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Copyleft

Copyleft

7.3.1に対応しており、以前のリリースの更新版となります。

このドキュメントの内容は公開の時点で正確なものです。

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

このドキュメンテーションは、クリエイティブコモンズ公共ライセンス(CCPL)の条件の下で提供さ
れています。

CCPLに準拠した本ドキュメンテーションにおける許可事項および禁止事項の詳細は、http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/を参照してください。

商標について

Talend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

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

本製品には、AOP アライアンス(Java/J2EE AOP標準)で開発されたソフトウェア、ASM、Amazo
n、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、Ehcache、Ezmorph、Ganymed SSH-2 for Java、Google APIs Client
Library for Java、Google Gson、Groovy、Guavaが含まれています: Java、H2 Embedded Database、
および DBCドライバーのためのGoogle CoreLibraries、ヘクター: Apache Cassandraのための高
レベルのJavaクライアント、Hibernate Validator、HighScale Lib、HsqlDB、Ini4j、JClouds、JLi
ne、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、Jett
ison、Jetty、Joda-Time、Json Simple、LightCouch、MetaStuff、Mondrian、OpenSAML、Paraccel
JDBC Driver、PostgreSQL JDBC Driver、Resty: Java、Rocoto、SL4Jのための単純なHTTP RESTクライ
アント: Java用のシンプルなLogging Facade、Simple API for CSS、SshJ、StAX API、StAXON - JSON
via StAX、The Castor Project、The Legion of the Bouncy Castle、W3C、Woden、Woodstox: 高パ
フォーマンスのXMLプロセス、Xalan-J、Xerces2、XmlBeans、XmlSchema Core、Xmlsec - Apache
Santuario、Zip4J、atinject、dropbox-sdk-java: Dropbox Core API用のJavaライブラリ、google-
guice。各ライセンスの下でライセンスされています。
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システム要件

システム要件

インストールとシステムの要件については、Talend Help Center (http://help.talend.com)で
『Talendインストールおよび移行ガイド』を参照してください。
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

Data Integration: 新しい機能

機能 説明

F1を押してコンポーネントのオンラインヘルプを表示 Talend 7.3より、コンポーネントでF1を押すとデフォルト
のWebブラウザーが開き、Talend Help Centerで関連する
ドキュメンテーションが表示されます。

オフラインヘルプに切り替えるには、[Window] >
[Preferences] (環境設定) > [Talend] > [Components] (コン
ポーネント)に移動し、[Enable online help for components]
(コンポーネントのオンラインヘルプを有効化)チェック
ボックスをオフにします。

サブスクリプションユーザーはオフラインヘルプを使
う前に、オフラインヘルプへの切り替えに関する手順
に従って、または[Help] (ヘルプ) > [Install Additional
Packages] (追加パッケージのインストール)に移動し
てTalendヘルプパッケージをインストールする必要があ
ります。

暗号化キーのローテーション化 Talend Studioで、空の値を持つキーの新しいバージョン
を暗号化キー設定ファイルに追加することにより、次
の2つの暗号化キーをローテーション化できるようになり
ました。

• システム暗号化キー: プロパティとNexusパスワード
の暗号化用

• ルーチン暗号化キー: 生成されたジョブのパスワード
の暗号化用
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

Log4j 2のサポート Talend StudioのコンポーネントでApacheロギングユー
ティリティLog4j 2がサポートされるようになったた
め、Log4j 2ロガーを有効または無効にしたり、プロジェ
クト全体の設定をカスタマイズしたりできるようになり
ました。

注:  ジョブをTalend Cloudにデプロイする必要がある場
合、Log4j 2の使用でTalend Remote Engine 2.8.1以降が
必要です。

メタデータウィザードでのPing FederateによるRedshift
SSOのサポート

Redshift SSO用の[Database Connection] (データベース接
続)メタデータウィザードに、[Login] (ログイン)フィール
ドと[Password] (パスワード)フィールドが追加されまし
た。
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

Metadata Bridgeバージョンのアップグレード Talend Metadata Bridgeのバージョンが10.1に更新されま
した。

利用できる新コンポーネント 次の新コンポーネントを利用できるようになりました。

• tSnowflakeCommit、tSnowflakeRollback
• tAzureAdlsGen2Input、tAzureAdlsGen2Output
• tWorkdayInput

新しいオプション: [Connection timeout] (接続タイムアウ
ト)

[Advanced settings] (詳細設定)ビューに[Connection
timeout] (接続タイムアウト)オプションが追加されまし
た。

対象コンポーネント:

• tFTPFileExist、tFTPPut、tFTPConnection、tFTPD
elete、tFTPFilelist、tFTPFileProperties、tFTP
Get、tFTPRename

Excel 2007 xlsmのサポート この機能により、[Read excel2007 file format (xlsx/xlsm)]
(Excel 2007ファイル形式(xlsx/xlsm)の読み取り)オプ
ションと[Write excel2007 file format (xlsx/xlsm)] (Excel
2007ファイル形式(xlsx/xlsm)の書き込み)オプションを
使って、Excel 2007ファイル(拡張子.xlsxと.xlsm)への
アクセスが可能になります。

対象コンポーネント:

• tFileInputExcel、tFileOutputExcel

Excel 2007パスワードのサポート パスワードが使用できる状況であれば、この機能によ
り、パスワードで保護されたExcel 2007 (および以降)の
ファイルをtFileInputExcelコンポーネントで読み取るこ
とができます。また、tFileOutputExcelコンポーネントを
使ってExcel 2007 (および以降)のファイルにパスワードを
設定できます。
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

対象コンポーネント:

• tFileInputExcel、tFileOutputExcel

tSetProxy: 認証を必要とするHTTPSプロキシ この機能では、[Use authentication] (認証の使用)、[Proxy
user] (プロキシユーザー)、[Proxy password] (プロキシパ
スワード)、[Enable Basic Authentication Header] (基本認証
ヘッダーの有効化) ([Advanced settings] (詳細設定)ビュー
から)オプションを使って、基本認証が有効なHTTPSプロ
キシサーバーに接続できます。

対象コンポーネント:

• tSetProxy

tJDBCInput: 準備されたステートメント この機能では、[Advanced settings] (詳細設定)ビュー
の[Use PreparedStatement] (PreparedStatementを使用)オ
プションで、準備されたステートメントを使ってデータ
ベースでクエリーを実行できます。

対象コンポーネント:

• tJDBCInput
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

SQSキュー用のAWSサーバー側の暗号化(SSE) 対象コンポーネント:

• tSQSConnection、tSQSInput、tSQSMessageChange
Visibility、tSQSMessageDelete、tSQSOutput、tS
QSQueueAttributes、tSQSQueueCreate、tSQSQueu
eDelete、tSQSQueueList、tSQSQueuePurge

tPostgresqlOutput: 新しいオプションが利用可能に tPostgresqlOutputコンポーネントでは、[Advanced
settings] (詳細設定)ビューに[Convert column and table to
lowercase] (カラムとテーブルを小文字に変換)オプション
が用意されています。このオプションでは、新たに作成
したPostgresテーブルのカラム名が小文字に変換されま
す。

tServiceNowInput: 組み合わされたフィルタリング条件 この機能では、 [Advanced settings] (詳細設定)ビュー
の[Advanced Query] (詳細クエリー)フィールドでServiceN
owからデータを取得できるよう、組み合わされたフィル
タリング条件(演算子ANDおよびORとの組み合わせ)の使用
が可能です。

tRunJob: カスタマイズ可能な子ジョブJVM引数 この機能では、JVM引数を設定してジョブを呼び出した
り処理したりできるよう、[Advanced settings] (詳細設
定)ビューで次の2つの方法が提供されています([Basic
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

settings] (基本設定)ビューで[Use dynamic job] (ダイナミッ
クジョブを使用)を選択する必要があります)。

• [Use child job JVM arguments] (子ジョブJVM引数の使
用)

• [Overwrite child job JVM arguments] (子ジョブJVM引
数の上書き)

tJDBCSCDELT: 終了日が設定可能 この機能では、タイプ2 SCDに終了日を設定できます。

S3コンポーネントのアクセス制御リスト この機能では、[Advanced settings] (詳細設定)ビュー
の[Access control] (アクセス制御)オプションから、現在の
コンポーネントにアクセス制御リスト(ACL)を設定できま
す。

対象コンポーネント:

• tS3Put
• tS3BucketCreate

Redshiftバルク コンポーネント: S3接続の再利用 この機能では、Redshiftコンポーネントを使って既存
のS3接続を再利用できます。

対象コンポーネント:

• tRedshiftUnload、tRedshiftOutputBulk、tRedsh
iftOutputBulkExec、tRedshiftBulkExec
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

tSetProxy: プロキシの使用に3つの新しいオプション tSetProxyコンポーネントに次の3つの新しいオプションが
用意されました。

• [Use Java Virtual Machine Proxy Configuration] (Java仮
想マシンプロキシ設定の使用)

• [URIs to use proxy] (プロキシを使うURI)
• [Thread isolated proxy] (スレッドが分離されたプロキ

シ) ([Advanced settings] (詳細設定)ビューから)

関連情報は、『Talendコンポーネントリファレンスガイ
ド』を参照してください。

Kafka接続を設定し、Azure EventHubをKafkaクラスターと
して設定

この機能では、Kafka接続を設定し、Azure
EventHubをKafkaクラスターとして設定できます。

接続のスキーマ以外のスキーマを使用 この機能では、[Advanced settings] (詳細設定)ビュー
の[Use alternate schema] (代替スキーマの使用)オプショ
ンから、データベース接続を確立するコンポーネントが
指定するものではないスキーマを使用できます。([Basic
settings] (基本設定)ビューで[Use an existing connection]
(既存の接続を使用)を選択する必要があります)。

対象コンポーネント:

• tAmazonOracleOutput
• tRedshiftOutput
• tGreenplumOutput
• tDB2Output
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

• tInformixOutput
• tMSSqlOutput
• tOracleOutput
• tParAccelOutput
• tPostgreSQLOutput
• tPostgresPlusOutput
• tSAPHanaOutput
• tSybaseOutput
• tVerticaOutput

tSnowflakeConnection: キーペア認証 tSnowflakeConnectionコンポーネントではキーペア認証が
使えます。

SET句のカスタマイズ この機能では、[Advanced settings] (詳細設定)ビュー
の[Clause SET] (句SET)テーブルで選択したカラムに基づ
いて更新操作用のSET句が生成されます([Basic settings]
(基本設定)ビューの[Action on data] (データでのアクショ
ン)ドロップダウンリストで[Update] (更新)選択する必要
があります)。

対象コンポーネント:

• tELTTeradataOutput
• tELTOutput

AWS ECS ロールのサポートを他のコンポーネントに拡張 この機能では、Amazon EC2インスタンスとAWS ECSイ
ンスタンスの両方でインスタンスプロファイルクレデン
シャルが有効になります。

SHA2のサポート SFTP接続でSHA2認証アルゴリズムがサポートされるよう
になりました。

対象コンポーネント:

• tFTPConnection
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

• tFTPDelete
• tFTPFileExist
• tFTPFileList
• tFTPFileProperties
• tFTPGet
• tFTPPut
• tFTPRename
• tFTPTruncate

Amazon S3リージョンの新しいオプション Amazon S3リージョンに次のオプションが新しく追加され
ました。

• 米国東部(オハイオ)
• アジア太平洋(香港)
• アジア太平洋(ソウル)
• カナダ(中央部)
• 中国(寧夏)
• 欧州(ロンドン)
• 欧州(パリ)
• 欧州(ストックホルム)

対象コンポーネント:

• tRedshiftOutputBulk、tRedshiftOutputBulkExec
• tS3BucketCreate、tS3BucketDelete、tS3BucketE

xist、tS3BucketList、tS3Connection、tS3Copy、t
S3Delete、tS3Get、tS3List、tS3Put

Amazon S3リージョンの新しいオプション Amazon S3リージョンに次のオプションが新しく追加され
ました。

• 米国東部(オハイオ)
• アジア太平洋(香港)
• アジア太平洋(ソウル)
• カナダ(中央部)
• 欧州(ロンドン)
• 欧州(パリ)
• 欧州(ストックホルム)

対象コンポーネント: tSnowflakeOutputBulk、tSnowfl
akeOutputBulkExec、tSnowflakeBulkExec

tRedshiftBulkExec:[Assume Role] (ロールを担う)オプショ
ンがS3以外のデータソースタイプでも利用可能に

tRedShiftBulkExecコンポーネントに関し、[Assume
Role] (ロールを担う)オプションがS3データソースの他
にEMR、DynamoDB、リモートホストといったデータソー
スででも利用できるようになりました。それによって、
これらの4データソースでIAMロールARNチェーンの設定
が可能です。
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

tSQLTemplateMerge:[Database Type] (データベースタイ
プ)ドロップダウンリストに[Snowflake]オプションを追加

tSQLTemplateMergeコンポーネントに関し、[Database
Type] (データベースタイプ)ドロップダウンリスト
に[Snowflake]オプションが追加されました。また、次の
システムSQLテンプレートが提供されています。

• SnowflakeCreateSourceTable
• SnowflakeCreateTargetTable
• SnowflakeDropSourceTable
• SnowflakeDropTargetTable
• SnowflakeMerge

tAmazonEMRManage: クラスターバージョンのアップグ
レード

tAmazonEMRManageコンポーネントがクラスターバー
ジョンEMR 5.15.0をサポートするようになりました。この
コンポーネントの設定時はこのクラスターバージョンが
デフォルトです。

同時に、EMR 4.2.0、EMR 4.1.0、EMR 4.0.0はサポート対象
外となりました。

ActiveMQ 5.15.10のサポート 対象コンポーネント:

• tMomCommit、tMomConnection、tM
omInput、tMomMessageIdList、tMomOutput、tMomR
ollback

• tSAPADSOInput、tSAPBApi、tSAPBWInput、tSAPCom
mit、tSAPConnection、tSAPDataSourceOutput、tS
APDataSourceReceiver、tSAPDSOInput、tSAPDSOO
utput、tSAPIDocInput、tSAPIDocOutput、tSAPIDo
cReceiver、tSAPInfoCubeInput、tSAPInfoObject
Input、tSAPInfoObjectOutput、tSAPODPInput、tS
APRollback、tSAPTableInput

Snowflake JDBCドライバー3.11.xのサポート 標準ジョブの対象コンポーネント:

• tSnowflakeBulkExec、tSnowflakeClose、tSnowfl
akeConnection、tSnowflakeInput、tSnowflakeOu
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

tput、tSnowflakeOutputBulk、tSnowflakeOutput
BulkExec、tSnowflakeRow

Redshift JDBCドライバー1.23.7.1061のサポート 標準ジョブの対象コンポーネント:

• tRedshiftBulkExec、tRedshiftClose、tRedshift
Commit、tRedshiftConnection、tRedshiftInput、
tRedshiftOutput、tRedshiftOutputBulk、tRedsh
iftOutputBulkExec、tRedshiftRollback、tRedsh
iftRow、tRedshiftUnload

MySQL driver 8.0.18のサポート(MySQL 4はサポート対象
外)

標準ジョブの対象コンポーネント:

• tMysqlCDC、tMysqlClose、tMysqlColumnlist、tMy
sqlCommit、tMysqlConnection、tMysqlInput、tMy
sqlInvalidRows、tMysqlLastInsertId、tMysqlOu
tput、tMysqlOutputBulk、tMysqlOutputBulkExec
、tMysqlRollback、tMysqlRow、tMysqlSCD、tMysql
SCDELT、tMysqlSP、tMysqlTableList、tMysqlVali
dRows

Vertica DB 9.3.1のサポート 対象コンポーネント:

• tVerticaBulkExec、tVerticaClose、tVerticaCom
mit、tVerticaConnection、tVerticaInput、tVert
icaOutput、tVerticaOutputBulk、tVerticaOutpu
tBulkExec、tVerticaRollback、tVerticaRow、tVe
rticaSCD

Postgres 12.1のサポート 対象コンポーネント:

• tPostgresqlCDC、tPostgresqlClose、tPostgresq
lCommit、tPostgresqlConnection、tPostgresqlI
nput、tPostgresqlInvalidRows、tPostgresqlOut
put、tPostgresqlOutputBulk、tPostgresqlOutpu
tBulkExec、tPostgresqlRollback、tPostgresqlR
ow、tPostgresqlSCD、tPostgresqlSCDELT、tPostg
resqlValidRows

MariaDB 10.xのサポート(MariaDB JDBCドライバーを2.5.
3にアップグレード)

標準ジョブの対象コンポーネント:

• tCreateTable
• tELTMysqlMap
• tMysqlBulkExec、tMysqlConnection、tMysqlInpu

t、tMysqlOutput、tMysqlOutputBulkExec、tMysql
Row、tMysqlSCD、tMysqlSCDELT、tMysqlSP、tMysql
CDC

• tJDBCClose、tJDBCColumnList、tJDBCCommit、tJD
BCConnection、tJDBCInput、tJDBCOutput、tJDBCR
ollback、tJDBCRow、tJDBCSCDELT、tJDBCSP、tJDBC
TableList

デフォルトのSaleforceエンドポイントを更新 デフォルトのSaleforceエンドポイントがhttps://

login.salesforce.com/services/Soap/u/47.0に
更新されました。

NetSuiteエンドポイントを更新 Netsuiteエンドポイントがhttps://
webservices.netsuite.com/services/
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Talend Open Studio for Data Integration: 新しい機能

機能 説明

NetSuitePort_2019_2に更新されました(APIバージョ
ン2019.2が必要です)。
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Talend Open Studio for Data Integration: バグ修正

Talend Open Studio for Data Integration: バグ修正

新しい機能に加え、細かな改善と重要なバグ修正が全製品に施されました。個別の問題について
は、バグ追跡システムで対応する変更ログを参照してください。

モジュール 変更ログ

Data Integration https://jira.talendforge.org/issues/?filter=31259
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Talend Open Studio for Data Integration: 非推奨およ
び削除されたアイテム

言語サポート
7.3リリース以降、コミュニティベースのUIローカリゼーションシステム(Babili)の使用は停止され
ます。

Talend製品のローカリゼーションはすべてTalendによって内部処理されるようになりまし
た。そのため、製品で利用できる言語はフランス語、日本語、(部分的に)中国語に限定されま
す。Talendは今後、これらの言語に対してメンテナンスとサポートを提供していきます。

7.3リリース自体については、全コミュニティ言語とその言語による一部翻訳は引き続き利用可能
です。Talendは、後続のリリースでそのような言語を削除する権限を有します。

Data Integration: 非推奨および削除されたアイテム

機能 説明

Log4j 1 コンポーネント内のApache Log4j 1ログユーティリティ
は、Talend 7.3以降非推奨となっています。

MicrosoftAXのコンポーネント 次のMicrosoftAXコンポーネントは、Talend 7.3以降削除さ
れます。

• tMSAXInput
• tMSAXOutput

Sage X3コンポーネント 次のSage X3コンポーネントは、Talend 7.3以降削除され
ます。

• tSageX3Input
• tSageX3Output

OleDBコンポーネント 次のOleDBコンポーネントは、Talend 7.3以降削除されま
す。

• tOleDBInput
• tOleDBOutput
• tOleDBRow

CentricCRMコンポーネント 次のCentricCRMコンポーネントは、Talend 7.3以降削除さ
れます。

• tCentricCRMInput
• tCentricCRMOutput

SugarCRMコンポーネント 次のSugarCRMコンポーネントは、Talend 7.3以降削除さ
れます。

• tSugarCRMInput
• tSugarCRMOutput

Sasコンポーネント 次のSASコンポーネントは、Talend 7.3以降削除されま
す。
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機能 説明

• tSasInput
• tSasOutput

SPSSコンポーネント 次のSPSSコンポーネントは、Talend 7.3以降削除されま
す。

• tSPSSInput
• tSPSSOutput
• tSPSSProperties
• tSPSSStructure
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Talend Open Studio for Data Integration: 既知の問題
と制限事項

Data Integration: 既知の問題と制限事項
未解決の問題がすべて記載されたリストについては、JIRAバグ管理ツールを参照してください。

https://jira.talendforge.org/issues/?filter=31260

制限事項 説明

• 集計関数を使用するSOQLクエリー
• TYPEOF式を使用するSOQLクエリー
• エイリアスを使用するSOQLクエリー
• SOQLクエリーによってはスキーマ推測でサポートさ

れていないものがあり、SOQLクエリーのプレフィッ
クスはFROMの後のモジュール名と同じです。

たとえばSELECT Account.Name, (SELECT
Contact.LastName FROM Account.Contacts) FROM
Accountはサポートされていませんが、同じ機能
を実行するSELECT Name, (SELECT LastName FROM
Contacts) FROM Accountはサポートされています。

• FROMの後ろに複数のモジュールがあるSOQLクエ
リー

たとえば、SELECT Contact.Firstname, Account.Name
FROM Contact,Contact.Accountはサポートされていま
せん。ただし、子から親、および親から子の関係ク
エリーはサポートされています。したがって、この
クエリーを改善してSELECT Firstname, Account.Name
FROM Contactとすることができます。

• toLabel()を使用するSOQLクエリー
• 名前にアンダースコア文字( _ )があるフィールド

Java PSUはサポート対象外 TalendはJava CPUバージョンでのみサポートされていま
す。Java PSUではサポートされていません。

一部のユーザーから、Talend StudioでJava PSUバージョ
ン(jdk8_u92など)を使用した時に問題が発生したもの
の、Java CPUバージョン(jdk8_u91など)に戻すと問題が解
決したという報告がありました。

こちらも参照してください: http://www.oracle.com/
technetwork/java/javase/cpu-psu-explained-2331472.html

Accessでの照合の制限 6.0以降、Talend StudioのAccessコンポーネントでは一般
照合モードのみサポートされています。
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Talend Open Studio for Data Integration: ヒントと注

Data Integration: ヒントと注

アイテム 説明

Oracle JDKバージョンの要件 Oracle Java 8を使用している場合、JDKは1.8.0_161以降の
バージョンを使用してください。インストールされてい
るJDKのバージョンが1.8.0_161未満の場合は、追加リソー
スであるJava Cryptography Extension (JCE)無制限強度管轄
ポリシーファイルをインストールする必要があります。

Gitサポートに関するメモ 同じGitリポジトリー上にあるすべてのプロジェクトで、
すべてのブランチ/タグが表示されます. したがって、1つ
のプロジェクトにブランチ/タグを作成すると、同じGitリ
ポジトリ上にあるその他すべてのプロジェクトで同じリ
ストが表示されます。

ロック解除モードについて: 変更されたアイテムはすべて
ローカルに保持され、アイテムがロック解除されるまで
サーバーにコミット/プッシュされることはありません。
プロジェクトアイテムは、必要に応じてGitのstashシス
テムに一時的に保存され、ロック解除されるまではプッ
シュされません。

再帰ジョブの使用 これにより、同じ依存関係を持つ再帰ジョブが強制的
にビルドされるため、再帰ジョブは使用しないでくださ
い。通常の場合、各ジョブには独自のMavenプロジェクト
がありますが、再帰ジョブを使用すると、リンクされて
いるすべてのジョブが同じプロジェクト内でコンパイル
される可能性があります。これにより、ジョブ間でコン
パイルの問題が発生しやすくなります。

MySQLコンポーネントでテーブルを選択できない バージョンが8.0.12以前のMySQLデータベースドライバー
で既に知られている問題により、MySQLコンポーネント
でデータベーステーブルのリストを開くことができない
場合があります。この事態が発生した場合は、バージョ
ンが8.0.13以降のMySQLデータベースを使用してくださ
い。
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ドキュメンテーション

ドキュメンテーション
Talend Help Center

Talend製品を最大限に活用する方法は、Talend Help Center http://help.talend.comにアクセスして
ご覧いただけます。

未解決の問題

未解決の問題を記載した完全なリストは、JIRAバグ管理ツールを参照してください。

https://jira.talendforge.org/issues/?filter=18375
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欠陥と問題点のレポート

欠陥と問題点のレポート

有効なサポート連絡先を持つTalendの顧客として、Talendオンラインヘルプデスクをご利用いた
だけます。または、連絡先に記されている電話番号と電子メールアドレスを使用して、顧客サ
ポートにお問い合わせいただけます。

多くの場合、以下の情報をご提供いただく必要があります。これは、お客様の問題をすばやく診
断するのに役立ちます。

• お使いの製品とバージョン(例: Talend Data Fabric 7.3.1)
• オペレーティングシステム(例: Windows Server 2008 R2 SP1 (64bit))
• 使用しているJava Platform JDK / JREのバージョン(例: ORACLE JDK 1.8.0_161)
• ログファイルおよび/またはスクリーンショット

また、テクニカルサポートチームが十分な情報に基づいて支援できるよう、少なくとも以下につ
いて詳しくお知らせください。

• 問題が発生した時点までの操作
• 想定していた結果

サポートヘルプデスクに加えて、コミュニティサポートツールもご利用いただけます。

• Talendコミュニティ。
• Talend Bug Trackerもご利用いただけます。
• 関連する契約で提供させていただいているサービスレベルアグリーメントに基づいて処理され

るのは、Talendサポートヘルプデスク内のいずれかのTalendサポートチャネルを通じて作成さ
れたケースに限られます。
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