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序文序文序文序文    

本書は、UNIX環境における SAS/Warehouse Administratorソフトウェア バージョン 1.3の

導入方法について述べたものです。お使いのUNIXマシンに SAS/Warehouse Administratorソ

フトウェア バージョン 1.3を導入する場合には、必ず本書をお読みください。 

 
1998年 12月 

株式会社 SASインスティチュートジャパン 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本書で解説するソフトウェアはライセンス契約のもとに提供されるものであり、同ソフトウェアは

この契約の条項にしたがってのみ、使用あるいは複写が許可されています。このため、御契約頂いた

SASソフトウェアプロダクトを、契約書に記載されている以外の CPU上で使用された場合にトラブ

ルが発生しても、当社は同ソフトウェアプロダクトに関する契約上の保障およびサポートを一切行な

いません。 

本書で使用されているシステム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。また、本書の

内容は予告なく変更されることがあります。 
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第１章第１章第１章第１章 インストールを始める前にインストールを始める前にインストールを始める前にインストールを始める前に 
 

1.1 必要条件の確認必要条件の確認必要条件の確認必要条件の確認 
 
ハードウェア／ソフトウェアの条件は満たされていますか？ 
インストールパッケージに含まれている資料「SAS/Warehouse Administratorソフトウ
ェア バージョン 1.3システム動作環境」を参照のうえ、SAS/Warehouse Administratorソ
フトウェアが必要とする、ハードウェアおよびソフトウェアの条件について確認してくださ

い。 
 

1.2 インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合インストール時にエラーが発生した場合 
 
インストール時にエラーが発生した場合には、インストールパッケージに含まれている

「SAS Q&Aシート」にエラーメッセージの内容などの詳細を記したうえで、FAXもしくは
電子メールにてテクニカルサポートにお問い合わせください。 

 

  ■テクニカルサポート連絡先テクニカルサポート連絡先テクニカルサポート連絡先テクニカルサポート連絡先 

   FAX: 03-3533-3781   TEL: 03-3533-3877 

   電子メール:  support@jpn.sas.com 

   (電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に Subjectを helpとして 

   お送りください。) 
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第２章第２章第２章第２章 SAS システムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール 
    

2.1 SAS システムのインストールシステムのインストールシステムのインストールシステムのインストール 
 

1. UNIX(AIX, HP-UX, SunOS, Digital UNIX)版 SASシステム リリース 6.12 TS050以上
の CD-ROMを CD-ROMドライブにセットします。 
 

2. 「インストレーションガイド」を参照の上、SASシステムのインストールを行います。 
 
3. umountコマンドを実行して、SASシステムのインストールメディアをアンマウントしま
す。 

例） umount /cdrom 
  
             注意 :  SunOSでは ejectコマンドになります。 
 

2.2 インストールするプロダクトインストールするプロダクトインストールするプロダクトインストールするプロダクト 
 
SAS/Warehouse Administratorソフトウェアの実行のためには、次のプロダクトをインス
トールする必要があります。なお、アプリケーションに応じてその他のプロダクトが必要に

なる場合があります。 
    

����    必須プロダクト必須プロダクト必須プロダクト必須プロダクト    
   Base SAS ソフトウェア 
   SAS/FSP ソフトウェア 
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第３章第３章第３章第３章 SAS/Warehouse Administrator ソフトウェアのソフトウェアのソフトウェアのソフトウェアの

インストールインストールインストールインストール 
    

本章では、SAS/Warehouse Administratorソフトウェアのインストール作業について説
明します。 

 
3.1 必要条件必要条件必要条件必要条件 

 
この CD-ROMには、SAS/Warehouse Administratorソフトウェア バージョン 1.3が含
まれています。 

 
SAS/Warehouse Administratorソフトウェアが、前回のインストール作業でインストール
されている場合でも、*必ず* SAS/Warehouse Administratorソフトウェア バージョン 1.3
の CD-ROMを適用してください。このバージョン 1.3の CD-ROMに SAS/Warehouse 
Administratorソフトウェアの最新のイメージが含まれています。 

 
バージョン 1.3のインストール時にデフォルト以外の値を選択した場合、インストール後
に後処理が必要になります。この後処理は CONFIG.SAS(環境設定ファイル)を修正する必
要があります。詳細については「3.5 使用上の説明と注意点」を参照してください。 

 
3.2 既存ファイルのバックアップ既存ファイルのバックアップ既存ファイルのバックアップ既存ファイルのバックアップ 

 
以下で説明する場合を除いて、置換されるファイルのバックアップコピーが作成されます。 

 
   1) 既にバックアップディレクトリにファイルのコピーが存在する場合 

 
   2) バックアップディレクトリ作成中、またはファイルをバックアップディレクトリ   
      にコピーする途中でエラーが発生した場合 

 
旧ファイルのバックアップ作成時にエラーが生じた場合にも、インストール処理は継続さ

れることに注意してください。このことから、バックアップディレクトリは必ずアクセス可

能であり、競合しない書き込みの可能な状態にしておく必要があります。 
 

3.3 セットアッププログラムの起動セットアッププログラムの起動セットアッププログラムの起動セットアッププログラムの起動 
 

    次の手順にしたがって、SASシステムのセットアッププログラムを起動してください。 
 

1. お手持ちのCD-ROMが SAS/Warehouse Administratorソフトウェア バージョン1.3
のものであるかどうかを、始めに確認してください。 
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2. SAS/Warehouse Administratorソフトウェアの CD-ROMをマウントします。 

 
注意: この SASシステムは ISO-9660 CD-ROMと Rockrigeエクステンション

をサポートしています。 
 

 CD-ROMをマウントするには、プラットフォームの種類に応じて次の mountコマン 
 ドのいずれかを実行します。 

 
 AIX            mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom 
 Solaris 1    mount -r -t hsfs /dev/sr0 /cdrom 

 Solaris 2    mount -r -F hsfs /dev/sr0 /cdrom 

 HP-UX    mount -r /dev/dsk/0d0 /cdrom 

 Digital UNIX 
  mount -rt cdfs -o noversion /dev/rz33c /cdrom 

 
注意: 上記のmountコマンドの引数に指定したデバイスファイル名は一般的な

名前です。お使いのシステム設定によっては、デバイスファイル名が上記

と異なる場合があります。そのような場合には、システムの設定を確認の

上、mountコマンドの引数を正しい名前に置き換えてください。 
 

注意: Solaris2のボリューム管理機能を使用している場合は、CD-ROMをデバ
イスにセットすると自動的に /cdrom/cdrom0にマウントされます。上記
の例はボリューム管理機能を使用しない場合に実行する mountコマンド
の例です。 

 
 CD-ROM装置をマウントおよびアンマウントするには、root権限が必要です。ただし、 
 インストールを行う際には root権限が必要ではありませんので、マウント後 root以  
 外のユーザ IDで再ログインしてインストールを実行してください。 

 
3. CD-ROMから「SAS/Warehouse Administratorソフトウェア」のファイルを展開す
るため、一時的なディレクトリを作成します。 

 
    mkdir /usr/tmp/dw_temp 
    cd /usr/tmp/dw_temp 

 
4. メディアの内容を次のいずれかの tarコマンドを使用して /usr/tmp/dw_tempディレ
クトリにコピーします。 

 
ローカルローカルローカルローカル CD CD CD CD----ROM (ROM (ROM (ROM (全ての全ての全ての全ての UNIXUNIXUNIXUNIX プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム):):):): 

 
  tar xvf /cdrom/v1_f1 
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    tar xvf /cdrom/V1_F1 
    (HP-UXの場合) 

注意: Solaris2のボリューム管理機能を使用している場合は、ファイル名が
/cdrom/cdrom0/v1_f1になります。 

 
リモートリモートリモートリモート CD CD CD CD----ROM:ROM:ROM:ROM: 

 
 HP-UX : 

     remsh <hostname> -l <username> -n dd¥ 

     if=/cdrom/V1_F1 bs=20b | tar xvf -
 
 SunOS, Digital UNIX : 

remsh <hostname> -l <username> -n dd¥ 

if=/cdrom/v1_f1  bs=20b | tar xvf - 
 

注意: Solaris2のボリューム管理機能を使用している場合は、ファイル名が 
/cdrom/cdrom0/v1_f1になります。 

   
 AIX : 

rsh <hostname> -l <username> -n dd¥ 

if=/cdrom/v1_f1  bs=20b | tar xvf - 
 

次の 7つのディレクトリが作成されます。 
  ./core/ 

  ./dbcs/ 

             ./dwdemo/ 

  ./japanese/ 

  ./japanese.secondary_encoding/ 

             ./wa.eng 

./whouse/ 
 

5. CD-ROMに含まれるインストーラのカタログ wasetupは、プライマリエンコーディ
ングのカタログをインストールするためのものです。セカンダリエンコーディングのカ

タログをインストールする場合のみ、シェルスクリプト sec_encodeを実行して、セカ
ンダリエンコーディング用のインストールカタログを有効にしてください。 

 
      cd /usr/tmp/dw_temp 

    ./sec_encode 
 

注意: プライマリエンコーディングのカタログをインストールする場合は、シェ
ルスクリプト sec_encodeを実行しないでください。 
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6. SASシステム リリース 6.12を起動します。 

 
7. 他に SASアプリケーションを起動している場合は、終了させてください。 

 
8. SAS/Warehouse Administratorソフトウェアは SASデスクトップアプリケーション
です。このため、デスクトップをコントロールするデータセットが存在しないと、次の

メッセージが表示され、正常にインストールできません。 
 

図図図図 3333----1:1:1:1:    エラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージ    

 
通常、SASデスクトップデータセットの保存場所は SASUSERライブラリです。デ
ータセット(DESKACT、DESKFD、DESKOBJ、FEEDDET、FEEDER)が、SASUSER
ライブラリに存在しない場合は、DESKTOPコマンドを実行してください。 

 
なお、SASデスクトップデータセットが SASUSERライブラリ以外に存在する場合
は、ステップ 10の途中で表示される「日本語 SASデスクトップデータセットの出力
先」ウィンドウで「現在の保存場所」と「コピー先ディレクトリ」に、デスクトップ

データセットが存在するディレクトリを選択してください。 
 

9. SASプログラムエディタに以下のステートメントをタイプして、サブミットしてくだ
さい。 

 
    libname wainstal ‘/usr/tmp/dw_temp’; 

    dm ‘afa c=wainstal.wasetup.wasetup.scl’ continue; 
 

10. ウィンドウに表示された指示に従ってください。 
 

11. インストールが完了したら、ソフトウェア付属のサンプルウェアハウスを参照すること 
により、SAS/Warehouse Administratorソフトウェアが正しくインストールされてい 
るかどうかを確認されることを推奨します。詳細は「第 4章 サンプルウェアハウスの 
参照」を参照してください。 
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3.4 推奨事項推奨事項推奨事項推奨事項 

 
このインストール作業では、SAS/Warehouse Administratorコンポーネントのデフォル

トの保存場所を変更することができます。メンテナンスを容易に行うには、デフォルトの保

存場所を使用することを推奨します。通常は、SAS/Warehouse Administratorのルートの
出力先ディレクトリを変更します。 
 

3.5 使用上の説明と注意点使用上の説明と注意点使用上の説明と注意点使用上の説明と注意点 
 

3.5.1 ネイティブヘルプファイルネイティブヘルプファイルネイティブヘルプファイルネイティブヘルプファイル 
 

ルートの出力先ディレクトリが SASシステムのルートディレクトリと異なる場合、
SAS/Warehouse AdministratorのHELPディレクトリの内容を CONFIG.SAS (環境設
定ファイル)の -HELPLOCオプションで指定されたディレクトリにコピーしてくださ
い。通常は !SASROOT/X11/native_helpに設定されています。  

3.5.2 プロダクトのライセンスプロダクトのライセンスプロダクトのライセンスプロダクトのライセンス 
 

SAS/Warehouse Administratorソフトウェアを使用するためのライセンス情報 (セ
ットイニット)の適用は、インストールプロセスでは実行されません。ライセンス情報の
適用はインストールの前または後に実行してください。現在適用しているライセンス情

報の SAS/Warehouse Administratorソフトウェアの有効期限が切れていなければ、新
しいライセンス情報を適用する必要はありません。以下のうち少なくとも１つの条件に

該当する場合には、インストール後に新しいライセンス情報の適用が必要になります。 
 

1) 現在、SAS/Warehouse Administratorソフトウェアがライセンスされていない
場合 (このプロダクトを新規にご使用になる場合) 

 
2) 現在、SAS/Warehouse Administratorソフトウェアの有効期限が切れている場
合 

 
詳細は「SETINIT(ソフトウェア・ライセンス情報)のご案内」の資料に従って、ライセ
ンス情報の適用を行ってください。この情報には、SASシステムのリリース番号、ユー
ザ名、契約期間、パスワードなどの各種情報が含まれており、これらが正しく設定され

ていなければ SASシステムを使用できないようになっています。 
 

3.5.3 環境設定ファイルの更新環境設定ファイルの更新環境設定ファイルの更新環境設定ファイルの更新 
 

    □□□□ SASHELP SASHELP SASHELP SASHELPサーチパスサーチパスサーチパスサーチパス    
 
 - 次の場合には CONFIG.SASファイルの修正が必要です。 
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1)   はじめてSAS/Warehouse Administratorソフトウェアをインストールする
場合 

 
2) 既に旧バージョンの SAS/Warehouse Administrator ソフトウェアをイン
ストールし、 必要な CONFIG.SASファイルの修正も行っているものの、
旧バージョンをインストールしたディレクトリとは異なる場所に、最新バー

ジョンをインストールする場合 
 

- 旧バージョンの SAS/Warehouse Administratorソフトウェアがインストール
されていれば、おそらく SAS/Warehouse Administratorソフトウェアはライセ
ンスされています。実際にライセンスされているかどうかを確認するには、次の

コードをサブミットしてください。 
 

proc setinit; 

run; 

SAS/Warehouse Administratorソフトウェアがライセンスされていない場合に
は、インストールパッケージに含まれたライセンス情報を適用してください。詳

細は「SETINIT(ソフトウェア・ライセンス情報)のご案内」の資料に従って、ラ
イセンス情報の適用を行ってください。この情報には、SASシステムのリリー
ス番号、ユーザ名、契約期間、パスワードなどの各種情報が含まれており、これ

らが正しく設定されていなければ SASシステムを使用できないようになってい
ます。 

 
インストールプログラムは３つのコンポーネントをインストールします。これらの

プログラムのパスは CONFIG.SASファイルの SASHELPセクションの先頭に追加
する必要があります。追加が必要なコンポーネントは次のとおりです。 
 
      1) SAS/Warehouse Administrator デスクトップファイル 

         2) SAS/Warehouse Administrator コアコンポーネント 
         3) SAS/Warehouse Administrator プログラムファイル 

 
     以下はデフォルトとは異なる CONFIG.SASファイルの例です。 
 

-sashelp ( 

                 /localcopy/japanese/sashelp 

      /localcopy/sashelp 

                 !SASROOT/japanese/sashelp  

                 !SASROOT/dbcs/sashelp  

                 !SASROOT/sashelp  

                ) 
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   デフォルトのパス指定を変更した場合には必ず CONFIG.SASファイルの変更が必
要になります。 
 

                                                    □□□□    サンプルディレクトリサンプルディレクトリサンプルディレクトリサンプルディレクトリ    
 
   メタベース APIのサンプルアプリケーションはデフォルトで以下のディレクトリに 
   作成されます。 

 
!SASROOT/japanese/sample 

 
3.5.4 カスタマイズされたデスクトップデータセットカスタマイズされたデスクトップデータセットカスタマイズされたデスクトップデータセットカスタマイズされたデスクトップデータセット 

 
SASUSERライブラリに SASデスクトップデータセットを保存している場合には、変
更が必要な部分を調べる必要はありません。SASUSERライブラリからデスクトップデ
ータセットを削除するか、または変更点をインストール時に SASHELPに保存されてい
るデスクトップデータセットにマージする必要があります。 
 

3.5.5 ネットワークインストレーションネットワークインストレーションネットワークインストレーションネットワークインストレーション 
 

 SAS/Warehouse Administratorインストレーションプログラムは、ローカル及びネ
ットワークインストレーションの両方をサポートしています。ネットワークインストレ

ーションは、ローカルのユーザマシン上に存在するファイルだけを更新します。

SAS/Warehouse Administratorソフトウェア バージョン 1.3を正しく実行するには、
このインストレーションプロセスで共用された SAS/Warehouse Administratorのコピ
ーを更新する必要があります。 

 
3.5.6 README テキストテキストテキストテキスト(Readme.txt)のインストール場所のインストール場所のインストール場所のインストール場所 

 
Readme.txtファイルは、メタデータ APIサンプルと同じディレクトリにコピーする
必要があります。デフォルトでは !SASROOT/japanese/sampleになります。 

 
    以上で、SAS/Warehouse Administratorソフトウェア バージョン 1.3のインストールは終了です。 
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第第第第 4 章章章章 サンプルウェアハサンプルウェアハサンプルウェアハサンプルウェアハウスの参照ウスの参照ウスの参照ウスの参照 
                                                    

インストール作業でインストールしたサンプルウェアハウスを参照するには、以下のステ

ップを実行してください。 
 
１. SASシステム 6.12 を起動してください。 
 
２. サンプルウェアハウスを参照するため、カレントの作業ディレクトリをサンプルウ   
ェアハウスがインストールされているディレクトリに変更してください。 

 
x cd <root_wh_directory> 

 
   <root_wh_directory>のデフォルトのディレクトリは !SASROOT/japanese です。 
   （英語版 SAS システムの場合は !SASROOTです。） 

 
また、プルダウンメニューの [ビュー] → [ディレクトリの変更] から、作業ディレ
クトリを変更することもできます。 

 
３. SAS/Warehouse Administratorソフトウェアを起動するため DW コマンドを入力 
   してください。 
 
4. 次のメニューアイテムをプルダウンメニューの[ファイル]又はポップアップメニュ
ーより選択してください。 

 
項目追加 > データウェアハウス環境 

 
5. データウェアハウス環境のプロパティウィンドウで以下の情報を入力してください。 
 

ライブラリ名 : _MASTER 

パス         : dwdemo/_master 

         
   その他のフィールドは空白にして [了解] ボタンを押してください。 
 
6. サンプルウェアハウスがデスクトップに追加されます。 
   データウェアハウス環境をダブルクリックすることで内容の参照を開始できます。 
 
   注意: 次のエラーメッセージが表示された場合: 
 

ERROR: Library _MASTER は存在しません. 
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   カレントのワークディレクトリが正しくセットされていません。カレントのワーク
ディレクトリの設定方法についてはステップ２を参照してください。 

 
カレントの作業ディレクトリの変更を有効にするには、一度 SAS/Warehouse 
Administratorソフトウェアを終了した上で再起動を行ってください。 
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第第第第 5 章章章章 カスタマイズ可能な機能カスタマイズ可能な機能カスタマイズ可能な機能カスタマイズ可能な機能 
    

5.1 GETUSRPW サポートサポートサポートサポート 
 

SAS/Warehouse Administratorソフトウェアは、ユーザ ID/パスワード指定ウィンドウ
で指定された暗号化データセットからユーザ IDとパスワードを取り出すために、マクロ
GETUSRPWを提供しています。 GETUSRPWの主な目的は xxxxSECマクロ変数に適切
なUSERID.PASSWORDをセットすることです（ここで xxxx はアクセスメソッドを表し
ます）。 

 
ホストのプロパティフレームで SAS/CONNECTのスクリプトを指定し、

SAS/Wareho-use Administratorにユーザ IDとパスワードを提供するコードを生成させる
ように指定した場合、スクリプトが実行されるプラットフォームで GETUSRPW を使用可
能にする必要があります。 
例えば、 SAS/Warehouse Administratorソフトウェアがインストールされた同じ Win-

dows NT上で実行するスクリプトを指定した場合、その Windows NT上で GETUSRPW 
が使用可能でなければいけません。また、メインフレーム上で実行するスクリプトを指定し

た場合には、GETUSRPW をそのメインフレーム上で使用可能にしてください。 
             GETUSRPWマクロを各プラットフォームで使用可能にするには、次の手順で行ってくだ

さい。 
 

□ SAS/Warehouse AdministratorSAS/Warehouse AdministratorSAS/Warehouse AdministratorSAS/Warehouse Administratorと同じプラットフォームへのと同じプラットフォームへのと同じプラットフォームへのと同じプラットフォームへの GETUSRPWGETUSRPWGETUSRPWGETUSRPWサポートのサポートのサポートのサポートの    
            インストールインストールインストールインストール    

 
1) 自動実行ファイル AUTOEXEC.SASに、以下のコードを追加してください。 

 
     libname saswa '!SASROOT/japanese/sashelp'; 

              filename getusrpw catalog 'saswa.dwport';   

              options sasautos=(getusrpw sasautos); 
 

       注意: ライブラリ参照名 saswaは SAS/Warehouse Administratorソフトウェア 
             のカタログ DWPORT の保存場所を指しています。上記の例ではデフォル 
             トの保存場所になっています。SAS/Warehouse Administratorソフトウェ 
             アをデフォルトの保存場所以外にインストールした場合は、このパスを変 
             更してください。 

     
 サンプルの AUTOEXEC.SOURCE エントリはカタログ SASHELP.DWPORT 
 にあります。  
 

2) 新しい AUTOEXEC.SASファイルで SASシステムを再起動してください。 
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□ SSSSAS/Warehouse AdministratorAS/Warehouse AdministratorAS/Warehouse AdministratorAS/Warehouse Administratorと別のプラットフォームへのと別のプラットフォームへのと別のプラットフォームへのと別のプラットフォームへの GETUSRPW GETUSRPW GETUSRPW GETUSRPW サポートサポートサポートサポート    
            のインストールのインストールのインストールのインストール    

 
1) GETUSRPW を必要とするプラットフォーム上に SAS データライブラリを作
成してください。ライブラリの場所は任意に選択することができ、この場所が

GETUSRPWの保存場所になります。 
 

2) 上記の SASデータライブラリにライブラリ参照名 SASWAを割り当ててくださ
い。 

 
3) 以下のカタログエントリを SAS/Warehouse Administratorソフトウェアがイン
ストールされているプラットフォームから GETUSRPW が必要なプラットフォ
ームにアップロードしてください。 

 
ENCDEC.CLASS, ENCPWUSR.CLASS, ENCDEC.SCL, ENCPWUSR.SCL,       

GETUSRPW.SCL, GETUSRPW.SOURCE.  
 
      また、暗号化データセットをそのターゲットプラットフォームにコピーする必要 
      があります。GETUSRPW.SOURCE エントリはこのデータセットの名前を 
      SASUSER.ENCRYPTと仮定して処理を行います。別の名前を指定する場合、  
      GETUSRPW.SOURCEエントリを更新する必要があります。 
 
      以下はMVS（新しく割り当てた SASWAライブラリ）にアップロードするサン 
      プルコードです。 
 

options remote=sdcmvs; 

filename rlink '!SASROOT/misc/connect/tcptso.scr'; 

signon; 
 

rsubmit; 

  libname saswa 'ライブラリ名' disp=(new,catlg) 

                                 space=(cyl,(3,1)); 

  proc upload incat=sashelp.dwport  

             outcat=saswa.dwport status=no; 

    select 

      ENCDEC.CLASS 

      ENCPWUSR.CLASS 

      ENCDEC.SCL 

      ENCPWUSR.SCL 

      GETUSRPW.SCL     

      GETUSRPW.SOURCE; 
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proc upload in=sasuser out=sasuser status=no; 

    select ENCRYPT; 

    run; 

endrsubmit; 

signoff; 
 

4) GETUSRPW.SOURCE をリモートジョブから使用できるようににしてくださ
い。このマクロの保存場所を自動呼び出しマクロ機能のサーチパスに追加する     
ことが、リモートジョブから使用可能にするための最もよい方法です。このサー

チパスは SASシステムオプション SASAUTOS で定義されます。以下に SAS 
6.11以上のバージョンと SAS 6.09 (MVS, CMS)の例を示します。 

 
 SASシステム 6.11 以降の場合、以下のステップを AUTOEXEC.SASファイル       
 に追加してください。 

  
libname saswa '保存場所のパス'; 

filename getusrpw catalog 'saswa.dwport'; 

options sasautos=(getusrpw sasautos); 
 

     SASシステム 6.09 (MVS, CMS) の場合、対話型 SAS を起動して LIBNAME  
     ステートメントでライブラリ参照名 SASWAをステップ１で作成したライブラ 
     リに割り当ててください。 SAS コマンド行で次のコマンドを入力してください。 

      
copy saswa.dwport.getusrpw.source                                

 
プログラム編集ウィンドウの内容を名前 GETUSRPW で MVS上の PDSメン
バ、または CMS 上の MACLIB に保存してください。以下に MVS上の FILE
コマンドの例を示します。 

 
file 'userid.my.pds(getusrpw)'   

 
      AUTOEXEC.SAS ファイルに以下を追加してください。 

 
libname saswa '保存場所のパス'; 

filename getusrpw 'PDS 又は MACLIB 名'; 

options sasautos=(getusrpw sasautos); 
         

        注意: ライブラリ参照名 SASWAが GETUSRPW コンポーネントを含むプロセ 
 スの最初のステップで作成されたライブラリを指すように指定しください。 
  

5) SAS のそれぞれの呼び出し時に、この新しい AUTOEXEC.SAS ファイルが実行
されていることを確認してください。    
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5.2 SAS/CONNECT SIGNON スクリプトのカスタマイズスクリプトのカスタマイズスクリプトのカスタマイズスクリプトのカスタマイズ 
 

GETUSRPW マクロをサポートするために必要なもう一つの作業はSIGNONスクリプト
の変更です。通常、スクリプトは以下のようなコードを使用してユーザ IDとパスワードの
入力をユーザに要求します。 

 
input 'Userid?'; 

waitfor 'Enter Password', 30 seconds : nolog; 

input nodisplay 'Password?'; 
    

バッチで実行させるためには、このコードを以下のコードで置き換える必要があります。 
 
type "%scan(&xxxxxsec,1)"; 

type LF; 

waitfor 'Enter Password', 30 seconds : nolog; 

type "%scan(&xxxxxsec,2)"; 

type LF; 
 

上記のコードで xxxxx は TCP 又は APPC のようなアクセスメソッドの短縮名です。 
 

5.3 アドインアドインアドインアドイン 
 

以下のセクションではサンプルアドインアプリケーションのインストール方法と使用方

法を説明します。 
 

5.3.1 サンプルアドインアプリケーションのインストール方法と使用方法サンプルアドインアプリケーションのインストール方法と使用方法サンプルアドインアプリケーションのインストール方法と使用方法サンプルアドインアプリケーションのインストール方法と使用方法 
 
インストール作業の途中で、サンプルアドインアプリケーションのセットがインスト

ールされます。これらのサンプルは、デフォルトではルートディレクトリ下にある 
japanese/sample (英語版は samples/whouse )ディレクトリにインストールされます。
通常ではこのディレクトリを、'!sasroot/japanese/sample'として参照することができま
す。通常のインストールディレクトリを選択しなかった場合には、以下の処理を行う必

要があります。 
        
 - ユーザが使用するインストールディレクトリで、旧ライブラリ参照名が割り当てられ
ている !sasroot/japanese/sample を置き換えます。 

  
 - 正しい ライブラリ参照名 _SASWAをサブミットした後で、プログラムエディタか
ら以下のコードを実行してください。マクロ変数の myloc を適切なインストールデ
ィレクトリにセットするために、このコードを編集します。 
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         %let myloc=  (インストール先のディレクトリ）; 
         data _saswa.waprcs; 

            set _saswa.waprcs; 

            if path = '!sasroot/japanese/sample' then do; 

               path = "&myloc"; 

               end; /* if */ 

         run; 
 
このバージョンより、アドインサンプルアプリケーションは SAS/Warehouse Ad-
ministratorの中から、プルダウンメニューの [ツール] → [アドイン] を選択する
ことにより、使用できるようになりました。 

 
   注意: ライブラリ参照名 _SASWAは SAS/Warehouse Administratorソフトウェ         

アの起動時に割り当てる必要があります。その後に続いて起動される         
SAS/Warehouse Administratorソフトウェアが、これらのアプリケーション
にアクセスできることを保証するため、ライブラリ参照名 _SASWAの割り当
てを AUTOEXE.SASファイル内で実行してください。 

 
5.3.2 サンプル・アドイン・ドキュメンテーションサンプル・アドイン・ドキュメンテーションサンプル・アドイン・ドキュメンテーションサンプル・アドイン・ドキュメンテーション 

 
ここでは提供されているサンプルアドインアプリケーションについて説明します。こ

れらのアプリケーションはアドインの機能をどのように使用するかについてだけでなく、

メタデータAPIを使用してウェアハウスを基にしたアプリケーションをどのように構築
し、ウェアハウスに統合するかについての例を示します。このカタログに含まれるすべ

てのアドインアプリケーションにソースコードが提供されています。  
 
1) コピーとペースト 
 

コピー＆ペーストツールを使用することにより、管理者は、列のようなテーブル

に関連するすべてのメタデータを一つ一つタイプすることなく、一つのグループか

ら別のグループへ既存のテーブル定義を簡単にコピーすることができます。 
 

この機能を使用するには、エクスプローラ内でテーブルを選択し、左マウスボタ

ンで表示したプルダウンメニューから[ツール] → [アドイン] → [その他]を選択し、
サブメニューから[コピー]を選択します。これによりそのテーブルに関連したメタデ
ータがペーストバッファにコピーされます。別の場所にテーブルのコピーをペース

トするには、コピー先のグループを選択した後、[ツール]プルダウンメニューから[貼
り付け]を選択してください。 
テーブル オブジェクトそのものに関連したメタデータだけがコピーされること
に注意してください。プロセスに関するメタデータはコピーされません。 
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2) 複製 
 

複製ツールを使用することにより、管理者は設定ウィンドウを使用して簡単に既

存の SASライブラリ、ホスト、DBMS接続、連絡先の定義の複製を作成することが
できます。 

            
この機能を使用するには、[ファイル]プルダウンメニューから[設定]を選択し設定
ウィンドウを表示します。ここで複製したい要素のタイプをクリックし、その後で

実際の要素自身をクリックします。プルダウンメニューの[ツール] → [アドイン] → 
[その他のツール]を選択し、最後に[複製]を選択します。 

 
この操作によりアイテムはすぐにコピーされます。複製した要素をリストボック

ス内に表示するには、一度別の要素タイプを選択した後で、元のタイプに戻すこと

でリストボックスの表示をリフレッシュすることができます．複製された要素はリ

ストボックスの最後に表示されます。 
 
 3) HTML ファイルの作成と表示 
 

HTML作成ツールは、メタデータ APIを使用して選択されたウェアハウスオブジ
ェクトに関するメタデータを読込み、そのオブジェクトについての情報を含んだ静

的なHTMLページを作成します。HTML表示ツールを使用すれば、デフォルトの
ウェブ ブラウザを使用して素早くウェブページを参照することができます。 

 
この機能を使用するには、エクスプローラ内でテーブルを選択し、左マウスボタ

ンで表示したプルダウンメニューから[ツール] → [アドイン] → [その他]を選択し、
サブメニューから [HTMLファイルの作成]を選択します。表示された設定ウィンド
ウから、作成するHTMLページの保存場所と、必要なその他のオプションを指定し
ます。[了解]ボタンを押すことで指定の保存場所にHTMLページが出力されます。
この後で、[ツール]プルダウンメニューから[HTMLファイルの表示]を選択すること
で生成されたページを表示することができます。 

 
HTMLファイル作成／表示ツールは Windows 95, Windows NT, UNIX, OS/2プ
ラットフォームで使用されることを前提に作成されています。ロングファイル名が

生成されるため Windows 3.1では正しく動作しませんが、ショートファイル名を生
成するようにプログラムを変更することができます。 
 

4) インポート DDL 
 

このアドインツールは DBMSのDDLステートメントを含んだ外部ファイルを読
込み、SAS/Warehouse Administratorソフトウェア、にその DDLにマッチしたメ
タデータをセットします。 
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この機能を使用するには、エクスプローラ内でグループを選択し、左マウスボタ

ンで表示したプルダウンメニューから[ツール] → [アドイン]を選択し、サブメニュ
ーから[インポート DDL]を選択します。表示された設定ウィンドウから、DDLファ
イルの保存場所と、必要なその他のオプションを指定します。[了解]ボタンを押すこ
とで DDLファイルが読込まれメタデータがセットされます。 

 
5) 接続ウィザード 
 

このアドインツールを使用することで、Javaアプリケーションからホストに接続
するために必要なメタデータを取得することができます。この機能を使用するには、

設定フレームから接続したいホストを選択し、左マウスボタンで表示したプルダウ

ンメニューから[ツール] → [アドイン]を選択し、サブメニューから[接続ウィザー
ド]を選択します。 

 
6) データモデルの登録と編集 

 
このアドインツールを使用することで、選択されたオブジェクトに関連したデー

タモデルを登録することができます。また、データモデルに関連したアプリケーシ

ョンを起動することでデータモデルの編集を可能にします。 
 
7) Teradata ローダ 

 
このアドインツールを使用することで、データを Teradata DBMSのテーブルに
ロードする SASコードを生成することができます。このツールは必要に応じて適切
な Teradata ユーティリティを使用することで、テーブルの更新と既存テーブルへ
の追加の両方の機能をサポートしています。 
 

8) データステップ マッピング 
 

このアドインコード ジェネレータはデータステップを使用して一対一のマッピ
ングを行う SASコードを生成します。このツールは主にコードジェネレータの中で
メタデータ APIがどのように使用されているかを説明するための見本として提供さ
れていますが、単純なマッピングが必要な場合には実際に使用することもできます。 

 
9) Excel ローダ 
 

このアドインコード ジェネレータはデータを Excelスプレッドシートにロードす
る SASコードを生成するために使用されます。このコードジェネレータによって生
成されたコードを実行するには、SAS/ACCESS ソフトウェア PC File Formatsイ
ンターフェースのライセンスが必要です。 
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10) HTML テーブルローダ 
 

このアドインジェネレータは入力データをHTMLページ上のテーブルにロードす
る SASコードを生成します。このコードジェネレータによって生成されたコードを
実行するには、SASのウェブサイトよりデータセットフォーマッタを事前にダウン
ロードしておく必要があることに注意してください。 
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第６章第６章第６章第６章 プリプロダクション版プリプロダクション版プリプロダクション版プリプロダクション版(R1.0)をご使用の方へのをご使用の方へのをご使用の方へのをご使用の方への

注意事項注意事項注意事項注意事項 
    

6.1 前リリースのメタデータの変換方法前リリースのメタデータの変換方法前リリースのメタデータの変換方法前リリースのメタデータの変換方法 
 

このセクションは SAS/Warehouse Administrator ソフトウェアのプリプロダクション
リリースをご使用の方のみお読みください。メタデータの構造の変更により，これまでにご

使用の古い形式のメタデータには変換が必要です。変換が実行されている間はその都度ユー

ザに確認が求められますが、特定の場合では異なる処理が要求されます。 
 

6.1.1 変換の開始変換の開始変換の開始変換の開始 
 
環境のアイコンをダブルクリック，右マウスボタン (RMB)又はドラッグすると、必要
に応じて変換が開始されます。 
 

6.1.2 変換中に発生する問題変換中に発生する問題変換中に発生する問題変換中に発生する問題  
 
 表示されるメッセージ : 
 
    メッセージ : NOTE: ライブラリ _MASTER は xxxx と同じ物理ライブラリを 

                        参照しています． 
 

    アクション : ライブラリ xxxx の割り当てを取り消してください． 
 
            例 : libname xxxx; 
 

  6.1.3 プリプロダクション版のメタデータを変換する際に生じる問題プリプロダクション版のメタデータを変換する際に生じる問題プリプロダクション版のメタデータを変換する際に生じる問題プリプロダクション版のメタデータを変換する際に生じる問題  
 

1) 環境メタデータとデータウェアハウスメタデータライブラリに同じディレクトリ
パスが与えられている場合、変換は以下の手順に従って行ってください。 

 
     - 変換を開始します． 
 
     - 以下のメッセージが表示された場合 : 
 
       メッセージ : ERROR: 詳細テーブルメタデータの変換には _DWMD の 

                            ライブラリ参照名が必要です． 
 

       アクション : 適切なパスにライブラリ参照名 _DWMD を割り当ててください。 
 
               例 : libname  _DWMD  'dwdemo/_dwmd'; 
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                   以下のコマンドを実行してください。 
 
                     AFA C=SASHELP.DW.CNVTTABL.SCL  
                         DATA=_DWMD.CURRENT 
 
                   このテーブルの変換が完了すると、LOG に以下のメッセージが 
                   表示されます。 
 
                      NOTE: メタデータテーブル  _DWMD.CURRENT は正常に 

                             変換されました． 
 
                   この後で、ライブラリ参照名 _DWMD の割り当てを取り消して 
                   ください。 
 
                      libname _dwmd; 
 
                   上記の記述に従って変換を再開してください。 
 
     - 以下のメッセージが表示された場合 : 
 
       メッセージ : ERROR: 要約テーブルメタデータの変換には _DWMD の 

                             ライブラリ参照名が必要です． 
 
       アクション : 適切なパスにライブラリ参照名 _DWMD を割り当ててください。 
 
               例 : libname _DWMD 'dwdemo/_dwmd'; 
 
                   以下のコマンドを実行してください． 
 
                       AFA C=SASHELP.DW.CNVTTABL.SCL  
                           DATA=_DWMD.SUMMTBL 
 
                   このテーブルの変換が完了すると，LOG に以下のメッセージが 
                   表示されます。 
 
                       NOTE: メタデータテーブル _DWMD.SUMMTBL は正常に 

                              変換されました． 
 
                   この後で、ライブラリ参照名 _DWMD の割り当てを取り消して 
                   ください。 
 
                       libname _dwmd; 
 
                   上記の記述に従って変換を再開してください。 
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6.2 基幹データ定義入力ソースの定義方法基幹データ定義入力ソースの定義方法基幹データ定義入力ソースの定義方法基幹データ定義入力ソースの定義方法 
 

入力ソースとしてユーザプログラム，データ転送又はレコード選択が含まれた基幹データ

定義が存在する場合、それらのプロセスステップを削除した後で、再度追加されることを推

奨します。これらの項目のメタデータは特定のデータウェアハウスのメタデータライブラリ

に保存されます。このため、複数のウェアハウス間で共有することはできません。 
 

6.3 パスワードデータセットの変更方法パスワードデータセットの変更方法パスワードデータセットの変更方法パスワードデータセットの変更方法 
 

リモートホストアクセスのために保存されたユーザ ID とパスワード情報がある場合は、
ユーザ ID/パスワード指定ウィンドウからそのユーザ IDとパスワード情報を再入力しデー
タを作成し直してください。 

 
6.4 ツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズツールバーのカスタマイズ 

 
SAS/Warehouse Administrator用の SASUSER に保存されるツールバーはインストー
ルによって提供された SAS/Warehouse Administratorツールバーにより上書きされます。
いったんSASUSER.PROFILEからカスタマイズしたものを削除した後で SAS/Warehouse 
Administratorを再起動し、もう一度はじめからツールバーをカスタマイズしてください。 
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第第第第 7 章章章章 テクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポートテクニカルサポート 
 
SASインスティチュートジャパンでは、SASコンサルタントからの技術的な質問につ
いて FAXFAXFAXFAX、電子メール、電子メール、電子メール、電子メールでのテクニカルサポートを提供しています。 
 その他、World Wide Webによる FAQ(Frequently Asked Questions)などの技術情報や
修正モジュールの提供も行っています。 
 

SASシステムに関するサポートは、SASインスティチュートジャパンと各サイトのSAS
コンサルタントが共同で行います。SASインスティチュートジャパンはソフトウェアのメ
ンテナンスを担当し、各サイトの SASコンサルタントは直接ユーザサポートを提供しま
す。SASSASSASSASコンサルタコンサルタコンサルタコンサルタントが解決できないような問題に関しては、ントが解決できないような問題に関しては、ントが解決できないような問題に関しては、ントが解決できないような問題に関しては、SASSASSASSASコンサルタント自コンサルタント自コンサルタント自コンサルタント自

身が身が身が身が SASSASSASSASインスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。インスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。インスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。インスティチュートジャパンのテクニカルサポートと連絡をとります。できる

かぎり効率のよいサービスを行うために、SASコンサルタント以外のユーザからテクニカ
ルサポートへ直接連絡することはご遠慮ください。 

 
テクニカルサポートでは、SASシステムでのユーザエラー、システムの互換性上の問題、

SASステートメントの構文に関する質問、プロシジャとその出力などに関して、サポート
を提供します。ただし、特定目的用アプリケーション、ユーザプログラムの作成、特定目的用アプリケーション、ユーザプログラムの作成、特定目的用アプリケーション、ユーザプログラムの作成、特定目的用アプリケーション、ユーザプログラムの作成、新規ユ新規ユ新規ユ新規ユ

ーザの教育、統計手法一般についての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となーザの教育、統計手法一般についての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となーザの教育、統計手法一般についての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外となーザの教育、統計手法一般についての質問に関してはテクニカルサポートの範囲外とな

ります。ります。ります。ります。これらのご相談につきましては弊社コンサルティングサービス(有料)までご連絡
ください（TEL：03-3533-3890）。 
 
テクニカルサポート連絡先 
        FAXFAXFAXFAX：：：： 03 03 03 03----3533353335333533----3781378137813781 TEL： 03-3533-3877 
        電子メール電子メール電子メール電子メール: : : : support@jpn.sas.comsupport@jpn.sas.comsupport@jpn.sas.comsupport@jpn.sas.com    
               （（（（電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に電子メールでご質問をいただく場合、決まった書式があります。最初に                                                

                                                                    SubjectSubjectSubjectSubjectをををを helphelphelphelpとして、お送りください。）として、お送りください。）として、お送りください。）として、お送りください。） 
World Wide Web 
  http://www.sas.com/japan/http://www.sas.com/japan/http://www.sas.com/japan/http://www.sas.com/japan/
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