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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 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すべて格納する物理ストラクチャーの最上位に
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。

このタスクについて
Studioの初回起動時にプロジェクトを作成するには、次の手順に従います。

手順

1. Talend Studio。
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。

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。

次のタスク

Studioの初回起動後に新規のプロジェクトを作成するには、次の手順に従います。

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。
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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。

デモプロジェクトのインポート

Talendでは、Talend Studioにインポートして使用できるさまざまなデモプロジェクトを提供して
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、既製ジョブも含まれて
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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Studioにインポートするには、次の手順に従います。

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。

警告 :  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Studio内の現在のプロジェクトにインポートするには、次の手順に従います。

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。

1つのプロジェクトをインポートするには、次の手順に従います。

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。
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2. [Import project as] (プロジェクトに名前を付けてインポート)ボタンをクリックし、新規プロ
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。

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の選択)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。

複数のプロジェクトを同時にインポートするには、次の手順に従います。

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。
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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. [Copy projects into workspace] (プロジェクトをワークスペースにコピー)チェックボックスをオ
ンにし、インポートするプロジェクトを移動しないで、そのコピーを作成します。このオプ
ションはルートディレクトリ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から元のプロジェクト
フォルダーを削除する場合は、このチェックボックスをオフにします。バックアップの
ために、このオプションを選択したままにしておくことを強く推奨します。

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
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する)チェックボックスをオンにします。 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。

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。

プロジェクトのエクスポート

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

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

3. [To archive file] (エクスポート先のアーカイブファイル)フィールドに、選択したプロジェクト
のエクスポート先である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、圧縮形式とストラクチャー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、すべてのアイテムはリポジトリ属性やフォーマットツール
を使って簡単に説明できます。

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

• 業務ニーズを設計する。

• リポジトリアイテムを多数作成し、モデルオブジェクトに割り当てる。

• モデルオブジェクトのビジネスモデル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. Integrationパースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Business Models] (ビジ
ネスモデル図)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ごとに作成できます。
2. 次のテーブルに基づいて、ビジネスモデル図のプロパティを入力します。
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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。

[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、すべ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。
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• 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)

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

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。

オブジェクトはすべて[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。
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[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。

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

たとえば、ビジネスシェイプに決定手順が含まれている場合は、[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（17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。
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コールアウト 詳細

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

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

[Database] (データ
ベース)

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

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

[Ellipse] (楕円) 楕円シェイプを挿入します。

[Gear] (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)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（21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（19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)ツールの横の下向き
矢印をクリックし、[Note attachment] (注記の添付)を選択します。黒の矢印を引っ張ってデザイン
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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)の横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] (すべて調
整)を選択します。モデルの表示が最適化されるように、シェイプが自動的に移動します。

また、モデル全体やその一部を手動で選択することもできます。

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

選択できるオプションは次のとおりです。

• [All] (すべて) - モデルのすべてのシェイプおよびコネクタ

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

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

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



プロジェクトとビジネスモデル図

21

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。
シェイプをすべて選択するとモデル全体の情報が表示され、シェイプを１つ選択すると、より具
体的な情報が表示されます。何も選択していない場合、[Business Models] (ビジネスモデル図)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（442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

[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。

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

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

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

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

[Snap To Grid] (グリッドにスナップ)チェックボックスをオンにすると、シェイプがグリッド線に
吸着されます。[Snap To Shapes] (シェイプにスナップ)チェックボックスをオンにすると、ビジネ
スモデル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)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)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、リポジトリエレメントをビ
ジネスモデル図に割り当てる（23ページ）を参照して下さい。

リポジトリ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)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。

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)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。
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エレメント 詳細

ジョブデザイン 同じリポジトリで他のプロジェクトのために開発されたジョブデザインを利用できる
場合は、アクティブなビジネスモデル図でメタデータとして再使用できます。

メタデータ リポジトリに格納されている記述データは、モデルで使用されている任意のオブジェ
クトに割り当てることができます。たとえば、データベースへの接続情報などが含ま
れます。

ビジネスモデル図 同じプロジェクトのリポジトリに格納されている他のすべてのビジネスモデル図もア
クティブなモデルで使用できます。

ドキュメント 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)フォルダーに格納されます。

[Repository] (リポジトリ)エレメントの詳細は、ジョブデザインとは?（25ページ）を参照して
下さい。
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データ統合

ジョブの設計
ジョブデザインとは?

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、その他の関連プロセスで必要となるさまざまな
ソースやターゲットのすべてを扱うことができます。

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

• テクニカルコンポーネントを使って、データ統合アクションを導入する。

• 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、次の手順に従います。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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手順

1. Integrationパースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Job Designs] (ジョブ
デザイン)ノードを右クリックするか、[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。

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

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。
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フィールド 説明

[Name] (名前) 新しいジョブの名前。

禁止文字を入力すると、メッセージが表示されます。

[Purpose] (目的) ジョブの目的、またはジョブの使用に便利な情報です。

[Description] (説
明)

ジョブの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、読み取り専用のフィールド。

[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、ジョブのバージョン管理（142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)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。
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[Repository] (リポジトリ)ツリービューでジョブラベルをダブルクリックするだけで、作成した1つ
以上のジョブを開くことができます。

ジョブ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)。

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（225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、次の手順に従います。

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が使用できます。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にフィルタリングされます。Studioに[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（438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
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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)（461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（389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構いません。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)（461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すべ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、[Row] (行)> [Main] (メイン)接続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。

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)（461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（36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（54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。

このメソッドでは操作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)。

コンポーネントの設定

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（40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)フィールドの横の[...]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。
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)の横の[...]ボタンをクリックします。
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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(テーブルのセルの出

力値))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)フィールドの横の[...]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。

次の手順に従います。

手順

1. Ctrl+Sを押し、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。

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。
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コンポーネントの操作

以下のセクションでは、ジョブ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（36ページ）

• コンポーネントプロパティの定義（40ページ）

• 特定のコンポーネントを含むジョブを検索する（50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（52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

ジョブのデザイン中に、[Row] (行)または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（32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（55ページ）を参照して下さい。

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。
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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。

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。
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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。

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。
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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。

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。
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コンポーネントプロパティの定義

ジョブ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、IntegrationのTalend 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。

コンポーネントはそれぞれ、ジョブの機能要件に基づいて基本的な値で設定されています。

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

[Property Type] (プロパティタイプ)で[Repository] (リポジトリ)を選択し、該当する情報が含まれて
いるメタデータを選択します。関連項目: データベースメタデータの一元管理（225ページ）

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

[Built-in] (組み込み)モードを選択し、コンポーネントのプロパティを手動で設定した場合は、その
プロパティをメタデータとして[Repository] (リポジトリ)に保存することもできます。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（225ページ）を参照して下さい。

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

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)にリモートで格納されています。次のセクションで、スキーマ設定の詳細を説明して
います。

ジョブ内に組み込みスキーマを設定する

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。

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

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。

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)ツリービューにある[Metadata] (メタ
データ)ノードでメタデータファイルを作成して格納すると、同じプロパティを何度も定義せずに
済みます。

現在のジョブにメタデータファイルを呼び戻すには、 [Schema] (スキーマ)リストで[Repository]
(リポジトリ)を選択し、該当するメタデータファイルを選択します。または、[Repository] (リポ
ジトリ)ツリービューから、デザインワークスペースにすでにドロップしたコンポーネントにメタ

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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データアイテムを直接ドロップします。その後、[Edit Schema] (スキーマの編集)をクリックし、
データが適切かどうか調べます。

ジョブで使用されるリポジトリスキーマは、[Basic settings] (基本設定)ビューで編集できます。た
だし、スキーマは現在のジョブで組み込みになります。

リポジトリスキーマは部分的に使用することもできます。詳細は、ジョブ内でリポジトリスキー
マを部分的に使用する（43ページ）を参照して下さい。

注 :

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

関連項目:データベースメタデータの一元管理（225ページ）

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

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

1. [Basic settings] (基本設定)タブで、[Edit schema] (スキーマの編集)の横の[...] ボタンをクリック
します。[Edit parameter using repository] (リポジトリを使用してパラメーターを編集)ダイアロ
グボックスが表示されます。デフォルトでは、[View schema] (スキーマの表示)オプションが選
択されています。

2. [OK]をクリックします。[Schema] (スキーマ)ダイアログボックスが開き、スキーマ内のカラム
がすべて表示されます。カラム名の前にある[Used Column] (使用カラム)チェックボックスは、
そのカラムが使用されているかどうかを示します。

3. 使用するカラムを選択します。

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

注 :

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

6. [Basic settings] (基本設定)タブで、[Guess Query] (クエリの推測)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。
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タスクの結果

リポジトリ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スキーマを設定す
る（42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。

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（62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。
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[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、統計およびログの使用を自動化する（101ページ）を
参照して下さい。

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。

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

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

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。

タスクの結果

注 :
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パラメーターをコンテキスト変数として設定する場合は、[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（62ページ）を参照して下さい。

動的パラメーターの定義方法を示すユースケースは、 Talendヘルプセンター(https://help.t
alend.com)を参照して下さい。

[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、フィールド値が格納されている変数が表示されます。

[Hint format] (ヒントフォー
マット)

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

[Connection format] (接続
フォーマット)

コンポーネントで受け入れる接続のタイプを示します。

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

• 太字: <b> YourLabelOrHint </b>

• 斜体: <i> YourLabelOrHint </i>

• 改行: YourLabelOrHint <br> ContdOnNextLine

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

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

[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。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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[Documentation] (ドキュメンテーション)タブでは、[Comment] (コメント)フィールドにテキストを
追加することができます。ここで、[Show Information] (情報の表示)チェックボックスをオンにす
ると、デザインワークスペースで対応するコンポーネントの横に情報アイコンが表示されます。

ヒントツールヒントの中で、関連付け変数_COMMENT_を使用して、ドキュメンテーションを表示す
ることができます。このアイコンの上にマウスを置くと、ツールヒントボックスには、[Comment]
(コメント)フィールドに書き込まれたテキストが表示されるようになります。

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すべてのジョブを検索できます。こ
れを行うには、次の手順に従います。

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。
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完了した検索処理の割合を示す進行状況インジケーターが表示され、[Find a Job] (ジョブの検
索)ダイアログボックスが表示されて、選択したコンポーネントを使用するすべてのジョブがリ
ストされます。
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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
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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に保存されます。リポジトリでの
メタデータの作成については、データベースメタデータの一元管理（225ページ）を参照して
下さい。

2. [Edit schema] (スキーマの編集)の横にある[...]ボタンをクリックし、ポップアップダイアログ
ボックスから[Change to built-in property] (組み込みプロパティに変更)を選択して、スキーマエ
ディターを開きます。

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。
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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。

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。
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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。

[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、またはその横
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)（57ペー
ジ）を参照して下さい。
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[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。

[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)（57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（188ページ）
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[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。

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)（57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（164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)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（60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。

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

[OnSubjobError] : この接続は、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。

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

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



データ統合

59

[Run if] は、定義した条件が満たされた場合にサブジョブまたはコンポーネントをトリガーしま
す。Run if の詳細は、[Run if] 接続設定（60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（60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（41ページ）を参照して下さい。

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。測定情報は解析され、Talend
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Activity Monitoring Console(Talendのサブスクリプション製品で入手可能)などの監視ツールに表示
されます。』を参照して下さい。

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オンにします。
2. [Mode] (モード)リストで、接続を通過する実際の行数をログに記録する場合は[Absolute] (絶

対)を選択し、この接続を通過する行数と参照接続の行数の比率(%)をログに記録する場合
は[Relative] (相対)を選択します。[Relative] (相対)を選択した場合は、[Connections List] (接続リ
スト)から参照接続を選択する必要があります。

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

タスクの結果

フローメトリックの詳細は、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com) 』を参照して下さ
い。

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（163ページ）を参照して下さい。

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] 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、ジョブで変数を使用する （76ページ）を参照して下さい。

https://help.talend.com
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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。

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]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+Spaceを押して変数リストにアクセスし、tFileInputDeli
mited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
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5. tMsgBoxコンポーネントの[Component] (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"(ファイルから読み込まれたデータがありません)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。

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

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フィー
チャー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ダ
イナミックにロードする例は、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。
暗黙的なコンテキストロードフィーチャーを使用してコンテキストパラメーターをダイナミック
にロードする例は、 Talend Help Center (https://help.talend.com)でhttps://help.talend.comを参照し
て下さい。

ジョブ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のコンテキスト変数を定義することができます。

• ジョブの[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（62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（64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。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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[Contexts] (コンテキスト)タブビューには、現在のジョブ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に追加する

• リポジトリコンテキストソースから変数をインポートして、現在のジョブで使用する。

• リポジトリに保存されたコンテキスト変数を編集してリポジトリへの変更を更新する。

• 現在のジョブからインポートしたリポジトリ変数を削除する。

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。
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。
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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すべ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
に追加する（72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（64ページ）

• リポジトリ内でコンテキスト変数を一元管理する（66ページ）

• ジョブで変数を使用する （76ページ）

• 選択したコンテキストでジョブを実行する（77ページ）

[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。
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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。

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すべて既存コンテキストに自動的に格納されますが、後でコンテ
キストを個別に変更できます。コンテキストの作成または編集方法の詳細は、コンテキストの定
義（63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（62ページ）

• リポジトリ内でコンテキスト変数を一元管理する（66ページ）
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• ジョブで変数を使用する （76ページ）

• 選択したコンテキストでジョブを実行する（77ページ）

リポジトリ内でコンテキスト変数を一元管理する

リポジトリ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（66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に追加する（72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
（74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) 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に追加する（72ページ）

• メタデータからコンテキストを作成する （74ページ）

• リポジトリコンテキスト変数をジョブに適用する （74ページ）

• ジョブのコンテキスト変数を定義する （62ページ）.

• ジョブで変数を使用する （76ページ）

• 選択したコンテキストでジョブを実行する（77ページ）
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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)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] (デフォルト)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。

さまざまな変数のタイプに対し、[Value] (値)フィールドをクリックすると、多少表示が異な
り、その動作も異なります。

種類 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
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種類 値フィールド デフォルト値

[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

[Date] (日時) 編集可能なテキストフィールド。[Select Date &
Time] (日時の選択)ダイアログボックスが開くボ
タン付き。

[File] (ファイル) 編集可能なテキストフィールド。ファイル選択
用の[Open] (開く)ダイアログボックスが開くボ
タン付き。

[Directory] (ディレクトリ) 編集可能なテキストフィールド。フォルダー選
択用の[Browse for Folder] (フォルダーの参照)ダ
イアログボックスを開くボタンが付属します。

[List of Value] (値のリスト) 編集可能なテキストフィールド。リストの作成
および設定用の[Configure Values] (値の設定)ダ
イアログボックスを開くボタンが付属します。

(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、目的の変数の横のチェックボックスをオンにして、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横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. 上記の手順を繰り返して、この例の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
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さまざまなコンテキストの下で作成されたすべ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に追加する

このタスクについて

ジョブ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. ジョブの[Context] (コンテキスト)タブビューで、リポジトリ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] (リポジトリコンテキストに
追加)を選択し、[Repository Content] (リポジトリコンテンツ)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（66ページ）

• メタデータからコンテキストを作成する （74ページ）

• リポジトリコンテキスト変数をジョブに適用する （74ページ）

• ジョブのコンテキスト変数を定義する （62ページ）.

• ジョブで変数を使用する （76ページ）

• 選択したコンテキストでジョブを実行する（77ページ）
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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（379ページ）を参照して下さい。

リポジトリコンテキスト変数をジョブに適用する

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

• 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 （74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に適用す
る（75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

このタスクについて

コンテキストグループをジョブにドロップするには、次の手順に従います。

手順

1. コンテキストグループを追加するジョブをダブルクリックします。
2. ジョブを開いたら、選択したコンテキストグループを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。
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[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。

• [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をダブルクリックします。
2. ワークスペースでジョブを開いたら、ワークスペースの下の[Contexts] (コンテキスト)ビューを

クリックして開きます。
3.

[Contexts] (コンテキスト)ビューの最下部で、 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。
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4. ウィザードでは適用の必要なコンテキスト変数を選択するか、必要ないコンテキスト変数の選
択を解除します。

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に保存された変数を
編集することはできません。

ジョブで変数を使用する

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。
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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:

• ジョブのコンテキスト変数を定義する （62ページ）

• リポジトリ内でコンテキスト変数を一元管理する（66ページ）

• リポジトリコンテキスト変数をジョブに適用する （74ページ）

• 選択したコンテキストでジョブを実行する（77ページ）

選択したコンテキストでジョブを実行する

まず、ジョブのデザインを実行するコンテキストを選択します。

[Run] (実行)タブをクリックし、[Context] (コンテキスト)エリアで、作成した各種コンテキストか
ら適切なコンテキストを選択します。

コンテキストを作成していない場合は、[Default] (デフォルト) コンテキストのみリストに表示さ
れます。

選択したコンテキストで作成したコンテキスト変数はすべて値とともに下のテーブルに表示され
ます。
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変数値を永続的に変更するには、変数が組み込みタイプの場合は[Context] (コンテキスト)ビューで
変更するか、リポジトリの[Context] (コンテキスト)グループで変更する必要があります。

関連項目:

• ジョブのコンテキスト変数を定義する （62ページ）

• リポジトリ内でコンテキスト変数を一元管理する（66ページ）

• リポジトリコンテキスト変数をジョブに適用する （74ページ）

• ジョブで変数を使用する （76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。

データフローのマッピング

変換やデータの再ルーティングを含むジョブで複数の入力および出力フローを処理するもっとも
一般的な方法は、tMapコンポーネントを使用することです。

このコンポーネントの使用方法の概念の詳細は、ジョブデザインとは?（25ページ）を参照し
て下さい。

このコンポーネントを使用するジョブの例は、 Talendヘルプセンター(https://help.t
alend.com)でhttps://help.talend.comを参照して下さい。

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、すべての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。

データベーステーブルスキーマが[Repository] (リポジトリ)ツリービューに保存されていても、
ジョブの組み込みディレクトリに保存されていても、SQLbuilderを使用してクエリを作成できま
す。

DB接続の詳細を入力して、適切なリポジトリエントリが定義されていれば、それを選択します。

[Component] (コンポーネント)パネルの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Query] (クエリ)フィール
ドにあるデフォルトのクエリステートメントを削除します。次に[...]ボタンをクリックして、[SQL
Builder] (SQLビルダー)エディターを開きます。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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[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。

データベースストラクチャーの比較

[Database Structure] (データベース構造)パネルには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの
DB接続メタデータエントリに保存されているすべてのテーブルが表示されます。また、組み込み
スキーマの場合は、データベース自体のテーブルが表示されます。

注 :

組み込みスキーマの場合、あるいはリポジトリスキーマを更新する場合、データベースへ
の接続は多少時間がかかる場合があります。

更新アイコンをクリックして、DBメタデータテーブルと実際のDBテーブルの差異を表示します。
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[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) > [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。

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。
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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、すべてのカラムがデフォルトで選択されます。選択から除外するには
、該当するカラムのチェックボックスをオフにします。 

5. 右クリックするだけで、さらにテーブルが追加されます。[Designer] (デザイナー)ビューで、
右クリックしてポップアップリストで[Add tables] (テーブルの追加)を選択し、追加する該当の
テーブルを選択します。
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に保存することをお勧めします。

DB接続やスキーマもリポジトリに保存されている場合、[SQL Builder] (SQLビルダー)エディターで
ツールバーのアイコンをクリックすると、それらはクエリにバインドされます。

そうすると、エディターの左側にある[Database structure] (データベース構造)ビューからクエリに
アクセスできるようになります。
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Talendコミュニティコンポーネントのダウンロード/アップロード

Talend Studioでは、現在のバージョンのTalend Studioと互換性のあるTalend Exchangeのすべての
コミュニティコンポーネントのリストにアクセスすることができます。これらのコンポーネント
をダウンロードおよびインストールして、後ほどStudioで実行するジョブデザインで使用できま
す。Talend Studioから、作成したコンポーネントをTalend Exchangeにアップロードして、他のコ
ミュニティユーザーと共有することもできます。

Talend Studioのツールバーの[Exchange]リンクをクリックすると、デザインワークスペース
に[Exchange]タブビューが開きます。ここで、以下のリストが表示されます。

• Talend Exchangeでダウンロードおよびインストールできるコンポーネント

• Talend Studioの前のバージョンでダウンロードおよびインストールしており、現在のStudioで
はまだインストールされていないコンポーネント、

• Talend コミュニティユーザーと共有するために作成し、Talend Exchangeにアップロードしたコ
ンポーネント

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)（458ページ）を参照してください。

• ダウンロード可能なコミュニティコンポーネントは、Talendでは検証していません。そ
のため、特定のコミュニティコンポーネントをインストールしようとするとコンポーネ
ントのロード中にエラーが発生することがあったり、インストールされたコミュニティ
コンポーネントが[Palette] (パレット)と[Exchange]タブビューでは名前が異なっていた
り、インストールは成功したように見えてもコンポーネントが[Palette] (パレット)で見
つからなかったりすることがあります。

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

このタスクについて

Talend Exchangeから現在のTalend Studioの[Palette] (パレット)にコミュニティコンポーネントを
インストールするには、次の手順に従います。

手順

1. Talend Studioのツールバーの[Exchange]リンクをクリックすると、デザインワークスペース
に[Exchange]タブビューが開きます。
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2. [Available Extensions] (利用可能な拡張機能)ビューで、必要に応じて、テキストフィールドにコ
ンポーネントのフルネームまたは名前の一部を入力して更新ボタンをクリックすると、目的の
コンポーネントを素早く見つけることができます。

3. 目的のコンポーネントの[view/download] (ビュー/ダウンロード)リンクをクリックして、コン
ポーネントダウンロードページを表示します。
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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（87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に接続している場合、インストールされているコミュニ
ティコンポーネントの更新が利用可能になると通知するダイアログボックスが表示されま
す。コミュニティコンポーネントの更新を頻繁にチェックしており、このダイアログボッ
クスを表示させたくない場合は、[Talend Exchange]環境設定でオフにすることができま
す。詳細は、Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)（458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、次の手順に従います。

手順

1. [Exchange]タブビューから、[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能)をクリックし
て、Talend Exchangeからダウンロードしているコンポーネントのリストを表示します。
[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能)ビューにおいて、Talend Studioの前の
バージョンでインストールして現在のStudioではインストールしていないコンポーネントに
は、[Install/Update] (インストール/更新)カラムに[Install] (インストール)リンクがあり、Talend
Exchangeに利用可能な更新があるコンポーネントには[Update] (更新)リンクがあります。

2. 目的のコンポーネントの[Install] (インストール)または[Update] (更新)リンクをクリックして、
インストール処理を開始します。
インストール処理の進行状況の割合を示す進行状況インジケーターが表示されます。インスト
ールが成功すると、[Downloaded Extensions] (ダウンロードした拡張機能)ビューが開き、コン
ポーネントのステータスが[Installed] (インストール済み)と示されます。
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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、次の手順に従います。

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をTalend Exchangeにアップロードする

このタスクについて

Talend Studioでジョブに使用する独自のコンポーネントを作成してTalend Exchangeにアップロー
ドし、他のTalendコミュニティユーザーと共有することができます。独自のコンポーネントを作
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成してTalend Studioにデプロイする方法の詳細は、ユーザーコンポーネントフォルダーを定義す
る方法(Talend > Components)（455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、次の手順に従います。

手順

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

2. ビューの右上の[Add New Extension] (拡張機能の新規追加)リンクをクリックして、コンポーネ
ントアップロードページを開きます。

3. コンポーネントのタイトル、初期バージョン、Studioの互換性情報、コンポーネントの説明な
ど、必要な情報を入力して、[File] (ファイル)フィールドにソースパッケージのパスを入力また
は参照し、[Upload Extension] (拡張機能のアップロード)ボタンをクリックします。
アップロードに成功すると、コンポーネントは[My Extensions] (マイ拡張機能)ビューにリスト
されます。ここで、Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントを更新、変更、および
削除できます。
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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、コンポーネントのバージョンの更新、コンポーネント情報の変
更、Talend Exchangeからのコンポーネントの削除など、Talend Exchangeにアップロードしたコン
ポーネントを管理できます。

コンポーネントのバージョンを更新するには、次の手順に従います。

1. [My Extensions] (マイ拡張機能)ビューから、更新するコンポーネントの[Operation] (操作)カラ
ムの アイコンをクリックして、コンポーネント更新ページを開きます。

2. 初期バージョン、Studioの互換性情報などの情報を入力して、[File] (ファイル)フィールドに
ソースパッケージのパスを入力または参照して、[Upload Extension] (拡張機能のアップロー
ド)ボタンをクリックします。

更新したコンポーネントのアップロードが成功すると、Talend Exchange上のコンポーネント
は、新しいバージョンに置き換えられ、[My Extension] (マイ拡張機能)ビューには、コンポーネ
ントの新しいバージョンと更新日付が表示されます。

Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントの情報を変更するには、次の手順に従いま
す。

1. [My Extensions] (マイ拡張機能)ビューから、変更するコンポーネントの[Operation] (操作)カラ
ムの アイコンをクリックして、コンポーネント情報の編集ページを開きます。
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2. Studio互換性情報およびコンポーネントの説明を入力して、[Modify Extension] (拡張機能の変
更)ボタンをクリックし、Talend Exchangeのコンポーネント情報を更新します。

Talend Exchangeにアップロードしたコンポーネントを削除するには、[My Extensions] (マイ拡
張機能)ビューから、コンポーネントの アイコンをクリックします。コンポーネントはTalend
Exchangeから削除され、[My Extensions] (マイ拡張機能)ビューのコンポーネントリストにも表示
されなくなります。

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正方形がオレンジ色なのは、別のタイプのサブジョブであることを示してい
ます。
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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。

コンポーネントtPrejobおよびtPostjobを使用するユースケースは、 Talendヘルプセンター(https://
help.talend.com)を参照して下さい。

出力ストリームフィーチャーの使用

[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)、このフィーチャーを
使用して出力パフォーマンス全体を向上させることができます。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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[Use Output Stream] (出力ストリームの使用)フィーチャーは、tFileOutputDelimitedなど、多くのコ
ンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューの中にあります。

このフィーチャーを使用するには、このフィーチャーを持つコンポーネントの[Basic settings] (基
本設定)ビューにある[Use Output Stream] (出力ストリームの使用)チェックボックスをオンにしま
す。このように有効にした[Output Stream] (出力ストリーム)フィールドで、コマンドを使用して出
力ストリームを定義します。

注 :

出力ストリームフィーチャーを使用する前に、ストリームを開く必要があります。この前
提条件の詳細な説明例と[Use Output Stream] (出力ストリームの使用)フィーチャーについて
は、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)でhttps://help.talend.com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（92ページ）

• データベース接続の共有（93ページ）

• ノードをジョブデザインに追加する（97ページ）

• ジョブのコードまたはアウトラインを表示する（97ページ）

• サブジョブ表示の管理（99ページ）

• ジョブビューでオプションを定義する（101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、次の手順に従います。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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手順

1. Integrationパースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job Designs] (ジョブデ
ザイン)を右クリックし、コンテキストメニューで[Create folder] (フォルダーの作成)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)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、その接続を親
ジョブと子ジョブで共有することができます。

このオプションは、データベースを開いたり閉じたりする際の接続回数を減らすために、すべて
のデータベース接続コンポーネントに追加されています。

警告 :

すべてのデータベース接続コンポーネントの[Use or register a shared DB Connection] (共
有DB接続の使用または登録)オプションは、tRunJobコンポーネントの[Use dynamic job] (ダ
イナミックジョブを使用)および[Use an independent process to run subjob] (サブジョブを独
立したプロセスで実行)オプションとは互換性がありません。tRunJobコンポーネントのこれ
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ら2つのいずれかのオプションを有効にして共有データベース接続を使用すると、ジョブが
失敗する原因となります。

リモートMySQLデータベースに接続する必要がある2つの関連ジョブがあるとします(親ジョブと
子ジョブ)。この2つのジョブで共有データベース接続を使用するには、次の手順に従います。

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)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。

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
オンにして[Shared DB Connection Name] (共有DB接続名)フィールドに親ジョブと同じ接続名を
入力します。
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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。

タスクの結果

詳細なユースケースは、Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

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

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。

注 :

コンポーネントのツールヒントメッセージに、モジュールが必要であると示された場合
は、[Module] (モジュール)ビューを使用してそのコンポーネントのモジュールをインストー
ルする必要があります。このビューは、デフォルトでは非表示です。このビューを使用
して外部モジュールをインストールする方法の詳細は、『Talend Installation and Upgrade
Guide』を参照して下さい。

ジョブのエラーアイコン

コンポーネントの設定にジョブコードが正しくコンパイルできなくなるエラーが1つ以上含まれて
いると、[Repository] (リポジトリ)ツリービューのジョブ名の横にアイコンが自動的に表示されま
す。

https://help.talend.com
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このエラーアイコンは、デザインワークスペースでジョブを開いたときにジョブ名の横のタブに
も表示されます。

次のいずれかの操作を実行した場合にのみ、コンパイルまたはコード生成が実行されます。

• ジョブを開く

• [Code Viewer] (コードビューワー)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、現在のジョブのすべてのエラーのソースお
よび説明がリストされます。

[Cancel] (キャンセル)をクリックするとジョブの実行が停止し、[Continue] (続行)をクリックすると
続行されます。

コンポーネントのエラーの詳細は、コンポーネントの警告およびエラーアイコン（95ペー
ジ）を参照して下さい。
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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)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すべ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い正方形で定義され、それに属するすべての接続コンポーネント
が集約されます。個々のコンポーネントは、相互に接続されていないと、サブジョブとみなすこ
とができます。

この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することができます。オレンジ色の正方形は、プレジョ
ブとポストジョブの部分を表しており、これらは別のサブジョブのタイプです。

プレジョブとポストジョブの詳細は、tPrejobおよびtPostjobコンポーネントの使
用（90ページ）を参照して下さい。

サブジョブをフォーマットする

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、次を実行します。



データ統合

100

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。

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です
。

サブジョブを折り畳む

ジョブが多数のサブジョブで構成されている場合、それらを折り畳んでジョブ全体を見やすくす
ることができます。サブジョブの右上にあるマイナス([-])およびプラス([+])記号を使用して、サブ
ジョブ全体を折り畳んだり元に戻したりすることができます。

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を取り除く

サブジョブに強調表示が不要な場合、すべてまたは特定のサブジョブの背景色を取り除くことが
できます。

すべてのサブジョブの背景色を取り除くには、Talend Studioのツールバーの[Toggle Subjobs] (サブ
ジョブの切り替え)アイコンをクリックします。

特定のサブジョブの背景色を取り除くには、サブジョブを右クリックして、ポップアップメニ
ューで[Hide subjob] (サブジョブを非表示)オプションを選択します。
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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、統計およびログの使用を自動
化する（101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、追加タブのフィーチャーを使用する（103ページ）を参照
して下さい。

統計およびログの使用を自動化する

このタスクについて

データフローのログ、統計、およびその他の測定の必要性が高い場合、ジョブデザイ
ンをロードする多数のログ関係のコンポーネントが必要になるという問題に直面しま
す。[Stats & Logs] (統計&ログ)タブでジョブのコンポーネントを使用せずに、tFlowMeterCatc
her、tStatCatcher、tLogCatcherコンポーネントの使用を自動化することができます。

[Stats & Logs] (統計&ログ)パネルは、デザインワークスペースの下の[Job] (ジョブ)タブにあり、コ
ンポーネントがジョブデザインと重ならないようになっています。

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。

[Stats & Logs] (統計&ログ)プロパティを設定するには、次の手順に従います。
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手順

1. [Job] (ジョブ)タブをクリックします。
2. [Stats & Logs] (統計&ログ)パネルを選択して、設定ビューを表示します。

3. 目的の出力(コンソール、ファイル、またはデータベース)に応じて、関連する詳細を設定しま
す。

4. 必要に応じて、関連の[Catch] (キャッチ)チェックボックスをオンにします。

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&ログ)、またはツールバー

の ボタンを使用します。

ジョブに[Stats & Logs] (統計&ログ)機能を使用する場合、そのすべてのサブジョブに適用すること
ができます。
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そのために、[Job] (ジョブ)ビューの[Stats & Logs] (統計&ログ)パネルにある[Apply to subjobs] (サ
ブジョブに適用)ボタンをクリックすると、メインジョブの選択した統計およびログ機能がそのす
べてのサブジョブでも選択されます。

追加タブのフィーチャーを使用する

[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。

暗黙的なコンテキストロードフィーチャーを使用してコンテキストパラメーターをダイナミッ
クにロードする例は、 Talend Help Center (https://help.talend.com)で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] (暗黙的なtContextLoad)オプションが使用可能になり、すべてのフィー
ルドが自動的に入力されます。

コンテキストパラメーターの詳細は、コンテキスト設定（432ページ）を参照して下さい。

• [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。

ジョブの管理
コンポーネントあるいはサブジョブ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を有効化または無効化できます。ま
た、1つのコンポーネントだけでなく、開始コンポーネントにリンクされているすべてのサブジョ
ブを有効化または無効化できます。開始コンポーネントはジョブのトリガーです。これは背景が
緑色になっています。

コンポーネントあるいはサブジョブが無効化されると、それらとつながるリンクを作成すること
も修正することもできません。さらに、無効化されたコンポーネントあるいはサブジョブにおい
てはランタイムにコードは生成されません。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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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、次の手順に従います。

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選択します。

• 有効にする場合、[Activate current Subjob] (現在のサブジョブの有効化)。

• 無効にする場合、[Deactivate current Subjob] (現在のサブジョブの無効化)。

リンクされているすべてのサブジョブの有効化または無効化

このタスクについて

リンクされているすべてのサブジョブを有効化または無効化するには、次の手順に従います。
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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選択します。

• 有効にする場合、[Activate all linked Subjobs] (リンクされているすべてのサブジョブの有効
化)。

• 無効にする場合、[Deactivate all linked Subjobs] (リンクされているすべてのサブジョブの無
効化)。

アイテムのインポート/エクスポートおよびジョブのビルド

Talend Studio を使用すると、ジョブ、、あるいはジョブ、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。

• ビジネスモデル図

• ジョブデザイン

• ルーチン

• ドキュメント

• メタデータ

アイテムをインポートするには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューにおいて[Job Designs]
(ジョブデザイン)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
ディレクトリを選択)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。
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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、特定のフォ
ルダーである[BusinessProcess] (ビジネスプロセス)を選択して[OK]をクリックします。

しかし、プロジェクトで(ビジネスモデル図、ジョブデザイン、、メタデータ、ルーチンのよう
な)さまざまなタイプのアイテムを集める場合には、すべてのアイテムを1回でインポートでき
るプロジェクトフォルダーを選択して、[OK] をクリックすることをお勧めします。

4. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックスを
選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

5. インポート可能なすべての有効なアイテムを表示する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

(ソースファイルおよびスクリプトを含む)アーカイブファイルからアイテムをインポートするに
は、次の手順に従います。

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。
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3. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックスを
選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

4. インポート可能なすべての有効なアイテムを表示する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

5. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

Talend Exchangeからアイテムをインポートするには、次の手順に従います。

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。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。
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[Finish] (終了)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。

5. インポート可能なすべての有効なアイテムを表示する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

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、これらはすべ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

このタスクについて

[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。

[Build Job] (ジョブのビルド)フィーチャーは、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、Mavenビルドスクリプトテンプレートのカスタマイズ（418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、すべての必要なjarは.batまたは.shコマンドに含まれ
ています。多数のjarが関連する複雑なジョブの場合、オペレーティングシステムによってはバッ
チコマンドの文字数がコマンド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)に移動して[Talend] > [Import/Export] (インポート/エクスポート)を選択
し、[Add classpath jar in exported jobs] (エクスポートジョブにクラスパスjarを追加)チェックボッ
クスを選択して、ビルドされたジョブに追加されるclasspath.jarでjarを包みます。

ジョブをビルドするには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリ) ツリービューでビルドしたいジョブを右クリックし、[Build Job] (ジョ
ブのビルド)を選択して[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスを開きます。

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で作成したすべてのジョブのツリービューの表示/非表示を直
接切り替えることができます。Studioツリービューで以前に選択したジョブは、選択し
たチェックボックス付きで表示されます。これにより、エクスポート対象の選択アイテ
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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
クトリまで移動します。

3. 複数バージョンのジョブが作成されている場合、ビルドするジョブのバージョン番号を[Select
the Job version] (ジョブバージョンの選択)エリアから選択します。

4. [Standalone Job] (スタンドアロンジョブ)と[OSGI Bundle For ESB] (ESB用OSGIバンドル)の間のリ
ストから[Build Type] (ビルドタイプ)を選択します。
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内でアーカイブファイルを自動的に抽出する場合は、[Extract the zip
file] (zipファイルの抽出)チェックボックスを選択します。

6. [Options] (オプション)エリアで、アーカイブファイルに追加するファイルタイプを選択しま
す。ジョブの実行に必要なファイルタイプに対応するチェックボックスは、デフォルトで選択
されています。ビルドするものに合わせて、これらのチェックボックスをクリアできます。
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オプション 説明

[Shell launcher] (シェルラ
ンチャー) 

このチェックボックスをオンにして、ビルドしたジョブの起動に必要
な.batや.shファイルをエクスポートします。

• [All] (すべて): .batおよび.shファイルをエクスポートします。

• [Unix]は、.shファイルをエクスポートします。

• [Windows]は、.batファイルをエクスポートします。

[Context scripts] (コンテ
キストスクリプト) 

このチェックボックスを選択すると、対応するリストで選択したものだけで
なく、"すべての"コンテキストパラメーターをエクスポートします。

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すべての子ジョブに適用する場合に、こ
のチェックボックスを選択します。

[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内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オンにして、ジョブデザイン時にジョブが生成し
たJavaクラスを含む.javaファイルをエクスポートします。

7. 必要に応じて、[Override parameters' values] (パラメーターの値の上書き)ボタンをクリックしま
す。
開いたウィンドウで、コンテキストパラメーターおよびリスト内で選択したジョブコンテキス
トと値を更新、追加、または削除できます。

8. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ビルド操作を完了してダイアログボックスを閉じ
ます。

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。

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
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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（394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すべての
パラメーターがリストされます。このウィンドウで、選択したコンテキストをニーズとして設定
できます。

リスト内で選択されたものに加えて、すべてのコンテキストパラメーターファイルがエクスポー
トされます。

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格納されます。

ジョブをWebサービスとしてビルドする

[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスで、選択ジョブをWebサービスアーカイブとして
ビルドするためにビルドタイプを変更できます。

Webアプリケーションで使用するアーカイブタイプを選択します。

アーカイブタイプ 説明

WAR このオプションは読み取り専用です。実際に、生成されたWARアーカ
イブはWebアプリケーションから実行またはデプロイする際に必要なす
べての設定ファイルを含んでいます。

ZIP すべてのオプションが利用可能です。Webアプリケーションの構成ファ
イルがすべて設定されている場合、適切なコンテキストパラメーター
の設定と、クラスのアーカイブへのエクスポートのみを実行できま
す。

アーカイブの作成後、WARまたはZIP(または解凍したZIPファイル)から取り出した適切なクラス
をWebアプリケーションサーバーの適切な場所に配置します。
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ジョブをデプロイするために使用するURLは、通常、次のようになります:

http://localhost:8080/Webappname/services/JobName?method=runJob&args=null

ここでパラメーターの意味は次のようになります。

URLパラメーター 説明

http://localhost:8080/ Webアプリケーションに対応するホストおよびポートを入力し
ます。

/Webappname/ Webアプリケーションの実際の名前を入力します。

/services/ Webサービスを呼び出す標準的な用語として"services"と入力し
ます。

/JobName 実行するジョブの正確な名前を入力します。

?method=runJob&args=null ジョブを実行するメソッドはRunJobです。

Webアプリケーション呼び出しからの戻り値は、エラーが無い場合が0で、エラーがある場合
は0以外の値です。ジョブをWebサービスとして作成してビルドし、ビルドしたジョブをブラウザ
から呼び出す実際の例については、ジョブをWebサービスとしてビルドする例（113ページ）を
参照して下さい。

tBufferOutputコンポーネントは、このタイプのデプロイ用に特別に設計されました。このコン
ポーネントについては、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

ジョブをWebサービスとしてビルドする例

このシナリオでは、まず.txtファイルを作成し、そのファイルに現在の日付と名および姓を書
き込む単純なジョブを説明しています。次にこのジョブをWebサービスとしてビルドする方法
を示します。そして最後に、ビルドしたジョブをWebサービスとしてブラウザから呼び出しま
す。Webサービスとしてビルドしたジョブは、オペレーティングシステムから与えられた"リター
ンコード"を返します。

ジョブの作成

手順

1. tFixedFlowInputおよびtFileOutputDelimitedコンポーネントを[Palette] (パレット)からデザイン
ワークスペースにドロップします。

2. [Row] (行) > [Main] (メイン)リンクを使って、tFixedFlowInputをtFileOutputDelimitedに接続しま
す。

3. デザインワークスペースでtFixedFlowInputを選択し、[Component] (コンポーネント)タブをクリ
ックしてtFixedFlowInputの基本設定を定義します。

https://help.talend.com
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4. [Schema] (スキーマ)を[Built-In] (組み込み)に設定し、[Edit Schema] (スキーマの編集)の横にある
[...]ボタンをクリックして内部変数から作成するデータ構造を記述します。このシナリオでは、
スキーマは、[now] (現時点)、[firstname] (名)、および[lastname] (姓)の 3 つのカラムで構成
されます。

5. [+] ボタンをクリックして、3つのパラメーター行を追加して変数を定義します。次に[OK] をク
リックしてダイアログボックスを閉じ、システムからの確認に対して変更の伝播を受け入れま
す。
3つの定義されたカラムがtFixedFlowInputの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Values] (値)テー
ブルに表示されます。

6. 3つの定義カラムのそれぞれの[Value] (値)セルでCtrl+Spaceを押してグローバル変数リスト
にアクセスし、[now] (現時点)、[firstname] (名)、および[lastname] (姓)の各カラムに
対して、それぞれTalendDate.getCurrentDate()、talendDatagenerator.getFirstName、およ
びtalendDataGenerator.getLastNameを選択します。

7. [Number of rows] (行数)フィールドに生成する行数を入力します。
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8. デザインワークスペースでtFileOutputDelimitedを選択し、tFileOutputDelimitedの[Component]
(コンポーネント)タブをクリックして出力ファイルまで移動し、そのパスを[File name] (ファイ
ル名)フィールドに設定します。必要に応じて他のプロパティを定義します。

タスクの結果

F6を押してジョブを実行する場合は、設定した出力ファイルに現在の日付、名、姓字を含む3行が
書き込まれます。

Webサービスとしてのジョブのビルド

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで上記で作成したジョブを右クリックし、[Build Job]
(ジョブのビルド)を選択します。[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスが表示されま
す。
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2. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックして、ジョブをアーカイブするディレクトリを選択しま
す。

3. [Job Version] (ジョブバージョン)エリアで、Webサービスとしてビルドするジョブのバージョン
を選択します。

4. [Build type] (ビルドタイプ)エリアでWebアプリケーションで使用するビルドタイプ(この例で
はWAR)を選択し、[Finish] (終了)をクリックします。[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログ
ボックスが表示されなくなります。

5. WARフォルダーをコピーしてTomcatのWebアプリケーションディレクトリに貼り付けます。

ブラウザからのジョブの呼び出し

手順

1. ブラウザに次のURLを入力します: http://localhost:8080//export_job/services/
export_job2?method=runJob。ここで"export_job"は、TomcatにデプロイされたWebアプリケー
ションの名前で、"export_job2"はジョブの名前です。

2. [Enter] をクリックして、ブラウザからジョブを実行します。
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Webアプリケーションからのリターンコードは、エラーが無い場合が0で、エラーが発生した場
合は1です。
tBufferOutputコンポーネントを使用して、ジョブをWebサービスとして作成してビルドする実
際の例については、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

ESB用OSGIバンドルとしてジョブをビルドする方法

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。

https://help.talend.com
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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。

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からディレクトリまたはアーカイブファイルにエクスポートできま
す。このため、DB接続またはドキュメンテーションのようなメタデータ情報を、たとえばジョ
ブまたはビジネスモデル図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)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。
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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。

注 :

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（391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。

ジョブのコンテキストパラメーターを変更する

ジョブのビルド（109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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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、次の設定 --context=Prod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。

演算子 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"

アイテムのインポート/エクスポートおよびジョブのビルド

Talend Studio を使用すると、ジョブ、、あるいはジョブ、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。

• ビジネスモデル図

• ジョブデザイン

• ルーチン

• ドキュメント

• メタデータ

アイテムをインポートするには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューにおいて[Job Designs]
(ジョブデザイン)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。



データ統合

122

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
ディレクトリを選択)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。
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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、特定のフォ
ルダーである[BusinessProcess] (ビジネスプロセス)を選択して[OK]をクリックします。

しかし、プロジェクトで(ビジネスモデル図、ジョブデザイン、、メタデータ、ルーチンのよう
な)さまざまなタイプのアイテムを集める場合には、すべてのアイテムを1回でインポートでき
るプロジェクトフォルダーを選択して、[OK] をクリックすることをお勧めします。

4. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックスを
選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

5. インポート可能なすべての有効なアイテムを表示する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

(ソースファイルおよびスクリプトを含む)アーカイブファイルからアイテムをインポートするに
は、次の手順に従います。

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。
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3. 必要に応じて、[overwrite existing items] (既存のアイテムを上書きする) チェックボックスを
選択して、インポートするものと同じ名前を持つ既存のアイテムを上書きします。これによ
り[Items List] (アイテムリスト)を更新します。

4. インポート可能なすべての有効なアイテムを表示する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

5. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

Talend Exchangeからアイテムをインポートするには、次の手順に従います。

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。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。
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[Finish] (終了)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。

5. インポート可能なすべての有効なアイテムを表示する[Items List] (アイテムリスト)から、対応
するチェックボックスを選択してインポートするアイテムを選択します。

6. [Finish] (終了)をクリックしてインポートを確定します。

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、これらはすべ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

このタスクについて

[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。

[Build Job] (ジョブのビルド)フィーチャーは、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、Mavenビルドスクリプトテンプレートのカスタマイズ（418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、すべての必要なjarは.batまたは.shコマンドに含まれ
ています。多数のjarが関連する複雑なジョブの場合、オペレーティングシステムによってはバッ
チコマンドの文字数がコマンド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)に移動して[Talend] > [Import/Export] (インポート/エクスポート)を選択
し、[Add classpath jar in exported jobs] (エクスポートジョブにクラスパスjarを追加)チェックボッ
クスを選択して、ビルドされたジョブに追加されるclasspath.jarでjarを包みます。

ジョブをビルドするには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリ) ツリービューでビルドしたいジョブを右クリックし、[Build Job] (ジョ
ブのビルド)を選択して[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスを開きます。

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で作成したすべてのジョブのツリービューの表示/非表示を直
接切り替えることができます。Studioツリービューで以前に選択したジョブは、選択し
たチェックボックス付きで表示されます。これにより、エクスポート対象の選択アイテ
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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
クトリまで移動します。

3. 複数バージョンのジョブが作成されている場合、ビルドするジョブのバージョン番号を[Select
the Job version] (ジョブバージョンの選択)エリアから選択します。

4. [Standalone Job] (スタンドアロンジョブ)と[OSGI Bundle For ESB] (ESB用OSGIバンドル)の間のリ
ストから[Build Type] (ビルドタイプ)を選択します。
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内でアーカイブファイルを自動的に抽出する場合は、[Extract the zip
file] (zipファイルの抽出)チェックボックスを選択します。

6. [Options] (オプション)エリアで、アーカイブファイルに追加するファイルタイプを選択しま
す。ジョブの実行に必要なファイルタイプに対応するチェックボックスは、デフォルトで選択
されています。ビルドするものに合わせて、これらのチェックボックスをクリアできます。
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オプション 説明

[Shell launcher] (シェルラ
ンチャー) 

このチェックボックスをオンにして、ビルドしたジョブの起動に必要
な.batや.shファイルをエクスポートします。

• [All] (すべて): .batおよび.shファイルをエクスポートします。

• [Unix]は、.shファイルをエクスポートします。

• [Windows]は、.batファイルをエクスポートします。

[Context scripts] (コンテ
キストスクリプト) 

このチェックボックスを選択すると、対応するリストで選択したものだけで
なく、"すべての"コンテキストパラメーターをエクスポートします。

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すべての子ジョブに適用する場合に、こ
のチェックボックスを選択します。

[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内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オンにして、ジョブデザイン時にジョブが生成し
たJavaクラスを含む.javaファイルをエクスポートします。

7. 必要に応じて、[Override parameters' values] (パラメーターの値の上書き)ボタンをクリックしま
す。
開いたウィンドウで、コンテキストパラメーターおよびリスト内で選択したジョブコンテキス
トと値を更新、追加、または削除できます。

8. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ビルド操作を完了してダイアログボックスを閉じ
ます。

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。

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



データ統合

128

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（394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すべての
パラメーターがリストされます。このウィンドウで、選択したコンテキストをニーズとして設定
できます。

リスト内で選択されたものに加えて、すべてのコンテキストパラメーターファイルがエクスポー
トされます。

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格納されます。

ジョブをWebサービスとしてビルドする

[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスで、選択ジョブをWebサービスアーカイブとして
ビルドするためにビルドタイプを変更できます。

Webアプリケーションで使用するアーカイブタイプを選択します。

アーカイブタイプ 説明

WAR このオプションは読み取り専用です。実際に、生成されたWARアーカ
イブはWebアプリケーションから実行またはデプロイする際に必要なす
べての設定ファイルを含んでいます。

ZIP すべてのオプションが利用可能です。Webアプリケーションの構成ファ
イルがすべて設定されている場合、適切なコンテキストパラメーター
の設定と、クラスのアーカイブへのエクスポートのみを実行できま
す。

アーカイブの作成後、WARまたはZIP(または解凍したZIPファイル)から取り出した適切なクラス
をWebアプリケーションサーバーの適切な場所に配置します。
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ジョブをデプロイするために使用するURLは、通常、次のようになります:

http://localhost:8080/Webappname/services/JobName?method=runJob&args=null

ここでパラメーターの意味は次のようになります。

URLパラメーター 説明

http://localhost:8080/ Webアプリケーションに対応するホストおよびポートを入力し
ます。

/Webappname/ Webアプリケーションの実際の名前を入力します。

/services/ Webサービスを呼び出す標準的な用語として"services"と入力し
ます。

/JobName 実行するジョブの正確な名前を入力します。

?method=runJob&args=null ジョブを実行するメソッドはRunJobです。

Webアプリケーション呼び出しからの戻り値は、エラーが無い場合が0で、エラーがある場合
は0以外の値です。ジョブをWebサービスとして作成してビルドし、ビルドしたジョブをブラウザ
から呼び出す実際の例については、ジョブをWebサービスとしてビルドする例（113ページ）を
参照して下さい。

tBufferOutputコンポーネントは、このタイプのデプロイ用に特別に設計されました。このコン
ポーネントについては、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

ジョブをWebサービスとしてビルドする例

このシナリオでは、まず.txtファイルを作成し、そのファイルに現在の日付と名および姓を書
き込む単純なジョブを説明しています。次にこのジョブをWebサービスとしてビルドする方法
を示します。そして最後に、ビルドしたジョブをWebサービスとしてブラウザから呼び出しま
す。Webサービスとしてビルドしたジョブは、オペレーティングシステムから与えられた"リター
ンコード"を返します。

ジョブの作成

手順

1. tFixedFlowInputおよびtFileOutputDelimitedコンポーネントを[Palette] (パレット)からデザイン
ワークスペースにドロップします。

2. [Row] (行) > [Main] (メイン)リンクを使って、tFixedFlowInputをtFileOutputDelimitedに接続しま
す。

3. デザインワークスペースでtFixedFlowInputを選択し、[Component] (コンポーネント)タブをクリ
ックしてtFixedFlowInputの基本設定を定義します。

https://help.talend.com
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4. [Schema] (スキーマ)を[Built-In] (組み込み)に設定し、[Edit Schema] (スキーマの編集)の横にある
[...]ボタンをクリックして内部変数から作成するデータ構造を記述します。このシナリオでは、
スキーマは、[now] (現時点)、[firstname] (名)、および[lastname] (姓)の 3 つのカラムで構成
されます。

5. [+] ボタンをクリックして、3つのパラメーター行を追加して変数を定義します。次に[OK] をク
リックしてダイアログボックスを閉じ、システムからの確認に対して変更の伝播を受け入れま
す。
3つの定義されたカラムがtFixedFlowInputの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Values] (値)テー
ブルに表示されます。

6. 3つの定義カラムのそれぞれの[Value] (値)セルでCtrl+Spaceを押してグローバル変数リスト
にアクセスし、[now] (現時点)、[firstname] (名)、および[lastname] (姓)の各カラムに
対して、それぞれTalendDate.getCurrentDate()、talendDatagenerator.getFirstName、およ
びtalendDataGenerator.getLastNameを選択します。

7. [Number of rows] (行数)フィールドに生成する行数を入力します。
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8. デザインワークスペースでtFileOutputDelimitedを選択し、tFileOutputDelimitedの[Component]
(コンポーネント)タブをクリックして出力ファイルまで移動し、そのパスを[File name] (ファイ
ル名)フィールドに設定します。必要に応じて他のプロパティを定義します。

タスクの結果

F6を押してジョブを実行する場合は、設定した出力ファイルに現在の日付、名、姓字を含む3行が
書き込まれます。

Webサービスとしてのジョブのビルド

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで上記で作成したジョブを右クリックし、[Build Job]
(ジョブのビルド)を選択します。[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログボックスが表示されま
す。
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2. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックして、ジョブをアーカイブするディレクトリを選択しま
す。

3. [Job Version] (ジョブバージョン)エリアで、Webサービスとしてビルドするジョブのバージョン
を選択します。

4. [Build type] (ビルドタイプ)エリアでWebアプリケーションで使用するビルドタイプ(この例で
はWAR)を選択し、[Finish] (終了)をクリックします。[Build Job] (ジョブのビルド)ダイアログ
ボックスが表示されなくなります。

5. WARフォルダーをコピーしてTomcatのWebアプリケーションディレクトリに貼り付けます。

ブラウザからのジョブの呼び出し

手順

1. ブラウザに次のURLを入力します: http://localhost:8080//export_job/services/
export_job2?method=runJob。ここで"export_job"は、TomcatにデプロイされたWebアプリケー
ションの名前で、"export_job2"はジョブの名前です。

2. [Enter] をクリックして、ブラウザからジョブを実行します。
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Webアプリケーションからのリターンコードは、エラーが無い場合が0で、エラーが発生した場
合は1です。
tBufferOutputコンポーネントを使用して、ジョブをWebサービスとして作成してビルドする実
際の例については、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

ESB用OSGIバンドルとしてジョブをビルドする方法

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。

https://help.talend.com
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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。

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からディレクトリまたはアーカイブファイルにエクスポートできま
す。このため、DB接続またはドキュメンテーションのようなメタデータ情報を、たとえばジョ
ブまたはビジネスモデル図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)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。
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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。

注 :

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（391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。

ジョブのコンテキストパラメーターを変更する

ジョブのビルド（109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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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、次の設定 --context=Prod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。

演算子 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"

リポジトリアイテムの管理

Talend Studioを使用するとリポジトリに一元化されているアイテムを編集でき、これらのアイテ
ムを使用するジョブもそれに応じて更新できます。

リポジトリアイテムの更新を処理する

たとえば、 (リポジトリ)ツリービューに一元化されているメタデータ、コンテキスト、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)ツリービューのエントリのパラメーターのどれかを変更すると、このリ
ポジトリを使用するすべてのジョブはこの変更の影響を受けます。システムがこのリポジトリエ
ントリを使用するすべてのジョブに変更を伝播するように促すのはこのためです。

以下のセクションではリポジトリエントリのパラメーターの変更方法を説明し、該当エントリを
使用するジョブのすべてまたは一部にこの変更を伝播させる方法について説明します。

リポジトリアイテムを変更する方法

このタスクについて

リポジトリアイテムのパラメーターを更新するには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)、[Contexts] (コンテキス
ト)ノードを展開して、更新する必要があるエントリまで移動します。

2. このエントリを右クリックして、コンテキストメニューで対応する編集オプションを選択しま
す。
ウィザードが個々に表示されて、エントリパラメーターの各定義ステップを編集できます。
エントリパラメーターを更新すると、数多くのジョブまたはこのエントリを使用するすべての
ジョブに変更を伝播する必要があります。
ウィザードの[Finish] (終了)ボタンをクリックすると、更新/変更プロセスの最後にプロンプト
メッセージが自動的に表示されます。
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3. [Yes] (はい)をクリックしてメッセージを閉じ、これらの変更の影響を受けるすべてのジョブに
対して変更を実装します。すべての変更を伝播する最初の方法について詳しくは、影響を受け
るジョブを自動的に更新する（138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（139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)ツリービューに既に一元化されていて異なるジョブで使用されている任
意のアイテムのパラメーターを更新すると、その変更をこれらのパラメーターを使用しているす
べてのジョブに対して伝播するよう促すメッセージが表示されます。

影響を受けるジョブを更新するには次の手順に従います。

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)ツリー
ビューをスキャンします。これは1回のクリックで(開いているかどうかには関係なく)すべての
ジョブに更新を自動的に伝播することを目指しています。
[Update Detection] (更新検出)ダイアログボックスが表示され、変更されたパラメーターの影響
を受けるすべてのジョブがリストされます。
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注 :

[Repository] (リポジトリ)ツリービューに一元管理されているアイテムを右クリックする
ことで、いつでも[Update Detection] (更新検出)ダイアログボックスを開くことができ、
コンテキストメニューから[Manage Dependencies] (依存性の管理)を選択できます。詳細
は、影響を受けるジョブを手動で更新する（139ページ）を参照して下さい。

2. 必要に応じて、更新しないジョブに対応するチェックボックスをオフにします。これらのジョ
ブは、[Detect Dependencies] (依存性の検出)メニューを使用して、後からいつでも更新できま
す。詳細は、影響を受けるジョブを手動で更新する（139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、選択したすべ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

このエントリを使って、ツリービューに一元管理されているアイテムのパラメーターへの変更
をジョブに伝播させる前に、変更によって影響を受けるすべてのジョブを表示することができま
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)ツリービューで、どのジョブが使っているのかをチェックしたいエン
トリを含むノードを展開します。

2. このエントリを右クリックして、[Detect Dependencies] (依存性の検出)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すべてのジ
ョブをチェックするプロセスの状況を示します。その後ダイアログボックスが表示され、変更
されたアイテムを使用するすべてのジョブの一覧を示します。
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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。

リポジトリ内でのジョブ検索

このタスクについて

Talend Studioの現在の Integrationパースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービュー内で
特定のジョブを開きたいが、何らかの理由で見つからない場合、クイックアクセスツールバー上

で をクリックして下さい。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューでジョブを探すには、次の手順に従います。

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で作成したすべてのジョブが自動的
にリストされます。
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2. 上部のフィールドにジョブ名またはジョブ名の一部を入力します。
このフィールドにテキストを入力し始めると、ジョブリストは自動的に更新されていき、入力
した文字にマッチするジョブ名のみが表示されます。
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3. リストから希望のジョブを選択して[Link Repository] (リポジトリにリンク)をクリックする
と、[Repository] (リポジトリ)ツリービュー内の選択したジョブのところまで自動的に移動しま
す。

4. 必要に応じて、[Cancel] (キャンセル)をクリックしてダイアログボックスを閉じ、[Repository]
(リポジトリ)ツリービュー内で選択したジョブを右クリックしてコンテキストメニューから利
用できる任意の操作を実行します。
それ以外の場合、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じ、デザインワークスペースで
選択したジョブを開きます。

ジョブのバージョン管理

Talend Studioにジョブを作成すると、デフォルトでバージョンは0.1になります。ここで、0はメ
ジャーバージョンで、1はマイナーバージョンです。

同じジョブに好きなだけの数のバージョンを作成できます。これを行うには、次の手順に従いま
す。

1. デザインワークスペースでジョブを開いている場合は、閉じます。閉じないと、ジョブとルー
トのプロパティが読み取り専用になり、変更できません。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ジョブを右クリックして、ドロップダウンリストか
ら[Edit properties] (プロパティの編集)を選択して、[Edit properties] (プロパティの編集)ダイア
ログボックスを開きます。



データ統合

143

3. [Version] (バージョン)フィールドの横にある、[M]ボタンをクリックしてメジャーバージョンを
増加させ、[m]ボタンをクリックしてマイナーバージョンを増加させます。

4. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定します。

注 :

デフォルトでは、ジョブを開くと、最新バージョンが開きます。

ジョブの以前のバージョンはすべて読み取り専用となり変更できません。

ジョブのバージョンを変更するには、次のようにすることもできます。

1. デザインワークスペースでジョブを開いている場合は、閉じます。閉じないと、ジョブとルー
トのプロパティが読み取り専用になり、変更できません。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ジョブを右クリックして、ドロップダウンリストか
ら[Open another version] (別のバージョンを開く)を選択します。

3. ダイアログボックスで[Create new version and open it] (新しいバージョンを作成してオー
プン)チェックボックスをオンにして、[M]ボタンをクリックしてメジャーバージョンを上
げ、[m]ボタンをクリックしてマイナーバージョンを上げます。

4. [Finish] (終了)をクリックして変更を確定し、ジョブのこの新しいバージョンを開きます。

また、 (ファイル) > [Save As...] (名前を付けて保存...)をクリックし、[Save As] (名前を付けて保存)ダ
イアログボックスで新しいバージョンを設定することで、現在アクティブなジョブまたはルー
トを保存する際にバージョンを上げることもできます。

注 :  ジョブに新しい名前を付けると、現在のジョブは上書きされません。ただし、ジョブ
を現在のジョブ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。

ジョブの異なるバージョンのリストにアクセスして、特定の操作を行うことができます。これを
行うには、次の手順に従います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、バージョンを調べるジョブを選択します。

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、選択したジョブのバージョンリストを表示します。

3. ジョブで調べるバージョンを右クリックします。

4. 次のいずれかを行います。

選択 範囲...

[Edit Job ジョブ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 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。
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選択 範囲...

Edit properties (プロパティの
編集)

ジョブ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 ジョブを実行します。

[Generate Doc As HTML] (ド
キュメントをHTMLで生成)

ジョブに関する詳細なドキュメンテーションを生成します。

複数のジョブ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（426ページ）を参照して下さい。

ジョブのドキュメンテーション

Talend Studioでは、プロジェクト、ジョブ、またはジョブレットの一般情報に関するドキュメン
テーションを生成できます。ドキュメンテーションの生成は自動化でき、生成されたドキュメン
テーションを編集することも可能です。

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。

• 選択したジョブが作成されたプロジェクトのプロパティ、

• 選択したジョブのプロパティと設定、そして各ジョブのプレビューピクチャ、

• 選択したジョブおよび各コンポーネントパラメーターで使用されているすべてのコンポーネン
トのリスト。

ジョブに関するHTMLドキュメンテーションを生成するには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Job] (ジョブ)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、すべての生成ドキュメンテーションをまとめて圧縮するファイルの名前を

入力します。
5. 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す
べての必要なファイルが含まれます。HTMLファイルは任意のブラウザーで開くことができます。

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。

1つのドキュメントを更新するには、により生成されたドキュメンテーションエントリを右クリッ
クして[Update documentation] (ドキュメントの更新)を選択します。
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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。

カテゴリー 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。

[Components] (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。
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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] (売上)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。



データ統合

151

この例では、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を実行する（151ページ）

• Javaデバッグモードでジョブを実行する（153ページ）

• トレースデバッグモードでジョブを実行する（153ページ）

• 詳細設定の指定（155ページ）

• ジョブの実行中にJVMリソースの使用状況を表示する（158ページ）

• SpagoBIサーバー上にジョブをデプロイする（159ページ）

通常モードでジョブを実行する

注 :

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

ジョブを通常モードで実行するには、次の手順に従います。



データ統合

152

1. [Run] (実行)ビューをクリックしてアクセスします。

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

3. ビューの右にある[Context] (コンテキスト)ビューで、ジョブの実行に適切なコンテキストをリ
ストから選択します。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（62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
ボックスをオンにして、フィールドに値を入力します。

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

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

何らかの理由で進行中のジョブを停止する場合は[Kill] (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。
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Javaデバッグモードでジョブを実行する

このタスクについて

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

デバッグモードにアクセスするには、次の手順に従います。

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。

タスクの結果

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

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

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

ブレークが追加されたコンポーネントの横に一時停止アイコンが表示されます。

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

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

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、Talend Studioの Integration 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)リンクの横にダ
イナミックな結果が表示されます。
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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。

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。

ジョブでトレースモードを有効にするには、次の手順に従います。

1. [Run] (実行)ビューをクリックします。

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

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

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

ジョブのいずれかのフローでトレースを無効にするには、次の手順に従います。

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。
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[Traces] (トレース)テーブルに表示する処理データのカラムを選択するには、次の手順に従いま
す。

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

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

3. [OK]をクリックして、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（156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（156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) - 実行の前にジョブを自動的に保存できま
す。
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• Clear before run (実行前にクリア) - ジョブの再実行の前に実行結果を削除します。

• JVM Setting (JVM設定) - 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
例については、コンソールに特殊文字を表示する（157ページ）を参照して下さい。

統計の表示

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

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

[OnComponentOK] 、[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。

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

計算はジョブの実行時にのみ開始され、実行の最後に終了します。

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

注 :

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

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

実行時間や他のオプションを表示する

合計実行時間を表示するには、ジョブの実行前に[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をテストできます。

[Clear before Run] (実行前にクリア)チェックボックスをオンにすると、ジョブを実行する前にデザ
インワークスペースがクリアされます。
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また、実行を開始する前にジョブを保存することもできます。該当するオプションのチェック
ボックスをオンにします。

コンソールに特殊文字を表示する

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オンにし、[Argument] (引数)テーブルを有効にします。
3. [Argument] (引数)テーブルの横の[New...] (新規...)ボタンをクリックすると、[Set the VM

argument] (VMの引数の設定)ダイアログボックスが表示されます。
4. このダイアログボックスに -Dfile.encoding=UTF-8と入力します。
5. [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

この引数は、Talend Studioで実行するすべてのに適用されます。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)（464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すべてのロ
グメッセージが定義されたターゲットに出力されます。
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ジョブ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下さい。

3. ジョブを実行します。設定したレベル以上のすべ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。

タスクの結果

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（434ページ）を参照して下さい。

log4jフィーチャーを使用できるコンポーネントの詳細は、 Talendヘルプセンター(https://help.t
alend.com)を参照して下さい。

ジョブの実行中にJVMリソースの使用状況を表示する

このタスクについて

Talend Studio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)では、メモ
リ消費量やホストCPU使用率を含め、ジョブの実行中の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。

ジョブの実行時にJVMリソースの使用状況を監視するには、次の手順に従います。

手順

1. ジョブを開きます。
[Run] (実行)ビューで[Memory Run] (メモリ実行)タブをクリックします。

2. [Run] (実行)をクリックしてジョブを実行します。
[Basic Run] (基本実行)タブからジョブを開始した後でも、[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。該当するスレッショルドに達すると、[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。

http://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/Level.html
http://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/Level.html
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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3. ジョブ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%のヒープスレッショルド、70%のヒープスレッショルド、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オンにして、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

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。

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)ノードを順に展開して、[SpagoBI Server]
(SpagoBIサーバー)を選択し、適切なビューを表示します。
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3. デプロイ操作を有効にするには、[Enable/Disable Deploy on SpagoBI] (SpagoBIのデプロイを有
効化/無効化)チェックボックスをオンにします。

4. [New] (新規)をクリックして、[Create new SpagoBi server] (SpagoBiサーバーを新規作成)ダイア
ログボックスを開き、リストに新しいサーバーを追加します。

5. 以下のように、SpagoBIサーバーの詳細を入力します。

フィールド 説明

[Engine Name] (エンジ
ン名)

Talend Studioで使用される内部エンジン名。この名前は生成されたコードでは
使用されません。

簡単な説明 記録するサーバーエントリの自由形式の説明文。

[Host] (ホスト) SpagoBIサーバーが実行されているマシンのIPアドレスまたはホスト名。

[Login] (ログイン) SpagoBIサーバーへのログインに必要なユーザー名。

[Password] (パスワー
ド)

SpagoBIサーバーのログイン認証のためのパスワード。

6. [OK]をクリックして新規サーバーエントリの詳細を確定し、ダイアログボックスを閉じます。
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新規作成されたエントリが利用可能なサーバーのテーブルに追加されます。SpagoBIエントリは
必要に応じていくつでも追加できます。

7. [Apply] (適用)をクリックしてから[OK]をクリックして、[Preferences] (環境設定)ダイアログボッ
クスを閉じます。

SpagoBIサーバーエントリの編集または削除

まず、テーブル内の適切なエントリを選択し、テーブルの横の[Remove] (削除)ボタンをクリック
して古いエントリを削除します。

次に、更新された詳細を含む新規エントリを必要に応じて作成します。

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)ツリービューで、[Job Designs] (ジョブデザイン)を展開し、ジョブを
右クリックしてデプロイします。

2. ドロップダウンリストから[Deploy on SpagoBI] (SpagoBIにデプロイ)を選択します。
3. ジョブをエクスポートする場合、作成するジョブアーカイブの[Name] (名前)を選択して、[To

archive file] (圧縮ファイル)フィールドに入力します。
4. ドロップダウンリストから、適切な[SpagoBI server] (SpagoBIサーバー)を選択します。
5. [Label] (ラベル)、[Name] (名前)、および[Description] (説明)フィールドはジョブのメインプロパ

ティに由来しています。
6. リストから関連するコンテキストを選択します。
7. 設定操作を完了したら、[OK]をクリックします。

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。

並列化を使用したジョブパフォーマンスの最適化

Talendジョブでいう並列化とは、並列実行を通じて技術的な処理を完了することを意味していま
す。適切に設計されている場合、並列化を実現した技術的な処理は以前よりも短い期間で完了で
きます。

Talend Studioを使用すると、さまざまなタイプの並列化を幅広い状況で実装できます。以下の状
況が含まれます。

1. 複数のサブジョブの並列実行。詳細は、複数のサブジョブを並列に実行する（162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（163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フィーチャーで、ジョブまたはサ
ブジョブをデザインして実行する方法、コンポーネントの使用方法、およびコンポーネントまた
はジョブをリンクする各種接続の使用方法などについて知っておく必要があります。この種の知
識の必要性を感じる場合は、ジョブデザインとは?（25ページ）を参照して下さい。

複数のサブジョブを並列に実行する

[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つのジョブ内に4つのサブジョブがあり、それらのサブジョブ間に依存性がないこ
とを示しています。
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この例ではtRunJobコンポーネントを使用して、各サブジョブを呼び出します。tRunJobについて
は、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

次にワークスペースで開かれているジョブの場合、サブジョブを並列に実行するには次の手順に
従います。

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

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] (繰り返し)リンクを選択すると、[Components] (コンポーネント)タブに関
連する[Basic settings] (基本設定)ビューを表示できます。

https://help.talend.com
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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。

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。

タスクの結果

繰り返し接続を使用してコンテキスト変数をサブジョブに渡す必要がある際に、このフィーチ
ャーは特に便利です。この状況において、サブジョブでは変数を並列に読み込むことができるた
め、サブジョブの処理プロセスは、この変数を使って同時に実行できます。

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 Componentsよりも詳細な説明を必要とする高度なコン
ポーネントです。[Map Editor] (マップエディター)は、便利なグラフィカルインタフェースを利用
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すべてのパラメー
ターを定義できる「オールインワン」ツールです。

ウィンドウアイコンを使うと、[Map Editor] (マップエディター)および[Map Editor] (マップエディ
ター)内のすべてのテーブルを最小化し復元することができます。
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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部にある[Schema editor] (スキーマエディ
ター)および[Expression editor] (式エディター)タブに加えて、tXMLMapには[Tree schema editor]
(ツリースキーマエディター)と呼ばれる3番目のタブがあります。tXMLMapの詳細は、tXMLMap操
作（202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から構成されています。

• [Input panel] (入力パネル)は、エディターの左上のパネルです。これはすべて(メインおよび
ルックアップ)の入力側データフローをグラフィカルに表現したものです。このデータは入力
テーブルのさまざまなカラムに集められます。テーブル名は、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。

• [Variable panel] (変数パネル)は、[Map Editor] (マップエディター)の中央パネルです。これは変
数へのマッピングを通じて発生する冗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 panel] (検索パネル)は[Variable panel] (変数パネル)の上にあります。これにより、[Find]
(探索)フィールドに入力するテキストを含むカラムまたは式をエディター内で検索することが
できます。

• [Output panel] (出力パネル)は、エディターの右上のパネルです。これにより、データおよび
フィールドを入力テーブルおよび変数から適切な出力行にマッピングできます。
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• 下部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すべてのカラムのスキーマ
ビューをそれそれのパネルに示しています。

• [Expression editor] (式エディター)は、入力/出力データ、変数式、またはフィルタリング条件の
すべての式キーを編集するツールです。

[Map Editor] (マップエディター)の入力/出力テーブルの名前は、入力側および出力側フロー(行接
続)の名前を反映しています。

次のセクションでは、特定の性質を持つフローをマッピングできる異なるマッピングコンポーネ
ントを別々に示します。

tMap操作

tMapでは次の操作が可能です。

• データの多重化および逆多重化

• あらゆるタイプのフィールドのデータ変換

• フィールドの連結と交換

• 制約を利用したフィールドのフィルター処理

• データのリジェクト

これらの変換やルーティング操作はすべてtMapによって実行されるため、このコンポーネントを
ジョブデザインの開始コンポーネントや終了コンポーネントにすることはできません。

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。
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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。その他すべての受信行は、ルックアップタイ
プとなります。関連項目: [Row] (行)接続（55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関係にある場合があります。この依存関係はGUIでの
マッピングや式キーを作成して定義します。

[Map Editor] (マップエディター)は、入力フローおよび出力フローを[Map Editor] (マップエディ
ター)内で定義できるように、ジョブ内で接続が実装される必要があります。tMapコンポーネン
トの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Preview] (プレビュー)エリアに[Map Editor] (マップエディ
ター)を表示するために、ジョブ内に実際のマッピングを作成する必要もあります。

[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)の横の[...]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Joinの使用（170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（40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（190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すべて
の(二次または従属)テーブルに入力されます。入力コンポーネントのスキーマを定義していない場
合、入力テーブルは入力エリア内に表示されません。

この入力コンポーネントの定義済みスキーマからキーも取得されます。[Key] (キー)は適切な入力
スキーマで定義したキーに対応しています。このキーは[Map Editor] (マップエディター)内で内部
的に使用され、違う色で表示されるハッシュキーとは区別する必要があります。

変数

グローバル変数またはコンテキスト変数を使用でき、あるいは[Variables] (変数)エリアで定義済み
の変数を再利用することもできます。Ctrl+スペースを押して、変数リストにアクセスします。こ
のリストにはグローバル変数、コンテキスト変数、およびマッピング変数が含まれています。

この変数リストは、コンテキストによって変化し、新しい変数が作成されるたびに拡大します。
コンテキストにおいて有効かつマッピング可能な変数のみがリストに表示されます。
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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（174ページ）

明示的Join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に挿入するか、または既存のエントリと置き換えるか、ま
たは選択したすべてのデータを1つのセル内に連結することができます。
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ドラッグ＆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 （184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（190ページ）

• 内部joinの使用（172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、すべての一致を考慮
するかを選ぶことができます。

明示的な結合に一致モデルを定義するには、次の手順に従います。

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。

[All Matches] (すべての一致)
この選択はルックアップフローで複数の一致が予想されることを暗に意味しています。この場合
は、すべての一致が考慮され、メイン出力フローに渡されます。
内部join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。
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このオプションを選択すると、null値がメイン出力フローに渡されないようにできます。さらに、
リジェクトされたデータが[Inner Join Reject] (内部結合リジェクト)テーブルと呼ばれる特定のテー
ブルに渡されるようにします。

明示的な結合またはフィルター結合のいずれも検索データを取得できない、つまり何らかの理由
で内部結合を確立できない場合、要求されたデータは[Inner Join Reject] (内部結合リジェクト)テー
ブルとして定義されているテーブルがあれば、その出力テーブルにリジェクトされます。

テーブルのカラム名を従属テーブルにドロップすると、この2つのテーブル間にすばやく結合関
係を作成できます。結合は紫色のリンクでグラフィカルに表示され、一致検索を高速化するハッ
シュキーとして使用するキーを自動的に作成します。

明示的な結合のタイプを定義するには、次の手順に従います。

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。

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（187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（187ページ）

• 入力フローのフィルタリング（174ページ）
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[All Rows] (すべての行)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] (すべての行)の一致モデルオプションが選択されています。
[All rows] (すべての行)オプションを使うと、すべての行がルックアップフローからロードさ
れ、[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] (すべて
の行)オプションは利用できなくなります。この場合、[Unique match] (完全一致)、[First
match] (最初の一致)、または[All matches] (すべての一致)を選択する必要があります。詳細
は、明示的Joinの使用（170ページ）および内部joinの使用（172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)ボタンの横の[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。

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すべてのマッピング変数を
再グループ化します。

[Var]テーブルの[Expression] (式)フィールドを使って、任意の変換をJavaコードを使って実行する
こともできます。
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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
+Space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、すべてのエントリを一緒にドラッグします。ツールヒン
トには選択中のエントリの数が表示されます。

実行する操作により、さまざまなタイプのドラッグ＆ドロップが可能です。

範囲... 必要な動作

すべての選択エントリを別個の変数として
挿入します。

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。

選択したすべての入力エントリを1つの既存
のVarエントリに連結します。

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。すべてのエントリが1つのセルに連結されます。Javaの演算
記号を使って必要な演算子を追加します。ドットにより文字列
変数を連結します。

選択した連結入力エントリでVarエントリを
上書きします。

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。選択されたすべてのエントリ
が連結され、強調表示されているVarが上書きされます。

選択した入力エントリを強調表示されてい
るVarエントリと連結し、必要なら新しいVar
行を作成します。

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。
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グローバルまたはコンテキスト変数へのアクセス

Ctrl+Space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

すべての式([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。

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。
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3. 必要に応じてJavaコードを入力します。出力パネルの対応する式が同期されます。

タスクの結果

注 :  関数と操作に関する詳細は、Javaのドキュメンテーションを参照して下さい。

[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。

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操作（166ページ）および[Map editor] (マップエディター)インタフェー
ス（164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向けてドロップします。
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3. 最初の[Expression] (式)フィールド(row1.Name)をクリックし、次に式の横に表示される[…]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。

4. [Category] (カテゴリ)エリアから、実行する適切なアクションを選択します。この例では、
StringHandlingを選択し、EREPLACE関数を選択します。

5. [Expression] (式)エリアで、テキストの部分にrow1.Nameを貼り付け、次のコードを取得しま
す。StringHandling.EREPLACE(row1.Name," ","_")この式で文字列の空白区切り文字を下線
に置き換えます。
特定の古い文字列内の特定の正規表現に一致するすべてのsubstringを特定の置換文字列に置き
換え、新しい文字列を返すために、StringHandlingカテゴリのCHANGE関数とEREPLACE関数が使
用されています。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 すべ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、出力が正しいかどうかをチェックします。この例で
は、Chuck_Norrisと正しく変更が実行されているはずです。

7. [OK]をクリックして変更を確定した後、2番目のカラム[State] (州)に対して同じ操作を行いま
す。



データ統合

179

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。

今回は、使用する StringHandling関数は UPCASEです。完全な式は、StringHandling

.UPCASE(row2.State)です。
9. もう一度、[Test] (テスト)エリアで、たとえばindianaのようなダミー[Value] (値)を使って式の

構文が正しいことをチェックします。この例では、[Test!]の結果は、INDIANAと表示されるはず
です。次に[OK] をクリックして、変更を確定します。

[tMap Expression] (tMap式)フィールドには、現在両方の式が表示されています。

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すべ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。
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4. [Categories] (カテゴリ)エリアで StringHandlingを選択し、TRIM[Functions] (関数)エリアで関数
をダブルクリックして、StringHandling.TRIM(${0})[Expression] (式)フィールドにを取得しま
す。

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、UPPERCASE[Functions] (関数)エリア
で関数をダブルクリックして、StringHandling(${0})[Expression] (式)フィールドにを取得しま
す。
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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。

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。
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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。

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... 範囲...

[New output] (新規出力) 独立したテーブルを追加します。
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選択... 範囲...

[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。

一度すべての接続、出力スキーマテーブルの作成が完了すると、ドラッグ＆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、関係するすべての入力/変
数/出力のテーブルエントリに変更を伝播させるかどうか決定を求めるダイアログが表示されま
す。

アクション 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すべての式に追加します。
必要に応じて新規行を挿入します。

CtrlキーとShiftキーを押しながらドラッグ＆
ドロップ

強調表示したすべての式を選択したフィールドで置き換えます
。必要に応じて新規行を挿入します。

フィルターとリジェクトを追加して、出力をカスタマイズできます。

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。

入力テーブルまたは出力テーブルの[Expressionr] (式)フィールドをクリックして、[...]ボタンを表
示します。次に[...]ボタンをクリックして、[Expression Builder] (式ビルダー)を開きます。

[Expression Builder] (式ビルダー)に関する詳細は、[Expression Builder] (式ビルダー)を使用したコー
ドの作成（177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。



データ統合

186

テーブルの上部の ボタンをクリックして、フィルター行を追加します。

Java演算子および関数を使って、フィルターステートメントを自由に入力できます。

[Input] (入力)エリアまたは[Var]エリアから式を適切な出力テーブルのフィルター行エントリにド
ロップします。

オレンジ色のリンクが1本作成されます。必要なJava演算子を追加してフィルター式を確定しま
す。

異なる行に各種フィルターを作成できます。AND演算子はすべての定義フィルターを論理的に結
合します。

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。

このオプションでは標準出力テーブルで定義される1つ以上のフィルター条件を満たさないデータ
が収集されます。標準出力テーブルはすべて、非リジェクトテーブルとなります。

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、すべての非リジェクトテーブルフィルターを連結し、1つのELSEス
テートメントとして定義します。

出力テーブルを通常テーブルのELSE部分として定義するには、次の手順に従います。

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。
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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。

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。
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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。[Die on error] (エ
ラー発生時に強制終了)オプションはtMapではデフォルトで有効になっています。

[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、次の手順に従います。

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. 入力エリアの上部にある[Property Settings] (プロパティ設定)ボタンをクリックして、[Property
Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを表示します。

3. [Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスで、[Die on error] (エラー発生時に強制
終了)チェックボックスをオフにし、[OK]をクリックします。
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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つのカラムで構成
され、メッセージを取得して、ジョブ実行中に発生したエラーのトレースをスタックします。エ
ラーには解析不能日付、NULLポインターの例外、変換上の問題などが含まれます。

入力テーブルからエラーリジェクト出力テーブルにカラムをドラッグ＆ドロップすることもでき
ます。誤りのあるデータは対応するエラーメッセージとともに取得して、後で修正できます。

エラーリジェクトテーブルを設定したら、対応するフローを出力コンポーネントに送信できま
す。
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デザインワークスペースでtMapコンポーネントを右クリックして、メニューから[Row] (行) >
[ErrorReject]を選択し、対応する出力コンポーネント、ここではtLogRowをクリックします。

ジョブを実行する際、エラーは[ErrorReject]フローによって取得されます。

結果には、エラーメッセージとトレースのスタック、およびErrorRejectテーブルからドラッグ＆
ドロップされ、"|"のパイプで区切られたidおよびdateの2つのカラムが含まれています。

[Map Editor] (マップエディター)でのスキーマ設定

[Map Editor] (マップエディター)では、テーブルスキーマのタイプを[Built-In] (組み込み)と定義し
て、[Schema editor] (スキーマエディター)パネルでデータ構造を修正するか、[Repository] (リポジ
トリ)と定義してリポジトリからデータ構造を取得することができます。デフォルトでは、スキー
マタイプはすべてのテーブルに対して[Built-In] (組み込み)に設定されています。
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リポジトリからのスキーマ構造の取得

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から取得するには、次の手順に従います。

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。

3. [Options] (オプション)ダイアログボックスで、[Repository] (リポジトリ)をダブルクリックする
か、選択してから[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じると、[Schema Type] (スキー
マタイプ)の下に[Schema Id] (スキーマID)プロパティが表示されます。

注 :  ここでリポジトリスキーマアイテムを指定せずに[Map Editor] (マップエディター)を
閉じると、スキーマタイプは[Built-In] (組み込み)に戻ります。

4. [Schema Id] (スキーマID)の[Value] (値)フィールドをクリックして表示される[...]ボタンをクリッ
クし、[Repository Content] (リポジトリコンテンツ)ダイアログボックスを表示します。

5. [Repository Content] (リポジトリコンテンツ)ダイアログボックスで、すべてのコンポーネント
で一元管理されているスキーマから作成中のスキーマを選択して、[OK]をクリックします。
[Schema Id] (スキーマID)の[Value] (値)フィールドには、ここで選択したスキーマが入力され、
テーブルに対する[Schema editor] (スキーマエディター)パネルの内容はすべて読み取り専用と
なります。
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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)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。



データ統合

193

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すべてのフィールドの詳細を設定し
ます。テーブルのスキーマタイプを[Built-In] (組み込み)に設定すると、テーブルのスキーマを修正
できます。
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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。

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
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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。

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。
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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。

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)。実際には、一時データをシステムメモリに格納してメモ
リ制限に到達する危険を冒す代わりに、[Store temp data] (一時データ格納)オプションを使用する
ことで、一時データをディスクのディレクトリに格納できます。
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このフィーチャーは[Map Editor] (マップエディター)の入力データのルックアップテーブルで選択
するオプションとして利用できます。

[Store temp data] (一時データ格納)オプションを有効にするは、次の手順に従います。

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] (一時データ格納)に対応する[Value] (値)フィールドをクリックして表示され
る[...]ボタンをクリックし、[Options] (オプション)ダイアログボックスを表示します。

5. [Options] (オプション)ダイアログボックスの中で、[true]をダブルクリックするか、選択してか
ら[OK]をクリックして、オプションを有効にしてからダイアログボックスを閉じます。

このオプションを完全に有効にするには、データを格納するディスクのディレクトリ、および一
時ファイルに収容するデータの行数でバッファサイズを指定する必要があります。この一時格納
ディレクトリおよびバッファサイズは、[Map Editor] (マップエディター)またはtMapコンポーネン
トのプロパティ設定のどちらかを使って設定できます。

[Map Editor] (マップエディター)の一時格納ディレクトリおよびバッファサイズを設定するには、
次の手順に従います。

1. 入力エリアの上部にある[Property Settings] (プロパティ設定)ボタンをクリックして、[Property
Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを表示します。

2. [Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスで、一時データを格納するディレクト
リへのフルパスを[Temp data directory path] (一時データディレクトリパス)フィールドに入力し
ます。

3. [Max buffer size (nr of rows)] (最大バッファサイズ-行数)フィールドには、一時ファイルに格納
できる最大行数を指定します。デフォルト値は2,000,000です。

4. [OK]をクリックして設定を確定し、[Property Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを
閉じます。
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[Map Editor] (マップエディター)を開かずにtMapコンポーネントのプロパティ設定で一時格納ディ
レクトリを設定するには、次の手順に従います。

1. デザインワークスペースでtMapコンポーネントをクリックして選択し、[Component] (コンポー
ネント)タブを選択して、[Basic settings] (基本設定)ビューを表示します。

2. [Store on disk] (ディスクへ格納)エリアで、一時データを格納するディレクトリへのフルパス
を[Temp data directory path] (一時データディレクトリパス)フィールドに入力します。

または、リポジトリの[Context] (グループ)に変数を設定している場合、Ctrl+スペースを押し
てコンテキスト変数を使用できます。コンテキストの詳細は、コンテキストおよび変数の使
用（62ページ）を参照して下さい。

サブジョブの最後で一時ファイルはクリアされます。

このように、参照データがディスクに格納される一時ファイルに書き込まれるようにすること
で、割り当てメモリの使用を制限できます。
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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格納されます。

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すべて、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] (一時データ格納)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、すべてのレコードを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)（200ペー
ジ）を参照して下さい。

• [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すべ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
タをディスクへ格納)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
データの格納)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。
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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。

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。
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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。

MySQLデータベースからメインフローの[id] (ID)カラムの値に一致するデータのみを選択できま
す。そのためには、次の手順に従います。

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。
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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。

4. [Query] (クエリ)フィールドに、メインフローの[id] (ID)カラムに一致するデータを選択するク
エリを入力します。この例では、このクエリは次のようになります。 Select * from person
where id="+(Integer)globalMap.get("id")

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操作

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操作が可能です。
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• 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Joinの使用（170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joinの使用（172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
ソースを横断的にルックアップ(関連項目:ルックアップの処理（199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

tMapと同様、マップエディターを使用して操作を行う必要があります。マップエディターを開く
には、デザインワークスペースのtXMLMapアイコンをダブルクリックするか、またはtXMLMapコ
ンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューの[Map Editor] (マップエディター)の横の[...]ボタン
をクリックします。

tXMLMapおよびtMapでは、ほとんどの操作において共通のアプローチが使用されています。その
ため以下のセクションでは、階層XMLデータの処理を専門に行うtXMLMapの操作についてのみ説
明しています。

階層データに関連する操作は、次のとおりです。

• [Document] (ドキュメント)タイプを使用してXMLツリーを作成する

• 出力XMLデータの管理

• XMLツリースキーマを編集する

以降のセクションでは、関連する詳細について説明しています。

注 :  tMapとは異なり、tXMLMapではディスクのディレクトリに一時データを保存するため
の[Store temp data] (一時データ格納)オプションは提供されません。このtMapのオプション
の詳細は、tMap利用におけるメモリ制限問題の解決（196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



データ統合

204

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（193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。

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（40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。
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この図は、入力フローCustomerの例を示します。デフォルトでroot (ルート)とタグ付けされ生成さ
れたXMLルートに基づいて、目的のXMLツリー構造を開発できます。

そのためには、次の手順に従います。

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（207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)で作成および保存されたファイルXML接続(関連項目:リポ
ジトリからXMLツリーストラクチャーをインポートする（208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)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ストラクチャーのループエレメントを設定またはリセットす
る（209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
操作を説明しています。

オプション 操作

[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
リーストラクチャーに追加する（210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（212ペー
ジ）
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オプション 操作

[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
リーストラクチャーからエレメントまたは属性を削除す
る（211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。

[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（214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（216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すべて
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すべての選択エレメ
ントが自動的に定義されます。
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オプション 操作

[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すべての代替エレメ
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。

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

始める前に

XMLファイルからXMLツリー構造をインポートするには、次の手順に従います:

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。

次のタスク

XSDファイルからXMLツリー構造をインポートするには、次の手順に従います:

1. 該当する入力フローテーブルで、カラム名を右クリックしてコンテキストメニューを開きます
。この例ではCustomerです。



データ統合

208

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。

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（223ページ）を参照して下さい。

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ストラクチャーのループエレメントを設定またはリ
セットする（209ページ）を参照して下さい。

リポジトリからXMLツリーストラクチャーをインポートする

このタスクについて

そのためには、次の手順に従います。

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] (リポジトリからインポート)を選択します。
3. ポップアップ表示されるリポジトリコンテンツリストで、XML接続またはMDM接続を選択し

て、XMLツリー構造をインポートします。
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この図は、この[Repository] (リポジトリ)に保存されたXMLファイルの例を示しています。

注 :

[Repository] (リポジトリ)からXMLツリー構造をインポートするには、対応するXML接続
を作成している必要があります。リポジトリでファイルXML接続を作成する方法の詳細
は、XMLファイルメタデータの一元管理（259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)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ストラクチャー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ツリーストラクチャーに追加する

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。

このいずれかの操作を実行するには、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ツリーストラクチャー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。その
ためには、次の手順に従います。

手順

1. 編集の必要なXMLツリーで、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、その下に付属するすべ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

そのためには、次の手順に従います。

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

そのためには、次の手順に従います。

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

そのためには、次の手順に従います。

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ヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下
さい。

注 :

https://help.talend.com


データ統合

215

tXMLMapでは、XMLツリー構造でデータを分類するグループエレメントおよび集約エレメ
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。

• グループエレメントでは、常にデータが単一フローで処理されます。

• 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下さ
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)フィー
チャーの詳細は、エレメントを1つのドキュメントに出力する（217ページ）を参照して
下さい。

tXMLMapで集約エレメントを使用する方法の例は、 Talendヘルプセンター(https://help.t
alend.com)を参照して下さい。

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。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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• [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、すべての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)フィーチャーを使用して、XMLフローを
単一のフローとして出力するか、あるいは個別のフローとして出力するか決定することができま
す。

[Map editor] (マップエディター)の出力側で、次の手順に従います。

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)フィーチャーは、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（216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
ントの横、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)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)フォルダーには、ジョブを作成す
るのに必要なファイル、データベース、およびシステムに関する再利用可能な情報が保存されて
います。

情報は後で関連する入出力コンポーネントの接続パラメーターや「スキーマ」と呼ばれるデー
タの説明の設定で使用するために、各種ウィザードで保存して、Talend Studioで一元管理できま
す。

選択した接続のタイプによってウィザードの内容は若干異なります。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューから[Metadata] (メタデータ)をクリックしてフォルダーツ
リーを展開します。各接続ノードにセットアップした各種接続およびスキーマが集約されます。

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)をインストールする必要があります。ライセンスの
制約により、Talendから特定のライブラリやドライバーを直接提供できない場合があります。そ
の場合、以降のセクションで紹介する接続ウィザードに情報が表示されるため、必要なライブラ
リまたはドライバーを見つけてインストールすることができます。詳細は、『Talend Installation
and Upgrade Guide』を参照して下さい。

データベース接続のセットアップ

データベース接続を最初から作成するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata]
(メタデータ)を展開し、[DB Connections] (DB接続)を右クリックして[Create connection] (DB接続の
作成)を選択し、データベース接続セットアップウィザードを開きます。

ジョブで定義したデータベース接続パラメーターを一元管理するには、該当するデータベースコ
ンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in](組

み込み)に設定)で アイコンをクリックし、データベース接続セットアップウィザードを開きま
す。

既存のデータベース接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューから接続アイテ
ムを右クリックし、[Edit connection] (接続の編集)を選択してセットアップウィザードを開きます
。

ウィザードで接続の一般的なプロパティとパラメーターを定義します。

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)ツリービューの[Metadata] (メタデータ)ノードの下にデータ
ベース接続名として表示されます。
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2. 必要に応じて、オプションの[Purpose] (目的)および[Description] (説明)フィールドを入力しま
す。[Description] (説明)フィールドに入力した情報は、接続にマウスのポインターを移動する
と、ツールヒントとして表示されます。

3. 必要に応じて、接続の[Version] (バージョン)フィールドおよび[Status] (ステータス)フィール
ドを設定します。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プ
ロジェクト設定)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（426ページ）およびステータス管理（428ページ）を参照して下さい。

4. 必要に応じて、[Path] (パス)フィールドの横の[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 :

AS/400、HSQDB、Informix、Microsoft SQL、MySQL、Oracle、SAP HANA、Sybase、Te
radataなどのデータベース接続を作成する場合は、[Database Settings] (データベース設
定)エリアの[Additional parameters] (追加パラメーター)フィールドに追加の接続プロパ
ティを指定することができます。

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
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たはMicrosoft 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Ja
va 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下さい。

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、[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. [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、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。
Studioではインストールを自動化する複数のアプローチが提供されています。詳細は、『
Talend Installation and Upgrade Guide  』で、外部モジュールのインストール方法を説明してい
る章を参照して下さい。

3. 必要に応じて、データベースプロパティ情報を入力します。これでデータベース接続セットア
ップの最初の操作が完了しました。[Finish] (終了)をクリックして、接続セットアップウィザー
ドを閉じます。
新しく作成したデータベース接続は[Repository] (リポジトリ)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。

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11774
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11774
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11774
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11774
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テーブルスキーマの取得

セットアップしたデータベース接続からテーブルスキーマを取得するには、[Repository] (リポジト
リ)ツリービューで接続アイテムを右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (ス
キーマ情報の取得)を選択します。

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。

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。
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データベースオブジェクトのフィルタリング

[Select Filter Conditions] (フィルター条件の選択)エリアでは、[Use the Name Filter] (名前フィル
ターの使用)または[Use the Sql Filter] (SQLフィルターの使用)オプションを使用し、それぞれオブ
ジェクト名またはSQLクエリを使用してテーブルをフィルタリングできます。

名前に基づいてデータベーステーブルをフィルタリングするには、次の手順に従います。

1. [Select Filter Conditions] (フィルター条件の選択)エリアで[Use the Name Filter] (名前フィルター
の使用)オプションを選択します。

2. [Select Types] (タイプの選択)エリアで、フィルターまたは表示するデータベースオブジェクト
のチェックボックスをオンにします。

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。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すべてを取り出すには、フィルターに"%type"と入力しま
す。

5. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

6. [Next] (次へ)をクリックすると、ウィザードで新しいビューが開き、フィルタリングされたデー
タベースオブジェクトが表示されます。
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SQLクエリを使ってデータベースオブジェクトをフィルタリングするには、次の手順に従います。

1. [Select Filter Conditions] (フィルター条件の選択)エリアで[Use Sql Filter] (SQLフィルターの使
用)オプションを選択します。

2. [Set the Sql Filter] (SQLフィルターの設定)フィールドに、データベースオブジェクトのフィルタ
リングに使用するSQLクエリを入力します。

3. [Next] (次へ)をクリックすると、新しいビューが開き、フィルタリングされたデータベースオブ
ジェクトが表示されます。
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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。

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」を参照して下さい。

以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

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

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
削除して下さい。

詳細は、Talendヘルプセンター(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。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。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)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（389ペー
ジ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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。

https://help.talend.com
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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)ツリービューで[Metadata] (メタ
データ)を展開し、[DB Connections] (DB接続)を右クリックして[Create connection] (DB接続の作
成)を選択し、データベース接続セットアップウィザードを開きます。
ジョブで定義したデータベース接続パラメーターをJDBC接続として一元管理するには、該当
するデータベースコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパ

ティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設定)で アイコンをクリックし、データベース接続セッ
トアップウィザードを開きます。
既存のJDBC接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューから接続アイテムを右
クリックし、[Edit connection] (接続の編集)を選択してセットアップウィザードを開きます。

2. 接続の[Name] (名前)、[Description] (説明)など、スキーマ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（226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。
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4. 次のように接続情報を入力します。

• データベースサーバー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。
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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（425ペー
ジ）を参照して下さい。

5. ここで[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)ツリービューに表れ、いくつかのフォル
ダーが表示されます。保存したSQLクエリが入っている[Queries] (クエリ)、このDB接続に関連
付けられているすべてのスキーマをスキーマの取得時に集約した[Table schemas] (テーブルス
キーマ)などが含まれます。

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)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。



データ統合のメタデータを一元管理

238

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（231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、リポジトリファイルシステムにロードします。リ
ポジトリスキーマはこれらのテーブルに基づいたものとなります。

4. [Next] (次へ)をクリックします。次のウィンドウに表示される4つのパネルで作成するスキーマ
を定義できます。必要に応じてスキーマを編集します。

[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」を参照して下さい。

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。

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

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
削除して下さい。

詳細は、Talendヘルプセンター(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)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（389ペー
ジ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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)をインストールする必要があります。ライセンスの制
約により、Talendから特定のライブラリやドライバーを直接提供できない場合があります。
その場合、以降のセクションで紹介する接続ウィザードに情報が表示されるため、必要なラ
イブラリまたはドライバーを見つけてインストールすることができます。詳細は、『Talend
Installation and Upgrade Guide』を参照して下さい。

https://help.talend.com
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• 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。

SAS接続のセットアップ

手順

1. Talend Studioの[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードの下
にある[DB Connections] (DB接続)を右クリックして[Create connection] (DB接続の作成)を選択
し、[Database Connection] (データベース接続)ウィザードを開きます。

2. [Name] (名前)、[Description] (説明)など、接続の一般的なプロパティを入力し、[Next] (次へ)を
クリックして接続詳細を定義する新しいビューを開きます。
詳細は、データベース接続のセットアップ（226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)ツリービューの[DB
Connections] (DB接続)フォルダーの下に表示されます。この接続にはいくつかのサブフォル
ダーがあり、その中の[Table schemas] (テーブルスキーマ)には、スキーマの取得後、この接続
に関連するすべてのスキーマがグループ化されます。
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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（230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」を参照して下さい。

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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキー
マを設定する（42ページ）を参照して下さい。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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、すべ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つのステップのプロシージャでファイル接続とスキーマ定義が収集されま
す。

区切り記号付きファイル接続を最初から作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツリー
ビューで[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File Delimited] (区切り記号付きファイル)を
右クリックして、コンテキストメニューから[Create file delimited] (区切り記号付きファイル接続
の作成)を選択し、ファイルメタデータセットアップウィザードを開きます。

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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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 delimited] (区切り記号付きファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセット
アップウィザードを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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] (説明)フィー
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ルドに入力した情報は、ファイル接続にマウスのポインターを移動すると、ツールヒントとし
て表示されます。

2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定しま
す。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダ
イアログボックスでも管理することができます。詳細は、バージョン管理（426ページ）およ
びステータス管理（428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
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. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックし、ローカルホストまたはLANホストでファイルを探しま
す。
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2. [Format] (形式)で、ファイルが作成されたOSの形式を選択します。この情報は次の手順で
フィールドを自動入力するために使用されます。リストに適切な形式が含まれていない場合
は、無視します。

3. [File viewer] (ファイルビューワー)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、次の手順に進みます。

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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[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」を参照して下さい。

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。

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. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File
Delimited] (区切り記号付きファイル)接続ノードの下に新規スキーマが表示されます。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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] (レポジトリ)ツリービューで
[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[File positional] (固定長ファイル)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)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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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 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)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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のポインターを移動すると、ツールヒントとし
て表示されます。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定しま
す。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダ
イアログボックスでも管理できます。詳細は、バージョン管理（426ページ）およびステータ
ス管理（428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
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. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックし、ローカルホストまたはLANホストでファイルを探しま
す。

2. [Encoding] (エンコーディング)と[Format] (形式)で、ファイルが作成されたエンコーディングタ
イプとOSの形式を選択します。この情報は次の手順でフィールドを自動入力するために使用さ
れます。リストに適切な形式が含まれていない場合は、OS形式を無視します。
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ファイルがロードされ、[File Viewer] (ファイルビューワー)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すべて
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。
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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」を参照して下さい。

以下は、一般的に使用されているTalendデータ型です。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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)ツリービューの該当する[File regex] (正規表現ファイル)接続ノードの下
に新規スキーマが表示されます。定義したメタデータを[Repository] (リポジトリ)ツリービュー
から、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポー
ネントにドロップしてメタデータを再利用でき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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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 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)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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のポインターを移動すると、ツールヒントとし
て表示されます。

2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定しま
す。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダ
イアログボックスでも管理することができます。詳細は、バージョン管理（426ページ）およ
びステータス管理（428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 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を定義する

手順

1. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックし、ローカルホストまたはLANホストでファイルを探しま
す。

2. [Encoding] (エンコーディング)と[Format] (形式)で、ファイルが作成されたエンコーディングタ
イプとOSの形式を選択します。この情報は次の手順でフィールドを自動入力するために使用さ
れます。リストに適切な形式が含まれていない場合は、OS形式を無視します。

[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。

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。
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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。

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。



データ統合のメタデータを一元管理

259

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」を参照して下さい。

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)で一元化する
ことで、簡単に再利用できます。

選択するオプションに応じて、ウィザードでは入力ファイルまたは出力ファイルの接続を作成で
きます。ジョブでは、tFileInputXMLとtExtractXMLFieldのコンポーネントは、XMLファイルを読み
取るために作成された入力接続を使用し、tAdvancedFileOutputXMLは、XMLファイルを書き込む
ためか、既存のXMLファイルを更新するために作成された出力スキーマを使用します。

XMLファイルの読み取りの詳細は、入力ファイルのXMLメタデータの設定（260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（270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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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（270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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキー
マを設定する（42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 xml] (XMLファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザード
を開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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。

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。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定しま
す。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダ
イアログボックスでも管理できます。詳細は、バージョン管理（426ページ）およびステータ
ス管理（428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 XML]
(XMLファイル)ノードの下で、作成したばかりのファイル接続を格納するフォルダーを選択しま
す。既存の接続を編集している場合、フォルダーを選択することはできませんが、いつでも接
続をドラッグして新規フォルダーにドロップできます。

4. [Next] (次へ)をクリックして、メタデータのタイプを選択します。

メタデータのタイプ(入力)の設定

このタスクについて

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。



データ統合のメタデータを一元管理

262

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（263ページ）を参照して下さい。

この手順を説明するために使用される入力XMLファイルの例には、連絡先情報と次のような構造
が含まれます。

<contactInfo>
  <contact>
    <id>1</id>
    <firstName>Michael</firstName>
    <lastName>Jackson</lastName>
    <company>Talend</company>
    <city>Paris</city>
    <phone>2323</phone>
  </contact>
  <contact>
    <id>2</id>
    <firstName>Elisa</firstName>
    <lastName>Black</lastName>
    <company>Talend</company>
    <city>Paris</city>
    <phone>4499</phone>
  </contact>
  ...
</contactInfo>

XMLファイルをアップロードするには、次の手順に従います。

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。
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[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。

2. システムにより自動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエン
コーディングのタイプを入力します。

3. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実行されるカラムの数を入力します。すべてのカラ
ムに実行する場合は、「0」を入力します。

4. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマのパラメーターを定義します。

XSDファイルのアップロード

このタスクについて

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（262ペー
ジ）を参照して下さい。

XSDファイルはXMLファイルのスキーマを定義するために使用します。前述の例でのXMLファイ
ルの構造と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" elementFormDef
ault="qualified">
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  <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)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、次の手順に従います。

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。

http://www.w3.org/XML/Schema
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3. システムにより自動的に検出されない場合は、[Encoding] (エンコーディング)フィールドにエン
コーディングのタイプを入力します。

4. [Limit] (制限)フィールドに、XPathクエリが実行されるカラムの数を入力します。すべてのカラ
ムに実行する場合は、「0」を入力します。

5. [Next] (次へ)をクリックして、スキーマのパラメーターを定義します。

スキーマの定義

このタスクについて

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、次の4つのビューで構成されています。

ビュー 説明

[Source Schema] (ソーススキーマ) XMLファイルのツリービュー

[Target Schema] (ターゲットスキーマ) 抽出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+Space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。す
べ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。
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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。
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日付パターンを含むJavaデータ型の詳細は、「Java API Specification」を参照して下さい。

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。新しいファイル接続とそのスキーマが、[Repository] (リポジ
トリ)ツリービューの[File XML] (XMLファイル)ノードの下に表示されます。

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（260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)ツリービューでドラッグし
て、新規のtAdvancedFileOutputXMLコンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップす
るか、既存のコンポーネントにドロップしてメタデータを再利用できるようになりました。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit file xml] (XMLファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザード
を開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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（426ページ）およ
びステータス管理（428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 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（274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)フィールドの横にある[Browse...] (参照...)ボタンをク

リックし、XMLファイル(出力ファイルに適用される)にアクセスするパスを探し、ファイルをダ
ブルクリックします。
[File Viewer] (ファイルビューワー)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。すべてのカラ
ムに実行する場合は、「0」を入力します。

5. [Output File Path] (出力ファイルパス)エリアの[Output File] (出力ファイル)フィールドで、出力
ファイルへのパスを参照するか入力します。ファイルがまだ存在しない場合は、ジョブの実行
中にtAdvancedFileOutputXMLコンポーネントを使って作成されます。ファイルがすでに存在す
る場合は、上書きされます。

6. [Next] (次へ)をクリックし、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（272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)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)フィールドの横にある[Browse...] (参照...)ボタンをク

リックし、XSDファイル構造(出力ファイルに適用される)にアクセスするパスを探し、ファイル
をダブルクリックします。

3. 表示されるダイアログボックスの[Root] (ルート)リストで、XMLツリーのルートにするエレメン
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。すべてのカラ
ムに実行する場合は、「0」を入力します。

6. [Output File Path] (出力ファイルパス)エリアの[Output File] (出力ファイル)フィールドで、出力
ファイルへのパスを参照するか入力します。ファイルがまだ存在しない場合は、ジョブの実行
中にtAdvancedFileOutputXMLコンポーネントを使って作成されます。ファイルがすでに存在す
る場合は、上書きされます。

7. [Next] (次へ)をクリックし、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。

範囲... 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。
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範囲... 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、次の手順に従います。

• 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、次の手順に従います。

• 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、次の手順に従います。

• 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。
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範囲... 操作

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、次の手順に従います。

• 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。

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XSDファイルからXMLツ
リーを作成する

[Linker Target] (リンカーターゲット)エリアで、スキーマアイテムを右クリック
し、コンテキストメニューから[Import XML Tree] (XMLツリーのインポート)を選択
して、別のXMLファイルまたはXSDファイルをロードします。次に、ソースターゲ
ットのマッピングを手作業で作成し、出力スキーマを再度定義する必要がありま
す。

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。
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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。

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)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)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。
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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（281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（282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（284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（285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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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 Excel] (Excelファイルの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィザー
ドを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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（426ページ）およ
びステータス管理（428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 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. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックしてファイルを参照し、[File] (ファイル)フィールドに入力
します。
コンポーネントで定義済みのExcelファイル接続を保存する場合、既にファイルパスが[File]
(ファイル)フィールドに挿入されているため、この手順はスキップします。
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2. アップロードするファイルがExcel 2007ファイルの場合は、[Read excel2007 file format(xlsx)]
(Excel2007ファイル形式(xlsx)の読み込み)チェックボックスをオンにしていることを確認しま
す。 

3. デフォルトでは、ユーザーモードが選択されています。大規模なxlsxファイルをアップロ
ードした場合、[Generation mode] (生成モード)リストから[Less memory consumed for large
excel(Event mode)] (大規模エクセルでのモリ消費を抑える(イベントモード))を選択し、メモリ
不足エラーを防ぎます。

4. [File viewer and sheets setting] (ファイルビュー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。



データ統合のメタデータを一元管理

284

• [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すべての構造が組
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、ファイルのすべての行を解析する必要はありません。解析する行数を制限するには
、[Limit Of Rows] (行の制限)エリアで[Limit] (制限)チェックボックスをオンにし、希望する行数
を設定または選択します。

3. Excelファイルにヘッダー行が含まれる場合は、[Set heading row as column names] (先頭行をカ
ラム名に設定)チェックボックスをオンにしてヘッダーを設定します。[Refresh] (更新)をクリッ
クして、すべての変更を適用した結果をプレビューテーブルに表示します。
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4. [Next] (次へ)をクリックして、続行します。

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」を参照して下さい。

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。

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

3. [Finish] (終了)をクリックします。[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当する[File Excel]
(Excelファイル)接続ノードの下に新規スキーマが表示されます。

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。

警告 :

必要なサードパーティのモジュールが『 Talend Installation and Upgrade Guide  』の説明に
従ってインストールされていることを確認します。

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（426ページ）およ
びステータス管理（428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. [Browse...] (参照...)ボタンをクリックしてファイルを参照し、[File] (ファイル)フィールドに入力
します。
コンポーネントで定義されているLDIFファイル接続を保存する場合、すでにファイルパス
が[File] (ファイル)フィールドに入力されているため、この手順はスキップします。
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5. [File Viewer] (ファイルビューワー)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」を参照して下さい。

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た場合は、[Guess](推測)をクリックする
と変更が失われます。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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)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（292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（301ページ）を
参照して下さい。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)ノードを展開し、[File JSON]
(JSONファイル)を右クリックしてコンテキストメニューから[Create JSON Schema] (JSONスキーマ
の作成)を選択し、[New Json File] (新規JSONファイル)ウィザードを開きます。

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（301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)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
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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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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 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)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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（426ページ）およびス
テータス管理（428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 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。
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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JSON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。
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を定義する

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、次の4つのビューで構成されています。

ビュー 説明

[Source Schema] (ソーススキーマ) JSONファイルのツリービュー

[Target Schema] (ターゲットスキーマ) 抽出および繰り返し情報。
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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] (ファイルビューワー) 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。これには次の2つの方法があります
。

• 繰り返されるノードの絶対JsonPathまたはXPath式を入力する(式全体を入力するか、Ctrl
+Space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[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。

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 :

[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、選択したノードを繰り返す最大数を指定します。
3. [Source schema] (ソーススキーマ)のツリーから[Fields to extract] (抽出するフィールド)テーブル

の[Relative or absolute 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」を参照して下さい。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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（292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)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（389ページ）およびジョブ内にリポジトリスキーマを設定する（42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 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)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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（426ページ）およびス
テータス管理（428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 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。



データ統合のメタデータを一元管理

303

2. 出力メタデータを手動で作成するか、既存のJSONファイルをテンプレートとして作成するかを
選択します。
[Create manually] (手作業で作成)オプションを選択した場合、スキーマを手作業で設定し、ソー
スカラムとターゲットカラムをリンクする必要があります。出力JSONファイル/フィールド
は、tWriteJSONFieldなどのJSON出力コンポーネントを使用するジョブから生成されます。
この例では、既存のJSONファイルをロードして、出力メタデータを作成します。そのために
は、[Create from a file] (ファイルから作成)オプションを選択します。

3. [JSON File] (JSONファイル)フィールドの横にある[Browse...] (参照...)ボタンをクリックして、出
力JSONファイル/フィールドに適用されるJSONファイル構造のアクセスパスを参照し、ファイ
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。

範囲... 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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範囲... 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、次の手順に従います。

• 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、次の手順に従います。

• 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、次の手順に従います。

• 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。
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範囲... 操作

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。

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。
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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」を参照して下さい。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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ディレクトリに頻繁にアクセスする必要がある場合は、LDAPサーバー接続を[Repository] (リ
ポジトリ)ツリービューで一元化することで、簡単に再利用できます。

LDAP接続は、アクセス可能なLDAPディレクトリから作成したり、ジョブに定義済みのLDAP設定
を保存することで作成できます。

LDAP接続をアクセス可能なLDAPディレクトリから作成するには、まず[Repository] (レポジトリ)ツ
リービューで[Metadata] (メタデータ)を展開します。次に[LDAP]ツリーノードを右クリックして
、コンテキストメニューから[Create LDAP schema] (LDAPスキーマの作成)を選択し、[Create new
LDAP schema] (新規LDAPスキーマの作成)ウィザードを開きます。

ジョブで定義したLDAP接続とスキーマを一元化するには、該当するコンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビュー([Property Type] (プロパティタイプ)は[Built-in] (組み込み)に設

定)で アイコンをクリックし、[Create new LDAP schema] (新規LDAPスキーマの作成)ウィザード
を開きます。

DB接続ウィザードとは異なり、LDAPウィザードでは5ステップのプロシージャで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)ツリービューでドラッグし
て、新規コンポーネントとしてデザインワークスペースにドロップするか、既存のコンポーネン
トにドロップしてメタデータを再利用できるようになりました。

既存のファイル接続を変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続を右クリック
し、[Edit LDAP schema] (LDAPスキーマの編集)を選択して、ファイルメタデータセットアップウィ
ザードを開きます。

既存のファイル接続に新規スキーマを追加するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接
続を右クリックし、コンテキストメニューから[Retrieve Schema] (スキーマ情報の取得)を選択しま
す。

既存のファイルスキーマを編集するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでスキーマを右
クリックし、コンテキストメニューから[Edit Schema] (スキーマの編集)を選択します。

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。
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2. 必要に応じて、[Version] (バージョン)フィールドと[Status] (ステータス)フィールドを設定しま
す。リポジトリアイテムのバージョンとステータスは、[Project Settings] (プロジェクト設定)ダ
イアログボックスでも管理できます。詳細は、バージョン管理（426ページ）およびステータ
ス管理（428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、[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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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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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) 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。サードパーティモジュールのインストールについては、『Talend Installation
and Upgrade Guide』を参照して下さい。

LDAPディレクトリ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」を参照して下さい。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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• 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LDAPディレクトリが変更されたら、[Guess] (推測)ボタンを使って、スキー

マを再度生成します。ス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)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)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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プロパティ 説明

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。

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オンにして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。

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/storage-dotnet-shared-access-signature-part-1
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/storage-dotnet-shared-access-signature-part-1
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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)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)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（389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)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)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)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。

プロパティ 説明

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) を参照して下さい。

• [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) を参照して下さい。

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、Talend Components Reference
GuideまたはTalendヘルプセンター(https://help.t
alend.com)で、Google Driveにアクセスするため
のOAuthメソッドの説明を参照して下さい。

[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。

https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2#installed
https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2#installed
https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2#installed
https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2#serviceaccount
https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2#serviceaccount
https://developers.google.com/identity/protocols/OAuth2#serviceaccount
https://help.talend.com
https://help.talend.com
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プロパティ 説明

[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J
SON)

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。
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プロパティ 説明

• [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)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（389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)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)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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プロパティ 説明

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。
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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。

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)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。
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これで、作成したMarketo接続、または[Repository] (リポジトリ)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（389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)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)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)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。



データ統合のメタデータを一元管理

328

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。
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• 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。

• 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
クボックスをオンにします。

• [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)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
をオンにします。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オンにします。

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オンにします。

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。
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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オンにし、[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。



データ統合のメタデータを一元管理

331

新しく作成したSalesforce接続が、[Repository] (リポジトリ)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)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（389ページ）を参照して下さい。

Salesforceメタデータエントリを変更するには、[Repository] (リポジトリ)ツリービューでエントリ
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)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)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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プロパティ 説明

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。 この名前では大文字
と小文字が区別され、Snowflakeでは通常は大文字です。

[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。この名前では大文字と
小文字が区別され、Snowflakeでは通常は大文字です。

[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。この名前では大文字
と小文字が区別され、Snowflakeでは通常は大文字です。

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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プロパティ 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。

https://docs.snowflake.net/manuals/user-guide/security-access-control.html
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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)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)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（389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)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)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（336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（339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（341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)を選択します。

[...]ボタンをクリックして[Repository Content] (リポジトリの内容)ダイアログボックスを開
き、[Generic schemas] (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)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)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（435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」を参照して下さい。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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」を参照して下さい。

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。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)の横にある[...]ボタンをクリック
し、[Schema]スキーマダイアログボックスを開きます。

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)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。詳細は、
Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下さい。

選択するオプションに基づいて、入力XML、出力XML、受信XMLスキーマをウィザードで作成で
きます。後でTalendジョブにおいて、tMDMInputコンポーネントは定義された入力スキーマを使
い、XMLドキュメントに格納されているマスターデータを読み取ります。tMDMOutputは定義され
た出力スキーマを使い、XMLドキュメントのマスターデータに書き込むか既存のXMLドキュメン

https://help.talend.com
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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)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（435ページ）を参照して下さい。

4. [Next] (次へ)をクリックして、次の手順に進みます。
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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（379ページ）を参照して下さい。

7. [Next] (次へ)をクリックして、次の手順に進みます。
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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)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（351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からフェッチする値を設定するには、次の手順に
従います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、エンティティ値の
取得先となるMDM接続を右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Retrieve Entity] (エンティティの取得)を選択します。
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ダイアログボックスが表示されます。

3. [Input MDM] (MDMの入力)オプションを選択して入力XMLスキーマをダウンロードし、[Next]
(次へ)をクリックして次の手順に進みます。
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4. [Entities] (エンティティ)フィールドで、値の取得先となるビジネスエンティティ(XMLスキーマ)
を選択します。

[Name] (名前)フィールドに名前が自動的に表示されます。

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。

5. [Next] (次へ)をクリックし、次の手順に進みます。
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注 :

選択したエンティティのスキーマは、 [Source Schema] (ソーススキーマ)パネルに自動的
に表示されます。

ここでは、XMLスキーマの定義で有効にするパラメーターを設定できます。

スキーマのダイアログボックスは次の4つのパネルに分割されます。

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
ビューワー)

ロウデータのビューワー。
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6. [Xpath loop expression] (Xpathループ表現)エリアに、反復の適用先となるXML構造ノード
に至るXPathの絶対表現を入力します。または、ソーススキーマからターゲットスキーマ
のXpathフィールドにノードをドロップします。このリンクはオレンジ色になります。

注 :

[Xpath loop expression] (Xpathループ表現)フィールドは入力必須です。

7. 必要であれば[Loop limit] (ループ制限)を設定し、反復数をノードの数に制限できます。

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tMDMInputコンポーネントにより、異なるフィーチャーを
持つアイテムごとに新しい行が作成されます。

8. 抽出するフィールドを定義するには、該当するノードをソーススキーマから[Relative or
absolute XPath expression] (相対または絶対XPath表現)フィールドにドロップします。
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注 :

[+]ボタンを使って行をテーブルに追加し、抽出するフィールドを必要な数だけ選択しま
す。CtrlキーまたはShiftキーを押して、グループ化されたノードや個別のノードを複数選
択し、テーブルにドロップします。

9. 必要であれば、取得された各カラムの名前を[Column name] (カラム名)フィールドに入力しま
す。

注 :

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、その他のリンクはすべて灰色になります。

10.[Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するMDM接続の下にリ
ストされます。

作成したスキーマを変更するには、次の手順に従います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)とTalend MDMを展開し、変更
するスキーマを参照します。

2. スキーマ名を右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Entity] (エンティティの編集)を選択
します。
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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」を参照して下さい。

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。

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。

出力MDMスキーマの定義

このセクションでは、出力MDM XMLスキーマを定義してダウンロードする方法について説明して
います。入力MDM XMLスキーマを定義してダウンロードする方法については、接続のセットアッ
プ（343ページ）を参照して下さい。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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特定のMDM接続にリンクしているエンティティに書き込む値を設定するには、次の手順に従いま
す。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、エンティティ値を
書き込む対象のMDM接続を右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Retrieve Entity] (エンティティの取得)を選択します。

ダイアログボックスが表示されます。

3. [Output MDM] (MDMの出力)オプションを選択して出力XMLスキーマを定義し、[Next] (次へ)を
クリックして次の手順に進みます。
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4. [Entities] (エンティティ)フィールドで、値の書き込み先となるビジネスエンティティ(XMLス
キーマ)を選択します。

[Name] (名前)フィールドに名前が自動的に表示されます。

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。

5. [Next] (次へ)をクリックして、次の手順に進みます。

注 :

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。

6. [Schema Management] (スキーマ管理)をクリックし、ダイアログボックスを表示します。

7. 必要な変更を加え、選択したエンティティに書き込むXMLスキーマを定義します。
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[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。

8. [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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9. [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。

注 :

書き込むフィールドは、フィールドを選択し、上下の矢印を使って優先順位を設定でき
ます。

10.[Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するMDM接続の下にリ
ストされます。

作成したスキーマを変更するには、次の手順に従います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)とTalend MDMを展開し、変更
するスキーマを参照します。

2. スキーマ名を右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Entity] (エンティティの編集)を選択
します。

ダイアログボックスが表示されます。
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3. 必要であればスキーマを変更します。

スキーマの名前は必要に応じて変更できます。また、スキーマパネルでスキーマの構造のカス
タマイズも可能です。ツールバーを使って、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。

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。

これで、MDM出力接続(tMDMOutput)は任意のジョブにドロップできるようになりました。

受信MDMスキーマの定義

このセクションでは、MDM接続を基にして受信MDM XMLスキーマを定義する方法について説明し
ています。

特定のMDM接続に基づいて受信するXMLスキーマを設定するには、次の手順に従います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)を展開し、エンティティ値の
取得先となるMDM接続を右クリックします。

2. コンテキストメニューで[Retrieve Entity] (エンティティの取得)を選択します。

ダイアログボックスが表示されます。
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3. [Receive MDM] (MDMの受信)オプションを選択して受信XMLスキーマを定義し、[Next] (次へ)を
クリックして次の手順に進みます。

4. [Entities] (エンティティ)フィールドで、XMLスキーマの受信先とするビジネスエンティティ(XM
L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。

注 :



データ統合のメタデータを一元管理

358

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。

5. [Next] (次へ)をクリックし、次の手順に進みます。

注 :

選択したエンティティのスキーマは、 [Source Schema] (ソーススキーマ)パネルに表示さ
れます。

ここでは、XMLスキーマの定義で有効にするパラメーターを設定できます。

スキーマのダイアログボックスは次の4つのパネルに分割されます。

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。
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パネル 説明

[File viewer] (ファイル
ビューワー)

ロウデータのビューワー。

6. [Xpath loop expression] (Xpathループ表現)エリアに、反復の適用先となるXML構造ノード
に至るXPathの絶対表現を入力します。または、ソーススキーマからターゲットスキーマ
のXpathフィールドにノードをドロップします。このリンクはオレンジ色になります。

注 :

[Xpath loop expression] (Xpathループ表現)フィールドは入力必須です。

7. 必要であれば[Loop limit] (ループ制限)を定義し、反復を1つ以上のノードに制限できます。

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。

8. 受信するフィールドを定義するには、該当するノードをソーススキーマから[Relative or
absolute XPath expression] (相対または絶対XPath表現)フィールドにドロップします。
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注 :

[+]ボタンを使って行をテーブルに追加し、抽出するフィールドを必要な数だけ選択しま
す。CtrlキーまたはShiftキーを押して、グループ化されたノードや個別のノードを複数選
択し、テーブルにドロップします。

9. 必要であれば、受信した各カラムの名前を[Column name] (カラム名)フィールドに入力します。

注 :

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、その他のリンクはすべて灰色になります。

10.[Finish] (終了)をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。

新規作成したスキーマが、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの該当するMDM接続の下にリ
ストされます。

作成したスキーマを変更するには、次の手順に従います。

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで[Metadata] (メタデータ)とTalend MDMを展開し、変更
するスキーマを参照します。

2. スキーマ名を右クリックし、コンテキストメニューで[Edit Entity] (エンティティの編集)を選択
します。

ダイアログボックスが表示されます。
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3. 必要であればスキーマを変更します。

スキーマの名前は必要に応じて変更できます。また、スキーマパネルでスキーマの構造のカス
タマイズも可能です。ツールバーを使って、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」を参照して下さい。

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。

これで、MDM出力接続(tMDMReceive)は任意のジョブにドロップできるようになりました。

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/index.html
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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)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（362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（367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（367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)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)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（362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)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。

ポート名と操作の定義

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
に格納されている場合は[Browse...] (参照)ボタンをクリックして、ディレクトリを参照します。

2. [Refresh] (更新)ボタンをクリックして、利用可能なポート名と操作のリストを取得します。
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3. [Port Name] (ポート名)ゾーンで、使用するポート名(この例ではcountrySoap12)を選択します。
4. [Operation] (操作)ゾーンで、実行する操作を選択します。

この例ではGetCountryByCountryCode(parameters):string を選択し、特定の国コードの国名
を取得します。

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、操作の実行に
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)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)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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作成した接続はすべて[Repository] (リポジトリ)ビューのFTPサーバー接続ノードの下に表示されま
す。

接続メタデータは、この[Repository] (リポジトリ)からデザインワークスペースにドロップできま
す。ダイアログボックスが開き、ジョブで使用するコンポーネントを選択できます。

ワークスペースにメタデータをドロップする方法の詳細は、一元管理されたメタデータをジョブ
内で使用する（389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、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[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（451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パースペクティブの[Repository] (リポジトリ)ツリービューにあ
る[Metadata] (メタデータ)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ストラクチャー、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 User Guide』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
すべてのメタデータ接続(ファイル、データベース、またはTalend MDMなど)について、接続の詳
細をリポジトリの新しいコンテキストグループにエクスポートして、別の接続や別のジョブで再
利用するか、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。

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（62ペー
ジ）を参照して下さい。



データ統合のメタデータを一元管理

383

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（62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)ツリービューに接続とスキーマのメタデータを格納
することをお勧めします。データベース、ファイル、システムへの接続を始め、確立された接続
が[Metadata] (メタデータ)ノードの下にある各種フォルダーにグループ化されます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューで接続やスキーマを一元化する場合は、さまざまなウィ
ザードを利用できます。[Metadata Manager] (メタデータマネージャ)ウィザードの詳細は、データ
ベースメタデータの一元管理（225ページ）を参照して下さい。

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

手順

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

2. 該当する接続やスキーマをデザインワークスペースにドロップします。

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、次のいずれかの操作を実行
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)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。

ルーチンはすべて、[Repository] (リポジトリ)ツリービューの[Code] (コード) > [Routines] (ルーチ
ン)の下に保存されます。

システムルーチンの詳細は、システムルーチンへのアクセス（391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（394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)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、デフォルトですべての
ルーチンが設定されています。必要に応じて、ツールバーを使用してルーチンを削除でき
ます。

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には、複数のルーチンまたは関数が含まれていま
す。開くクラスをダブルクリックします。

クラス内のすべてのルーチンまたは関数は、記述的なテキストとそれに続く対応するJavaコードで
構成されています。[Routines] (ルーチン)ビューでは、スクロールバーを使用してさまざまなルー
チンを参照できます。または、代わりに、

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（394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、コンテンツのすべてまたは一部をコ
ピーするルーチンを見つけます。

5. ワークスペースで、コードのすべてまたは一部を選択し、Ctrl+Cを使用してそれをコピーしま
す。

6. タブをクリックしてユーザールーチンにアクセスし、Ctrl+Vを押してコードを貼り付けます。
7. 必要に応じてコードを変更し、Ctrl+Sを押して保存します。

タスクの結果

入力および出力パラメータの詳細がわかるような記述的なテキスト(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)ツリービューの[Code] (コード) > [Routines] (ルーチ
ン)の下に保存されます。ルーチンを編成して任意のジョブ内で容易に呼び出せるよう、フォル
ダーを追加できます。

新しいユーザールーチンを作成するには、次の手順に従います。

手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Code] (コード)を展開し、[Routines] (ルーチン)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)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すべてまた
は一部をコピーしてユーザールーチンで使用し、ニーズに従ってコードを適合させるこ
とができます。ルーチンのカスタマイズ方法の詳細は、システムルーチンのカスタマイ
ズ（392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すべてのルーチンは、読み取り専用です。

ユーザールーチンを編集するには、次の手順に従います。

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（392ページ）を参照して下さい。

ユーザールーチンライブラリの編集

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
ラリを編集できます。これらの外部ライブラリファイルは、モジュールと同様に、現在のS
tudio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 Installation and Upgrade Guide』を参照して下さい。

インポートされたライブラリの.jarファイルは、現在のStudioのライブラリファイルにもリストさ
れます。

ユーザールーチンライブラリを編集するには、次の手順に従います。

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に保存
します。

2. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、[Code] (コード) > [Routines] (ルーチン)を展開しま
す。

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をインストールした場合は、[Input a
library's name] (ライブラリの名前の入力)フィールドにライブラリファイルのフルネームを入
力します。
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• ライブラリファイルをローカルディレクトリに保存した場合は、[Browse a library file] (ラ
イブラリファイルの参照)オプションを選択し、[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。
ライブラリファイルは現在のStudioのライブラリフォルダーにインポートされ、同じS
tudio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 Installation and Upgrade Guide』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（25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)ツリービューの[Routines] (ルーチン)フォルダーに保存されたすべての
ルーチンにアクセスするには、ジョブで使用されるいずれかの[Talend]コンポーネントの[Basic
settings] (基本設定)ビューの任意のフィールドでTalend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を参照してファイルを見つけます。

4. 次のように、ファイル拡張子以外を二重引用符で囲みます。"D:/Input/customer".txt

5. 閉じ引用符とファイル拡張子の間にプラス記号(+)を追加します。
6. Ctrl+Spaceを押してすべてのルーチンのリストを開き、表示された自動完了リスト

でTalendDate.getDate]を選択して、現在日を取得できるTalendルーチンを使用します。
7. 必要に応じて、デフォルトで提供されている日付の形式を変更します。
8. getDate変数の次にプラス記号(+)を入力してルーチン呼び出しを完成させ、ファイル拡張子を

二重引用符で囲みます。
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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、特にシーケンス、ランダム、10進数(convertImplie
dDecimalFormat)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 con
verted)

3つのルーチン、sequence、resetSequence、および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.printIn(Numeric.sequence("s1",1,1)); 
System.out.printIn(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.printIn(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](リレーショナル)クラスには、複数のルーチンが含まれます。
代表的なルーチンは次のとおりです。

ルーチン 説明 構文

ISNULL 提供された変数がnull値であるかどうか
を確認します。

値がNullならtrue (真)が返され、値がNull
以外ならfalse (偽)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。

文字列処理ルーチン

StringHandling (文字列処理)ルーチンでは、Javaメソッドに基づいて英数字式に対して多種多様な
操作とテストを実行できます。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下の[StringHandling] (文字列処理)を
ダブルクリックします。[StringHandling] (文字列処理)クラスには、次のルーチンが含まれます。

ルーチン 説明 構文

ALPHA 式がアルファベット順
に配置されているかど
うかを確認します。結
果に応じてtrueまたは
falseのBoolean値を返しま
す。

StringHandling.ALPHA("string to be checked")

IS_ALPHA 式にアルファベット文
字のみが含まれるか、
そうでないかを確認しま
す。結果に応じてtrueまた
はfalseのBoolean値を返し
ます。

StringHandling.IS_ALPHA("string to be
checked")

CHANGE 文字列のエレメントを定義
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 文字列内でサブストリング
が出現した回数を返しま
す。

StringHandling.COUNT("string to be checked",
"substring to be counted")

DOWNCASE 式内のすべての大文字を小
文字に変換し、新しい文字
列を返します。

StringHandling.DOWNCASE("string to be
converted")

UPCASE 式内のすべての小文字を大
文字に変換し、新しい文字
列を返します。

StringHandling.UPCASE("string to be
converted")

DQUOTE 式を二重引用符で囲みま
す。

StringHandling.DQUOTE("string to be enclosed
in double quotation  marks")

EREPLACE 特定の古い文字列内の特定
の正規表現に一致するすべ
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)
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ルーチン 説明 構文

TRIM 文字列の空白以外の1文字
目の前および空白以外の最
後の文字の後にあるスペー
スとタブを削除し、新しい
文字列を返します。

StringHandling.TRIM("string to be checked")

BTRIM 文字列の空白以外の最後の
文字の後にあるスペースと
タブをすべて削除し、新し
い文字列を返します。

StringHandling.BTRIM("string to be checked")

FTRIM 文字列の空白以外の1文字
目の前にあるスペースとタ
ブをすべて削除し、新しい
文字列を返します。

StringHandling.FTRIM("string to be checked")

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、すべての文字をカウ
ントします。

StringHandling.SUBSTR(string, start, length)

• [string] (文字列): 検索する文字列。

• [start] (開始): カウントを開始する文字列の位置。

• [length] (長さ): 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] (文字列): 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] (文字列): 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] (長さ): 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。
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ルーチン 説明 構文

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] (長さ): 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。

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] (文字列): 検索する文字列。

• [search_value]: 検索する文字セット。

• [start] (開始): 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] (出現): 検索する出現。

例: StringHandling.INSTR("Talend Technology",
"e", 3, 2)上記の場合、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.printIn(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.printIn(StringHandling.IS_ALPHA("ab33cd"));

確認結果としてBboolean値を返します。
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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.printIn(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。

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.printIn(StringHandling.INDEX("hello world!", "hello"));
System.out.printIn(StringHandling.INDEX("hello world!", "world")); 
System.out.printIn(StringHandling.INDEX("hello world", "!")); 
System.out.printIn(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.printIn(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。
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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、チェーンの先頭から空白文字を削除で
きます。

System.out.printIn(StringHandling.FTRIM("  Hello world  "));

ルーチンは、先頭から削除された空白文字を含む文字列を返します。

TalendDataGeneratorルーチン

TalendDataGeneratorルーチンは、一連のテストデータを生成できる機能です。それら
は、Talendが提供する、名、姓、住所、都市、州の架空のリストに基づきます。これらのルーチ
ンは、一般に、tRowGeneratorを使用したジョブの開発時に、たとえば、本番データまたは会社の
データの使用を避けるために使用されます。

ルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下のTalend[Talend DataGenerator]をダブルク
リックします。

ルーチン 説明 構文

getFirstName 架空のリストからランダムに取得
した名を返します。

TalendDataGenerator.getFirstName()

getLastName 架空のリストからランダムに取得
した姓を返します。

TalendDataGenerator.getLastName()

getUsStreet 共通の米国のストリート名のリス
トからランダムに取得した住所を
返します。

TalendDataGenerator.getUsStreet()

getUsCity 米国の都市のリストからランダ
ムに取得した都市の名前を返しま
す。

TalendDataGenerator.getUsCity()

getUsState 米国の州のリストからランダムに
取得した州の名前を返します。

TalendDataGenerator.getUsState()

getUsStateId 米国の州に属性付けされたIDのリス
トからランダムに取得したIDを返し
ます。

TalendDataGenerator.getUsStateId()

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。
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TalendGeneratorRoutinesを変更することで、架空のデータをカスタマイズできます。ルーチンの
カスタマイズ方法の詳細は、システムルーチンのカスタマイズ（392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.printIn(TalendDataGenerator.getFirstname();
System.out.printIn(TalendDataGenerator.getLastname(); 
System.out.printIn(TalendDataGenerator.getUsCity(); 
System.out.printIn(TalendDataGenerator.getUsState();
System.out.printIn(TalendDataGenerator.getUsStateId();
System.out.printIn(TalendDataGeneraor.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。

TalendDateルーチン

TalendDateルーチンでは、さまざまな種類の操作を実行し、日付式の形式について確認できます
。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下のTalend Date]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("String date
initiale", "format Date - eg.: yyyy/
MM/dd", whole 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
のすべての部分を比較します。
日付が同一の場合は0を、最初の
日付が早い場合は-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")
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ルーチン 説明 構文

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()

getDate 指定された形式(オプション)で
現在の日付と時間を返します
。この文字列には、固定文字列
または日付にリンクされた変数
を含めることができます。デフ
ォルトでは、文字列はDD/MM/
CCYY形式で返されます。

TalendDate.getDate("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 parsed")

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")
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ルーチン 説明 構文

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] (日付): 文字列に変換する日付の値。

• [format] (形式): 戻り値の形式を定義する文字列。

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] (文字列): 日付/時刻のデータ型に変換する文
字列。

• [format] (形式): 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は、stringの値を 日
付形式MM/dd/yyyy HH:mm:ss.SSS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。
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ルーチン 説明 構文

ADD_TO_DATE 日時の値の一部に指定の数量を
追加し、ユーザーが機能に渡す
日付と同じ形式で日付を返しま
す。

TalendDate.ADD_TO_DATE(date, format,
amount)

• [date] (日付): 変更する日付の値。

• [format] (形式): 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] (数量): 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(Talen

dDate.getCurrentDate(), "YY", 1)はTue Apr

24 14:26:03 CST 2018を返します。

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.printIn(TalendDate.format("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.printIn(TalendDate.isDate("2010-02-09 00:00:00","yyyy-MM-dd 
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HH:mm:ss"));

Bboolean値が[Run] (実行)ビューに返されます。

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.printIn(TalendDate.compareDate(new Date(),
TalendDate.parseDate("yyyy-MM-dd", "2010/11/24", "yyyy-MM-dd"));

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.printIn(TalendDate.formatDate("yyyy/MM/dd HH:mm:ss",new Date ()));
System.out.printIn(TalendDate.setDate(newDate(),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.printIn(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。



ルーチンの使用

413

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.printIn(D.toString());
System.out.printIn(TalendDate.getPartofDate("DAY_OF_MONTH", D));
System.out.printIn(TalendDate.getPartOfDate("MONTH", D));
System.out.printIn(TalendDate.getPartOfDate("YEAR", D));
System.out.printIn(TalendDate.getPartOfDate("DAY_OF_YEAR", D)):
System.out.printIn(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。返される日付はすべて、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.printIn(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。
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TalendStringルーチン

TalendStringルーチンでは、英数字式に対してさまざまな操作を実行できます。

これらのルーチンにアクセスするには、systemフォルダーの下のTalend[Talend String] をダブルク
リックします。TalendStringクラスには、次のルーチンが含まれます。

ルーチン 説明 構文

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")

getAsciiRandom
String

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.printIn(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。
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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.printIn(TalendString.talendTrim("**talend open studio****",
'*', -1));
System.out.printIn(TalendString.talendTrim("**talend open studio****",
'*', 1)); 
System.out.printIn(TalendString.talendTrim("**talend open studio****",
'*',0));

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.printIn(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。



ルーチンの使用

416

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] (値): 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): 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] (結果): 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,Str
ing>();
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。

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、次の手順に従います。

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すべて含んでいるXMLファイルが生成されます。

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

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 Installation and Upgrade
Guide』を参照して下さい。

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。
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、使用し

たいコンパイラーのコンプライアンスレベルを選択し、[OK]をクリックします。
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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。

• 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

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。

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（109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。

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。
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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、[OK]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、ジョブとルート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。

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
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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、[OK]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)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オンにします。
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すべて同時に更新する場合は、[Select all
subjobs] (すべてのサブジョブを選択)をクリックします。

• 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。
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• 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. [OK]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。

[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)ビュー内の[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、ジョブのバージョン管理（142ページ）およびバージョン管
理（426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。
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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、[OK]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（438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]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。

• 変換ファイルは 必要に応じて変更できます。 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、そこ
で直接XMLコードを変更して下さい。

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)ツリービューで、バージョンを管理するアイテムが含まれているノー
ドを展開し、そのアイテムのチェックボックスをオンにします。
選択されたアイテムが右の[Items] (アイテム)リストに表示されます。その横の[Version] (バー
ジョン)カラムには現在のバージョンが、[New Version] (新規バージョン)カラムには設定された
新しいバージョンがそれぞれ表示されます。

4. 必要に応じて変更します。

• [Options] (オプション)エリアで[Change all items to a fixed version] (すべてのアイテムを一定
のバージョンに変更)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すべて同時に更新する場合は、[Select all
dependencies] (すべての依存性を選択)をクリックします。

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

• アイテムの各バージョンを高くするには、[Update the version of each item] (各アイテムの
バージョンの更新)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
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バージョン1.0が1.1に更新されます。このチェックボックスをオンにすると、父親ジョ
ブ1.0は、更新が完了した時の最新バージョン(バージョン1.1など)ではなく、引き続き子ジ
ョブ1.0を使用します。

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。tRunJobについては、 Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)を参照して下
さい。

5. [OK]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 :  バージョン管理の詳細は、ジョブのバージョン管理（142ページ）を参照して下さい。

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。

https://help.talend.com
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3. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ステータスを管理するアイテムが含まれているノー
ドを展開し、そのアイテムのチェックボックスをオンにします。
選択されたアイテムが右の[Items] (アイテム)リストに表示されます。その横の[Status] (ステー
タス)カラムには現在のステータスが、[New Status] (新規ステータス)カラムには設定された新
しいステータスがそれぞれ表示されます。

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

5. 変更を取り消す場合は、[Revert] (戻す)をクリックします。
6. アイテムの各ステータスを高くするには、[Update the Status of each item] (各アイテムのステー

タスの更新)チェックボックスをオンにし、手動で変更します。
7. [Apply] (適用)をクリックして変更を適用し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま

す。

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（435ページ）を参照して下さい。
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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、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じま
す。

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

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。

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、統計およびログの使用を自動化
する（101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。
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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)にデータベース接続情報を格納することができます。[Property
Type] (プロパティタイプ)を[Repository] (リポジトリ)に設定し、関連する接続メタデータを参照し
て取得します。フィールドへの入力が自動的に完了します。

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

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

Log4jの設定

このタスクについて

Talend Studioには、ランタイムにログを提供するApacheログユーティリティのlog4jが含まれま
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フィーチャー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、すべ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] (ルートロガー)セクションに移動し、[root]ノードの[priority] (優先
度)エレメントの[value] (値)属性を[debug] (デバッグ)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（157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。

http://wiki.apache.org/logging-log4j/Log4jXmlFormat
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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)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名前、目的、説明、作成
者、バージョン、ステータスといった情報データが収集されます。ほとんどのプロパティはフ
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。
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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。
[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、[OK]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。

4. [Project Settings] (プロジェクト設定)ダイアログボックスで[Apply] (適用)をクリックして変更を
確定し、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
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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、ビューはすべてTalend Studio特
有のものです。[Show View] (ビューの表示)ダイアログボックスにリスト表示されるビュ
ーの一部はEclipse特有のもので、このドキュメンテーションでは説明していません。
ビューの詳細は、Eclipseオンラインドキュメンテーション(http://www.eclipse.org/docum
entation/)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、要件に基づいて[Palette] (パレット)のレイアウトや位置を変更できます。次の
セクションでは、[Palette] (パレット)で実行できる管理オプションを説明しています。

パレットを表示または非表示にし、位置を変更する

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[パレット]ビューを有効にするには、[Window] (ウィンド
ウ)メニュー > [Show View...] (ビューの表示...) > [General] (一般設定) > [Palette] (パレット)の順にク
リックします。

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。

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。

http://www.eclipse.org/documentation/
http://www.eclipse.org/documentation/
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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（439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（423ページ）を参照して下さい。

Talend Exchangeから、または開発環境からパレットにコンポーネントを追加する場合の詳細
は、Talendコミュニティコンポーネントのダウンロード/アップロード（83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)（455ページ）を参照して
下さい。

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。
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これを行うには、次の手順に従います。

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すべ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、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にあるパネルはすべて、必要に応じて自由に移動できます。

必要な操作は、パネルやタブの上境界線をクリックし、マウスボタンでそのパネルをターゲット
の場所にドラッグするだけです。マウスを放すとパネルの位置が変更します。
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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（442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。

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

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)タブと[Scheduler] (スケジューラ)タブ(非推奨)は、 [Component] (コンポーネ
ント)タブ、[Logs] (ログ)タブ、[Run Job] (ジョブの実行)タブと同じタブシステムに配置されます。



付録

443

両方のビューとも、デザインワークスペースで開いているアクティブまたは非アクティブのジョ
ブとは独立しています。

[Error Log] (エラーログ)タブ、[Navigator] (ナビゲーター)タブ、[Job Hierarchy] (ジョブ階層)タ
ブ、[Problems] (問題)タブ、[Modules] (モジュール)タブ、[Scheduler] (スケジューラ)タブ(非推奨
)など、一部の設定タブはデフォルトで非表示になっています。[Window] (ウィンドウ) > [Show
view] (ビューの表示)を選択し、開いたダイアログボックスで該当するノードを展開して、表示す
る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。

Repository (リポジトリ)ツリービューにリストされているエントリのフィル
タリング

Talend Studioでは、[Repository] (リポジトリ)ツリービューにリストするノード、ジョブ、アイテ
ムを選択できます。

[Repository] (リポジトリ)ツリービューは、ジョブ名、ジョブステータス、ジョブやアイテムを作
成したユーザー別にフィルタリングできます。あるいは、ビューで表示または非表示にするノー
ドやアイテムの横のチェックボックスをオンに、またはオフにする方法もあります。また、複数
のフィルタ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] (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. [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、アイテムをすべてリストさせる場
合は、アイコン をクリックするだけです。これにより、アイコンに付加されている緑
の[+]記号が赤の[-]記号( )に変わります。

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)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、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。
該当するユーザーによって作成されたジョブやアイテムがツリービューに一切表示されなくな
ります。
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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、アイテムをすべてリストさせる場
合は、アイコン をクリックするだけです。これにより、アイコンに付加されている緑
の[+]記号が赤の[-]記号( )に変わります。

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。



付録

448

2. 選択されたステータスのジョブをすべて非表示にする場合は、[Filter By Status] (ステータス別
にフィルタリング)エリアで、ステータスタイプの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、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。
該当するステータスを持つジョブがツリービューに一切表示されなくなります。

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、アイテムをすべてリストさせる場
合は、アイコン をクリックするだけです。これにより、アイコンに付加されている緑
の[+]記号が赤の[-]記号( )に変わります。

表示するリポジトリノードを選択する

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Integrationパースペクティブで 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. [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すべてのジョ
ブ、[SQL Templates] (SQLテンプレート)ノードの下にリストされているフォルダーのうち3つ
と、[Metadata] (メタデータ)ノードの下に表示されているメタデータアイテムのうち1つをツ
リービューに表示します。

3. [OK]をクリックし、変更を確定してダイアログボックスを閉じます。
該当するチェックボックスをオンにしたノードやフォルダーのみツリービューに表示されます
。

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
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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（443ページ）を参照して下さい。

Talend Studioの環境設定

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

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

次のセクションでは、環境設定として定義できる設定について説明しています。

最初に、Talend ESB StudioTalend Studio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 [Talend]
ノードをクリックします。

2. デフォルトのディレクトリが正しいパスを表示しない場合は、[Java interpreter] (Javaインター
プリター)フィールドにパスを入力します。
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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オンにして、Talend Studioデザインワークスペースの使用をカス
タマイズします。

Nexus接続の環境設定(Talend > Nexus)

このタスクについて

Talend StudioとNexusサーバー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Nexusサーバー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Nexusサーバーにパブリッシュ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]ノードを展開し、[Nexus]をクリックして、該当するビューを表示します。

3. [Timeout for nexus connection (ms)] (Nexus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Nexus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、[OK]をクリックして設定を確定して、[Property
Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを閉じます。

タスクの結果

Nexusのインストールと設定の詳細は、『Talend Installation and Upgrade Guide』を参照して下さ
い。

Nexusサーバー更新の環境設定(Talend > Nexus > Libraries)

このタスクについて

Talend Studioの環境設定を定義して、Nexus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。

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]、[Nexus]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、環境設定を定義します。

• [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、[OK]をクリックして設定を確定して、[Property

Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを閉じます。

タスクの結果

Nexusのインストールと設定の詳細は、『Talend Installation and Upgrade Guide』を参照して下さ
い。
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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。

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、です。http://loca
lhost:8040/bonita.

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

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)

Integration のTalend Studioパースペクティブで使用するカスタムコンポーネントを作成して開発
することができます。

ユーザーコンポーネントの作成と開発については、 Talendヘルプセンター(https://help.t
alend.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)（456ページ）を参照し
て下さい。

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。

https://help.talend.com
https://help.talend.com
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2. [User component folder] (ユーザーコンポーネントフォルダー)に、Studioの[Palette](パレット)に
追加するカスタムコンポーネントを含むフォルダーへのパスを入力するか、参照して探しま
す。
Studioの[Palette](パレット)にインポートするには、カスタムコンポーネントは、自分で定義し
たコンポーネントフォルダーのルートにある別のフォルダーに保存されていなければなりませ
ん。

3. [Apply] (適用)をクリックして、[OK]をクリックし、環境設定を有効にしてダイアログボックス
を閉じます。
Studioが再起動し、外部コンポーネントが[Palette] (パレット)に追加されます。

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)（455ページ）を参照して下さい。

特定のコンポーネント設定を変更するには、次の手順に従います。

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

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

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オンにします。詳細は
、ジョブへのコンポーネントの追加（28ページ）を参照して下さい。

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

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。
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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（144ページ）およ
び[Documentation] (ドキュメンテーション)タブ（49ページ）を参照して下さい。

Exchangeの環境設定(Talend > Exchange)

このタスクについて

Talend Studioで、Talendコミュニティの一部である Talend Exchangeへの接続に関連する環境設定
を定義できます。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エクステンションへのアッ
プデートがある場合、デフォルトで、アップデートがあることを通知するダイアログボック
スが表示されます。コミュニティエクステンションのアップデートを頻繁に確認し、次回
からこのダイアログボックスを表示したくない場合は、[Notify me when updated extensions
are available] (エクステンションのアップデートを通知する)をオフにします。

タスクの結果

Talendコミュニティへの接続については、入門ガイドを参照して下さい。 コミュニティエクステ
ンションの詳細は、Talendコミュニティコンポーネントのダウンロード/アップロード（83ペー
ジ）を参照して下さい。

デフォルトでのコードの追加(Talend > Import/Export)

このタスクについて

ジョブのコードの最初と最後にデフォルトでコードを追加できます。

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、[Shell Setting] (シェ
ルの設定)をクリックして該当するビューを表示します。

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

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。
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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]、[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] (ロケーション)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。

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)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、[OK]をクリックして設定を確定して、[Property
Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを閉じます。
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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は、 Talendヘ
ルプセンター(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

Talend Studioでは、言語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、[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、[OK]をクリックして変更を有効にし、[Preferences] (環境設定)ダイ
アログボックスを閉じます。

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

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。

https://help.talend.com
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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
をオンにします。このチェックボックスをオンにしておけば、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の用途に応じてパフォーマンスの環境設定を行うことができます。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、[Performance] (パフォーマンス)をクリックして、リポジトリの更新の
環境設定を表示します。



付録

463

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の用途に応じて、次のようにパフォーマンスの環境設定を定義します。

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

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

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)チェックボックスをオフにします。

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

• ジョブまたは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、 (ジョブまたはジョブレットの更新時に最終バージョンのみチェック)チェックボックス
をオンにします。
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• リポジトリコンテキストに変数の変更を反映するには、[Propagate add/delete variable
changes in repository contexts] (変数の追加/削除の変更をリポジトリコンテキストに反映)を
選択します。

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

• 新規ジョブの作成時にすべてのユーザールーチンをジョブの依存性に追加するには、[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オンにします。

• [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、コー
ドが生成されたらTalend Studioにソースコードのフォーマッティングを停止させる秒数を指
定します。たとえば、[Designer] (デザイナー)ビューから[Code] (コード)ビューに切り替える
とき、または、ジョブをビルドするときです。0よりも大きい整数を指定して下さい。タイ
ムアウト値を低く設定すると、特にジョブ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。
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• [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
ターを定義できます。デフォルトのパラメーターの-Xms256Mと-Xmx1024Mは、ジョブ実行の
ために予約された最低および最大のメモリ容量に対応しています。

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

特定のジョブ実行の詳細設定は、詳細設定の指定（155ページ）を参照して下さい。

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、Talend Studioで特殊文字の読み取りを有効にします。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オンにします。

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。

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html
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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、スキーマのすべてのフィールドに適用します。

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

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オンにしま
す。

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

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

SSL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。
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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。
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、[OK]をクリックして設定を確定して、[Property

Settings] (プロパティ設定)ダイアログボックスを閉じます。
6. 設定を有効にするためにTalend Studioを再起動します。
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Usage Data Collector基本設定(Talend > Usage Data Collector)

このタスクについて

Talend Studioで、ユーザーがStudioの使用統計の収集を許可すると、ユーザーのTalend製品への理
解が高まるだけでなく、Talendがユーザーの製品の使用状況を把握するために役立ちます。それ
により、Talendはユーザーのために製品の品質とパフォーマンスを改善できます。

デフォルトで、Talend Studioでは自動的にユーザーによるStudioの使用データが収集さ
れ、Talendがホストするサーバーに定期的に送信されます。必要に応じて、使用状況データの収
集を確認し、情報をアップロードし、Usage Data Collector (使用状況データコレクター)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、Talendには送
信されませんのでご安心下さい。

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。

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)をオフにします。
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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。

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。
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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、すべての状況に最適なわけではありません。たとえば、

• SQLがJavaほど強力でないのと同様に、使用可能なデータ変換の範囲が限定されている。

• ELTには、SQLの調整とDBMSの調整に高度に熟練したユーザーが必要となる。

• Talend StudioでELTを使用すると、ETLで実行可能な単一のデータ行の受け渡しまたは拒否を実
行できない。行の拒否の詳細は、[Row] (行)接続（55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)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。

注 :
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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)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操作に
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

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
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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

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)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。
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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。

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)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。
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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、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。

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（473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



付録

477

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（483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。

タスクの結果

ユーザー定義のSQLテンプレートの作成方法と、ジョブ内でそれを使用する方法の詳細は、
Talendヘルプセンター(https://help.talend.com)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。

https://help.talend.com
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デーベースに接続してデータベーステーブルカラムを集計するには、次の手順に従います。

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] (操作)および[Group by] (分類基準)パラメーターを定義します。

4. [Operations] (操作)テーブルで[+]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、実行する操作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
MySQLDropSourceTable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。



付録

482

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)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。
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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。

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。
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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?（25ペー
ジ）を参照して下さい。

<%...%>構文の詳細は、<%...%>構文（483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。

• 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 <%...%>については、<%...%>構文（483ページ）を参照して下さい。

<%=...%>構文の詳細は、<%=...%>構文（484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。
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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_S

HEMA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].le

ngth、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。

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（40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。
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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。

• __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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