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tMapジョブの例

tMapジョブの例

Talend Studioの動作方法を示すため、以下に実際のシナリオ例を示します。このシナリオでは、
ファイルでMySQLテーブルをロードします。ファイルはオンザフライで変換されます。その後、
動的フィルターを使用してロードされたデータを選択します。

実際にジョブを開始する前に、入力データおよび予想される出力データを確認しましょう。

入力データ
入力ファイル(データベーステーブルにロードされるデータ)には、カリフォルニア州全土の顧客リ
ストが含まれています。

このファイル構造(Talend Studioでは通常スキーマと呼ばれる)には、次のカラムが含まれます。

• 名
• 姓
• 住所
• 都市

出力データ
データベースに、カリフォルニア州の次の2つの郡に住んでいる顧客のみをロードします: オレン
ジ郡およびロサンゼルス郡。

テーブル構造が少し異なるため、DBテーブルにロードするデータは、次の構造にする必要があり
ます。

• Key (キー、タイプ: 整数
• Name (タイプ: 文字列、最大長: 40)
• Address (タイプ: 文字列、最大長: 40)
• County (タイプ: 文字列、最大長: 40)

このテーブルをロードするために、次のマッピングプロセスを使用する必要があります。

Keyカラムには、自動的にインクリメントされた整数が入力されます。

Nameカラムには、姓と名が連結された値が入力されます。

Addressカラムには、入力ファイルの対応する[Address ](住所)カラムのデータが入力されます
が、ロード前に大文字変換が行われます。

Countyカラムには、オレンジ郡とロサンゼルス郡の都市をフィルタリングするための参照ファイ
ルが使用され、その都市がある郡の名前が入力されます。
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参照データ
オレンジ郡とロサンゼルス郡のデータのみをデータベースにロードするため、オレンジ郡とロサ
ンゼルス郡のみがフィルタリングされるように、カリフォルニアの都市をそれぞれの郡にマッピ
ングする必要があります。

そのためには、オレンジ郡とロサンゼルス郡にある都市のリストを含む次のような参照ファイル
を使用します。

都市 County

Agoura Hills (アゴウラヒルズ) Los Angeles (ロサンゼルス)

Alhambra (アルハンブラ) Los Angeles (ロサンゼルス)

Aliso Viejo (アリソビエホ) Orange (オレンジ)

Anaheim (アナハイム) Orange (オレンジ)

Arcadia (アルカディア) Los Angeles (ロサンゼルス)

このジョブの参照ファイルの名前は、LosAngelesandOrangeCounties.txtです。

シナリオをジョブに変換する
このシナリオを実装するには、ジョブに関する次の4つの手順が必要です。

1. ジョブの作成、入力ファイルパラメーターの設定、入力ファイルの読み取り
2. データのマッピングと変換
3. 参照ファイルパラメーターの定義、tMapコンポーネントを使用した関連マッピング、内部結

合モードの選択
4. MySQLテーブルへの出力のリダイレクト

手順1: ジョブの作成、入力の定義、ファイルの読み取り

手順

1. Talend Studioを起動してローカルプロジェクトを作成するか、Talend Studioの初回起動時は、
デモプロジェクトをインポートします。

2. ジョブを作成するには、[Repository] (リポジトリー)ツリービューで[Job Designs] (ジョブデザ
イン)を右クリックし、[Create Job] (ジョブの作成)を選択します。

3. 表示されるダイアログボックスでは、最初のフィールド[Name] (名前)のみが必須で
す。California1と入力し、[Finish] (終了)をクリックします。

空のジョブがメインウィンドウに表示され、機能別コンポーネントの[Palette] (パレット)が(デ
フォルトではStudioの右側に)現れ、12のコンポーネントファミリー(Databases (データベー
ス)、Files (ファイル)、Internet (インターネット)、Data Quality (データクオリティ)など)が表示
されます。何百ものコンポーネントが利用可能です。
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4. ファイルCalifornia_Clientsを読み込むため、tFileInputDelimitedコンポーネントを使用
します。このコンポーネントは、[Palette] (パレット)の[File] (ファイル) > [Input] (入力)グルー
プにあります。このコンポーネントをクリックし、さらにデザインワークスペースの左側をク
リックして、それをデザインエリアに配置します。

5. このコンポーネントの読み取りプロパティを定義しましょう: ファイルパス、カラム区切り文
字、エンコードなど...Metadata Managerを使用して定義してみましょう。このツールは、パラ
メーターを設定するために役立つ多数のウィザードを備えています。設定したプロパティを保
存しておくことにより、将来のすべてのジョブで、ワンクリックで再利用できます。

6. 入力ファイルは区切り記号付きフラットファイルであるため、[Repository] (リポジトリー)ツ
リービューのMetadataフォルダーを右クリックして、[File Delimited] (区切り記号付きファイ
ル)を選択します。次に、[Create file delimited] (区切り記号付きファイルの作成)を選択しま
す。

区切り記号付きファイル専用のウィザードが開き、以下の内容が表示されます。

• ステップ1では、[Name] (名前)フィールドのみが必須です。California_clientsと入力して、
次の手順に進みます。

• 手順2で、[Browse...] (参照)ボタンを使用して、入力ファイル(California_Cli
ents.csv)を選択します。画面下部の[Preview] (プレビュー)にファイルの抜粋が表示され
るので、ファイルの内容をすぐに確認できます。[Next] (次へ)をクリックします。

• ステップ3では、ファイルパラメーターを定義します: ファイルのエンコード、行とカラム
の区切り文字... 標準的な入力ファイルのため、ほとんどのデフォルト値で問題は生じませ
ん。ファイルの1行目はカラム名を含むヘッダーです。自動的にこれらの名前を取得する
ため、[Set heading row as column names] (カラム名として先頭行を設定)をクリックして
から、[Refresh Preview] (プレビューの更新)をクリックします。[Next] (次へ)をクリックし
て、最後の手順に進みます。

• 手順4では、ファイルの各カラムを設定します。ウィザードには、ファイルの最初のデー
タ行に基づいて、カラムの型と長さを推定するアルゴリズムが組み込まれています。提示
されたデータ記述(Talend Studioではスキーマと呼ばれます)はいつでも変更できます。こ
のシナリオでは、それらをそのまま使用できます。

これで、California_clientsメタデータは完了です。

これを入力コンポーネントで使用できます。先にデザインワークスペースにドロップし
たtFileInputDelimitedを選択し、ウィンドウ下部に位置する[Component] (コンポーネン
ト)ビューを選択します。

7. 縦に並んだタブの[Basic settings] (基本設定)を選択します。このタブには、コンポーネントを
動作させるために必要なすべての技術的なプロパティが含まれています。これらのプロパティ
をそれぞれ設定するのではなく、定義したばかりのメタデータエントリを使用します。

8. リストで[Property type] (プロパティタイプ)として[Repository] (リポジトリ)を選択します。新
しいフィールドが表示されるため、[Repository] (リポジトリー)の[...]ボタンをクリックし、リ
ストから関連するメタデータエントリCalifornia_clientsを選択します。

すべてのパラメーターが自動的に入力されたことを確認できます。
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この段階では、単に入力ファイルから読み取ったデータを標準出力(StdOut)に送信すること
で、フローを終了します。

9. そのために、tLogRowコンポーネントを([Logs & Errors] (ログ&エラー)グループから)追加しま
す。両方のコンポーネントをリンクするため、入力コンポーネントを右クリックして、Row >
Mainを選択します。次に、出力コンポーネントのtLogRowをクリックします。

10. これで、このジョブを実行する準備ができました。実行するには、下部のパネルで[Run] (実
行)タブを選択します。

11. [Run] (実行)ビューの縦に並んだタブの[Advanced Settings] (詳細設定)で[Statistics] (統
計)チェックボックスをオンにして統計を有効にしてから、[Basic Run] (基本実行)タブで[Run]
(実行)をクリックしてジョブを実行します。
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入力ファイルの内容がコンソールに表示されます。

手順2: マッピングと変換

次に、ジョブを拡張してオンザフライ変換を組み込みます。これらの変換を実装するに
は、tMapコンポーネントをジョブに追加する必要があります。

このコンポーネントは多機能で、次のことを処理できます。

• 複数の入力および出力
• 参照の検索(単純、直積集合、前方一致、後方一致など)
• 結合(内部、外部)
• 変換
• リジェクト
• その他

手順

1. リンクを右クリックし、[Delete] (削除)オプションをクリックして、ジョブの2つのコンポーネ
ントを結合するリンクを削除します。次に、以前行ったように、[Processing] (処理)コンポー
ネントグループのtMapを間に配置して、入力コンポーネントをtMapにリンクさせます。

2. 最終的に、tMapを標準出力にリンクするため、tMapコンポーネントを右クリックして、[Row
> *New Output* (Main)] (行 *新規出力* (メイン))を選択して、tLogRowコンポーネントをクリッ
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クします。ダイアログボックスにout1と入力して、リンクを実装します。論理的には、ここ
でメッセージボックスが表示されますが(スキーマのバックプロパゲーションのため)、[No] (い
いえ)をクリックして無視します。

3. 次にtMapをダブルクリックし、そのインターフェイスにアクセスします。
左側で、入力ファイル(row1)のスキーマ(記述)を確認できます。右側の出力は現時点では空の
状態です(out1)。

4. [Firstname] (名)カラムと[Lastname] (姓)カラムを、画面下部に示された[Name] (名前)カラムに
ドロップします。次に、[Address] (住所)カラムと[City] (都市)カラムを各行にドロップします
。

5. カラムで次の変換を実行します:

• [Name] (名前)カラムの式をrow1.Firstname + " " + row1.LastNameに変更しま
す。これにより、[Firstname] (名)カラムの値と[Lastname] (姓)カラムの値が連結して1つの
カラムに表示されるようになります。

• [Address] (住所)カラムの式をrow1.Address.toUpperCase()に変更して、住所テキス
トが大文字に変換されるようにします。

6. out1テーブルから[Lastname] (姓)カラムを削除し、残りのカラムの長さを増やします。それに
は、tMapエディターの下部にある[Schema Editor] (スキーマエディター)に移動し、以下のよう
にします:

1. スキーマから削除するカラムを選択し、十字アイコンをクリックします。
2. 長さのサイズを増やす必要のあるカラムを選択します。
3. [Length] (長さ)カラムに、長さサイズを入力します。この例では、残りの各カラムの長さ

を40に変更します。

注:  顧客の名と姓が連結されるため、フルネームのサイズに適合するように、名前カラムの
長さを伸ばす必要があります。[City] (都市)カラムでは、変換は行いません。

7. [OK]をクリックして変更を確認し、マップエディターインターフェイスを閉じます。
8. ジョブを実行します。
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タスクの結果

住所は大文字で表示され、名と姓が同じカラムに一緒に表示されています。

手順3: 参照ファイルの定義、再マッピング、内部結合モードの選択

手順

1. 以前にウィザードを使用してCalifornia_clientsファイルに対して実行したよう
に、LosAngelesandOrangeCounties.txtファイルに対応するメタデータを定義します。

ウィザードの手順1で、このメタデータエントリにLA_Orange_citiesという名前を付けま
す。

2. この新たに作成したメタデータをデザインエリア上にドロップすると、このメタデータをポイ
ントする読み取りコンポーネントが自動的に作成されます。

3. 次に、このコンポーネントをtMapコンポーネントにリンクさせます。
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4. tMapコンポーネントを再度ダブルクリックして、このコンポーネントのインターフェイスを
開きます。LA郡とオレンジ郡のファイルに対応する参照入力テーブル(row2)が、ウィンドウ左
側のメイン入力(row1)の下に表示されます。

5. 次に、メインフローと参照フローの間の結合を定義しましょう。

このユースケースでは、[City] (都市)カラムが両方のファイルに存在しており、かつそのデー
タが完全に一致しているため、結合の定義はかなり基本的なものになります。ただし、この
ような場合でなくとも、このレベルで直接演算を実行して、データ間のリンクを確立できま
す(埋め込み、大文字小文字の変更など)。

結合を実装するには、最初の入力テーブルの[City] (都市)カラムを、参照テーブルの[City] (都
市)カラムにドロップします。紫色のリンクが表示され、この結合が実体化されます。

これで、参照テーブルの[County] (郡)カラムを出力テーブル(out1)で使用できるようになりまし
た。
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6. 最後に、[OK]をクリックして変更を確定し、新しいジョブを実行します。

次のような出力がコンソールに表示されます。

ご覧のとおり、最後のカラムには、ロサンゼルス郡とオレンジ郡の都市である場合のみ、
値が存在しています。その他の行については、このカラムは空になっています。これは、デ
フォルトで、tMapが左側外部結合モードになっているからです。データをフィルタリングし
てtMapによって一致が見つかった行のみ表示する場合は、tMapを再度開き、[tMap settings]
(tMap設定)ボタンをクリックして、参照テーブル(row2)の[Join Model] (結合モデル)リスト
で、[Inner Join] (内部結合)を選択します。

手順4: MySQLテーブルへの出力

ここまで、ジョブは完璧に動作しています。仕上げとして、出力フローをMySQLテーブルに流し
てみましょう。

手順

1. そのためには、まず、MySQLデータベースへの接続を記述するメタデータを作成します。リポ
ジトリーで[Metadata] (メタデータ) > [MySQL]ノードを展開し、[DemoMySQL]をダブルクリッ
クします (デモプロジェクトが適切にインポートされている場合)。メタデータウィザードが開
きます。
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2. ウィザードの手順2で、関連する接続パラメーターを入力します。[Check] (チェック)ボタンを
クリックして、この接続の有効性を確認します。最後に、変更を確認して、[Finish] (終了)をク
リックします。

3. tMysqlOutputコンポーネントを自動的に作成するために、Ctrlキーを押したまま、このメタデ
ータをデザインワークスペースの右側にドロップします。

4. tLogRowコンポーネントをジョブから削除します。
5. tMapからのout1出力フローを、新しいコンポーネントのtMysqlOutputに再接続します。

6. このコンポーネントの[Basic Settings] (基本設定)タブで、以下のことを行います。
a) [Table] (テーブル)フィールドにLA_Orange_Clientsと入力し、オンザフライで作成され

るターゲットテーブルに名前を付けます。
b) [Action on table] (テーブル操作)フィールドで[Drop table if exists and create] (テーブルが存

在する場合、削除してから作成)オプションを選択します。
c) 必要に応じて、[Edit Schema] (スキーマの編集)をクリックし、[Reset DB type] (DBタイプの

リセット)ボタン(ツールバーのDBボタン)をクリックして、DBタイプを自動的に入力しま
す。

7. ジョブを再度実行します。

タスクの結果

ターゲットテーブルが1秒未満で自動的に作成され、データが入力されます。

このシナリオでは、[Palette] (パレット)で使用可能な、異なるカテゴリ(データベース、Webサービ
ス、FTPなど)に従ってグループ化された数百のコンポーネントのうち4つのコンポーネントのみを
使用しました。

さらに、コミュニティによって作成された多くのコンポーネントもコミュニティサイト(ta
lendforge.org)で入手可能です。
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データベーステーブルに動的にデータを読み込むダ
イナミックスキーマの使用

このサンプルでは、動的スキーマ機能を活用してデータを動的にロードする方法について説明し
ます。

警告:  このドキュメントは、サブスクリプションベースのTalend Studioを使用している場合に
のみ関連します。

次の3つのフラットファイルの内容は、それぞれ[customer] (顧客)、[employee] (従業
員)および[delivery] (配送)という名前のMySQLデータベーステーブルにロードされます:

• customer_detaials.csv:

first_name;last_name;order_date
Reita;Leto;2012-05-15
Larae;Gudroe;2011-08-07
Clay;Hoa;2014-04-16
Irma;Wolfgramm;2012-09-10
Sylvia;Cousey;2013-02-25

• employee_details.csv:

id;name;gender;email;department;order_date
1;Sage;Male;sage_wieser@cox.net;R&D;2012-05-15
2;Kris;Female;kris@gmail.com;Test;2011-08-07
3;Abel;Male;amaclead@gmail.com;HR;2014-04-16
4;Mattie;Female;mattie@aol.com;Test;2012-09-10
5;Bernardo;Female;bfigeroa@aol.com;Marketing;2013-02-25

• delivery_details.csv:

Name;Datetime
Reita;2012-02-11 15:30:32
Larae;2015-08-28 09:30:32

このサンプルでは、2つのジョブがもう一方を呼び出します: 親ジョブは、ファイル名をデータ
ベース内のテーブル名にマッピングし、子ジョブはファイルからデータを読み取り、対応する
データベーステーブルにデータを書き込みます。

このジョブサンプルの前提条件
このサンプルでジョブを作成、設定、および実行する前に、次のことを確認して下さい:

• ターゲットテーブルはMySQLデータベースに作成され、テーブル構造とカラム名は対応する
ソースファイルと同じです。

ヒント:  tCreateTableコンポーネントを使用して、データベーステーブルをすばやく作成で
きます。

• ソースファイルは、ファイルシステムで使用できます。
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親ジョブの作成
手順

1. 標準ジョブを作成し、LoadDynamicSchemaParentという名前を付けます。
2. 次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、ジョブのロールに応じてラベル

を付けます。

コンポーネント [Label] (ラベル)

tFileList File_list

tIterateToFlow File_name_flow

tMap File_table_lookup

tFixedFlowInput Mappings

tJavaRow Set_context_variables

tRunJob Call_child

3. コンポーネントを接続します:

a) [Row] (行) > [Iterate] (反復)接続を使用してtFileListからtIterateToFlowへ
b) [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用したtIterateToFlowからtMapへ
c) [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用したtFixedFlowInputからtMapへ
d) [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用したtMapからtJavaRow このサンプルではoutと呼ば

れています)
e) [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用したtJavaRowからtRunJobへ

子ジョブの作成
手順

1. 標準ジョブを作成し、LoadDynamicSchemaChildという名前を付けます。
2. 次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、ジョブのロールに応じてラベル

を付けます。
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コンポーネント ラベル

tFileInputDelimited Input_file

tDBOutput Write_to_DB

3. tDBOutputコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Database] (データベース)リ
ストからMySQLを選択し、[Apply] (適用)をクリックします。

4. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用して、tFileInputDelimitedコンポーネントをtDBOutputコ
ンポーネントに接続します。

親ジョブの設定
手順

1. [Contexts] (コンテキスト)ビューでは以下のようにします:

a) 以下の3つの変数を追加します:

• filename、文字列型
• table_name、文字列型
• directory、ディレクトリー型

b) 変数ディレクトリーの[Value] (値)フィールドをクリックして、[directory] (ディレク
トリー)を指定します。表示される小さなボタンをクリックして、ソースファイルが格納
されているディレクトリーを参照します。

2. tFileListコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Directory] (ディレクト
リー)フィールドにcontext.directoryディレクトリーを埋めます。
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ヒント:  フィールド内をクリックし、[Ctrl+Shift]キーを押して、使用可能な変数のリストに
アクセスします。

3. tIterateToFlow コンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開い
て、以下のようにコンポーネントを設定します:

a) スキーマエディターでfilename(文字列型)という名前のカラムを追加します。
b) [Mapping] (マッピング)テーブルの[Value] (値)フィールドに、tFileListコンポーネントに

よって生成されたCURRENT_FILEグローバル変数を((String)globalMap.get("tFil

eList_1_CURRENT_FILE"))の形式で入力します。
4. tFixedFlowInputコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定) ビューを開

き、コンポーネントを設定します:

a) スキーマに2つのカラムを追加します: file_name(文字列型)およびtable_name(文字列
型)。

b) [Use Inline Table] (インラインテーブルを使用)オプションを選択し、テーブルで次のファ
イルからテーブルへのマッピングを定義します:

file_name table_name

"customer_details.csv" "customer"

"delivery_details.csv" "delivery"

"employee_details.csv" "employee"

5. tMapコンポーネントをダブルクリックして、マップエディターを開き、マップエディターで
以下のようにします:

a) (tIterateToFlowコンポーネントからの)テーブルrow1のfilenameカラムをドラッグ
し、(tFixedFlowInputコンポーネントからの)テーブルrow2のfile_nameカラムにドロップ
して、2つのテーブルを結合してファイル名を検索します。

b) スパナボタンをクリックして結合プロパティを表示し、次の設定を行います:

• [Match Model] (マッチモデル)を[Unique match] (ユニークマッチ)に
• [Join Model] (結合モデル)を[Inner Join] (内部結合)に

c) スキーマエディターで、outテーブルに2つのカラムを追加します: tablename(文字列型)お
よびfilename(文字列型)。

d) テーブルrow1のfilenameカラムをドラッグし、テーブルoutのfilenameカラムにドロッ
プします。

e) テーブル row2のtable_nameカラムをドラッグして、、テーブルoutのtablenameカラム
にドロップします。
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f) [OK]をクリックして設定を検証し、マップエディターを閉じます。
6. tJavaRowコンポーネントをダブルクリックし、[Code] (コード)フィールドに次のコードを入力

します。

context.tablename = out.tablename;
context.filename = out.filename;

7. tRunJobコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューでは、以下のようになります:

a) Jobフィールドのとなりの[...]ボタンをクリックし、このサンプルの[Repository Content] (リ
ポジトリーコンテンツ)ダイアログボックス、LoadDynamicSchemaChildから子ジョブ
を選択します。

b) コンテキスト変数を子ジョブに渡すには、[Transmit whole context] (コンテキスト全体の送
信)オプションを選択します。

8. Ctrl + Sキーを押してジョブを保存します。

子ジョブの設定

手順

1. [Contexts] (コンテキスト)ビューで、次の3つの変数を追加し、値を未定義のままにします。

• filename、文字列型
• tablename、文字列型
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• directory、文字列型
2. tFileInputDelimitedコンポーネント(ラベル付きInput_file)をダブルクリックして、[Basic

settings] (基本設定)ビューを開き、コンポーネントを次のように設定します:

• スキーマエディタを開きカラム[data] (データ)を追加し、その型を[Dynamic] (動
的)に設定します。

• Fillファイルアクセス用に定義されたコンテキスト変数を使用して[File name/Stream]
(ファイル名/ストリーム)フィールドに入力します: context.directory+context.fi
lename.

ヒント:  フィールド内をクリックし、Ctrl+Shiftキーを押して、使用可能な変数のリスト
にアクセスします。

• [Header] (ヘッダー)フィールドで、スキップするファイルの先頭の行数を指定します。

このサンプルでは、各ファイルの最初の行がヘッダー行です。
• その他の設定はデフォルトのままにします。

3. tDBOutputコンポーネント(ラベル付きWrite_to_DB)をダブルクリックして、[Basic settings]
(基本設定)ビューを開き、コンポーネントを次のように設定します:

• データベース接続の詳細(ホスト名またはIPアドレス、ポート番号、データベース名、認証
資格情報など)を指定します。

• このサンプルでは、テーブル名に定義されたコンテキスト変数context.tablen

ameを[Table] (テーブル)フィールドに入力します。
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• [Action on table] (アクションテーブル)リストから[Default] (デフォルト)を選択しま
す。

• [Action on data] (データの操作)リストから、[Insert] (挿入)を選択します。
• [Sync columns] (カラムの同期) をクリックして、スキーマが入力コンポーネントと同じで

あることを確認します:dataという名前の1つのカラムに[Dynamic] (動的)と入力します。
• 他のオプションはデフォルトのままにします。

4. Ctrl + Sキーを押してジョブを保存します。

親ジョブの実行とデータ読み込み結果の確認
手順

1. 親ジョブに移動します。
2. F6キーを押してジョブを実行し、MySQLデータベーステーブルを確認します。

タスクの結果
各フラットファイルの内容は、対応するデータベーステーブルにロードされます。
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出力ストリームフィーチャーの使用

次のユースケースでは、出力ストリームフィーチャーを使って、多数のコンポーネントでの出力
パフォーマンスを大幅に向上させる方法を示します。

このシナリオでは、顧客情報が格納された定義済みのcsvファイルをデータベーステーブルにロー
ドします。次に、tMapを使ってロードしたデータを選択し、出力ストリームフィーチャーを使っ
てそのデータをローカルファイルとコンソールに出力します。

[Use Output Stream] (出力ストリームの使用) フィーチャーの原則は、https://help.talend.comの
『Talend Studioユーザーガイド』で「出力ストリームの使用フィーチャーを使用する方法」を参
照して下さい。

入力データ
入力ファイル(このデータがデータベーステーブルにロード)には、さまざまな視点からの顧客情報
が含まれています。

このファイル構造(Talend Studioでは通常スキーマと呼ばれる)には、次のカラムが含まれます。

• id (タイプ: 整数
• CustomerName (タイプ: 文字列
• CustomerAge (タイプ: 整数
• CustomerAddress (タイプ: 文字列
• CustomerCity (タイプ: 文字列
• RegisterTime (タイプ: 日付

出力データ
tMapコンポーネントを使って、入力データからid、CustomerName、CustomerAgeの各カラムを選
択します。次に、出力ストリーム機能を使って、選択したデータを出力します。

予想される出力データは、次の構造になります。

• id (タイプ: 整数
• CustomerName (タイプ: 文字列
• CustomerAge (タイプ: 整数

上記の3つのカラムは、入力データの該当するカラムから取得されます。

シナリオをジョブに変換する
このシナリオを実装するには、ジョブに関する次の4つの手順が必要です。

1. ジョブの作成、入力データのスキーマの定義、定義済みスキーマを基にした入力ファイルの読
み取り。

2. 出力ストリーム機能を有効にするコマンドの設定。
3. tMapコンポーネントを使ったデータのマッピング。
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4. 選択したデータストリームの出力。

ジョブ全体は、次の画像に示されているような流れになります。ジョブの設計の詳細は、以降の
セクションを参照して下さい。

手順1: ローカルファイルから入力データを読み取る

tFileInputDelimitedコンポーネントを使って、入力データとしてcustomers.csvファイルを読み
込みます。このコンポーネントは、[Palette] (パレット)の[File/Input] (ファイル/入力)グループに
あります。

手順

1. tFileInputDelimitedコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリック
し、[Basic settings] (基本設定)ビューを開いて、プロパティを設定します。

2. [File name/Stream] (ファイル名/ストリーム)の横の[...]ボタンをクリックし、入力データファイ
ルのパスを参照して選択します。入力データファイルのパスは手動で入力することもできま
す。

3. [Edit schema] (スキーマの編集)をクリックしてダイアログボックスを開き、入力ファイルのフ
ァイル構造を設定します。

4. [+]ボタンをクリックしてカラムを6つ追加し、次の画像のように、[Type] (タイプ)とカラム名
を設定します。
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5. [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

手順2: 出力ストリーム機能を有効にするコマンドを設定する

ここでは、tJavaを使って、出力ファイルと、そのファイルを含むディレクトリーを作成するコマ
ンドを設定します。

手順

1. tJavaコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開いて、プロパティを設定します。

2. [Code] (コード)エリアに次のコマンドを入力します。

new java.io.File("C:/myFolder").mkdirs(); 
globalMap.put("out_file",new java.io.FileOutputStream("C:/myFolder/cust
omerselection.txt",false));

注:

ここで入力したコマンドにより、出力ファイルcustomerselection.txtを保存するため
の新規ディレクトリーC:/myFolderが作成されます。実際の状況に応じて、コマンドをカ
スタマイズできます。

3. [Trigger] (トリガー) > [On Subjob Ok]接続を使って、tJavaとtFileInputDelimitedを接続します。
tJavaが実行に成功すると、tFileInputDelimitedで始まるサブジョブがトリガーされます。
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手順3: tMapコンポーネントを使ってデータのマッピングを行う

手順

1. tMapコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開いて、プロパティを設定します。

2. [Map Editor] (マップエディター)の横にある[...]ボタンをクリックし、ダイアログボックスを開
いて、マッピングを設定します。

3. 左側の[+]ボタンをクリックし、入力側データのスキーマのためにカラムを6つ追加します。こ
れらのカラムは次の画像と同じでなければなりません。

4. 右側の[+]ボタンをクリックし、出力側データフローのスキーマを追加します。
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5. [New output] (新規出力)を選択し、[OK]をクリックして、出力スキーマを保存します。

現在のところ、出力スキーマはまだ空の状態です。
6. out1テーブルの下にある[+]ボタンをクリックし、出力データのカラムを3つ追加します。

7. id、CustomerName、CustomerAgeの各カラムを右側のそれぞれの行にドロップします。

8. [OK]をクリックして、設定を保存します。

手順4: 選択したデータストリームを出力する

手順

1. tFileOutputDelimitedコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリック
し、[Basic settings] (基本設定)ビューを開いて、コンポーネントのプロパティを設定します。
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2. [Use Output Stream] (出力ストリームの使用)チェックボックスを選択し、[Output Stream] (出
力ストリーム)フィールドを有効にして、[Output Stream] (出力ストリーム)フィールドに次の
コマンドを入力します:

(java.io.OutputStream)globalMap.get("out_file")

注:

[Output Stream] (出力ストリーム)フィールドのコマンドは、Ctrl+Spaceを押して、リストか
ら組み込みコマンドを選択するか、実際の状況に従って、フィールドにコマンドを手動で入
力します。このシナリオでは、[Output Stream] (出力ストリーム)フィールドで使用するコマ
ンドにより、java.io.OutputStreamクラスが呼び出され、絞り込んだデータストリーム
を、tJavaの[Code] (コード)エリアで定義するローカルファイルに出力します。

3. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使ってtFileInputDelimitedをtMapに接続し、tMapの[Map
Editor] (マップエディター)で定義する[Row] (行) > [out1]接続を使ってtMapをtFileOutputDel
imitedに接続します。

4. [Sync columns] (カラムの同期)タブをクリックし、先行のコンポーネントで定義されているス
キーマを取得します。

5. tLogRowコンポーネントをデザインワークスペースにドロップしてダブルクリックし、[Basic
settings] (基本設定)ビューを開きます。

6. [Mode] (モード)エリアの[Table] (テーブル)ラジオボタンを選択します。
7. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って、tFileOutputDelimitedをtLogRowに接続します。
8. [Sync columns] (カラムの同期)タブをクリックし、先行のコンポーネントで定義されているス

キーマを取得します。

これで、このジョブを実行する準備ができました。

9. Ctrl+Sを押してジョブを保存し、F6を押して実行します。

選択したデータの内容がコンソールに表示されます。
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選択したデータは、指定したローカルファイルのcustomerselection.txtにも出力されま
す。
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暗黙的なコンテキストのロードフィーチャーの使用

コンテキスト変数に基づくジョブのパラメーター化により、さまざまなコンテキストまたは環
境でのジョブのオーケストレーションと実行に対応できます。コンテキスト変数の値は、作成中
に定義する方法と、ジョブの実行中に明示的または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。

以下のユースケースでは、Talend Studioの暗黙的なコンテキストのロードフィーチャーを使用し
て、ジョブの実行中に動的にコンテキストパラメーターをロードする方法を示します。

このユースケースのジョブで使用するコンポーネントは2つだけです。テスト用と本番環境用
の2つのMySQLデータベースに格納されている従業員データを読み込みます。この2つのデータ
ベースにアクセスするための接続パラメーターは、別のMySQLデータベースにあります。ジョブ
の実行時、これらの接続パラメーターが動的にロードされ、2つのデータベースへの接続が行われ
ます。

ジョブを作成してコンテキスト変数を定義する
始める前に

前述したtestingとproductionの2つのデータベースにアクセスするための接続パラメーター
を格納するdb_testingとdb_productionという名前の2つのテーブルをdb_connections

という名前のMySQLデータベースに作成します。各テーブルは、VARCHAR型の2つのカラ
ムkeyとvalueのみの構成にします。以下、データベーステーブルのコンテンツ例を示します。

db_testing:

key value

host localhost

port 3306

username root

password Talend

database testing

db_production:

key value

host localhost

port 3306

username root

password Talend

database production
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これらのデータベーステーブルは、tFixedFlowInputコンポーネントとtMysqlOutputコンポーネン
トを含む別のTalendジョブを使って作成できます。

手順

1. ジョブを作成し、tMysqlInputコンポーネントとtLogRowコンポーネントをデザインワークス
ペースに追加し、Row > Main接続を使ってリンクさせます。

2. ジョブの[Contexts] (コンテキスト)ビューを選択し、ビューの下部にある[+]ボタンをクリック
して、テーブルに5つの行を追加し、host、port、username、password、databaseの変
数を定義します。これらはすべてString型で、ジョブの実行中に動的にロードされます。

3. ここでもう1つ、[List Of Value] (値のリスト) 型のdb_connectionという変数を作成します。
4. 新しく作成した変数の[Value] (値)フィールド内をクリックして、表示されるボタンをクリッ

クし、[Configure Values] (値の設定)ダイアグボックスを開き、[New...] (新規...)をクリックし
て[New Value] (新しい値)ダイアログボックスを開きます。データベース接続情報を格納する
データベーステーブルの1つの名前を入力し、[OK]をクリックします。
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5. もう一度[New...] (新規...)をクリックしたら、データベース接続情報を格納するもう1つのテー
ブルを定義します。完了したら[OK]をクリックして、[Configure Values] (値の設定)ダイアログ
ボックスを閉じます。

これで変数db_connectionにdb_testingとdb_productionの値リストが設定されまし
た。これらのデータベーステーブルにより、接続パラメーターが読み込まれます。

6. db_connection変数の[Value] (値)フィールドのとなりの[Prompt] (プロンプト)チェックボッ
クスを選択して、[Prompt] (プロンプト)フィールドを表示し、実行時に表示されるプロンプト
メッセージを入力します。
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コンポーネントの設定
手順

1. tMysqlInput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. [Host] (ホスト)、[Port] (ポート)、[Database] (データベース)、[Username] (ユーザー
名)、[Password] (パスワード)、[Table Name] (テーブル名) の各フィールドに、[Contexts]
(コンテキスト)タブビューで定義した関連する変数を入力します。この例ではそれ
ぞれcontext.host、context.port、context.database、context.userna

me、context.passwordになります。

3. [Table Name] (テーブル名)フィールドにemployeesと入力します。これは、両方のデータベー
スにある従業員情報のテーブル名です。

4. 次に、[Schema] (スキーマ)情報を入力します。リポジトリにスキーマを格納している場合
は、[Repository] (リポジトリ)を選択して、リストから関連項目を選択することによって、ス
キーマを取得します。

この例では、両方のデータベーステーブルのスキーマ
は、id(INT型、2桁)、name(VARCHAR型、20文字)、email(VARCHAR型、25文
字)、sex(VARCHAR型、1文字)、 department(VARCHAR型、10文字
)、position(VARCHAR型、10文字)の6つのカラムで構成されています。
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5. [Guess Query] (クエリーの推測)をクリックし、全テーブルカラムを取得します。これら
は、tLogRowコンポーネント経由で[Run] (実行)タブに表示されます。

6. tLogRowコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Table] (テーブル)オプション
を選択し、データレコードをテーブル形式で表示します。

暗黙的なコンテキストのロード機能を設定する

暗黙的なコンテキストのロード機能の設定は、プロジェクト内のすべてのジョブで使用できる
ようにプロジェクト設定で行うこともできますし、特定のジョブのみに適用されるようにジョブ
ビューで行うこともできます。

次の例では、特定ジョブの[Job] (ジョブ)ビューで、暗黙的なコンテキストのロード機能を設定す
る方法を示します。機能を複数のジョブで再利用できるように設定するには、メニューバーか
ら[File] (ファイル) > [Edit Project properties] (プロジェクトプロパティの編集)を選択して、[Project
Settings] (プロジェクト設定)ダイアグボックスを開き、[Job Settings] (ジョブ設定) > [Implicit
context load] (暗黙的なコンテキストのロード)の順に選択して、[Implicit tContextLoad] (暗黙的
なtContextLoad)チェックボックスを選択し、以下の手順2から6に従って、パラメーターを設定し
ます。次に、[Job] (ジョブ)ビューで[Use Project Settings] (プロジェクト設定の使用)チェックボッ
クスをオンにして、ジョブに設定を適用します。

手順

1. [Job] (ジョブ)ビューで、縦に並んだタブの[Extra] (追加)を選択し、[Implicit tContextLoad] (暗黙
的なtContextLoad)チェックボックスをオンにして、ジョブで明示的にtContextLoadコンポーネ
ントを使うことなくコンテキストをロードするようにします。

2. コンテキストパラメーターのロード元を選択します。コンテキストソースは、2カラム構成
のフラットファイルでも、2カラム構成のデータベーステーブルでも構いません。このユー
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スケースでは、データベース接続情報をデータベーステーブルに格納しているので、[From
Database] (データベースから)オプションを選択します。

3. データベース入力コンポーネントの基本設定を定義するように、データベース接続情報を定義
します。

この例では、すべての接続パラメーターをこの特定のジョブに対してのみ使用するの
で、[Property Type] (プロパティタイプ)リストから[Built-In] (組み込み)を選択して、接続情報
を手動で入力します。

4. [Table Name] (テーブル名)フィールドに、[Contexts] (コンテキスト)ビューで定義し
たdb_connectionというコンテキスト変数を入力します。これで、ジョブの実行時にコンテ
キストパラメーターを動的にロードするデータベーステーブルを選択できるようになります。

5. データベーステーブルからすべての接続情報を無条件でフェッチするため、[Query Condition]
(クエリ条件)フィールドは空白のままにします。

6. [Print operations] (操作の出力)チェックボックスをオンにして、ジョブの実行時にロードされ
るコンテキストパラメーターがリスト表示されるようにします。

ジョブの実行
手順

1. Ctrl+Sを押してジョブを保存し、F6を押してジョブを実行します。
2. ダイアログボックスが開いて、データベースを選択するように指示されます。データベースを

選択したら、[OK]をクリックします。
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ロードされたコンテキストパラメーターと選択したデータベースの"employees"テーブルのコ
ンテンツが[Run] (実行)コンソールに表示されます。

3. ここでF6を押すと、ジョブが再起動するので、プロンプトメッセージに応じて、もう一つの
データベースを選択します。

ロードされたコンテキストパラメーターともう一つのデータベースの"employees"テーブルの
コンテンツが[Run] (実行)コンソールに表示されます。
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マルチスレッド実行フィーチャーを使ったジョブの
並列実行

このユースケースでは、前述のユースケース出力ストリームフィーチャーの使用（23ページ）を
ベースにして、マルチスレッド実行フィーチャーを使って2つのジョブを並列実行し、テスト環境
と本番環境の両方で同時に従業員情報を表示する方法を見ていきます。処理データが大量である
場合は、このフィーチャーにより、Talend Studioのジョブ実行パフォーマンスを大幅に改善する
ことができます。

マルチスレッド実行フィーチャーの詳細は、https://help.talend.comの『Talend Studioユーザーガ
イド』で「複数のサブジョブを並列に実行する方法」を参照して下さい。

複数のコンテキストの従業員データを読み込むように
ジョブを設定する
手順

1. [Repository] (リポジトリ)ツリービューで、ユースケース出力ストリームフィーチャーの使
用（23ページ）で作成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[Duplicate]
(複製)を選択します。次に、[Duplicate] (複製)ダイアログボックスに新しいジョブ名
のemployees_testingを入力し、[OK]をクリックします。

2. 新しいジョブを開いて、コンポーネントに、それぞれの役割に基づいたラベルを付けます。

3. この手順を繰り返し、employees_productionという名前のジョブをもう1つ作成します。
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4. 両方のジョブの[Contexts] (コンテキスト)ビューで、db_connection変数を削除します。
5. ジョブemployees_testingの[Job] (ジョブ)ビューの[Extra] (追加)タブで、データベース設定

の[Table Name] (テーブル名)フィールドにdb_testingと入力し、ジョブemployees_prod
uctionの[Job] (ジョブ)ビューの[Extra] (追加)タブで、[Table Name] (テーブル名)フィールド
にdb_productionと入力します。

ジョブを並列実行するように親ジョブをセットアップす
る
手順

1. 新しいジョブを作成し、デザインワークスペース上で2つのtRunJobコンポーネントを追加し
て、各コンポーネントにその役割に基づいたラベルを付けます。
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2. 最初のtRunJobコンポーネントの[Component] (コンポーネント)ビューで、[Job] (ジョブ)フィー
ルドの横にある[...]ボタンをクリックして、実行するジョブとしてemployees_testingを指
定します。

3. もう一つのジョブemployees_productionを実行するように2つ目のtRunJobコンポーネント
を設定します。

4. [Job] (ジョブ)ビューの[Extra] (追加)タブで、[Multi thread execution] (マルチスレッド実
行)チェックボックスを選択して、[Multi-thread Execution] (マルチスレッド実行)を有効にしま
す。

ジョブを実行する
手順

1. Ctrl+Sを押して各ジョブを保存します。
2. 親ジョブで、F6を押すか、[Run] (実行)ビューの[Run] (実行)をクリックして、子ジョブの実行

を開始します。

子ジョブが並列実行され、両方のデータベースから従業員データが読み込まれ、コンソールに
データが表示されます。
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MetaServlet REST Webサービスを呼び出してタスク
を実行

以下のシナリオでは、Studioで作成したジョブにより、MetaServlet REST Webサービスを呼び出
し、Talend Administration Center上で特定のタスクを実行します。

警告:  このドキュメントは、サブスクリプションベースのTalend Studioを使用している場合に
のみ関連します。

前提条件:

Talend Administration Centerの[Job Conductor] (ジョブコンダクター)ページに既存のタスクがある
こと。

コンポーネントをドロップしリンクさせる
手順

1. [Palette] (パレット)からデザインワークスペースに次のコンポーネントをドロップしま
す。tSetGlobalVarコンポーネント、tRESTコンポーネントおよびtLogRowコンポーネント。

2. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って、tRESTコンポーネントをtLogRowコンポーネントに
接続します。

3. [Trigger] (トリガー) > [OnSubjobOK]接続を使って、tSetGlobalVarコンポーネントをtRESTコン
ポーネントに接続します。

コンテキスト変数を設定する
MetaServlet REST Webサービスを呼び出すために使用する変数を定義する必要があります。
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手順

1. [Contexts] (コンテキスト)タブビューで、[+]ボタンを4回クリックし、変数を4つ追加します。
2. これらの変数に、tac_url、tac_user、tac_pwd、task_idという名前を付けます。
3. [Default] (デフォルト)コンテキストの下の[Value] (値)フィールドに変数値を入力します。

• tac_url変数に対しては、Talend Administration Center Web アプリケーションのURL
(http://localhost:8080/org.talend.administratorなど)を入力します。

• tac_user変数に対しては、Talend Administration Center Webアプリケーションの管理者ユー
ザー名(admin@company.comなど)を入力します。

• tac_pwd変数に対しては、Talend Administration Center Webアプリケーションの管理者パス
ワード(adminなど)を入力します。

• task_id変数については、生成するID (1など)を入力します。
4. Ctrl+Sを押し、変更内容を保存します。

ルーチンを設定する
MetaServletパラメーターをREST APIに送信できるようにbase64にエンコードするユーザールーチ
ンを定義する必要があります。このルーチンをジョブで呼び出します。

手順

1. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、[Code] (コード)を展開し、[Routines] (ルーチ
ン)を表示します。

2. [Routines] (ルーチン)を右クリックし、[Create routine] (ルーチンの作成)を選択します。
3. [New routine] (新規ルーチン)ダイアログボックスが開きます。ルーチンを作成するために必要

な情報を入力し、[Finish] (終了)をクリックして次の手順に進みます。

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。

4. 最初のパッケージルーチンコード行のすぐ後に次のコードを入力します:

import com.sun.org.apache.xml.internal.security.utils.Base64;

そのためには、最初の数文字を入力し、Ctrl+Spaceを押してテンプレートリストを開きます。
次に、com.sun.org.apache.xml.internal.security.utils.*;を選択して、*記号
をBase64に置き換えます。

42



MetaServlet REST Webサービスを呼び出してタスクを実行

5. 自分のコードを使って、モデルの最後の部分を変更します。

public static String base64Encode(String message) {

     return message==null ? null : "" + Base64.encode(message.getBytes()).replace(
"\n", "");
    }
public static void main(String[] args) {
     String tmp = "{\"actionName\":\"runTask\",\"taskId\":\"1\",\"mode\":\
"synchronous\",
\"authPass\":\"talend\",\"authUser\":\"talend@talend.com\"}";

     System.out.println("Base 64: " + base64Encode(tmp));
    }
}

これにより、MetaServletアクションのrunTaskをbase64でエンコードできます。

MetaServletで利用可能なパラメーターとアクションの詳細は、『Talend Administration
Centerユーザーガイド』を参照してください。

コンポーネントの設定
手順

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

2. [+]ボタンをクリックし、[Variables] (変数)テーブルに行を1行追加します。

• [Key] (キー)フィールドに、jsonEncodedと入力します。
• [Value] (値)フィールドに、次の内容を入力します。

MetaServlet.base64Encode("{\"actionName\":\"runTask\",\"taskId\":\"" +
 context.task_id + "\",\"mode\"
:\"synchronous\",\"context\":{\"Default\":\"" + ((String)globalMap.get("tMsg
Box_1_RESULT")) + "\"},
\"authPass\":\"" + context.tac_pwd + "\",\"authUser\":\"" + context.tac_user +
 "\"}") 

これは、前に作成したルーチンを呼び出すためです。
3. tRESTコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)ビューを開きます。
4. [URL]フィールドに、起動するWebサービスのURLを入力します。このユースケースでは、次の

ように入力します。

context.tac_url + "/metaServlet?" +((String)globalMap.get("jsonEncoded"))

これは、サービスを呼び出し、MetaServletパラメーターをJson形式にエンコードするためで
す。

5. [HTTP Method] (HTTPメソッド)リストで、GETを選択し、タスクを生成するためのHTTPリクエ
ストを送信します。
これにより、MetaSerletが、Talend Administration CenterのREST APIを介して、関連するパラ
メーターにより起動します。

6. tLogRowコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Basic] (基本)オプションを選択
し、[Run] (実行)コンソールに結果を表示します。

7. ジョブを保存し、F6を押して起動させます。
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タスクの結果

指定したタスクを実行するためにtRESTコンポーネントからサーバー側にHTTPリクエストが送信
されたこと、およびタスクがエラーなしで実行されたことがコンソールに示されています。

Talend Administration Centerの[Job Conductor] (ジョブコンダクター)ページで、タスクのステータ
スが[Ready to run] (実行可能)になります。
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検証ルールジョブのサンプル

警告:  このドキュメントは、サブスクリプションベースのTalend Studioを使用している場合に
のみ関連します。

データを絞り込んで有効なデータだけを出力フローに送信する必要がある場合には、データを
チェックする検証ルールを作成することができます。この検証ルールは、値の正確性や参照の
整合性などの基本的なチェックを行う目的で使用します。検証ルールは[Repository] (リポジト
リー)内のメタデータレベルに保存されるため、簡単に再利用または変更できます。

これらのルールの作成方法は、https://help.talend.comの『Talend Studioユーザーガイド』で
『[Centralizing a Validation Rule] (検証ルールの一元管理)』を参照して下さい。

参照検証ルールを使用する
検証ルールを設定したら、そのルールをジョブデザインに適用できます。ここでは例として、
データベースを新規データで更新する場合に、参照の整合性をチェックする検証ルールを適用
します。ただし、新規データをアップロードする前に、それらのデータがデータベース内の既存
データと一致するかどうかを確認する必要があります。

このシナリオは、Talend Studioユーザーガイドの[Referential rule] (参照ルール)セクションで作成さ
れた参照チェック検証ルールに基づいています。

ジョブ環境を設定する

手順

1. [Palette] (パレット)から、これら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: データをアップロードするためのデータベース入力コンポーネントとデータベース出力
コンポーネント(この例ではtMysqlInputとtMysqlOutput)、リジェクトされたデータをコンソー
ルに表示するためのtLogRowコンポーネント、処理された行数をコンソールに表示するため
のtJavaコンポーネント。

2. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って、入力データベースコンポーネントと出力データベー
スコンポーネントを接続し、[Trigger] (トリガー) > [OnSubjobOk]接続を使って、tMysqlInputコ
ンポーネントとtJavaコンポーネントを接続します。

注:

tMysqlOutputコンポーネントに検証ルールを適用する場合にのみ、tMysqlOutputコンポーネ
ントとtLogRowコンポーネントの間にリジェクトリンクを作成することができます。
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コンポーネントの設定

手順

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

2. [Property type] (プロパティタイプ)として[Repository] (リポジトリ)を選択し、フィールドの横
にある[...]ボタンをクリックして、確認するメタデータに対応する接続プロパティを取得しま
す。

3. [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、フィールド
の横にある[...]ボタンをクリックして、データベーステーブルに対応するスキーマを取得しま
す。
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4. [Table] (テーブル)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、確認するテーブルを選択し
ます。

5. [Guess Query] (クエリの推測)をクリックし、テーブルスキーマに対応するクエリを自動的に取
得します。

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

7. [Property type] (プロパティタイプ)として[Repository] (リポジトリ)を選択し、フィールドの横
にある[...]ボタンをクリックして、新規データをロードするデータベーステーブルに対応する
接続プロパティを取得します。

8. [Table] (テーブル)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、データをロードするテーブ
ルを選択します。

9. [Action on table] (テーブル操作)リストで、[Default] (デフォルト)を選択し、[Action on data]
(データ操作)リストで、ジョブで適用する検証ルール内に定義されている操作を選択します。
ここでは、使用する参照検証ルールとして[On insert] (挿入時)と[On update] (更新時)を選択し
たため、このルールをトリガーするために[Update or insert] (更新または挿入)を選択します。

10. 入力コンポーネントと出力コンポーネントのスキーマが自動的に同期しなかった場合、[Sync
columns] (カラムの同期)をクリックすると、入力フローのスキーマが自動的に取得されます。

検証ルールを適用してジョブ実行結果を表示する

手順

1. tMysqlOutputの[Component] (コンポーネント)ビューで[Validation Rules] (検証ルール)タブをク
リックします。
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2. [Use an existing validation rule] (既存の検証ルールを使用)チェックボックスをオンにし、コン
ポーネントに検証ルールを適用します。

3. [Validation Rule Type] (検証ルールタイプ)リストで[Repository] (リポジトリー)を選択し、[...]ボ
タンをクリックして、[Repository Content] (リポジトリーコンテンツ)ウィンドウで検証ルール
を選択します。

4. tMysqlOutputコンポーネントを右クリックし、メニューで[Row] (行) > [Rejects] (リジェクト)の
順に選択し、このコンポーネントをtLogRowコンポーネントにドラッグして、この2つのコン
ポーネントの間にリジェクトリンクを作成します。

この検証ルールで[Reject link] (リジェクトリンク)オプションを有効にしている場合、リジェク
トされたデータを取得して、リジェクトフローに流すことができます。

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

6. 更新行数、挿入行数、リジェクト行数を表示するコードを[Code] (コード)フィールドに入力し
ます。

System.out.println("Updates: "+((Integer)globalMap.get("tMysqlOutput_1_
NB_LINE_UPDATED"))+"\nInserts:
"+((Integer)globalMap.get("tMysqlOutput_1_NB_LINE_INSERTED"))+"\nRejects:
"+((Integer)globalMap.get("tLogRow_1_NB_LINE")));

7. ジョブを保存し、[F6]を押して実行します。

タスクの結果

データベーステーブル上で有効なデータが挿入または更新され、検証ルールによってリジェクト
された行、およびジョブで実行された更新回数、挿入回数、リジェクト回数がコンソールに表示
されます。
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基本的な検証ルールを使用する
検証ルールを設定したら、そのルールをジョブデザインに適用できます。ここでは例として、
データベーステーブルを読み取る際に正しい値かどうかをチェックする、基本的な検証ルールを
使用します。このシナリオは、Talend Studioユーザーガイドの[Basic rule] (基本ルール)セクション
で作成された基本チェック検証ルールに基づいています。

ジョブ環境を設定する

手順

1. [Palette] (パレット)から、これら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: データベース入力コンポーネントのtMysqlInput有効なデータを1つのファイルに抽出し、
リジェクトされたデータを別のファイルに抽出するための2つのtFileOutputDelimitedコンポー
ネント、処理された行の数をコンソールに表示するための tJavaコンポーネントを、デザイン
ワークスペースにドロップします。

2. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使って入力データベースコンポーネントを最初
のtFileOutputDelimitedコンポーネントに接続し、[Trigger] (トリガー) > [OnSubjobOk]接続を
使って、tMysqlInputコンポーネントをtJavaコンポーネントに接続します。

注:

tMysqlInputコンポーネントに検証ルールを適用する場合のみ、tMysqlInputコンポーネント
と2つ目のtFileOutputDelimitedコンポーネントとの間にリジェクトリンクを作成することが
できます。

tMysqlInputを設定する

手順

1. tMysqlInputコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)を開きます。
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2. [Property type] (プロパティタイプ)として[Repository] (リポジトリ)を選択し、フィールドの横
にある[...]ボタンをクリックして、確認するメタデータに対応する接続プロパティを取得しま
す。

3. [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、フィールド
の横にある[...]ボタンをクリックして、データベーステーブルに対応するスキーマを取得しま
す。

4. [Table] (テーブル)フィールドの横にある[...]ボタンをクリックし、確認するテーブルを選択し
ます。

5. [Guess Query] (クエリの推測)をクリックし、テーブルスキーマに対応するクエリを自動的に取
得します。

検証ルールを適用してリジェクトリンクを作成する

この検証ルールには[On select] (選択時)オプションを選択したので、検証ルールは入力コンポーネ
ントに適用する必要があります。

手順

1. tMysqlInputの[Component] (コンポーネント)ビューで[Validation Rules] (検証ルール)タブをク
リックします。
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2. [Use an existing validation rule] (既存の検証ルールを使用)チェックボックスをオンにし、コン
ポーネントに検証ルールを適用します。

3. [Validation Rule Type] (検証ルールタイプ)リストで[Repository] (リポジトリー)を選択し、[...]ボ
タンをクリックして、[Repository Content] (リポジトリーコンテンツ)ウィンドウで検証ルール
を選択します。

4. tMysqlInputコンポーネントを右クリックし、メニューで[Row] (行) > [Rejects] (リジェクト)の
順に選択し、このコンポーネントを2つ目のtFileOutputDelimitedコンポーネントにドラッグし
て、この2つのコンポーネントの間にリジェクトリンクを作成します。

この検証ルールで[Reject link] (リジェクトリンク)オプションを有効にしている場合、リジェク
トされたデータを取得して、リジェクトフローに流すことができます。

出力コンポーネントを設定してジョブ実行結果を表示する

手順

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

2. [File Name] (ファイル名)フィールドに、有効なデータを書き込むファイルのパスと名前を指定
します。

3. 該当するフィールドに、行とフィールドの区切り記号を定義します。
4. [Include Header] (ヘッダーを含む)チェックボックスをオンにして、出力データにカラムヘッ

ダーを含めます。
5. 2つ目のtFileOutputDelimitedコンポーネントに前述の手順を繰り返し、リジェクトされたデー

タの出力を設定します。
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6. tJavaコンポーネントをダブルクリックし、[Basic settings] (基本設定)を開きます。

7. 更新行数、挿入行数、リジェクト行数を表示するコードを[Code] (コード)フィールドに入力し
ます。

System.out.println("Valid data: "+((Integer)globalMap.get("tFileOutputDeli
mited_1_NB_LINE"))+"\nRejected
data: "+((Integer)globalMap.get("tFileOutputDelimited_2_NB_LINE")));

8. ジョブを保存し、[F6]を押して実行します。

タスクの結果

有効なデータが最初の区切り記号付きファイルに出力され、リジェクトされたデータが2つの目の
区切り記号付きファイルに出力されます。コンソールには、ジョブで処理された有効な行の数、
およびリジェクト回数が表示されます。
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JDBCコネクターを使用したAmazon Athenaへの接続

このサンプルでは、Java JDBCドライバーを使用してAmazon Athenaサービスに接続し、Talend
StudioのAmazon Athenaサービスを利用する方法を示します。

Talendこの記事の実装には7.1.1を使用しています。ただし、JDBCをサポートするすべてのバー
ジョンのTalendを使用してAmazon Athenaに接続できます。Amazon Athenaは現在、一部のA
WSリージョンでのみご利用いただけます。[AWS global infrastructure region table] (AWSグローバ
ルインフラストラクチャリージョンテーブル)からサービスが利用可能かどうかを確認することを
お勧めします。

Amazon Athenaからのクエリー結果は、Amazon S3に保存する必要があります。そのため、同じよ
うにS3出力フォルダーを作成しました。

Amazon Athena、Amazon S3、JDBCの詳細は、以下を参照してください:

• Amazon Athena
• Amazon S3
• Java JDBC

Amazon Athenaに接続するためのJDBC接続の設定
始める前に
必須追加ライブラリーAthenaJDBC42-2.0.7.jarの準備ができているはずです。まだダウン
ロードしていない場合は、こちらからAthena JDBCドライバーをダウンロードします。

このタスクについて
以下の手順に従って、Talend StudioジョブをAmazon Athenaに接続するためのJDBC接続をセット
アップします。

手順

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

2. 接続名と目的を指定し、[Next] (次へ)をクリックします。
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3. [DB Type] (DBタイプ)リストから[JDBC]を選択します。
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4. [JDBC URL]フィールドには、AWSユーザーIDとパスワードを含むJDBC URLの詳細が表示されま
す。

jdbc:awsathena://AwsRegion=<AWS Region>;User=<AWS Access Key>;Password=<AWS Secret
 Key>;S3OutputLocation=<S3 folder>

5. 必要な追加ライブラリーをインストールします。
a) [Drivers] (ドライバー)テーブルで、[+]ボタンをクリックして線を追加し、[...]ボタンをク

リックして[Module] (モジュール)ダイアログボックスを開きます。
b) [Install a new module] (新しいモジュールのインストール)オプションを選択し、[...]ボタン

をクリックしてダウンロードされたjarファイルを参照します。
c) [Detect the module install status] (モジュールのインストール状況の検出)ボタンをクリック

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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6. [Database connection] (データベース接続)ウィザードに戻り、[Select class name] (クラス名を
選択)ボタンをクリックし、Amazon Athenaと通信できるようにするドライバーのメインクラス
を選択します。

7. [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。

8. [Test connection] (接続テスト)をクリックし、[Finish] (終了)をクリックしてウィザードを閉じ
ます。

9. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、作成した JDBC 接続を右クリックし、接続されて
いるAmazon Athenaサービスのテーブルスキーマを取得するため[Retrieve Schema] (スキーマの
取得)を選択します。

Amazon Athenaに接続するためのジョブの設定
手順

1. Talend標準ジョブを作成し、そのデザインワークスペースに2つのコンポーネントをドロップ
します:tDBInputとtLogRowを入力し、必要に応じてラベルを付けます。

2. tDBInputコンポーネントをダブルクリックし、DatabaseリストからJDBCを選択して、[Apply]
(適用)をクリックします。

3. [Row] (行) > [Main] (メイン)接続を使用してtDBInputコンポーネントとtLogRowコンポーネント
に接続します。
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4. [Repository] (リポジトリー)ツリービューで、作成したばかりのJDBC接続を展開し、目的の
テーブルスキーマを選択して、それをtDBInputコンポーネントにドロップします。
接続情報、テーブル名、およびスキーマは自動的に設定されます。

5. [Guess Query] (クエリーの推測)をクリックしてクエリー句を生成し、必要に応じて編集します
。

6. tLogRowコンポーネントの[Basic settings] (基本設定)ビューで、[Sync columns] (カラムの同
期)をクリックして、入力コンポーネントと同一のスキーマがあることを確認し、Table (each
is key/value list)オプションを選択してコンソール表示を読みやすくします。

7. [F6]を押してジョブを実行します。

タスクの結果
[Run] (実行)コンソールは、Amazon Athenaサービスから読み取られたデータを表示します。

57



Google Kubernetes EngineでのTalendジョブのスケジュールと実行

Google Kubernetes EngineでのTalendジョブのスケ
ジュールと実行

サーバーレスの実行が有効になるよう、Talendによって開発者はジョブをDockerイメージとして
公開できます。コンテナー化されたジョブはその後、Kubernetesエンジンで実行できるようにな
ります。

この例では次の操作方法を説明します。

• TalendジョブをDockerイメージとしてDockerレジストリーに公開する
• Google Kubernetes Engine (GKE)クラスターでジョブを実行するようDockerイメージをスケ

ジュールする

この例の前提条件
ジョブをDockerイメージとしてパブリッシュし、Google Kubernetes Engineで実行するには、以下
が必要です。

• Talend Platform StudioまたはTalend Data Fabric Studio (バージョン7.1.1以降でクライアン
ト/ローカルマシンにインストール済み)

• Dockerレジストリーアカウント
• ライセンスされたGoogle Cloud Platform (GCP)アカウント。

ジョブをDockerイメージとしてパブリッシュする

Dockerは、コンテナーを使うことでアプリケーションをさらに簡単に作成、デプロイ、実行でき
るよう設計されたツールです。ジョブをDockerイメージとして公開するには、以下の手順に従っ
てください。

手順

1. Talend Studioを開いて次のようなシンプルな標準ジョブを作成し、正常に実行されるようにし
ます。
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2. [Repository] (リポジトリー)ツリービューでそのジョブを右クリックし、コンテキストメニュー
で[Publish] (公開)を選択します。

3. [Export Type] (エクスポートタイプ)で[Docker Image] (Dockerイメージ)を選択し、[Next] (次
へ)をクリックします。
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4. Dockerホストとして[Local] (ローカル)を選択し、次の詳細とDockerレジストリーの資格情報を
入力します。

• [Image name] (イメージ名): Dockerイメージの名前。Dockerレジストリーに同じ名前のリポ
ジトリーが作成されます。

• [Image tag] (イメージタグ): Dockerイメージにタグ付けする値。デフォルトでは、ジョブの
バージョンがタグ値となります。

• [Registry] (レジストリー): Docker IDを伴うDockerレジストリーURLが与えられます。Docker
Hubの場合は、hub.docker.com/dockerIdとなります。

• [Username] (ユーザー名)と[Password] (パスワード): Dockerレジストリーへの接続に使用す
るクレデンシャル。
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5. Dockerレジストリーアカウントにログインし、[Repositories] (リポジトリー)タブの下に進みま
す。
作成したジョブが含まれたDockerイメージが確認できます。
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Google Kubernetes Engineの設定

Google Kubernetes Engine (GKE)は、Dockerコンテナー、およびGoogleのパブリッククラウドサー
ビス内で実行されるコンテナークラスター用の管理オーケストレーションシステムです。

手順

1. GCP環境にログインします。
2. [Google Services] (Googleサービス)リストで、Kubernetes Engineを選択します。
3. [Create Cluster] (クラスターの作成)ボタンをクリックし、選択したKubernetes Engineで必要と

なる設定情報を入力します。

設定の詳細については、https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/creating-a-
clusterを参照してください。
クラスターが作成されるとページは次のようになります。

4. 右側の[Connect] (接続)ボタンをクリックし、このクラスターに接続します。
下のようなウィンドウが開きます。
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5. [Run in Cloud Shell] (Cloud Shellで実行)をクリックします。
Google Cloud Shellがコマンドと共に開きます。[Enter]を押してそのコマンドを実行します。

これでクラスターに接続できます。

ジョブのスケジュール設定
手順

1. Kubernetes Engineページの左側にある[Workloads] (ワークロード)タブをクリックし、上部
の[Activate Cloud Shell] (Cloud Shellを有効にする)をクリックします。
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2. 次のコマンドを実行し、regcredという名前のSecretを作成します。

kubectl create secret docker-registry regcred --docker-server=<docker-registry-
server> --docker-username=<dockerId> --docker-password=<docker-password> --docker-
email=<your-email>

Kubernetesクラスターは、docker-registryタイプのSecret機能を使ってプライベートイメージ
を認証、およびプルします。このSecretはCloud Shellで作成できます。Secretに関する詳細
は、https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/を参照
してください。

3. 次の詳細を使ってローカルワークステーションにconfig.ymlファイルを作成します。パラメ
ーターの配置は決して変えないようにしてください。

apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
name: talend-standard-job
spec:
schedule: "*/3 * * * *"
jobTemplate:
spec:
template:
spec:
containers:
- name: kubernetes-job
image: dockerId/standard_job:latest
restartPolicy: Never
imagePullSecrets:
- name: regcred
backoffLimit: 4

スケジュールパラメーターによって、crontabにおけるジョブの実行日時と頻度が定義され
ます。このパラメーターはUNIX標準規格とCronジョブ時間(UTC)に従います。スケジュール
パラメーターにはフィールドが5つあります。Cronジョブのスケジュール設定方法について
は、https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs/how-to/cronjobsを参照してください。

4. 下図のように、シェルウィンドウで[Settings] (設定)ボタンをクリックし、[Upload file] (ファイ
ルをアップロード)をクリックして、作成されたconfig.ymlファイルを選択してアップロー
ドします。
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5. ファイルをアップロードした後は、Cloud Shellで次のコマンドを実行します。

kubectl create -f config.yml

これによって次のようなCronジョブがtalend-standard-jobという名前で作成されます。

6. 作成されたCronジョブをクリックし、次の詳細を確認します。
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このジョブは3分ごとに実行されるようスケジュールされています。
ジョブ実行ログを表示するには、[Cron Job details] (Cronジョブの詳細)ページでコンテナーロ
グをクリックします。

Cronジョブを削除するには、[Cron Job] (Cronジョブ)詳細ページで該当するCronジョブをク
リックし、[KUBECTL] > [Delete] (削除)をクリックします。これによって、コマンドが入っ
たCloud Shellが開きます。Enterを押してジョブを削除します。
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