に対応しています。

5. tMapコンポーネントをクリックし、oアイコンをデザインワークスペースにドラッグ＆ドロッ
プします。

テキストフィールドと、コンポーネント候補のリストが表示されます。コンポーネントを選択
して、コンポーネントリストの横にその説明を表示することができます。

6. テキストフィールドにtMySqlOutputの名前を入力し、リストでコンポーネントを選択
し、[Enter]を押してもう1つのtMySqlOutputコンポーネントをデザインワークスペースに追加し
ます。

ダイアログボックスが表示され、出力接続の名前を入力するように求められます。
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7. ダイアログボックスにInvalid_moviesと入力し、[OK]をクリックして、tMapを2番目
のtMySqlOutputコンポーネントに接続します。

タスクの結果

これで、処理済みの動画情報をMySQLデータベースに書き込む必要のあるデータベース出力コン
ポーネントを追加し、接続することができました。次に、新しいマッピングをtMap内に設定し、
データベース設定をtMySqlOutputコンポーネント内に指定する必要があります。

リジェクトされたデータのマッピングを設定する

この手順は、リジェクトされた情報を収集するためにマッピングを設定する方法を説明していま
す。

手順

1. tMapコンポーネントをダブルクリックして、マップエディターを開きます。
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2つ目の出力テーブルがInvalid_moviesという名前で自動的に作成されています。
2. [movieID]カラムと[title] (タイトル)カラムをrow1テーブルからInvalid_moviesテーブルにドロッ

プします。

3. Invalid_moviesテーブルで[tMap settings] (tMap設定)ボタンをクリックし、[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)で[Value] (値)フィールドをクリック
し、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。ダイアログボックスでtrueを選択し、[OK]をクリックします。
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この設定では、ディレクターIDの有無を問わず、参照ファイル内のレコードと一致しないレ
コードはすべて、この出力に渡されます。

4. [OK]をクリックしてマッピングを確定し、マップエディターを閉じ、変更をプロパゲートする
かどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、[Yes] (はい)をクリックします。

マッピング設定が保存され、出力スキーマが出力コンポーネントに同期します。

タスクの結果

これで、リジェクトされた出力に対するマッピングが設定できました。次に、出力フローをデー
タベーステーブルに書き込むように出力コンポーネントを設定する必要があります。

MySQLデータベース出力の設定

この手順は、動画情報をMySQLデータベーステーブルに書き込むようにデータベース出力コン
ポーネントを設定する方法を説明しています。

手順

1. 最初のtMySqlOutput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)ビューで[Basic settings] (基本設定)を開きます。
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2. ホスト名またはIPアドレス、ポート番号、データベース名、ユーザー名、パスワードを含め、
データベースへのアクセスに必要な接続の詳細を該当するフィールドに入力します。

パスワードを入力するときには、最初に[Password] (パスワード)フィールドの横にある[...]ボタ
ンをクリックしてダイアログボックスを開き、テキストフィールドの二重引用符内にパスワー
ドを入力し、[OK]をクリックして下さい。

3. [Table] (テーブル)フィールドにターゲットデータベーステーブルの名前を入力します。

この例では、有効な動画情報のテーブルがvalid_moviesとなっています。
4. 必要に応じて[Action on table] (テーブル操作)オプションと[Action on data] (データ操作)オプ

ションを選択します。

この例では、テーブルが既に存在する場合は最初に削除し、空のテーブルを作成し、データ操
作にデフォルトオプションを使用します。

5. 2番目のtMySqlOutputコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)で、ターゲットデータベース
テーブルの名前を除き、最初のtMySqlOutputと同じ設定を使用します。

この例では、無効な動画情報のテーブルがinvalid_moviesとなっています。
6. [Run] (実行)ビューでF6を押すか[Run] (実行)ボタンをクリックして、ジョブを実行します。

タスクの結果

有効なディレクター情報のある動画レコードはvalid_moviesという名前のデータベーステーブル
に、有効なディレクター情報のない動画レコードはinvalid_moviesという名前のデータベーステー
ブルに保存されます。

次のステップ
Talend StudioがTalendジョブを使用してデータを管理するのにどう役立つかを見てきまし
た。Talend Studio経由でデータにアクセスし、データのフィルター処理と変換を行い、フィル
ター処理して変換したデータをデータベースに保存する方法について学びました。その際に、使
用頻度の高い接続を[Repository] (リポジトリ)内で一元管理してそれらの接続をジョブ内で再利用
しやすいようにする方法を学びました。

Talend Studioの詳細は、以下を参照して下さい。

• Talend Studioユーザーガイド

• Talendコンポーネントに関するドキュメンテーション

データがクリーンであることを確認するには、Talend Open Studio for Data QualityとTalend Data
Preparation Free Desktopが使用できます。

Talend製品とソリューションの詳細は、www.talend.comを参照して下さい。

http://www.talend.com
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