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このガイド について
このマニュアルでは、SharePlex のインスト ールと初期セット アップの実行について説明します。また、SharePlex の特定の
機能がどのように機能するかを示す、いくつかのデモンスト レーションチュート リアルも含まれています。

その他の SharePlex ド キュメント
完全な SharePlex ド キュメント セット については、次を参照してください。
http://documents.quest.com
l

l

l

l

l

次の手順については、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。
l

SharePlex の運用

l

複製方法の計画

l

複製先の環境の準備

l

複製の設定

l

複製の開始

l

複製の監視、調整、ト ラブルシューティング

l

高可用性環境でのフェイルオーバー / フェイルバック

l

複製システムでの管理操作の実行

時々必要になる参考情報については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。次の詳細情報が含
まれています。
l

複製を管理、監視、制御する sp_ctrl コマンド

l

SharePlex 調整パラメータ

l

SharePlex ユーティリティ

l

SharePlex エラーメッセージ

SharePlex をインスト ールまたは実行する前に完了する必要があるタスクについては、「SharePlex プリインストー
ルチェックリスト 」を参照してください。
SharePlex の現在のインスト ールを本バージョンにアップグレード する手順については、『SharePlex アップグレード
ガイド 』を参照してください。
このリリースでの新機能、機能拡張、バグ修正、および既知の問題については、『SharePlex リリースノート 』を
参照してください。
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このガイド で使用されている表記規則
このマニュアルで使 用 されている規 約
このガイド では、次の表記上の規則が使用されます。
l

太字は、表記どおりに入力する必要があるコマンド またはオプションの必須要素を表します。

l

斜体 は、ユーザーが定義、命名、または入力する変数を表します。

l

{中かっこ} で囲まれているものは、必須の引数です。

l

[角かっこ] は、オプションのコマンド コンポーネント を表しています。また、長いコマンド 文字列の例において、ユー
ザー定義変数を強調する場合にも使用されます。
例：
reconcile queue {queuename} for {datasource-datadest} [on host]

l

角かっこまたは中かっこ内の垂直線、つまり「パイプ」記号( |) は、かっこ内の構成要素の中から 1 つだけ使用でき
ることを表しています。
例：
abort service {service | all}

コマンド 、プログラム、ディレクト リ、ファイルの名前は、太字で表します。
その他の名前は、デフォルト のフォント を使用して大文字で表します。
例：
sp_ctrl プログラムは、bin ディレクト リにあります。
oramsglst ファイルを開きます。
ORACLE_HOME の値を検索します。
Apply をクリックします。
プロンプト やコマンド 出力などのシステムによる表示は、monofaced( 等幅) フォント で表します。
例：
sp_ctrl(sysA)>
User is a viewer (level=3)
Windows のメニュー項目、ダイアログボックス、ダイアログボックス内のオプションは、太字で表します。
例：
File メニューから、Print を選択します。
システム名は、総称的に、またはフィクションとして表します。必要な場合、ソースシステム( またはプライマリシステム) は
SysA と表記します。ターゲット システム( またはセカンダリシステム) は、SysB、SysC、SysD などと表記します。
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SharePlex へようこそ
コンテンツ
SharePlex の利点
情報の有用性についての方針
展開前にテスト する

SharePlex の利点
SharePlex は、高速のログベースの複製を実行し、ユーザー固有のデータ可用性ニーズを満たすさまざまな設定をサ
ポート します。主要な Unix、Linux、および Windows プラット フォームがサポート されます。

さまざまなターゲット のサポート
SharePlex は、Sun Solaris、HP-UX、IBM-AIX、HP-UX、Linux、および Windows プラット フォーム上の Oracle インス
タンス間で高速のログベースの複製を実行します。SharePlex 製品ラインには、Oracle ソースから Microsoft SQL
Server、SAP Adaptive Server Enterprise( ASE) 、SAP HANA、PostgreSQL、Teradata、ファイル( SQL および XML
形式) 、Hadoop、JMS、および Apache Kafka へのデータ複製機能もあります。
変更履歴データベースを維持するように SharePlex を設定することもできます。SharePlex では、( 通常の複製設定の
ように) 現在のターゲット データがソース上で変更されたデータで上書きされるのではなく 、変更ごとに新しい行が挿入さ
れ、ソースデータベースに対するすべての変更履歴が段階ごとに表示されます。必要に応じて、各行にメタデータ列を追
加して、変更内容に関するコンテキスト 情報を含めることができます。

最 新 のアクセス可 能 なターゲット インスタンスを維 持 する
SharePlex 複製の主なメリット は、SharePlex が更新している間もユーザーがターゲット データベースにアクセスできること
です。SharePlex のターゲット は継続的に更新され、レポート 作成、クエリ、抽出、バックアップなどさまざまな目的に使用
できる実稼動データベースの信頼できるコピーを提供します。実稼動サーバからそのような処理を外す一方でセカンダリ
データベースをユーザーのニーズに合うように最適化すると、実稼動データベースのパフォーマンスが向上します。また
SharePlex には、DDL や DML の偶発的変更やデータベースの破損を防ぐための、論理レプリカがあります。

ソースとターゲット のデータを比 較 して不 整 合 を修 正 する
ソースとターゲット のデータの整合性を確認するため、SharePlex では、テーブルの再同期が必要になるような大問題に
なる前に、ターゲット テーブルの中の隠れた非同期状態を検出し是正できます。SharePlex は、余分な行、消失した

SharePlex 8.6 インストールおよびセットアップガイド
SharePlex へようこそ

9

行、および値が一致しない行を検出します。たとえば比較対象の行をフィルタするように、これらの比較をカスタマイズでき
ます。

強 力 な OLPD および ERP 環 境 をサポート する
SharePlex は、大量のビジネスデータを処理するように設計されています。したがって、数千ものテーブルへ 1 日に数百万
件のト ランザクションを複製することが可能です。BLOB および CLOB データ型と同様に、ERP アプリケーション内にある
LONG 列とシーケンスなども含めて、多様なビジネスデータがサポート されます。

システムリソースを保 護 する
SharePlex では、ソースデータベース、ソースシステム、またはネット ワークに大きな影響を及ぼすことなく、複製が行われ
ます。ログベースの設計により、非常に小さな負荷で複製が行われます。SharePlex はCommit やリフレッシュスケ
ジュールではなく、変更が行われると同時に複製されるので、複製によるネット ワークへのインパクト が抑制され、ネット
ワークのパフォーマンスにスパイクをもたらすこともありません。このデザインにより、ソースとターゲット システムの間の遅延が
最小限に抑えられます。

高 速 かつ正 確 に複 製 する
SharePlex では、選択されたオブジェクト への変更を redo ログから継続的に捕捉し、ト ランザクションがコミット される前に
複製を開始することで、ソースデータベースとターゲット データベース間の遅延を最小限にする高速な複製が実行されま
す。ト ランザクションが取り消された場合、ターゲット がソースを正確に表現するように、SharePlex によりロールバックが複
製されます。SharePlex は、操作の順序とセッションのコンテキスト をターゲット まで維持しながら、Oracle の読み取り一
貫性モデルに厳密に従います。ターゲット では、複製された変更を適用するために標準 SQL が使用されます。

フォルト ト レランスを維 持 する
その他の SharePlex の重要な利点は、機能停止に対する耐性です。ターゲット データベースを利用できない場合は、
データがターゲット システムのキューに入れられ、ターゲット 接続を再度確立できるまでト ランザクションが蓄積されます。
ターゲット システムがダウンしている場合、またはネット ワークに問題がある場合は、運用が回復するまで、SharePlex によ
りト ランザクションがソースシステムに格納されます。

高 水 準 のユーザー制 御 を維 持 する
この設計には追加のオプションがあります。ユーザーは、SharePlex がデータをネット ワークへ送信する時点を制御できま
す。デフォルト では、SharePlex によりデータの安定したスト リームがターゲット システムへ送信され、できるだけ速くデータ
が複製されますが、ユーザーは、Export プロセスを停止することで転送を遅らせることができます。ト ランザクションがター
ゲット システムへ適用される時点を制御する目的で、Post プロセスを停止できます。ト ランザクションを適用する準備がで
きたときに、post するプロセスを再び起動するだけです。または、SharePlex の調整パラメータの 1 つを使用して、時間的
要因に基づいてト ランザクションを遅延させるように Post プロセスに強制することができます。

高 い柔 軟 性 によるメリット
SharePlex では、特定のニーズに合わせて複製作業をカスタマイズできます。たとえば、テーブル全体を複製することもで
きるし、より重要なデータを保護しながらファイアウォール越しにデータの一部( 列) を複製することもできます。さまざまなレ
コード を別々の場所へ複製することもできます。さらに、ターゲット データベースへデータを post する前または代わりに、
データを変換する PL/SQL のプロシージャと連携するように SharePlex を設定することもできます。
さらに SharePlex には、複製ルート を設定する他の方法もいくつかあります。

迅 速 かつ簡 単 なインスト ール
SharePlex は、インスト ールが比較的簡単です。ソースおよびターゲット システムに対する平均的なインスト ールには、約
1 時間ほどかかります。複製シナリオの設定が複雑な場合、または環境が特別な場合は、さらに時間がかかる場合もあ
ります。
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高 可 用 性 環 境 を維 持 する
SharePlex には、高い可用性と永続的なデータアクセスが必須でありダウンタイムがビジネスチャンスの喪失を意味するよ
うな、極めて重要な運用に対応する重要な利点があります。WAN接続を使用すると、異なる場所間のデータベースの複
製を維持するために、SharePlex の複製機能を使用できます。そしてそれは、事前に計画もしくは計画していなくても、
高速でシームレスなフェイルオーバーとフェイルバックが準備できた状態になっています。
プライマリシステムが故障したときに、ユーザー活動はセカンダリシステムへ移り続行されます。さらに、回復時にセカンダリ
インスタンスがプライマリシステムへコピーされ、適用されます。SharePlex では、バックアップから提供されたコピーを進行
中のデータと調整し、ユーザーのト ランザクションを複製し、すでにバックアップにより適用された操作は廃棄します。復元さ
れた 2 つのデータベースを同期させた後に、ユーザーはプライマリシステムへ戻り、作業を続けます。

ルーチンの維 持 の簡 素 化
SharePlex では簡単にデータを再同期できるため、複製に含まれる Oracle インスタンスを簡単に維持できます。ユー
ザー活動の中断は最小限で済みます。アプリケーションおよび Oracle のパッチ、アップグレード 、および DDL の変更は、
ソースマシンで実行され、手動で行う代わりにホット バックアップにより、ターゲット マシンへ適用されます。その間、
SharePlex はオンラインでト ランザクションを複製します。SharePlex では、バックアップを使用して複製された変更を同期
し、複製が切れ目なく再開されます。

移 行 によるダウンタイムとリスクを減 らす
ハード ウェアの移行には通常、ハード ウェアプラット フォームの変更、データセンターの移動、またはコスト 削減のためのサー
バーの統合が必要かどうかにかかわらず、長時間のダウンタイムが必要です。SharePlex では、データベースのほとんどリ
アルタイムなコピーを保持することで、移行が終了するまで元のシステムが正常に機能できるようにして、移行によるダウン
タイムを最小限に減らすことができます。

情報の有用性についての方針
SharePlex は LAN 接続および WAN 接続経由で複製するため、さまざまな方法で使用できる信頼性の高い、継続的
に更新される代替データベースとして、 レプリカのデータベースを配置できます。次の方針で、必要なときに必要な人へ正
しいデータを提供できるようになります。

レポート 用 インスタンス
SharePlex で保持されるターゲット は、最新状態を維持しながらアクセス可能であり、クエリのパフォーマンスが最適にな
るように設計されたキーとインデックスで最適化できるので、レポート とクエリの負荷分散には理想的です。OLTP ユーザー
からパフォーマンスについての苦情を受けることもなく、一日中レポート を実行することもできます。月末または四半期末な
どのレポート の繁忙時でさえも、アプリケーションの応答時間が大量のレポート 作成に影響を受けることはありません。さら
に、組織の意思決定の責任者は、レポート に反映されたデータの正確さを賞賛するようになります。

ブロードキャスト およびカスケード
多くのリモート ユーザーがプライマリデータベースに格納されたデータにアクセスしたり使用したりするときに、その処理を、
SharePlex の複製によって最新状態に維持されている複数のセカンダリデータベースへ移すことができます。このため、プ
ライマリデータベースとシステムをト ランザクション用に最適化しておくことができます。また SharePlex では、プライマリデー
タベースに直接ネット ワーク接続できないリモート ユーザーがアクセスできるようにして、中継システム経由でデータをリモー
ト システムへカスケード できます。
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データウェアハウス
SharePlex では、多数のソースシステムから 1 つのターゲット システムへ複製できます。このことは、情報がクエリおよびレ
ポート 用に会社全体で利用できるようになるので、データウェアハウスまたはデータマート 内へデータを統合するには理想
的です。複製するデータ内の精密度のレベルと、異なるターゲット 構造へ複製されたデータを変形するオプションは、ユー
ザーが適切な意思決定のために必要な特定のタイムリーな情報があるデータウェアハウスにデータを収めることができるよ
うにする、ユニークな SharePlex の機能です。

高 い可 用 性 と災 害 からの回 復
SharePlex を使用すれば、LAN または WAN 経由で重複するデータベースを維持できます。緊急時に、またはプライマリ
サーバーでルーチンのメンテナンスが実行されるときは、計画された方法で実稼動を代替サイト へ移動できます。
SharePlex 複製により、クエリとレポート にセカンダリデータベースを使用することができます。
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図 1: 一目でわかる SharePlex の複製方法

展開前にテスト する
SharePlex を実稼動システムに実装する前に、要件に対応するように SharePlex を適切に設定したことを確認するた
め、実稼動環境のミラーでテスト を実行することを推奨します。テスト によって、設定エラーや想定外の環境エラーなどの
問題( 複製のパフォーマンスや可用性に影響を及ぼすネット ワークやリソースの問題など) を明らかにできます。
また、SharePlex などのエンタープライズアプリケーションの使用をサポート するインフラが組織に導入されていることが前提
になります。たとえば次の項目が挙げられます。
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l

データベースおよび SharePlex ド キュメント の可用性と使用

l

ユーザー用のト レーニングプログラム

l

l

l

業務の中断を最小限に抑えるロールアウト およびアップグレード 計画。SharePlex がアプリケーションインフラの
一部として実装されるときは、非実稼動環境で SharePlex とともに新しいアプリケーションの機能をテスト するこ
とを強く推奨します。
SharePlex プロセスの適切なシャット ダウン、システムやデータベースのメンテナンスに対応するための未処理
redo の維持など、SharePlex の依存関係を考慮したデータベースまたはシステムメンテナンス手順。
未承認のユーザーが SharePlex データレコード へのアクセスや設定変更を実行できないようにする十分なセ
キュリティ。

SharePlex Professional Services チームは、お使いの環境における SharePlex の準備、インスト ール、展開を支
援します。
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2

SharePlex プリインスト ールチェックリスト
コンテンツ
概要
ネット ワークのチェックリスト
インスト ーラのチェックリスト
UNIX および Linux システムチェックリスト
Windows システムのチェックリスト
Oracle データベースのチェックリスト
オープンターゲット のチェックリスト

概要
当社のプロフェッショナルサービスチームと契約している場合は、SharePlex をインスト ールする前、または SharePlex コン
サルタント が到着する前に、このチェックリスト の要件をすべて確認してください。
注： このチェックリスト の要件は、特に記載がない限り、SharePlex がインスト ールされるすべてのソースおよびターゲット シ
ステムに適用されます。

ネット ワークのチェックリスト
要件

完了(Y/N)

SharePlex ユーザーおよびグループをネームサーバに追加する。
NIS、NISPLUS などのネームサーバによって管理されるネット ワークに SharePlex をインスト ール
する場合は、SharePlex をインスト ールする前に次の操作を行います。
l

SharePlex ユーザーをネームサーバに追加します。

l

SharePlex グループをネームサーバに追加します。
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要件

完了(Y/N)

SharePlex のセキュリティグループ spadmin( 管理者) 、spopr ( オペレータ) 、および spview
( 閲覧者) は、SharePlex プロセスへのアクセスを制御します。ネームサーバ上のこれらのグルー
プのいずれかに各 SharePlex ユーザーを追加します。グループについては、「セキュリティグループ
への SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。
ユーザーグループを追加するには
1. NIS の場合は、グループを group.byname および group.bygid マップに追加します。
NISPLUS の場合は、グループを group.org_dir テーブルに追加します。
2. SharePlex 管理者ユーザーをネームサーバの spadmin グループに追加します。
3. spadmin グループを /etc/group ファイル( UNIX および Linux) または ユーザーアカウント
コント ロールパネル( Windows) を使用して作成し、SharePlex 管理者ユーザーをこのグ
ループに追加します。
SharePlex をインスト ールした後に SharePlex グループをローカルシステムに追加する方法につ
いては、「セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。
SharePlex がホスト 名を解決できることを確認する。
SharePlex がホスト に接続できない場合は、次の場所でホスト 名を英数字のエイリアスにマップ
します。
l

ネット ワーク：NIS および DNS サーバ

l

UNIX および Linux：ローカル /etc/hosts ファイル

l

Windows：ローカル hosts ファイル

これらのファイルでは、各エント リを個別の行に配置します。次に例を示します。ここで、sysA と
sysB はエイリアスです。
111.22.33.44
55.66.77.88

sysA.company.com
sysB.company.com

sysA
sysB

# source system
# target system

SharePlex ポート 番号を確認する。
SharePlex では、デフォルト でポート 番号 2100( 16 進数の 834) が TCP/IP と UDP の両方に
使用されます。SharePlex でポート 2100 を使用できる場合、これ以上のアクションは必要あり
ません。インスト ール手順中に SharePlex ポート 番号を入力する必要があります。その際、必要
に応じて別のポート 番号を指定することができます。
注：Oracle 9.2.x では、ポート 2100 は Oracle XML デーモンによって使用されます。そのため、
SharePlex でこのポート を使用することはできません。
重要! SharePlex のポート 番号は、TCP/IP 接続を介して通信できるように、複製設定内のすべ
てのマシンで同じにする必要があります。ファイアウォールで SharePlex のポート 番号が TCP/IP
と UDP の両方に対して開かれていることを確認します。
TCP/IP 設定を確認する
SharePlex はいかなる TCP/IP ネット ワーク接続上でも複製します。通常は、データベースにある
すべてのテーブルが複製される場合は、SharePlex は REDO ログの量の約 33％ を複製し、残
りのほとんどは Oracle ソフト ウェアによって使用されるメンテナンスデータです。次に帯域幅を判断
する公式を示します。
( REDO ログのサイズ) x( 1 時間当たりのログ切り替え数 ) x 1/3 = 1 時間当たりのデータ
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要件

完了(Y/N)

量
たとえば、REDO ログのサイズが 20 MB で、1 時間に 6 回切り替えられるとすると、SharePlex
は 1 時間約 40 MB 複製します。
20 x 6 x 1/3 = 40 MB/時

インスト ーラのチェックリスト
要件

完了(Y/N)

ダウンロード した SharePlex インスト ールパッケージを格納するディレクト リを割り当てる。
このディレクト リに必要なディスク領域の目安を以下に示します。
l

UNIX および Linux：200 MB

l

Windows：60 MB。これに加えて一時ディスク領域用に 400 MB

インスト ールパッケージは、SharePlex のインスト ール後に削除できます。
SharePlex 製品ディレクト リを計画する。
SharePlex ソフト ウェアファイル用のディレクト リを自分で作成することも、SharePlex インスト ーラ
を使って自動的に作成することもできます。このディレクト リに必要なディスク領域の目安を以下に
示します。
l

UNIX および Linux：120 MB

l

Windows：600 MB。これに加えて MKS Toolkit® 用に 20 MB

このディレクト リを次の場所にインスト ールします。
l

l

UNIX および Linux：ソース Oracle インスタンス( ターゲット の場合はターゲット データベー
ス) が含まれているファイルシステムとは別のファイルシステム。
Windows：Oracle インスタンス( ターゲット の場合はターゲット データベース) が含まれて
いる内部ハード ド ライブまたはパーティションとは別の内部ハード ド ライブまたはパーティ
ション。

SharePlex はローデバイスにインスト ールしないでください。
SharePlex 変数データ( 作業) ディレクト リを計画する。
このディレクト リは SharePlex インスト ーラによってインスト ールされ、ユーザーが選択した名前が
付けられます。このディレクト リには作業データが格納されます。このディレクト リのサイズは、生成
される REDO データのサイズと相関して大きく変化します。このディレクト リは、Oracle インスタン
ス( ターゲット の場合はターゲット データベース) が含まれているファイルシステムとは別のファイルシ
ステムにインスト ールします。ローデバイスにはインスト ールしないでください。
必要なディスク領域を見積もるには：
1. 複製の停止が許容される最長時間を見積もります。
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要件

完了(Y/N)

2. 次の式を使用して、SharePlex によってその時間内に複製されるデータ量を見積もりま
す。
[REDO ログのサイズ] x [1 時間当たりのログ切り替え数 ] x .333 x [ダウンタイム時間 ] =
必要なディスク領域
例：
[500 MB の REDO ログ] x [1 時間当たり 5 回の切り替え] x [.333] x [8 時間] = 6.5 GB
のディスク容量
システム上の複数のデータベースまたは Oracle インスタンスからデータを複製するには、それぞれ
に対して変数データディレクト リを使用します。これらのディレクト リは異なるファイルシステムに配
置するのが理想的です。
変数データディレクト リを SharePlex 製品ディレクト リ内にインスト ールしないでください。両方の
ディレクト リに同じ名前のファイルがあり、( 環境のクリーンアップが必要な場合に) 環境をクリーン
アップする SharePlex ユーティリティによって、誤ったファイルが削除される可能性があります。必
要に応じて、両方のディレクト リを同じ親ディレクト リの下にインスト ールできます。
注：アクティブな SharePlex 設定がある場合、特にユーザーアクティビティに異常なピークがあると
きは、常にディスクの使用を監視することをお勧めします。
クラスタの適切なノード にインスト ールする( Oracle RAC を含む)
ほとんどの共有スト レージソリューションは、SharePlex を格納するために使用できます。このよう
なファイルシステムとしては、次のようなものがあります。
l

Oracle Cluster File System( OCFS2)

l

Oracle Automatic Storage Management( ASM) Cluster File System( ACFS)

l

Oracle DataBase File System( DBFS)

l

l

OCFS2 注：このファイルシステムは、nointr を指定してマウント する必要があります。
nointr が指定されていない場合、SharePlex と Oracle の両方で中断エラーが報告さ
れます。
ほとんどの汎用クラスタファイルシステム

クラスタでは、以下のように、シームレスなフェイルオーバーをサポート するために SharePlex 作業
ファイルがクラスタ内のすべてのノード で使用可能になっている必要があります。
UNIX および Linux：
SharePlex 製品ディレクト リおよび変数データディレクト リは、任意のクラスタノード にマウ
ント できるデータベースファイルとは別の、共有のローディスク以外のディスクにインスト ール
する必要があります。
Windows：
製品ディレクト リ：
Windows では、SharePlex をクラスタのすべてのノード の同じポート 番号に同一のパス
名でインスト ールする必要があります。バイナリと必要な MKS Toolkit コンポーネント がす
べてのノード で使用できるようにすること、およびレジスト リエント リを確立することが必要で
す。 Quest では、SharePlex に対して、データベースとは別の、専用の内蔵ハード ド ライ
ブまたはパーティションを提供することをお勧めします。
変数データディレクト リ：
SharePlex 変数データディレクト リは、任意の Windows クラスタノード にマウント できる共
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要件

完了(Y/N)
有ディスクにインスト ールする必要があります。インスト ーラによって変数データディレクト リ
がそれぞれのノード にインスト ールされた後、インスト ール後の手順で、共有ディスク上の
ディレクト リを使用するように SharePlex を設定します。

クラスタにおける SharePlex の追加要件については、「Oracle クラスタでの SharePlex の設定」
を参照してください。これらの手順の多くは SharePlex をインスト ールする前に実行する必要が
ありますが、インスト ール後に実行する手順もあります。
SharePlex セキュリティグループを作成する。
SharePlex には、sp_ctrl によるアクセス制御を可能にする 3 つのセキュリティグループが用意さ
れています。Unix および Linux では、SharePlex を root ユーザーとしてインスト ールしない限り、
インスト ール前に SharePlex 管理者ユーザーと SharePlex admin グループが存在する必要が
あります。 「セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。
注： root としてインスト ールする場合は、インスト ーラによってこれらのグループの作成を求められ
ます。
SharePlex を所有する DBA 特権のオペレーティングシステムグループを選択する。
SharePlex 管理者ユーザーは、Oracle dba グループに属している必要があります。Oracle
RAC および ASM 11gR2 以降の場合、ユーザーは Oracle Inventory グループにも属している
必要があります。例：$ useradd –g spadmin –G dba,oinstall Oracle Inventory グループのメ
ンバーシップは、etc/group ファイルに明示的にリスト されている必要があります。
有効な SharePlex ライセンスキーを取得する。
SharePlex を実行するには、Quest からの有効な永久ライセンスまたは試用版ライセンスキーが
必要です。インスト ーラによって、ライセンスキーと、Quest Software からライセンスとともに提供さ
れるサイト メッセージのテキスト 文字列の入力を求められます。
SharePlex の現在のライセンスモデルで提供されるライセンスは特定のホスト を対象としており、
エディションに応じて、コアまたはソケット と特定のメッセージリポジト リ( データベース、JMS または
テキスト ファイルなど) に基づいてライセンスが付与されます。詳しいライセンス条件はアカウント マ
ネージャから入手する必要があります。

UNIX および Linux システムチェックリスト
要件

完了(Y/N)

プラット フォームがサポート されていることを確認する。
サポート されるオペレーティングシステムについては、『SharePlex リリースノート 』を参照してくださ
い。
SharePlex プロセス用に少なくとも 4 GB のメモリを割り当てる。
プロセスごとのメモリは最大 256 MB になるように計画します。この推奨値を使用すると、Post お
よび Read プロセスが必要に応じてより多くのメモリを割り当てることができます。
ディスクキャッシュオプションを無効にする。
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要件

完了(Y/N)

( ソースシステム) redo ログ、アーカイブログ、および SharePlex ファイルは、キャッシュオプション
が設定されていないファイルシステムに配置します。ディスクキャッシュは、Capture プロセスと干
渉する可能性があります。詳細については、SharePlex ナレッジベース記事 30895 を参照してく
ださい。
プロセスごとのセマフォの数を設定する。
セマフォを利用して、SharePlex プロセスの安定性を確保できます。必要な SharePlex 設定
は、以下のようにプラット フォームによって異なります。
HP-UX：
l

semmnu：255

l

shmmax：60 MB

Oracle Solaris：
l

semmni：70

l

semmns：255

l

semmnu：255

l

semmsl：128

l

semume：255

l

shmmax：60 MB

l

shmmni：100

Red Hat Linux：
l

semmni*：70

l

semmns*：255

l

semmnu：255

l

semmsl：128

l

semopm：64

l

semume：255

l

shmmax：60 MB

l

shmmin：1MB

l

shmmni：100

l

shmseg：26
* これらは付加的なものです。適切な設定値を決定するために Oracle の最小値を
SharePlex の最小値に加えてください。

使用するキューの数に 2 を足した数に設定する方法もあります。SharePlex キューの詳細は、
『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。
ulimit( ファイルシステム記述子の数) を 1024 にできるだけ近い値に設定する。
ulimit は、システムのハード リミット として、またはセッション単位のソフトリミット として設定できま
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要件

完了(Y/N)

す。
l

l

ハード リミット の設定：( 推奨) ハード リミット を変更するには root ユーザーとシステムの再
起動が必要ですが、SharePlex をサポート するため、値は適正レベルで固定されたまま
です。システム管理者にご相談ください。
ソフト リミット の設定：ソフト リミット 設定は、設定された sp_cop セッション中に限り有効
です。その後はデフォルト 値に戻りますが、ハード リミット よりも低い値になり、SharePlex
にとって低すぎる値になる可能性があります。

コアファイルパラメータを設定する。
l

l

l

システムのコアダンプブロックサイズをシステムリソースが対応できる大きさ( 少なくとも 150
万ブロック) に設定します。デフォルト は通常 0 です。コアファイルは、Quest サポート 担
当者が SharePlex サポート 事例を解決するのに役立ちます。サイズ設定を大きくする
と、利用するのに十分なデータを収集できます。
コアファイルの出力場所を SharePlex 変数データディレクト リの dump サブディレクト リに
設定します。
コアファイルの名付け規約を core または core.pid のいずれかに設定します。
注： SharePlex は core という名前の付いたすべてのコアファイルを core.pid という名前
に変更します( sp_cop によって生成されたコアファイルを除く) 。

これらの要件を満たしていない場合、SharePlex イベント ログにコアファイルが生成されなかったこ
とを示すメッセージが、ファイルが存在していても記録されることがあります。
ksh シェルをインスト ールする。
SharePlex をインスト ールする前に、ksh シェルをインスト ールします。SharePlex 監視スクリプト
およびその他の機能で、このシェルが必要でした。
ksh の 1 つのバージョンである pdksh が Red Hat Linux ビルド に含まれています。詳細は、Red
Hat Linux のド キュメント を参照してください。
Native POSIX Threading Library( NPTL) をインスト ールする。
Linux では Native POSIX Threading Library( NPTL) を使用することが推奨されます。
LinuxThread と比べて NPTL はさらに速く、他の UNIX オペレーティングシステムと同じように動
作します。LinuxThread は、LD_ASSUME_KERNEL 環境変数を使用してプロセスごとに有効
にできますが、これを設定すると SharePlex のパフォーマンスに悪影響があります。LD_
ASSUME_KERNEL が使用されている場合は、2.4.21 の設定を使用してください。
set-user-id を使用して、SharePlex をインスト ールする UNIX アカウント を -rwsr-s--x に設定
する。
値 -rwsr-s--x は、データベースセット アップユーティリティ( ora_setup) が SQL*Plus を通じて
Oracle データベースに接続し、複製をサポート する SharePlex データベースアカウント およびオブ
ジェクト をインスト ールできます。このプログラムは SharePlex をインスト ールする UNIX アカウント
が所有します。このプログラムは、SharePlex インスト ールフォルダの bin サブディレクト リにありま
す。
( Debian Linux)
/lib64/libc.so.6 ライブラリパスへのシンボリックリンクを作成する。
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要件

完了(Y/N)

Debian Linux では、SharePlex が想定する /lib64/libc.so.6 ロケーションに /libc.so.6 ライブラリ
ファイルがありません。SharePlex を Debian Linux にインスト ールする前に、/lib64/libc.so.6 へ
のシンボリックリンクを作成してください。
( Oracle データベース) oratab ファイルを作成する。
適切な ORACLE_SID および ORACLE_HOME の値が oratab ファイルに明示的に記載され
ていることを確認します。SharePlex はこのファイルを参照して環境を設定します。
Sun マシンでは、SharePlex は、/var/opt/oracle ディレクト リにある oratab ファイルのみを使用
します。/etc ディレクト リに oratab ファイルのコピーがある場合は、このファイルが /var/opt/oracle
ディレクト リ内のファイルと同じものであることを確認してください。

Windows システムのチェックリスト
要件

完了(Y/N)

Windows バージョンがサポート されていることを確認する。
サポート される Windows バージョンについては、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。
FAT のセキュリティ問題に対処する。
SharePlex ユーザーグループは、SharePlex プロセスを制御できるユーザーを決定します。これ
らのグループは、NTFS パーティションでのみ機能するように設計されています。FAT パーティション
にはファイルセキュリティがなく、FAT パーティションにログオンするすべてのユーザーが SharePlex
を完全に制御できます。
SharePlex を FAT パーティションにインスト ールする必要がある場合は、SharePlex admin グ
ループにはローカルログインを許可し、spopr および spview グループにはリモート ログインのみを
許可します。FAT パーティションへのリモート ログインでは、グループの割り当てが維持されます。
SharePlex セキュリティグループの詳細については、「セキュリティグループへの SharePlex ユー
ザーの割り当て」を参照してください。
システムの再起動に備える。
Windows プラット フォームでは、SharePlex によって Parametric Technology Corporation
( PTC) の MKS Toolkit® 運用環境がインスト ールされます。MKS Toolkit® のデフォルト フォルダ
は、C:\Program Files\MKS Toolkit です。
MKS Toolkit ファイルをインスト ール後に移動または削除できないように、システムのアクセス許可
を設定します。
これが初めての MKS Toolkit インスト ールの場合は、システムの再起動を求められます。
インスト ール後に数回の再起動が必要です。
ページサイズを調整する。
ページファイルの現在の合計サイズの 80% 以上が使用されている場合は、SharePlex に追加
の 200 MB のページファイルサイズが必要です。ページサイズを大きくすると、SharePlex は大規
模なト ランザクションをより高速に処理できます。
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要件

完了(Y/N)

SharePlex ディレクト リを所有するユーザーを割り当てる。
SharePlex インスト ールディレクト リおよび変数データディレクト リを所有するように Windows
Administrator グループのメンバを割り当てます。このユーザーは、SharePlex インスト ーラを実行
する前に存在し、Oracle redo ログへのシステム特権を持っている必要があります。
( Oracle データベース) Oracle レジスト リエント リを確認する。
( テスト マシンのみ) Oracle のインスト ールとアンインスト ールを何回も繰り返したマシンでは、レジ
スト リの Oracle エント リが破損していることがあります。テスト マシンに SharePlex をインスト ール
する前に、すべての Oracle ソフト ウェアをアンインスト ールし、すべての Oracle のレジスト リエント
リを削除します。その後、Oracle インスト ールプログラムを使用して Oracle を再びインスト ールす
ると、レジスト リのエント リが正しく作成されます。SharePlex ではこれらのエント リを利用して、
データベース環境情報を取得します。
( Oracle データベース) PATH 変数の最初のエント リとして ORACLE_HOME を設定する。
SharePlex では、Oracle バイナリへのパスが Windows PATH システム変数の最初のエント リに
なっていることを前提としています。必要に応じてこの変数を変更し、パスが正しいことを確認しま
す。

Oracle データベースのチェックリスト
要件

完了(Y/N)

必要なデータベースのアップグレード をすべて実行する。
SharePlex をインスト ールする前に、必要なデータベースのアップグレード をすべて実行します。こ
れにより、インスト ールおよびセット アップ手順でデータベースのセット アップを実行するときに、
SharePlex が最新のオブジェクト 定義を利用できることが保証されます。
Oracle のリリースバージョンとプロセッサタイプを確認する。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
l

l

Oracle のリリースバージョンが SharePlex でサポート されていることを確認します。詳細
については、『SharePlex リリースノート 』の「システム要件」を参照してください。
データベースが 64 ビット バージョンであることを確認します。SharePlex は、32 ビット バー
ジョンの Oracle をサポート していません。

サプリメンタルロギングを有効にする。
( Oracle ソースデータベース)
SharePlex では、最小レベルのサプリメンタルロギングを有効にする必要があります。SharePlex
をクラスタにインスト ールする場合は、すべてのノード でロギングを有効にします。一部の
SharePlex の機能では、プライマリキー値のロギングが必要です。Oracle ロギングの設定の詳
細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「SharePlex をサポート するための Oracle redo ロギ
ングのセット アップ」を参照してください。
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要件

完了(Y/N)

( 推奨) プライマリキーおよび一意のキーのロギングを有効にする。
( Oracle ソースデータベース)
SharePlex がデータベースに対してキー値のクエリを実行しなくて済むように、プライマリキーおよ
び一意のキーのサプリメンタルロギングを有効にすることをお勧めします。キー値を取得するため
のクエリを実行すると、オーバーヘッド が増加して、Read プロセスのパフォーマンスが低下します。
詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の次のト ピックを参照してください。
l

複製する Oracle データベースオブジェクト のセット アップ

l

SharePlex をサポート するための Oracle redo ロギングのセット アップ

TDE で保護されたデータをキャプチャするための権限を設定する。
( Oracle ソースデータベース)
TDE で保護されたデータを REDO ログから復号化するには、SharePlex 管理者が Oracle
Wallet のパスワード を使用してこのウォレット を開く必要があります。デフォルト では、Oracle
Wallet の所有者ユーザーのみがこのファイルの読み書きアクセス許可を持っています。
SharePlex でウォレット を開くことができるようにするには、次のいずれかの操作を行います。
ウォレット ファイルに対する読み取りアクセス許可を dba グループに与えます。これは、SharePlex
管理者ユーザーがこのグループのメンバであるためです。
または
SharePlex を起動するようウォレット の所有者に依頼します。
TDE をサポート するための SharePlex の設定の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の
「TDE サポート のセット アップ」を参照してください。
ASM 上の REDO ログの場所を確認する
( Oracle ソースデータベース)
データベースで ASM を使用している場合は、Oracle REDO ログ( オンラインおよびアーカイブ) を
ASM ルート ディレクト リに配置することはできません。
SharePlex Oracle アカウント を計画する。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
SharePlex のインスト ール中に、データベース セット アップ ユーティリティ( 名前は、ora_setup )
を実行して、SharePlex 用のデータベースアカウント ( ユーザーおよびスキーマ) を作成します。こ
のユーティリティを実行するデータベースユーザーに必要な権限の一覧を以下に示します。

非 マルチテナント ( 標 準 ) データベース
セット アップユーティリティを実行するユーザーは DBA 権限を持っている必要がありますが、TDE
のサポート が必要な場合、このユーザーは SYSDBA 権限を持っている必要があります。

マルチテナントデータベース
セット アップユーティリティを実行するユーザーは SYSDBA 権限を持っていることを推奨しますが、
少なくとも、sys.users$ および sys.enc$ の権限を持つ DBA ユーザーであることが必要です。
SharePlex ユーザーに必要な最低限の権限付与は、次のとおりです。
create user c##sp_admin identified by sp_admin;
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要件

完了(Y/N)

grant dba to c##sp_admin container=ALL;
grant select on sys.user$ to c##sp_admin with grant option
container=ALL;
CDB で TDE サポート が必要な場合、次の追加 権限が必要になります。
grant select on sys.enc$ to c##sp_admin with grant option
container=ALL;
SharePlex オブジェクト 表領域を計画する。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
セット アップユーティリティは、ユーザーが選択した表領域にいくつかのテーブルをインスト ールしま
す。SHAREPLEX_LOBMAP テーブル以外のすべてのテーブルが、表領域のデフォルト のスト
レージ設定を使用します。
SHAREPLEX_LOBMAP テーブルには、行外に格納された LOB のエント リが含まれています。こ
のテーブルは、1 MB の INITIAL エクステント 、1 MB の NEXT エクステント 、および
PCTINCREASE が 10 で作成されます。MAXEXTENTS は 120 であり、テーブルの最大許容
サイズは 120 MB になります。
通常、SHAREPLEX_LOBMAP にはデフォルト のスト レージで十分であり、400 万個超の LOB
エント リに対応できます。複製対象の Oracle テーブルに、挿入または更新される頻度が高い
LOB 列が多数含まれる場合は、必要に応じて SharePlex 表領域のサイズを増やすことを検討
してください。このテーブルが他の SharePlex テーブルと表領域を共有していることを考慮してくだ
さい。
データベースがコスト ベースオプチマイザ( CBO) を使用していて、SharePlex が処理するテーブル
に膨大な数の LOB が含まれている場合は、SHAREPLEX_LOBMAP テーブルを分析スケ
ジュールへ組み込みます。
注： SharePlex の新規インスト ールによって、スト レージパラメータが以前のインスト ールから変
更されることはありません。
SharePlex の一時表領域を計画する。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
セット アップユーティリティでは、compare コマンド によって実行される並べ替えなど、SharePlex
による並べ替えやその他の操作に使用するための一時表領域の入力を求められます。デフォル
ト の一時表領域は、SharePlex オブジェクト がインスト ールされているインデックス表領域です。
compare コマンド を使用して、特にプライマリキーや一意キーを持たない、サイズの大きいテーブ
ルを比較する予定の場合は、SharePlex 専用の一次表領域を指定します。 compare コマン
ド の詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
SharePlex のインデックス表領域を計画する。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
セット アップユーティリティで、SharePlex テーブルのインデックスを格納する表領域の入力を求め
られます。デフォルト のインデックス表領域は、SharePlex オブジェクト がインスト ールされているイ
ンデックス表領域です。I/O 競合を最小限に抑えるには、テーブルがインスト ールされたインデック
ス表領域とは異なるインデックス表領域を指定します。
注： 以前のバージョンの SharePlex からのインデックスが SharePlex オブジェクト 表領域にイン
スト ールされている場合、このインデックスを別の表領域に移動し、セット アップユーティリティの実
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要件

完了(Y/N)

行時に、その表領域を指定できます。
Oracle クライアント をインスト ールする。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
Oracle クライアント ライブラリは、SharePlex の動作だけでなく、インスト ールとセット アップの両方
のためにも必要です。
キャラクタセット を検討する
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
使用している Oracle キャラクタセット 内のすべての文字を SharePlex で複製するには、次のい
ずれかの条件が満たされている必要があります。
l

l

ソースとターゲット のキャラクタセット が同一である。
ソースデータベースのキャラクタセット が、ターゲット データベースのキャラクタセット のサブ
セット である( ソースに含まれるすべての文字がターゲット のキャラクタセット に存在する) 。

キャラクタセット 変換の処理方法と変換なしでデータを適用する方法の詳細については、
『SharePlex 管理ガイド 』の「SharePlex をサポート するための Oracle データベースのセット アッ
プ」を参照してください。
ログバッファのサイズを確認する。
( Oracle ターゲット データベース)
データベースライターの数は特に複数の並行ト ランザクションがある場合、複製に影響を及ぼしま
す。ト ランザクションがコミット されるとき、そのバッファデータがディスクにフラッシュされます。もしほと
んどのト ランザクションが小さく、しかしそのバッファが大きい場合は、Post が遅くなる原因となりま
す。大きいト ランザクションがコミット され、そして標準サイズのト ランザクションがコミット された場合
は、2 つ目の COMMIT はバッファ全体がディスクにフラッシュされるまで待たなければなりません。
ディスクにフラッシュするバッファのサイズを減少することで Post プロセスを高速化することができま
す。ログバッファのサイズを 1024 KB または可能であれば 512 KB まで減少してください。
SHAREPLEX_TRANS テーブルを調整する
( Oracle ターゲット データベース)
SharePlex はターゲット データベースの read の一貫性を維持するために、SHAREPLEX_
TRANS テーブルを更新します。テーブルの複製のパフォーマンスを改善して競合を減らすため、
このテーブルの initrans 設定の調整が必要な場合があります。
l

l

プロダクションデータベースが 500 から 1,000 人の同時ユーザーを持っている場合、
SHAREPLEX_TRANS テーブルの initrans が 30 になるように再構築します。
プロダクションデータベースが 1,000 人以上の同時ユーザーを持っている場合、
SHAREPLEX_TRANS テーブルの initrans が 40 になるように再構築します。

Oracle PROCESSES、SESSIONS、および OPEN_CURSPRS パラメータを設定する。
( Oracle ターゲット データベース)
PROCESSES および SESSIONS パラメータについては、65 が SharePlex Post プロセスで必
要な最小値です。この値であれば、ターゲット データベースへの十分な数の SQL 接続を開い
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要件

完了(Y/N)

て、現在のト ランザクションの量を処理できます。この値は、SP_OPO_THREADS_MAX パラ
メータとメイン Post スレッド 用のデフォルト 設定によって決まります。
さらに、Oracle OPEN_CURSORS パラメータの値もターゲット データベースで正しく設定する必
要があります。
詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「SharePlex をサポート するための Oracle データ
ベースのセット アップ」を参照してください。
複製するオブジェクト の要件を確認する。
( Oracle ソース / ターゲット データベース)
次のオブジェクト プロパティを設定するための情報とガイド ラインを確認します。
l

キー

l

インデックス

l

ト リガ

l

制約

l

シーケンス

『SharePlex 管理ガイド 』の「複製する Oracle データベースオブジェクト のセット アップ」を参照し
てください。

オープンターゲット のチェックリスト
注: SharePlex でサポート されているオープンターゲット のターゲット は、『SharePlex リリースノート 』に記載されています。
他のターゲット がベータテスト 中である可能性があります。SharePlex ベータプログラムの詳細については、『SharePlex リ
リースノート 』を参照してください。
完了
(Y/N)

要件

必要なデータベースのアップグレード をすべて実行する。
SharePlex をインスト ールする前に、必要なデータベースのアップグレード をすべて実行します。これにより、イ
ンスト ールおよびセット アップ手順でデータベースのセット アップを実行するときに、SharePlex が最新のオブ
ジェクト 定義を利用できることが保証されます。
データベースのリリースバージョンを確認する。
データベースのリリースバージョンが SharePlex でサポート されていることを確認します。詳細については、
『SharePlex リリースノート 』の「システム要件」を参照してください。
キャラクタセット を検討する
オープンターゲット のターゲット ( 非 Oracle ターゲット ) に複製する場合、SharePlex は任意の Oracle
Unicode キャラクタセット と US7ASCII キャラクタセット からの複製をサポート します。SharePlex は Unicode
キャラクタセット でオープンターゲット にデータを post するので、ソースデータが Unicode または US7ASCII の
場合、ターゲット での変換は必要ありません。
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完了
(Y/N)

要件

ただし、次に該当する場合、ターゲット での変換が必要です。
l

l

ソースデータのキャラクタセット が Oracle Unicode または US7ASCII 以外のものである場合は、
Oracle クライアント をターゲット にインスト ールして、ターゲット に post するために Unicode への変換
を実行する必要があります。
Unicode 以外のキャラクタセット でターゲット データベースにデータを post する必要がある場合は、
ターゲット に Oracle クライアント をインスト ールして変換を実行し、target コマンド を使用して、Post
が使用するターゲット キャラクタセット を識別する必要があります。このコマンド の詳細については、『
SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

Linux 上 で Oracle クライアントとの変 換 を実 行 するには
1. ターゲット システムに Oracle Administrator Client をインスト ールします。クライアント は、管理者イン
スト ールタイプでなければなりません。Instant Client および Runtime のインスト ールタイプはサポート
されていません。
2. ORACLE_HOME をクライアント インスト ールに設定します。ORACLE_SID をエイリアスまたは存在
しない SID に設定します。SharePlex ではそれらは使用されないので、データベースを実行する必
要はありません。
3. ターゲット システムに SharePlex をインスト ールするには、オープンターゲット インスト ーラではなく、
Oracle ベースの SharePlex インストーラをダウンロード します。Oracle ベースのインスト ーラには、
ターゲット データベースに post する前に、Oracle クライアント ライブラリの変換関数を使用してデータ
を変換するように Post に指示する機能が含まれています。
4. SharePlex for Oracle のインスト ール手順に従ってください( オープンターゲット へのインスト ール用で
はありません) 。
5. SP_OPX_NLS_CONVERSION パラメータがデフォルト の 1 に設定されていることを確認します。

Windows 上 で Oracle クライアントとの変 換 を実 行 するには
1. ターゲット システムに Oracle Administrator Client をインスト ールします。クライアント は、管理者イン
スト ールタイプでなければなりません。Instant Client および Runtime のインスト ールタイプはサポート
されていません。
2. SharePlex レジスト リキー \HKEY_LOCAL_
MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\QuestSoftware\SharePlex\port_number で、
ORACLE_HOME を Oracle クライアント のインスト ール場所に設定し、ORACLE_SID をエイリアス
または存在しない SID に設定します。Oracle データベースは必要ありません。SharePlex は、クライ
アント ライブラリのみを使用する必要があります。
3. Windows インスト ーラを使用して SharePlex をインスト ールします。
4. SP_OPX_NLS_CONVERSION パラメータがデフォルト の 1 に設定されていることを確認します。

Unicode および US7ASCII データを変 換 せずに適 用 するには
ソースデータが Unicode または US7ASCII であり、LOB データを複製していない場合、変換または Oracle
クライアント は必要ありません。SP_OPX_NLS_CONVERSION パラメータを 0 に設定して変換を無効に
し、Post が実行中の場合は再起動します。
適切な ODBC ド ライバをインスト ールする。
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完了
(Y/N)

要件

ターゲット に対して適切な ODBC ド ライバがインスト ールされていることを確認し、インスト ールされていない
場合はインスト ールします。
Microsoft SQL Server の場合は、必ず次の操作を行います。
Microsoft SQL Server ODBC Driver をインスト ールします。Microsoft SQL Server Native Client では
なく、必ずこのド ライバをインスト ールしてください。そうでないと、SharePlex は、mss_setup を実行して
Post とデータベースの接続を設定するときにエラーを返します。2 つのド ライバの違いは次のとおりです。
l

Microsoft SQL Server ODBC Driver は、06.02.9200 のようなバージョンになります。

l

Microsoft SQL Server Native Client は、11.00.3513 のようなバージョンになります。

ド ライバを SharePlex でテスト するには、OTS ユーティリティを使用します。SharePlex をインスト ールする前
にこのユーティリティのスタンド アロンバージョンを使用することも、SharePlex をインスト ールした後でインスト ー
ルディレクト リからユーティリティを実行することもできます。詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』
の OTS に関する記載を参照してください。注：SharePlex は、ODBC を介して SQL Server、
PostgreSQL、および Sybase ターゲット と連携することが認定されています。
キー列での大文字と小文字の区別を有効にする
すべての文字ベースのプライマリキー列または一意のインデックスを構成する列のデータにおける大文字と小
文字の区別を有効にします。これで、Post が正しいソースキー値とターゲット キー値を比較して正しいター
ゲット 行を更新することが保証され、一意制約エラーを防ぐことができます。キー値で大文字と小文字が区
別される場合を除き、以下のような状況が発生する可能性があります。
Create table Sales (CustName varchar(20) primary key);
insert into Sales values ('abc company');
( 成功 )
insert into Sales values ('ABC Company');
( 一意制約違反エラーで失敗 )
ターゲット テーブルのト リガを無効にする。
ト リガは Post 操作を無視するように設定する必要があります。
追加情報を入手するには
オープンターゲット データベースターゲット をサポート するには、インスト ール後の追加のセット アップ手順が必
要です。SharePlex をインスト ールした後でオープンターゲット データベースを設定する手順については、
『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
( SQL Server) システムデータソース名を設定する
Windows システム上の SQL Server データベースの( ユーザーではなく) システムデータソース名( DSN) を作
成します。DSN は Windows NT 認証または SQL Server 認証を使用できます。NT 認証を使用するように
DNS を設定し、SQL Server 2012 以降を使用している場合は、NTAuthority\SYSTEM ユーザーに
sysadmin 固定サーバロールを付与します。( SQL Server の以前のバージョンでは、デフォルト で
sysadmin が NT Authority\SYSTEM ユーザーに付与されます) 。
この DSN を介してデータベースへの接続をテスト します。
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3

Oracle クラスタでの SharePlex の設定
コンテンツ
SharePlex Oracle クラスタのサポート の概要
Oracle クラスタでの SharePlex の設定

SharePlex Oracle クラスタのサポート の概
要
SharePlex は、Oracle Clusterware のクラスタハード ウェアおよびソフト ウェアとの統合によって、データキャプチャとターゲッ
ト への連続複製の高可用性を維持します。SharePlex を実行しているノード について、障害が発生した場合や、メンテ
ナンスのためにクラスタから取り除く必要がある場合は、クラスタソフト ウェアによって SharePlex を別のサーバ上で起動で
きます。SharePlex の起動および停止は、クラスタから制御されます。
一連の手順は、クラスタソリューションがすでにインスト ールおよびテスト 済みで正常に機能していることを前提としており、
クラスタベンダのド キュメント の記載内容に代わるものではありません。クラスタのインスト ールに固有の追加手順が必要に
なる可能性があります。
次の図は、SharePlex を Oracle RAC クラスタにインスト ールした場合を示しています。
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Oracle クラスタでの SharePlex の設定
1. SharePlex 用の仮想 IP( VIP) として機能する( DHCP を介して設定されない) パブリックサブネット 上の IP アド レ
スについて、システム管理者に問い合わせます。VIP は、フェイルオーバー時にアクティブノード に解決できる必要
があります。クラスタソフト ウェアは、VIP を SharePlex サーバにマッピングして、フェイルオーバー中に移行します。
2. 各ノード 上のシステム環境の SharePlex に対して VIP を設定します。
l

l

Unix および Linux：export SP_SYS_HOST_NAME=VIP_address
Windows：Windows レジスト リで、HKEY_LOCAL_
MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/QuestSoftware/SharePlex/port# の下にある SP_SYS_
HOSTNAME エント リを設定します。このエント リが存在しない場合は作成します。

3. ホスト のエイリアスをすべてのノード で /etc/hosts ファイル( Unix および Linux) または hosts ファイル( Windows)
内の仮想 IP アド レスにマッピングして、クラスタ内のすべてのノード で一貫性のあるホスト 名を設定します。このエ
イリアスは、SharePlex ユーザープロファイルにエクスポート され、SharePlex 設定パラメータで使用されます。また
は、このマッピングをネームサーバで実行できます。エイリアスには下線( _) またはド ット ( .) などの英字以外のキャ
ラクタを含めることはできません。例：
1.0.1.6 LocalSys #permanent IP address
1.0.1.7 HACluster #floating IP address
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4. SharePlex で各ノード 上のデータベースへの接続に使用される、同じ tns_alias 名を作成します。tns_alias
によって、ローカルインスタンス名より優先されるグローバル接続情報が確立されるので、SharePlex は設定を再
度アクティベート しなくてもフェイルオーバーインスタンスに接続できるようになります。SharePlex は、設定ファイル
から正しい Oracle インスタンスを識別します。ロード バランシングを off に設定し、フェイルオーバーを on に
設定します。
注： ロード バランシングを off に設定し、フェイルオーバーを on に設定します( ロード バランシングは、
SharePlex 設定のアクティベーション中には有効にできません。解決策は、アクティベーション前にロード バ
ランシングを無効にし、アクティベーション後に有効にすることです) 。
SPLEX =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = RAC1)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = RAC2)(PORT = 1521))
)
(LOAD_BALANCE = OFF)
(FAILOVER = ON)
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = ORCL)
))
5. この tns_alias を、フェイルオーバー中に SharePlex が起動すると予測される各クラスタノード 上の oratab
ファイルに追加します。
6. クラスタ内の Oracle インスタンスに異なる ORACLE_HOME が設定されている場合、( 該当する場合は) 各
ノード およびネームサーバ上の oratab ファイルを編集して、実際の ORACLE_HOME パスの代わりにシンボ
リックリンクを使用します。
SID:/path_to_symbolic_link:N
7. 使用しているプラット フォーム向けのインスト ール手順に従って、SharePlex をインスト ールします。
以下のことに注意してください。
l

l

l

クラスタ内で SharePlex をインスト ールする場所の重要事項については、「インスト ーラのチェックリスト 」
を参照してください。
クラスタ内の各ノード には、必ず SharePlex ライセンスをインスト ールします。
データベースセット アップユーティリティ( ora_setup) を実行する場合、BEQUEATH 接続のプロンプト に対
して No と回答します。この応答によって、tns_alias のプロンプト が生成されます。前の手順で作成した
tns_alias を入力します。
Will SharePlex install be using a BEQUEATH connection? No
Enter the TNS alias for which SharePlex should be installed:SPLEX
注：Windows では、SharePlex をクラスタのすべてのノード の同じポート 番号に同一のパス名でインス
ト ールする必要があります。バイナリと必要な MKS Toolkit コンポーネント がすべてのノード で使用できるよ
うにすること、およびレジスト リエント リを確立することが必要です。 さらに、インスト ール後は、データベース
セット アップを各ノード 上で実行する必要があります。
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8. SharePlex をクラスタフェイルオーバールーチンに組み込んで、フェイルオーバー中に SharePlex は他のアプリケー
ションとともに移行され、sp_cop プロセスはクラスタソフト ウェアによってアダプティブノード 上で起動されるようにしま
す。これには少なくとも、SharePlex のスタート アップスクリプト と、フェイルオーバーを処理するための SharePlex の
クラスタスクリプト の作成が含まれます。以下のことに注意してください。
l

l

l

l

sp_cop プログラムは、クラスタソフト ウェアが起動する必要がある唯一 のプロセスです。sp_cop プロセス
は、他の SharePlex プロセスを起動できる必要があります。すべての SharePlex プロセス( sp_cop を除
く) は、sp_ctrl インターフェイスから制御できます。
コマンド インターフェイスから sp_cop を起動または停止しようとすると、クラスタソフト ウェアが sp_cop の
再起動を試みるので、このような操作は行わないでください。sp_cop を停止する必要がある場合、クラ
スタソフト ウェアコマンド を使用します。
可能な場合は、SharePlex および Oracle を 1 つのグローバルクラスタパッケージ内へ設定します。
SharePlex と Oracle を同じパッケージ内へ組み合わせることで、クラスタソフト ウェアは、パッケージのコン
ポーネント が失敗した場合に正しい順序で SharePlex および Oracle を開始および停止できるようになり
ます。SharePlex の前に Oracle を起動するように設定します。
スタート アップスクリプト とクラスタスクリプト の作成については、SharePlex Professional( PSO) サービスか
らサポート を受けることができます。

9. これがソースの SharePlex インスタンスである場合は設定ファイルのデータソース部分に、ターゲット の
SharePlex インスタンスである場合はルーティングマップに、SharePlex tns_alias を使用します。
datasource:o.tnsalias
または
myhost@SPLEX
10. SharePlex が同じ環境にフェイルオーバーできるようにするため、クラスタ内の任意のノード 上でオペレーティングシ
ステムに対して実行する変更やアップグレード はすべて、クラスタ内のすべてのノード に実装する必要があります。こ
の点について、システム管理者が理解していることを確認します。
11. Windows クラスタのインスト ール後のその他の要件については、「Windows クラスタでの SharePlex のセット アッ
プ」を参照してください。
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Amazon Cloud での SharePlex のセッ
ト アップ
コンテンツ
Amazon Cloud での SharePlex セット アップの概要
SharePlex と EC2
SharePlex と RDS
Amazon RDS での SharePlex のセット アップ手順
方法 1：ソースサーバがソースおよびターゲット
方法 2：中間サーバがターゲット

Amazon Cloud での SharePlex セット アッ
プの概要
SharePlex は、どちらも Amazon Web Services( AWS) のサービスである Amazon Relational Database
Service( RDS) および Amazon Elastic Compute Cloud( E2) 上で実行される Oracle データベースへの提供をサ
ポート しています。この 2 つの環境には、SharePlex のインスト ールおよび設定方法について、いくつかの違いがありま
す。次に、この違いを説明します。

SharePlex と EC2
Amazon EC2 サービスは、オペレーティングシステムへのアクセスやスト レージの操作に必要な手段を顧客に提供します。
カスタムアプリケーション環境をインスト ールして実行する機能や、アクセス権を管理する機能を含む、真の仮想コンピュー
ティング環境です。したがって、EC2 環境では、ローカルサーバの場合と同様に、通常の方法で SharePlex をインスト ー
ルして設定できます。
ソース、ターゲット 、またはその両方として、SharePlex を EC2 上に展開できます。特殊なセット アップは不要です。1 ペー
ジの「Amazon クラウド サービスチェックリスト 」で、プリインスト ールスト レージの推奨事項を確認してください。さらに、この
ド キュメント の指示に従い、EC2 データベースをローカルデータベースのように扱って、データベース用の SharePlex をイン
スト ールしてセット アップします。
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SharePlex と RDS
SharePlex はほとんどの場合、他のデータベース環境の場合と同様に RDS で動作します。ただし RDS サービスでは、サ
ブスクライバがオペレーティングシステムレベルの展開にアクセスできないため、SharePlex を RDS サーバにインスト ールで
きません。つまり、RDS データベースからキャプチャするように SharePlex を設定することはできませんが、SharePlex を使
用して RDS 上のデータベースにターゲット として複製することはできます。
データを RDS 上のターゲット に複製するには、Amazon Cloud 展開の外部サーバに SharePlex をインスト ールします。さ
らに、SharePlex が TNS 接続を介してターゲット データベースと連携できるように、接続セット アップを設定します。この章
の残りの部分では、SharePlex で RDS 上のターゲット を操作できるようにする一連の手順を説明します。

Amazon RDS での SharePlex のセット
アップ手順
SharePlex をインスト ールして、次のいずれかの方法で RDS クラウド のデータベースに接続できます。
l

方法 1：ソースサーバがソースおよびターゲット
オンプレミスのソースサーバを使用して、ソースとターゲット の両方の SharePlex コンポーネント を実行します。この
セット アップでは、Post プロセスを含むすべての SharePlex 複製プロセスとすべての SharePlex キューがソース
サーバに存在します。SharePlex は、TNS を介して RDS データベースに接続します。大量のト ランザクションを
伴う環境では、post キューにデータが蓄積され、複数の Post プロセスが存在することで、実稼働システムで許容
できないオーバーヘッド が生じる場合があります。その場合は、中間サーバを使用する必要があります。

l

方法 2：中間サーバがターゲット
オンプレミスの中間サーバをターゲット コンポーネント として使用します。このセット アップでは、Capture、Read、お
よび Export プロセスのみが export キューとともにソースサーバで実行されます( 非クラウド インスト ールの場合と同
じ) 。Post プロセスおよび post キューは中間サーバ上で実行され、TNS を介して RDS データベースに接続しま
す。この方法では、ソースサーバからの複製オーバーヘッド のほとんどを解消できます。

方法 1：ソースサーバがソースおよびターゲット
これらの手順はすべて、ソースシステムに対して実行します。
1. プリインスト ールチェックリスト のプリインスト ール項目を最後まで実行します。詳細については、次を参照：15 ペー
ジの 「SharePlex プリインスト ールチェックリスト 」。
2. SharePlex をインスト ールします。詳細については、次を参照：40 ページの 「Oracle データベース向けの
Linux/Unix への SharePlex のインスト ール」。
3. データベースセット アップ( ora_setup) を実行して、ソースデータベースの接続情報を確立します。次の手順を実
行します。
l

l

これが bequeath 接続であるかどうかを尋ねられたら、Y を入力して bequeath を使用します( このシステ
ムが RAC でない場合) 。
現在の SID をソースとして使用するかどうかを尋ねられたら、Y を入力します。

4. RDS データベースのローカル tnsnames.ora ファイルにエント リを追加します。これで、ソースサーバから RDS
データベースのクエリを実行できます。
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5. データベースセット アップを再実行して、RDS データベースの接続情報を確立します。次の手順を実行します。
l

l

これが bequeath 接続であるかどうかを尋ねられたら、N を入力します。これで、SharePlex は TNS
を使用します。
tns_alias の指定を要求するプロンプト が表示されたら、RDS データベース用に作成したものを指定し
ます。

設 定 ファイル内 でターゲットを指 定 するには
次の項目をルーティングマップ内で指定します。
l

ターゲット システムを指定するためのソースホスト の名前。
注：これは、ターゲット システムを指定する、通常のターゲット 要件とは異なります。

l

ターゲット RDS データベースの ORACLE_SID。

次の例では、spsrc2 がソースシステム、orcldb が RDS データベースです。
datasource:o.orcl12prim
#source tables

target tables

routing map

splex.demo_src

splex.demo_dest

spsrc2@o.orcldb

詳細については、SharePlex 管理ガイド の「 設定ファイルの作成方法 」を参照してください。

方法 2：中間サーバがターゲット
これらの手順は、手順で指定されるように、ソースサーバおよび中間サーバのいずれかに対して実行します。
1. プリインスト ールチェックリスト のプリインスト ール項目を最後まで実行します。詳細については、次を参照：15 ペー
ジの 「SharePlex プリインスト ールチェックリスト 」。
2. 中間サーバで、Oracle バイナリをインスト ールします。Oracle インスタンスを作成しないでください。
3. 中間サーバで、ローカル Oracle ホームを指し示す oratab ファイルにエント リを追加して、ORACLE_SID のダミー
エント リを作成します。SharePlex がこのファイルを読み込んで、Oracle バイナリを検索します。スタート アップスク
リプト がダミーインスタンスの起動を試みないように、N を指定します。
orcldb:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1:N
4. 中間サーバで、RDS データベースの tnsnames.ora ファイルにエント リを追加します。
5. ソースサーバおよび中間サーバで、SharePlexをインスト ールします。詳細については、次を参照：40 ページの
「Oracle データベース向けの Linux/Unix への SharePlex のインスト ール」。
6. ソースサーバで、データベースセット アップ( ora_setup) を実行して、ソースデータベースの接続情報を確立しま
す。次の手順を実行します。
l

l

これが bequeath 接続であるかどうかを尋ねられたら、Y を入力して bequeath を使用します( このシステ
ムが RAC でない場合) 。
現在の SID をソースとして使用するかどうかを尋ねられたら、Y を入力します。
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7. 中間サーバで、データベースセット アップを実行して、RDS データベースの接続情報を確立します。次の手順を
実行します。
l

l

l

これが bequeath 接続であるかどうかを尋ねられたら、N を入力します。これで、SharePlex は TNS を使
用してデータベースに接続します。
tns_alias の指定を要求するプロンプト が表示されたら、RDS データベース用に作成したものを指定し
ます。
これをソースとして使用するかどうかを尋ねられたら、これはターゲット への接続であるので、N を入力し
ます。

設 定 ファイル内 でターゲットを指 定 するには
次の項目をルーティングマップ内で指定します。
l

ターゲット システムを指定するための中間 ホスト の名前。
注：これは、ターゲット システムを指定する、通常のターゲット 要件とは異なります。

l

RDS データベースの ORACLE_SID。

次の例では、sptest2 が中間システム、orcldb が RDS データベースです。
datasource:o.orcl12prim
#source tables

target tables

routing map

splex.demo_src

splex.demo_dest

sptest2@o.orcldb

詳細については、SharePlex 管理ガイド の「 設定ファイルの作成方法 」を参照してください。
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5

SharePlex のダウンロード
コンテンツ
SharePlex インスト ーラの入手先
SharePlex インスト ーラについて

SharePlex インスト ーラの入手先
使用しているデータベースのバージョンとオペレーティングシステムに一致する SharePlex インスト ールパッケージをダウン
ロード します。
さらに、ベースソフト ウェアのインスト ール後にインスト ールするために、SharePlex パッチをダウンロード します。
1. Quest Software サポート ページに移動します。http://support.quest.com/
2. Download Software をクリックします。
3. 検索ボックスに SharePlex と入力し、Go をクリックします。
4. 必要なバージョンの Download 列で矢印をクリックします。または、ファイル名をクリックして詳細を確認し、その
ファイルをダウンロード することもできます。
5. SharePlex をインスト ールするシステムにファイルを転送します。
6. これで、インスト ールプロセスを開始する準備ができました。インスト ーラを実行する「前」に、バージョン固有のリ
リースノート を注意深くお読みください。

SharePlex インスト ーラについて
SharePlex 用のインスト ーラは、プラット フォームおよびデータスト アの種類に基づいて異なります。このト ピックでは、これら
の相違点と、使用する名付け規約について説明します。

Linux および Unix
Linux および Unix 上の SharePlex インスト ーラは、拡張子が .tpm の自己解凍型インスト ールファイルです。
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Oracle：
サポート されている Oracle データベースとプラット フォームごとに、個別の SharePlex インスト ーラビルド があります。
SharePlex-release#-build#-DatabaseVersion-platform-version-chipset.tpm
例：SharePlex-8.0.0-b86-oracle110-aix-52-ppc.tpm
注：所有しているオペレーティングシステムのバージョンが表示されていない場合は、バージョンの下 にある最も大きい番号
を選択します。
オープンターゲット ：
SharePlex オープンターゲット インスト ーラは、サポート されているすべての Linux プラット フォーム上のすべてのオープンター
ゲット のターゲット をサポート します。
SPX-release#-build#-rh-40-amd64-m64.tpm
重要：オープンターゲット に SharePlex をインスト ールし、ソースデータが Oracle Unicode または US7ASCII 以外のもの
である場合は、オープンターゲット に post する前に変換を実行する必要があります。この場合、オープンターゲット インス
ト ーラではなく Oracle インスト ーラを使用し、ターゲット に Oracle クライアント をインスト ールして変換を実行する必要が
あります。詳細については、「SharePlex プリインスト ールチェックリスト 」の「データベースのチェックリスト 」の「オープンター
ゲット 」セクションを参照してください。
インスト ーラにより、現在のディレクト リ内に解凍用の一時的なターゲット ディレクト リが作成されます。この一時的なター
ゲット ディレクト リは、インスト ールの完了時に削除されます。.tpm ファイルの実行時に -t オプションを使用すると、
SharePlex のインスト ール場所とは別のファイルシステムにファイルを解凍できます。その他のオプションについては、「付録
A：高度な SharePlex インスト ーラオプション」を参照してください。

Windows
Windows では、SharePlex インスト ーラの名前は sp_setup_version.exe です。これは、サポート されているすべての
データベースとバージョンの SharePlex バイナリを含むバンド ルです。
インスト ーラは、次の項目をインスト ールします。
l

SharePlex バイナリおよびファイル

l

データベースプログラムの SharePlex

l

Parametric Technology Corporation の MKS Platform Components( デフォルト C:\Program
Files\MKS Toolkit)

l

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432node の下の Windows レジスト リエント リ。

l

1 つ以上の SharePlex port_number Windows サービス( インスト ールされている設定によって異なります)

SharePlex Installer を含め、SharePlex が稼動している間は、これらのコンポーネント を削除または変更しないでくださ
い。これらのコンポーネント はすべて、SharePlex の操作またはアップグレード をサポート します。

SharePlex 8.6 インストールおよびセットアップガイド
SharePlex のダウンロード

39

6

Linux および UNIX での SharePlex の
インスト ール
コンテンツ
Oracle データベース向けの Linux/Unix への SharePlex のインスト ール
オープンターゲット データベース向けの Linux/Unix への SharePlex のインスト ール
無人モード でのインスト ーラの実行

Oracle データベース向けの Linux/Unix へ
の SharePlex のインスト ール
最 初 にお読 みください：
l

l

l

l

l

以降の手順では、SharePlex プリインスト ールチェックリスト を理解し、すべての要件を満たしていることを前提と
しています。
インスト ール手順は、SharePlex の複製に関係する Unix および Linux マシンで実行します。クラスタでは、共有
ディスクをマウント するプライマリノード にインスト ールします。
以降の手順では、インスト ールを非 root として実行することを前提としています。root としてインスト ールするに
は、「付録 B：root としての SharePlex のインスト ール」を参照してください。
インスト ールの前に、SharePlex セキュリティグループと SharePlex 管理者がシステムに存在している必要があり
ます。詳細については、「インスト ーラのチェックリスト 」を参照してください。
インスト ーラは、以下のどちらかの方法で実行できます。
対話モード でのインスト ーラの実行
無人モード でのインスト ーラの実行
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対話モードでのインスト ーラの実行
対話モード では、インスト ール情報の各部分の入力が求められます。
1. このインスト ール手順で SharePlex 管理者と呼ばれるユーザーとしてシステムにログインします。このユーザーは、
インスト ールファイルおよびバイナリの所有者になります。
2. sp_cop が実行中の場合はこれをシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
3. インスト ールファイルを、自分が書き込み権限を持っている一時ディレクト リへコピーします。
4. ファイルに実行可能な権限を付与します。
# chmod 555 installation_file
5. .tpm ファイルを実行します。SharePlex をクラスタにインスト ールする場合は、( 共有ディスクをマウント する) プライ
マリノード からインスト ーラを実行します。
# ./installation_file
6. 最初の画面に表示される情報が、アップグレード する Oracle のバージョンとプラット フォームに対応していることを
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確認します。
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7. 以下の項目の入力を求められます。
プロンプト

入力

Installation type

<New Installation> を選択します。

Product directory location (path)

SharePlex インスト ールディレクト リへのパスを入力します。
指定されたディレクト リが存在しない場合は、インスト ーラに
よってそのディレクト リが作成されます。ディレクト リが存在する
場合、そのディレクト リは空である必要があります。ディレクト
リに以前の SharePlex インスト ールまたは他のファイルが含
まれている場合、インスト ーラは終了します。
クラスタの場合は、インスト ーラのチェックリスト で計画した共
有ディスクにインスト ールします。

Variable data directory location

空のディレクト リを指定します。指定されたディレクト リが存在
しない場合は、インスト ーラによってそのディレクト リが作成さ
れます。重要!このディレクト リを SharePlex 製品ディレクト リ
にインスト ールしないでください。
クラスタの場合は、インスト ーラのチェックリスト で計画した共
有ディスクに変数データディレクト リをインスト ールします。

SharePlex Admin group

SharePlex 管理者ユーザーが属する DBA 特権を持つグ
ループを入力します。このグループが SharePlex バイナリの
所有者になります。SharePlex 管理者のデフォルト グループ
が oinstall の場合、任意のオプションを選択し、このユー
ザーが etc/group ファイルの oinstall にリスト されていること
を確認します。詳細については、「インスト ーラのチェックリス
ト 」を参照してください。

ORACLE_SID of the database

SharePlex をインスト ールして操作するデータベースの
Oracle SID を入力します。
SharePlex バイナリセット を使用して Oracle データベースの
複数のマイナまたはパッチリリースバージョンを含むシステム
上のデータを複製する場合は、複製に含める最小のパッチリ
リースバージョンを選択してください。または、それぞれの
Oracle バージョンに対して SharePlex の別個のインスタンス
をインスト ールすることもできます。

ORACLE_HOME

選択した Oracle SID の Oracle HOME ディレクト リへのパス
を入力します。

TCP/IP port for SharePlex

SharePlex の TCP/IP 通信に使用するポート 番号を入力し
ます。

License key (do you have?)

Enter を押してデフォルト の Y( はい) をそのまま使用します。
ライセンスがない場合は、no を入力します。ライセンスキー
は、SharePlex を実行する前の任意の時点で、splex_
add_key ユーティリティを使用して追加できます。
「SharePlex ライセンスユーティリティ」を参照してください。
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プロンプト

入力

License key

Quest から提供されるライセンスキーを入力します。

Customer name

ライセンスキーとともに Quest から提供される SiteMessage
テキスト 文字列を入力します。

インスト ーラにインスト ールログファイルの場所が表示され、終了します。
「次の手順」を参照してください。

次の手順
タスク

説明

SharePlex へ
のパッチの適用

このバージョンの SharePlex 用のパッチをダウンロード した場合は、そのパッチを適用します。

データベース
セット アップの
実行

Oracle セット アップユーティリティ( ora_setup) を実行して、データベースアカウント および SharePlex
の接続情報を確立します。参照：99 ページの 「Oracle セット アップ( ora_setup) 」

セキュリティの
設定

「 セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。

繰り返し

SharePlex の複製に関係するすべての Unix および Linux マシンで、すべてのインスト ール手順を繰
り返し実行します。

マルチインスタ
ンス設定

集約レプリケーションのサポート 用などに、このシステムで複数の SharePlex インスタンスをインスト ー
ルする場合の正しい手順については、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。

オープンターゲット データベース向けの
Linux/Unix への SharePlex のインスト ール
最 初 にお読 みください：
l

l

l

l

l

以降の手順は、SharePlex プリインスト ールチェックリスト を理解し、すべての要件を満たしていることを前提とし
ています。
インスト ール手順は、SharePlex の複製に関係するオープンターゲット ターゲット をホスト するすべての Unix および
Linux マシンで実行します。クラスタでは、共有ディスクをマウント するプライマリノード にインスト ールします。
以降の手順は、インスト ールを非 root として実行することを前提としています。root としてインスト ールするには、
「付録 B：root としての SharePlex のインスト ール」を参照してください。
インスト ールの前に、SharePlex セキュリティグループと SharePlex 管理者がシステムに存在している必要があり
ます。詳細については、「インスト ーラのチェックリスト 」を参照してください。
次のことを行えます。
対話モード でのインスト ーラの実行
無人モード でのインスト ーラの実行
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対話モードでのインスト ーラの実行
対話モード では、インスト ール情報の各部分の入力を求められます。
1. このインスト ール手順で SharePlex 管理者と呼ばれるユーザーとしてシステムにログインします。このユーザーがイ
ンスト ールファイルおよびバイナリを所有します。
2. ( 再インスト ール) sp_cop が実行中の場合はシャット ダウンします。
3. インスト ールファイルを、自分が書き込み権限を持っている一時ディレクト リへコピーします。
4. ファイルに実行可能な権限を付与します。
# chmod 555 installation_file
5. .tpm ファイルを実行します。SharePlex をクラスタにインスト ールする場合は、プライマリノード ( 共有ディスクがマウ
ント されるノード ) からインスト ーラを実行します。
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# ./installation_file
6. 次の項目の指定を求めるプロンプト が表示されます。
プロンプト ：

入力

インスト ールタイプ

<New Installation> を選択します。

Product directory location (path)

SharePlex インスト ールディレクト リへのパスを入力します。
指定されたディレクト リが存在しない場合は、インスト ーラに
よってそのディレクト リが作成されます。ディレクト リが存在する
場合、そのディレクト リは空である必要があります。ディレクト
リに以前の SharePlex インスト ールまたは他のファイルが含
まれている場合、インスト ーラは終了します。
クラスタの場合は、インスト ーラのチェックリスト で計画した共
有ディスクにインスト ールします。

Variable data directory location

空のディレクト リを指定します。指定されたディレクト リが存在
しない場合は、インスト ーラによってそのディレクト リが作成さ
れます。重要!このディレクト リを SharePlex 製品ディレクト リ
にインスト ールしないでください。
クラスタの場合は、インスト ーラのチェックリスト で計画した共
有ディスクに変数データディレクト リをインスト ールします。

SharePlex Admin グループ

SharePlex 管理者ユーザーが属する DBA 特権を持つグ
ループを入力します。このグループが SharePlex バイナリの
所有者になります。SharePlex 管理者のデフォルト グループ
が oinstall の場合、任意のオプションを選択し、このユー
ザーが etc/group ファイルの oinstall にリスト されていること
を確認します。詳細については、「インスト ーラのチェックリス
ト 」を参照してください。

TCP/IP port for SharePlex

SharePlex の TCP/IP 通信に使用するポート 番号を入力し
ます。

License key (do you have?)

Enter を押してデフォルト の Y( はい) をそのまま使用します。
ライセンスがない場合は、no を入力します。ライセンスキー
は、SharePlex を実行する前の任意の時点で、splex_
add_key ユーティリティを使用して追加できます。
「SharePlex ライセンスユーティリティ」を参照してください。

ライセンスキー

Quest から提供されるライセンスキーを入力します。

顧客名

ライセンスキーとともに Quest から提供される SiteMessage
テキスト 文字列を入力します。

インスト ールログファイルの場所を表示した後、インスト ーラは終了します。
「次の手順」を参照してください。
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次の手順
タスク

説明

SharePlex
へのパッチ
の適用

このバージョンの SharePlex 用のパッチをダウンロード した場合は、そのパッチを適用します。

データベー
スセット アッ
プの実行

データベースセット アップを実行して、SharePlex をサポート するためにデータベースでアカウント およびオブ
ジェクト を設定します。
l

PostgreSQL：「PostgreSQL セット アップ( pg_setup) 」を参照してください。

l

SAP HANA：110 ページの 「HANA セット アップ( hana_setup) 」を参照してください。

l

Teradata：「Teradata セット アップ( td_setup) 」を参照してください。

他のオープンターゲット ターゲット データベースに対しては、connection コマンド を使用して、Post プロセ
スで使用する接続情報を指定します。この操作は、複製を開始する前の任意の時点で行うことができま
す。オープンターゲット データベースの設定方法については、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してくださ
い。
セキュリティ
をセット アッ
プする

「 セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。

繰り返し

SharePlex の複製に関係するすべての Unix および Linux マシンで、すべてのインスト ール手順を繰り返
し実行します。

複数インス
タンスの設
定

集約レプリケーションのサポート 用などに、このシステムで複数の SharePlex インスタンスをインスト ールす
る場合の正しい手順については、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。

無人モード でのインスト ーラの実行
応答ファイルを使用することで、SharePlex の無人インスト ールを行うことができます。このインスト ール方法を使用する
と、複数の SharePlex インスタンスのインスト ール時間を短縮できます。応答ファイルは、画面上のステータス情報と、標
準インスト ーラプロンプト に対する応答を提供します。
注：無人モード で実行する場合、インスト ールプロセスはシステムパスワード ユーティリティを呼び出しません。 インスト ー
ル中に新しい SharePlex ユーザーを作成した場合、そのユーザーは手動でパスワード を設定するまでロックされたままに
なります。
編集可能な応答ファイルは、SharePlex 製品( インスト ール) ディレクト リの install サブディレクト リにあります。
/productdir/install

ファイルへの応答の入力
重要! 応答ファイルには 2 つのセクションがあります。 ユーザーは上部のセクションのみを設定できます。 下部のセクショ
ンは編集しないでください。下部のセクションは、「Do not change settings that appear below」という行
で始まります。
応答ファイルの上部のセクションを編集して、インスト ールのための応答を指定します。 コロンの右側の値のみを編集して
ください。 コロンと応答の間にスペースがあることを確認してください。
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非 root インスト ールの例を以下に示します。
# To install SharePlex with the unattended option please
# modify the settings below.You may safely modify only the values
# to the right of the colon, and the colon must be immediately
# followed by a space.Editing the values to the left of the colon
# may impact the unattended install causing the process to become
# interactive.
#
SharePlex Admin group: spadmin
product directory location:/home/splex/proddir
variable data directory location:/home/splex/vardir
# not required for Open Target installations # ORACLE_SID that corresponds to
this installation: oracledb
# not required for Open Target installations# ORACLE_HOME directory that
corresponds to this ORACLE_SID:/home/oracle/products/version
TCP/IP port number for SharePlex communications:2100
the License key:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
the customer name associated with this license key:SharePlex_Trial

応 答 ファイルを実 行 するには
オペレーティングシステムのコマンド シェルから .tpm インスト ールファイルを実行します。このとき、-r オプションに続いて応答
ファイルの完全なパスを指定します。
# ./installation_file -r /users/shareplex/product.rsp

詳細情報について
追加のセット アップ要件については、プラット フォームに応じて以下のいずれかのト ピックの「次の手順」セクションを参照し
てください。
Oracle データベース向けの Linux/Unix への SharePlex のインスト ール
オープンターゲット データベース向けの Linux/Unix への SharePlex のインスト ール
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7

Windows での SharePlex のインスト ー
ル
コンテンツ
SharePlex のインスト ール
Windows クラスタでの SharePlex のセット アップ
MKS ツールキット のグローバル設定の変更

SharePlex のインスト ール
開 始 する前 に、以 下 をお読 みください。
l

l

以下の手順は、「SharePlex SharePlex プリインスト ールチェックリスト 」に記載されているすべての要件を理解し
満たしていることが前提となります。
SharePlex 複製に関係するすべての Windows マシンでインスト ール手順を実行します。 Windows では、
SharePlex をクラスタのすべてのノード の同じポート 番号に同一のパス名でインスト ールする必要があります。バイ
ナリと必要な MKS Toolkit コンポーネント がすべてのノード で使用できるようにすること、およびレジスト リエント リを
確立することが必要です。

インストーラを実 行 するには
1. Windows に SharePlex 管理者としてログインします。
2. ( 再インスト ールのみ)
a. Windows デスクト ップのショート カット から SpUtils を実行します。システムで Windows 2008 以上を実
行している場合は、管理者として SpUtils を実行します。
b. SharePlex Services タブを選択します。
c. 適切なポート を選択し、SharePlex サービスを停止します。
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d. ユーティリティを閉じます。
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3. sp_setup インスト ールプログラムを実行し、表示されるプロンプト に従います。
プロンプト

入力

Destination folder

SharePlex インスト ールディレクト リ( 製品 ディレクト リとも呼
ばれます) 。
空の既存ディレクト リか、ディレクト リの新規作成を指定しま
す。

Component selection

SharePlex をインスト ールするデータベースを指定します。

Port number

SharePlex のこのインスタンスを実行するポート 番号。
デフォルト は 2100 です。ポート 2101 は使用しないでくださ
い。SpRemote ユーティリティ用に予約されています。

Variable Data directory

SharePlex が作業ファイルおよびデータを保存するディレクト
リ。
空の既存ディレクト リか、ディレクト リの新規作成を指定しま
す。実行時の権限エラーを避けるため、変数データディレクト
リを Program Files ディレクト リにインスト ールしないでくださ
い。

Program Manager group

SharePlex プログラムが起動される プログラム メニュー内の
フォルダ。

MKS Platform Components

SharePlex が新規インスト ールなのか再インスト ールなのか
が表示されます。デフォルト の Program Files の場所をその
まま使用するか、別の場所を指定します。
システムの再起動を求めるメッセージが表示された場合は、
このインスト ールが終了するまで再起動を延期できます。

Confirm installation

インスト ール情報を確認します。

SharePlex license

［Add License］をクリックします。以下の内容を、Quest
Software から提供されたとおりに( スペースがある場合はそ
れを含む) 正確に入力または貼り付けます。
a. License Key：ライセンスキー。大文字と小文字が
区別されます。
b. Customer Name：ライセンスに含まれていた Site
Message のテキスト 。名前には大文字と小文字の
区別があります。
c. [OK]をクリックします。
ライセンスがない場合は、Cancel をクリックします。ライセン
スがなくてもインスト ールは成功しますが、SharePlex を起
動できません。ライセンスは後から SpUtils ユーティリティの
License Key タブで追加できます。このユーティリティは
Windows デスクト ップにインスト ールされています。

Finish

MKS Toolkit ファイルのインスト ール後に、システムの再起動
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プロンプト

入力
を要求するメッセージが表示されたら、インスト ーラの終了後
にシステムを再起動できます。
「次の手順」に進みます。

次 の手 順 ：
複製を開始する前に、以下のセット アップタスクを完了する必要があります。
タスク

説明

データベースのセット アップの実行

データベースセット アップを実行して、SharePlex をサポート するために
データベースでアカウント およびオブジェクト を設定します。
l

l

Oracle：参照：99 ページの 「Oracle セット アップ( ora_
setup) 」
SQL Server：参照：106 ページの 「SQL Server セット アップ
( mss_setup) 」

その他のオープンターゲット データベースの場合は、connection コマン
ド を使用して、Post プロセスが使用する接続情報を指定します。これ
は、複製の開始前であればいつでも実行できます。Post 用のオープ
ンターゲット データベースの設定の詳細については、『SharePlex 管理
ガイド 』を参照してください。
SharePlex サービスのインスト ール

SharePlex は、初期インスト ール時に Windows サービスとしてインス
ト ールされません。SharePlex サービスをインスト ールするには、
「 SharePlex サービスのインスト ール」を参照してください。

SharePlex へのパッチの適用

このバージョンの SharePlex 用のパッチをダウンロード した場合は、そ
のパッチを適用します。

クラスタでのセット アップ

SharePlex をクラスタにインスト ールした場合は、「Windows クラスタ
での SharePlex のセット アップ」を参照してください。

セキュリティの設定

「 セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照し
てください。

MKS Toolkit の設定

「 MKS ツールキット のグローバル設定の変更 」を参照してください。

繰り返し

SharePlex の複製に関与するすべての Windows マシンで、インス
ト ール手順のすべてを繰り返し実行します。

マルチインスタンス設定

集約レプリケーションのサポート 用などに、このシステムで複数の
SharePlex インスタンスをインスト ールする場合の正しい手順について
は、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。SharePlex の各
インスタンスは別々のポート 番号でインスト ールする必要があります。
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Windows クラスタでの SharePlex のセット
アップ
一 連 の手 順 のサマリ
以下の手続きで、次のことを実行します。
l

クラスタ環境に SharePlex を組み込みます。

l

Windows レジスト リ内の SP_SYS_HOST_NAME 変数を設定します。

l

共有の変数データディレクト リを指し示すために、Windows レジスト リ内に SP_SYS_VARDIR 環境変数を設
定します。

レジスト リ内 への環 境 変 数 の設 定
SharePlex は、環境の情報を Windows レジスト リから取得します。SharePlex 環境変数 SP_SYS_VARDIR および
SP_SYS_HOST_NAME は、レジスト リ内でフローティング IP アド レスと関連付けられているグローバルクラスタパッケージ
名に設定する必要があります。グローバルクラスタパッケージ名は、「インスト ーラのチェックリスト 」の指示に従って、hosts
ファイル内に作成したエイリアスです。
l

l

SP_SYS_HOST_NAME により SharePlex に対して、いずれかのプロセスが名前の検索コマンド
( gethostname) を発行したときに、ローカルシステム名より優先してこのエイリアスを使用するように指示されま
す。これで、sp_ctrl コマンド が正しいホスト 、この場合はグローバルクラスタパッケージ名へ向けられたのが確実に
なり、SharePlex がフェイルオーバー中に正しく移行されるようになります。
SP_SYS_VARDIR は、共有ディスクにインスト ールした変数データディレクト リを指し示します。これはアクティブな
変数データディレクト リです。SP_SYS_VARDIR を設定すると、フェイルオーバー後も引き続き SharePlex が現
在の複製環境を使用します。

重要! これらのパラメータを環境変数として設定しないでください。また、クラスタ外部のシステムで SharePlex を実行して
いる場合でも、これらのパラメータをシステムで設定しないでください。

レジストリで SharePlex 変 数 を設 定 するには
1. regedit プログラムを実行します。
2. 次の SharePlex エント リを探します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\QuestSoftware\SharePlex
3. SharePlex ノード を展開し、ポート 番号を強調表示します。
4. 右ウィンド ウ枠の Name 列で SP_SYS_VARDIR 変数を右クリックし、Modify を選択します。
5. Value Data フィールド に共有変数データディレクト リの完全パス名を入力し、OK をクリックします。
6. SharePlex ポート 番号を右クリックし、New をクリックして、String Value を選択します。
7. 新しい文字列の名前を SP_SYS_HOST_NAME に変更します。すべて大文字を使用します。
8. 名前ボックスの外側をクリックして、SP_SYS_HOST_NAME の新しい名前を設定します。
9. SP_SYS_HOST_NAME を右クリックし、Modify を選択します。
10. Value Data フィールド にグローバルクラスタパッケージ名を入力して、OK をクリックします。
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11. レジスト リエディタを閉じます。
12. 変更を有効にするため、SharePlex サービスを再起動します。

MKS ツールキット のグローバル設定の変更
Windows システムに SharePlex をインスト ールした後、MKS Toolkit の Global Resources メモリのデフォルト 設定を変
更する必要があります。
1. Windows の コント ロール パネル で、Configure MKS Toolkit を選択します。
2. Runtime Settings タブを選択します。
3. Categories プルダウンメニューから Miscellaneous Settings を選択します。
4. ［Max Memory for Global Resources］テキスト ボックス内の［Global Settings］の下で、ボックス内に
「67108864」を入力して値を変更します。
5. Apply 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。
6. システムを再起動します。
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セキュリティグループへの SharePlex ユー
ザーの割り当て
SharePlex セキュリティグループを使用すると、SharePlex コマンド および制御システムへのアクセスを制御できます。これ
らのグループを適切に設定しないと、システムに対するアクセス許可を持つユーザーなら誰でもデータ複製を表示、設定、
制御するコマンド を使用できます。

コンテンツ
SharePlex セキュリティグループの概要
Unix および Linux での SharePlex グループの作成およびデータ入力
Windows での SharePlex グループの作成およびデータ入力

SharePlex セキュリティグループの概要
SharePlex の複製を監視、制御、変更するには、コマンド を発行するシステムのいずれかの SharePlex セキュリティグ
ループに割り当てられる必要があります。各グループは認証レベルに対応します。認証レベルは、どの SharePlex コマン
ド をユーザーが発行できるかを決定します。コマンド を実行するには、ユーザーはそのコマンド 認証レベル以上の権限を持
つ必要があります。
authlevel コマンド は、システムで SharePlex コマンド を発行する権限レベルを決定するために使用します。

SharePlex セキュリティグループの説明
各 SharePlex ユーザーに付与するグループおよび認証レベルを判断するには、以下の表を参照してください。
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ユーザーの認 証 レベルおよびロール
認
証
レ
ベ
ル
1

ユー ユーザー
ザー グループ
タイ
プ

管
理
者

spadmin*

ユーザーロール

ソースシステムとターゲット システムのそれぞれに少なくとも 1 人の管理者権限のあるユーザー
が必要です。
すべての SharePlex コマンド を発行できます。SharePlex Administrator だけが発行できるコ
マンド は次のとおりです。
l

startup、shutdown

l

アクティブ設定に関係するすべての設定コマンド

l

list param 以外のすべてのパラメータコマンド

l

start capture

l

stop capture

l

abort capture

l

truncate log

SharePlex 管理者ユーザーは、Oracle dba グループに属している必要があります。Oracle
RAC および ASM 11gR2 以降の場合、ユーザーは Oracle Inventory グループにも属してい
る必要があります。例：$ useradd –g spadmin –G dba,oinstall Oracle Inventory グループ
のメンバーシップは、etc/group ファイルに明示的にリスト されている必要があります。
Unix および Linux では、SharePlex を root ユーザーとしてインスト ールしない限り、インスト ー
ル前に SharePlex 管理者ユーザーと SharePlex admin グループが存在する必要がありま
す。
2

オペ
レー
タ

spopr

上記以外のすべての SharePlex コマンド を発行できます。

3

閲
覧
者

spview

複製を監視するために、リスト 、ステータス画面、ログを表示することだけができます。

注： SharePlex 管理者グループのデフォルト 名は spadmin ですが、インスト ール時に任意のグループを指定したりグルー
プに任意の名前を指定したりすることができます。

Unix および Linux での SharePlex グルー
プの作成およびデータ入力
Unix および Linux で SharePlex グループをいつどこに作成するのかは、SharePlex をインスト ールするユーザーが root
なのか非 root なのかによって異なります。
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l

l

非 root としてインスト ールする場合は、SharePlex インスト ーラを実行する前に、/etc/group ファイルにグループを
作成します。クラスタでは、すべてのノード でグループを作成します。*
SharePlex を root ユーザーとしてインスト ールする場合は、/etc/group ファイルにグループを作成するようインス
ト ーラに指示できます。クラスタにインスト ールする場合、インスト ーラによってグループがプライマリノード に作成され
るため、他のノード には自分で作成する必要があります。
* インスト ール中に SharePlex 管理者ユーザーが spadmin グループに追加されるため、グループが存在している
必要があります。クラスタでは、このユーザーはプライマリノード にのみ追加されます。SharePlex 管理者ユーザー
を他のノード に追加する必要があります。

グループを /etc/group に作 成 するには
# groupadd spadmin
# groupadd spopr
# groupadd spview

ユーザーをグループに割 り当 てるには
1. /etc/group ファイルを開きます。
2. Unix または Linux のユーザー名を適切なグループに 追加します。グループにユーザー名のリスト を割り当てるに
は、コンマ区切りのリスト を使用します( 次の例を参照) 。
spadmin:*:102:spadmin,root,jim,jane,joyce,jerry
パスワード フィールド がヌルの場合は、グループにはパスワード は関連付けられません。この例でアスタリスク( *) は
パスワード を表し、「102」は数値グループ ID を表し、spadmin はグループです。グループ ID は一意である
必要があります。
3. ファイルを保存します。
ユーザーは、sp_ctrl で authlevel コマンド を発行することによって、権限レベルを確認できます。

Windows での SharePlex グループの作成
およびデータ入力
Windows では、SharePlex インスト ーラによって、SharePlex グループが Windows ユーザーアカウント コント ロールパ
ネルに作成されます。ユーザーをこれらのグループに割り当てるには、SharePlex のインスト ール後にそのコント ロールパネ
ルを使用します。
ユーザーは、sp_ctrl で authlevel コマンド を発行することによって、権限レベルを確認できます。
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9

SharePlex 基本デモンスト レーション
コンテンツ
概要
パート 1：SharePlex の起動
パート 2：設定の作成およびアクティベート
パート 3： 複製のテスト

概要
この章では、sp_ctrl コマンド ラインインターフェイスを使用した SharePlex の複製を示します。このデモンスト レーション
は、UNIX システム、Linux システムまたは Windows システムで実行できます。
警告! これらのデモンスト レーションは、SharePlex ソフト ウェアを紹介することを目的としています。デモンスト レーションの
コンポーネント はすべてこの目的のために特別に作成されており、実際の稼働環境に展開するためではありません。した
がって、これらのデモンスト レーションを複製を確立する基盤として使用しないでください。使用環境に複製機能を正しく
実装するには、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。
ヒント ：デモンスト レーションで使用されるコマンド の詳細については、『SharePlex リファレンスマニュアル』を参照してくださ
い。
基本デモンスト レーションでは、SharePlex が 1 つのソースシステムと 1 つのターゲット システムにインスト ールされてい
ると想定しています。

学習事項
l

設定のアクティベート 方法

l

SharePlex がソースシステムからターゲット システムへスムースに複製する方法

l

SharePlex が大量のト ランザクションを速く正確に複製する方法

l

ターゲット システムが利用できないときに SharePlex がデータをキューに入れる方法

l

ターゲット システムが回復したときに停止ポイント から SharePlex が再開される方法
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l

SharePlex がプライマリインスタンスの障害の後に回復する方法

l

SharePlex が TRUNCATE コマンド を複製する方法

l

SharePlex が同期を検証し、非同期の列を修復する方法 これらのデモンスト レーションを終了した後に、さらに
上級の SharePlex のパフォーマンスおよび機能のデモンスト レーションを含む次の章に移動できます。

このデモンスト レーションで使用されるテーブル
基本デモンスト レーションで使用されるテーブルは、ソーステーブルの demo_src と、ターゲット テーブルの demo_dest
です。両方とも SharePlex が最初にインスト ールされたときに SharePlex スキーマ内にインスト ールされます。デモテー
ブルは空でインスト ールされています。各デモを初期状態で開始できるように、デモを開始する前のテーブルはト ランケート
してください。
ソースシステム( sysA とする) のソースインスタンスから demo_src を、別のシステム、つまりターゲット システム( sysB とす
る) のターゲット インスタンスにあるデモテーブル demo_dest へ複製します。
このマニュアルでは、デモテーブルの所有者を「splex」とします。これは、SharePlex Oracle ユーザーのデフォルト 名です。
別のユーザー名を SharePlex に割り当てた場合は、その名前を使用します。
ソースおよびターゲット インスタンスの ORACLE_SID を知っておく必要があります。UNIX および Linux システムの場合、
SID は /etc ディレクト リ( Solaris プラット フォームでは /var/opt/oracle ディレクト リ) 内の oratab ファイルを表示することで
わかります。次のような内容が表示されます。
qa12:/qa/oracle/ora12/app/oracle/product/12.0
この例では、qa12 が ORACLE_SID です。
Wundows システムの場合、ORACLE_SID は Windows レジスト リ内の Oracle エント リ内にあります。

デモテーブルの記 述 。

Column Name
NAME
ADDRESS
PHONE

Data Type Null?
varchar2(30)
verchar2(60)
varchar2(12)

パート 1：SharePlex の起動
以下は、UNIX、Linux、および Windows システムでの SharePlex の起動手順と sp_ctrl コマンド ラインインターフェイス
です。ソースおよびターゲット システムで Shareplex を起動します。

UNIX および Linux システムで SharePlex を起 動 するには
SharePlex の管理者( SharePlex Admin グループのメンバ) としてシステムにログオンします。
SharePlex 製品ディレクト リ( バイナリを含むディレクト リで、以下の構文では productdir 変数で表記) の bin サブディレク
ト リから、sp_cop および sp_ctrl を実行します。
$ cd /productdir/bin
$ ./sp_cop &
$ ./sp_ctrl
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Windows システムで SharePlex を起 動 するには
1. SharePlex の管理者( SharePlex Admin グループのメンバ) としてシステムにログオンします。
2. Windows デスクト ップで、SpUtils ショート カット をダブルクリックして SharePlex Utilities ダイアログボックスを
開きます。
3. SharePlex Services タブをクリックして、SharePlex Services ダイアログボックスを表示します。
4. SharePlex Services ダイアログボックスの Port リスト ボックスで、SharePlex のポート 番号を選択し、Start
をクリックします。
5. Current State テキスト ボックスにサービスが開始されたことが表示されたら、Close をクリックしてダイアログボッ
クスを閉じます。
6. Windows デスクト ップで、sp_ctrl ショート カット をダブルクリックして、sp_ctrl コマンド プロンプト を開きます。

パート 2：設定の作成およびアクティベート
SharePlex は複製方法を「設定」から受け取ります。設定は、SharePlex に作業内容を指示するために、ユーザーが定
義する情報です。複製する各オブジェクト グループに対して、設定ファイルを作成します。設定はソースシステム上にあり、
以下の事項を定義します。
l

l

l

l

データソース( ソースデータベース) - 複製されるデータを含む、ソースシステム上の Oracle データベースの
ORACLE_SID。
ソースオブジェクト - 複製されるデータを含む、ソースデータベース内のオブジェクト の名前。データベース内のテー
ブルのいくつか、またはすべてを複製できます。
「target objects」― 「ターゲット 」システム上のデータベース内にある、複製されたデータを受信するオブジェクト
の名前
ルーティングマップ — データ転送のためのルート 。これには、ターゲット システム、いずれかの中間システム、およ
びターゲット データベースの ORACLE_SID が含まれます。( 中間システムは、このデモンスト レーションでは使用
されません。)

デモンストレーションの設 定 を作 成 するには
1. ソースシステム上の sp_ctrl 内で create config コマンド を発行して、sample_config という名前の複製の設
定を作成します。これで、UNIX および Linux システムでは vi、Windows システムではワード パッド という、デフォ
ルト のテキスト エディタが開きます。
sp_ctrl(sysA)> create config sample_config
設定の作成時には、以下のテンプレート 1 を参照してください。
テンプレート 1：基本デモンスト レーション設定の sample_config
datasource:o.source_SID
splex.demo_src

splex.demo_dest

targetsys@o.target_SID

2. ファイルの「最初の」非コメント 行に次のように入力します。項目の間にスペースは「入れません」。
datasource:o.source_SID
( source_SID には、ソースインスタンスの ORACLE_SID を指定してください。) これは、SharePlex にデータを
複製するテーブルの検索場所を指示します。o. により、Oracle データが複製されることが SharePlex に示さ
れます。
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3. 次の行に、「ソース」テーブルの所有者名( splex) とテーブル名( demo_src) を入力します。2 つの項目はド ット
( .) で区切りますが、スペースは「入れません」。データベース内の異なるスキーマ内の異なるテーブルが同じ名前
の可能性があるので、所有者名をテーブル名と共に使用して、SharePlex が正しいテーブルを複製するようにし
ます。
splex.demo_src
4. 2 番目の列を作成するために、少なくとも数個のスペースまたはタブを 1 つ入力します。Enter は押さないでく
ださい。
5. 2 番目の列に、ターゲット テーブルの所有者名( splex) とテーブル名( demo_dest) を入力します。2 つの項目は
ド ット ( .) で区切りますが、スペースは「入れません」。
splex.demo_dest
6. 3 番目の列を作成するために、数個のスペースまたはタブを 1 つ入力します。Enter は押さないでください。
7. 3 番目の列に、間にスペースを「 入れない」で次の各項目を入力します。これで、複製されたデータを置く場所を
SharePlex に知らせるルーティングマップが設定用に作成されます。
l

名前はターゲット システムの名前です。

l

@ 記号

l

文字の o

l

ド ット ( .)

l

ターゲット インスタンスの SID

例：
sysB@o.oraB
8. ファイルを保存して、テキスト エディタを終了します。これで、sp_ctrl のプロンプト に戻ります。
9. ［オプション］設定を表示するには、「ソース」システムの sp_ctrl 内で、view config コマンド を発行します。
sp_ctrl(sysA)> view config sample_config
10. 「ソース」システムの sp_ctrl 内で、設定をアクティベート します。設定名には、大文字と小文字の区別がありま
す。
sp_ctrl(sysA)> activate config sample_config
11. 作成した設定がアクティブであることを確認するには、「ソース」システムで次の sp_ctrl コマンド を入力し、設定
の一覧を表示します。sample_config 設定が「File Name」の下に、「Active」という単語が「State」の下に表
示されます。
sp_ctrl(sysA)> list config
ヒント ：設定のアクティベーションに失敗した場合は、sp_ctrl 内で view config sample_config コマンド を使用して、ファ
イルを表示します。これを 95 ページのテンプレート 1 と比較して、入力した情報がすべて正しいかどうかを確認します。た
とえば、サポート されない余分なスペースがないか、SID の前の o. などの要素が欠けていないかなどをチェックします。その
他、設定のト ラブルシューティングについては、『SharePlex リファレンスマニュアル』を参照してください。
設定ファイル内の誤りを訂正するには
sp_ctrl 内で edit config sample_config コマンド を使用して、アクティベート する前に( または activation が失敗した場
合に) 、設定ファイル内の誤りを訂正します。このコマンド によりテキスト エディタ内にファイルが開かれるので、ファイルを編
集して変更することができます。変更を保存して、activation を再試行します。アクティブな設定を変更するには、まず
copy config コマンド で設定を新しいファイルへコピーする必要があり、その後そのコピーされたファイルを編集してアクティ
ベート します。copy config コマンド の詳細は、『SharePlex リファレンスマニュアル』を参照してください。
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パート 3： 複製のテスト
このセクションでは、これまでに作成してアクティベート した設定を使用して、SharePlex 複製の速度と正確性を示しま
す。テスト を実行する前に、各システムで SQL*Plus を実行し、データベースに接続して、両方のデモンスト レーションテー
ブルからすべての行を選択します。
sysA で：
SQL> select * from splex.demo_src;
sysB で：
SQL> select * from splex.demo_dest;
これらのテーブルは、空でインスト ールされました。データが含まれている場合は、TRUNCATE を実行して新しい状態で
デモンスト レーションを開始できるようにします。

テスト 1：複製の開始を検証する
このテスト で、複製が進行していることを検証します。
1. 次のように入力して、ソーステーブル( splex.demo_src) にレコード を挿入してコミット します。
SQL> insert into splex.demo_src values (‘JIM’, ‘8001 Irvine Center Drive’, ‘949-754- 8000’);
SQL> commit;
SharePlex は変更分を複製して、「ターゲット 」テーブルへ post します。
2. 次のクエリを入力して、「ターゲット 」システムの splex.demo_dest テーブル内に現在新しいレコード があること
を確認します。
SQL> select * from splex.demo_dest;
挿入した行がソーステーブルと同様にターゲット 内にも現在存在することが表示されます。

テスト 2：速度と大量の複製を検証する
このテスト で、SharePlex が大量のデータを迅速で正確に複製することを確認します。
1. ソースシステム上の splex.demo_src テーブルに 500 行を挿入する SQL スクリプト を作成し、COMMIT を続け
て入れるようにします。スクリプト を作成するときのテーブルについては、93 ページの説明を参照してください。
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2. perf_mon.sh スクリプト を実行します。このスクリプト で、Post プロセスの速度を監視します。このスクリプト が実
行されると、処理された操作数を判断するために Post プロセスがポーリングされます。指定された間隔で指定さ
れた回数だけこのポーリングが繰り返され、SharePlex がその間 post した秒当たりの INSERT、UPDATE、
DELETE、COMMIT の数が計算されます。結果は画面に表示されます。以下は、UNIX、Linux、および
Windows システムでの手順です。
UNIX および Linux システム
次の構文を使用して、SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リから perf_mon を実行します。ポーリン
グの頻度と間隔は、制御できます。
構文：
perf_mon.sh #_polls poll_interval
#_polls は Post プロセスをポーリングする回数です。
poll_interval は、ポーリング間の間隔です。
例：
perf_mon.sh 10 60
この例では、60 秒間隔で Post プロセスが 10 回ポーリングされます。
Windows システムの場合
SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから、コマンド プロンプト で sp_perf_mon を実行します。
次の構文を使用します。Windows システムでは、ポーリングは毎秒行われ、Ctrl + C コマンド で抹消するまで
続きます。
sp_perf_mon -rport_number
port_number は、SharePlex のポート 番号です。
例：
sp_perf_mon -r2100
注：このスクリプト は、同じポート を使用する複数の post キューでは機能しません。
3. テスト 1 で行ったように、すべての行が「ターゲット 」システムへ送信されたことを確認します。ターゲット システムで
SQL*Plus を実行してクエリを生成する時までに、データはすでに post されています。

テスト 3：ターゲット が利用できないときのキューイング
を検証する
このテスト で、ターゲット システムが利用できないときにソースシステム上で複製するデータを SharePlex がキューに留め
る方法を示します。
1. 「ターゲット 」システムで SharePlex をシャット ダウンし、このシステムが利用不能であることをシミュレート します。
sp_ctrl(sysB)> shutdown
2. 「ソース」システムで、テスト 2 で作成したスクリプト を使用して、レコード を splex.demo_src へ INSERT および
COMMIT します。
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3. ターゲット システムは、SharePlex をシャット ダウンすることで「利用不能」にされたので、そのシステム上でデータ
を受け取るための Import サービスが利用不能になり、レコード はソースシステム上の export キュー内に留めら
れます。システム上のすべての SharePlex キューのステータスを表示する qstatus コマンド を発行して、このこ
とを確認できます。
sp_ctrl(sysA)> qstatus
次の図 1 のような画面が、ソースシステムで qstatus を発行したときに表示されます。ソースシステム上に post
キューがないことに注意してください。これは、このシステムがソースシステムとしてのみ使用されているからです。通
常、この設定の post キューは別のシステム、つまりターゲット システムにあります。ただし、設定が別のシステムでア
クティブになっている場合は、このシステムもターゲット システムとなることもあります。

図 2: ソースシステムで発行された qstatus コマンド の例。
注：SharePlex がターゲット システムで実行されていないので、そのシステムの post キューは表示できません。通
常の状況では、SharePlex が両方のシステムで実行されている場合、ターゲット 上で sp_ctrl を実行する代わり
に post キューを表示するには、「ソース」システムで [on host] オプション付きの qstatus コマンド を使用できます。
( host をターゲット システムの名前で置き換えます。)
sp_ctrl (sysA) > qstatus on host

テスト 4：複製の継続を検証する
このテスト で、ターゲット システムが再び使用可能になったときに停止ポイント から SharePlex が処理を再開する方法を
示します。
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1. 「ターゲット 」システム上で sp_cop および sp_ctrl( まだ実行されていない場合) を起動します。
2. すべての SharePlex プロセスが「ターゲット 」システムで開始されたことを確認するために、status コマンド を発
行します。
sp_ctrl(sysB)> status
status コマンド により、実行中のプロセスと発生したエラーを示して、SharePlex Status Database が要約されま
す。次の画面は典型的な status ウィンド ウです。

図 3: ターゲット システムで発行された status コマンド の例
status コマンド は、sp_ctrl 内で複製のステータスを表示できるいくつかのコマンド の 1 つです。エラーの説明も含
めた詳細なステータス情報を表示するには、lstatus コマンド を使用できます。
sp_ctrl(sysB)> lstatus
3. SharePlex プロセスが開始されると、複製が再開されます。「ターゲット 」システムで SQL*Plus を実行し、ソース
システム上でスクリプト によって挿入されたレコード が現在はターゲット データベースに存在することを確認します。
SQL> select * from splex.demo_dest;

テスト 5：プライマリインスタンスに対する割り込みの後
の SharePlex の回復を確認する
このテスト で、プライマリインスタンスに対する割り込みの後に SharePlex がどのように回復するかを示します。
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1. 割り込みをシミュレート するために、「ソース」システムで Capture プロセスを停止します。
sp_ctrl(sysA)> stop capture
2. テスト 2 で作成したスクリプト を使用して、レコード を splex.demo_src へ INSERT および COMMIT します。
3. 「ソース」システムで Capture プロセスを再開します。
sp_ctrl(sysA)> start capture
4. Capture が開始されたことを確認するために、ソースシステムで SharePlex プロセスのステータスをチェックします。
sp_ctrl(sysA)> status
5. 「ターゲット 」システムで SQL*Plus を実行し、ソースシステム上でスクリプト によって挿入されたすべてのレコード が
現在はターゲット システムに存在することを確認します。
SQL> select * from splex.demo_dest;

テスト 6：TRUNCATE TABLE コマンドの複製を確
認する
このテスト で、ソースおよびターゲット テーブルから 1 つのコマンド でデータを削除できるようにする TRUNCATE TABLE コマ
ンド の複製を示します。
1. SQL*Plus で、「ソース」システム上の splex.demo_src に TRUNCATE TABLE コマンド を発行します。
SQL> TRUNCATE TABLE splex.demo_src;
2. ソースシステム上で直ちに qstatus コマンド を発行し、その後再び発行します。ト ランザクションがキューを通って
ターゲット システムへ移動していることがわかります。
sp_ctrl(sysA)> qstatus
3. 「ターゲット 」システム上で SQL*Plus を実行し、ターゲット テーブルの splex.demo_dest が空であることを確
認します。
SQL> select * from splex.demo_dest;

テスト 7：非同期行の比較と修復
これがこのデモの最終テスト です。sp_ctrl で compare コマンド を使ってソーステーブルとターゲット テーブルを比較して、
同期を確認する方法を紹介します。次に同期されていない行を、repair コマンド を使って修復します。
1. 「ソース」システムで、テスト 2 で作成したスクリプト を使用して、行をいくつか splex.demo_src へ挿入します。
2. 表示されたキューが 0 になるまで、「ターゲット 」システム上の sp_ctrl 内で qstatus コマンド を発行して、すべての
データが splex.demo_dest へ post されたことを確認します。
sp_ctrl(sysB)> qstatus
3. ソースシステムの sp_ctrl 内で、compare コマンド を発行します。sp_ctrl(sysA)> compare splex.demo_src
4. 「ソース」システム上で compare status コマンド を使い、比較結果を表示します。非同期の列がないことが
示されます。
sp_ctrl(sysA)> compare status
5. 「ターゲット 」システムで、splex.demo_dest 内の NAME 列の値を変更するために、行のいくつかに対して
UPDATE コマンド を発行します。これが、ソースおよびターゲット テーブルが非同期になる原因となります。
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6. ソースシステムで compare コマンド を再度発行します。これは、splex.demo_dest 内の行を、splex.demo_
src内の行と比較します。
sp_ctrl(sysA)> compare splex.demo_src
7. 同期化されていない行を修復するには、repair コマンド を発行します。
sp_ctrl(sysA)> repair splex.demo_src
8. 修復を確認するには、ソースシステムで repair status コマンド を発行します。ステータスに、テーブルが修復され
たことが表示されます。
sp_ctrl(sysA)> repair status
9. 修復が正確だったことを確認するには、両テーブル内のすべての行を表示する SELECT 文を使用して、ソースお
よびターゲット テーブルを手動で比較できます。
SQL> select * from splex.demo_src; (on the source system)
SQL> select * from splex.demo_dest; (on the target system)
ヒント ：SharePlex には、設定内のすべてのソーステーブルをターゲット テーブルと比較する compare using コマンド も
用意されています。
これで、基本 SharePlex デモンスト レーションを終了します。
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10

上級用 SharePlex デモンスト レーション
コンテンツ
概要
デモンスト レーションオブジェクト のインスト ール
デモ 1：最初のデモンスト レーション
デモ 2：分割レプリケーションのデモンスト レーション
デモ 3：ト ランスフォーメーションのデモンスト レーション
デモ 4：generic conflict resolution のデモンスト レーション

概要
この章では、選択した SharePlex の機能を示します。この演習を UNIX、Linux、および Windows システムで実行する
と、以下の機能を示すことができます。
l

複製の設定を作成および確認する方法

l

同期を確認する compare コマンド を使用する方法

l

データの一部を複製するために分割レプリケーションを使用する方法

l

複製されたデータを操作するためにト ランスフォーメーションを使用する方法

l

ピアト ゥピアレプリケーションで generic conflict resolution を使用する方法

重要!これらのデモンスト レーションは、SharePlex を紹介するためのデモ用途向けに作成されています。実際の稼動環
境への展開や複製確立の基盤としての使用は行わないでください。複製を適切に実装するには、『SharePlex 管理者
ガイド 』を使用してください。これらのデモンスト レーションは、このマニュアルに出てくる順序で実行することをお勧めしま
す。
ヒント ：デモンスト レーションで使用するコマンド については、『SharePlex リファレンスマニュアル』で説明しています。
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デモンスト レーションオブジェクト のインスト ー
ル
SharePlex にはいくつかの SQL スクリプト が用意されており、その中には、この章で説明するデモンスト レーションに必要
なすべてのオブジェクト をインスト ールする p2p.sql と od.sql もあります。このようなスクリプト は、SharePlex 製品ディ
レクト リの util サブディレクト リにあります。デモンスト レーションに使用するソースおよびターゲット システムで、これらのスク
リプト を実行します。DBA ロールと SELECT ANY TABLE 特権を持つ既存ユーザーとして、SQL*Plus でスクリプト
を実行します。
次の項目を指定するように、プロンプト が表示されます。
l

デモンスト レーションオブジェクト をインスト ールするスキーマ。

l

デモンスト レーションオブジェクト の表領域。

l

SharePlex の前のバージョンで使用された古いデモンスト レーションオブジェクト を削除するかどうか。これには、そ
のようなオブジェクト のスキーマ名を入力する必要があり、入力するとスクリプト によって削除されます。

デモンスト レーションオブジェクト の説 明
od_employee
名前

Null?

タイプ

---------------------------EMP_NO
EMP_FIRST_NAME
EMP_LAST_NAME
EMP_DOB
EMP_DEPT_NO
EMP_TIMESTAMP

--------------NOT NULL

------------NUMBER
VARCHAR2
VARCHAR2
DATE
NUMBER
DATE

名前

Null?

タイプ

---------------------------TS_EMP_NO
TS_IN_TIME
TS_OUT_TIME
TS_MOD_TIME

---------------

------------NUMBER
DATE
DATE
DATE

名前

Null?

タイプ

--------------------------DEPT_NO
DEPT_NAME
DEPT_CODE

--------------NOT NULL

------------NUMBER
VARCHAR2
VARCHAR2

名前

Null?

タイプ

---------------------------

---------------

-------------

od_timesheet

od_department

od_salary
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od_salary
SALE_EMP_NO
SAL_VALUE
SAL_CHANGED

NUMBER
NUMBER
DATE

od_sales_emp_data
名前

Null?

タイプ

-----------------------------EMP_NO_KEY
EMPLOYEE_NAME
SALARY
DEPARTMENT

--------------NOT NULL

------------NUMBER
VARCHAR2 (70)
NUMBER
VARCHAR2 (50)

名前

Null?

タイプ

----------------------------EXC_NO
EXC_TYPE
EXC_TARGET_TABLE
EXC_FIXED
EXC_INFO
EXC_TIMESTAMP

-------------NOT NULL

------------NUMBER
VARCHAR2
VARCHAR2
VARCHAR2
VARCHAR2
DATE

oxc_table

(6)
(66)
(3)
(500)

デモ 1：最初のデモンスト レーション
このデモンスト レーションは、compare コマンド を利用して、パフォーマンスに関する簡単なデモを行います。

SharePlex の起 動
以下は、UNIX、Linux、および Windows システムで SharePlex を起動するための手順です。ソースおよびターゲット シス
テムで Shareplex を起動します。

UNIX システムと Linux システム
SharePlex の管理者( SharePlex Admin グループのメンバ) としてシステムにログオンします。
SharePlex 製品ディレクト リ( バイナリを含むディレクト リで、以下の構文では productdir 変数で表記) の bin サブディレク
ト リから、sp_cop および sp_ctrl を実行します。
$ cd /productdir/bin
$ ./sp_cop &
$ ./sp_ctrl
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Windows システムの場 合
1. SharePlex の管理者( SharePlex Admin グループのメンバ) としてシステムにログオンします。
2. Windows デスクト ップで、SpUtils ショート カット をダブルクリックして SharePlex Utilities ダイアログボックスを
開きます。
3. SharePlex Services タブをクリックして、SharePlex Services ダイアログボックスを表示します。
4. SharePlex Services ダイアログボックスの Port リスト ボックスで、SharePlex のポート 番号を選択し、Start
をクリックします。
5. Current State テキスト ボックスにサービスが開始されたことが表示されたら、Close をクリックしてダイアログボッ
クスを閉じます。
6. Windows デスクト ップで、sp_ctrl ショート カット をダブルクリックして、sp_ctrl コマンド プロンプト を開きます。

設 定 の作 成
sp_ctrl 内で、ソースシステムの od_department、od_salary、od_timesheet、および od_employee テーブルをター
ゲット システムの同じテーブルへ複製する、od.config という名前の複製用設定を作成します。
この設定を作成するために、sp_ctrl 内の create config コマンド を使用します。このコマンド で、SharePlex のデフォ
ルト のテキスト エディタ、つまり UNIX および Linux の場合は vi、Windows の場合はワード パッド 内に新しいファイル
が開かれます。
sp_ctrl(sysA)> create config od.config
テキスト エディタ内で編集コマンド を使用し、以下のテンプレート 1 に従って設定を作成して、次のように置き換えます。
l

l

l

l

最初の行の source_SID には、source データベースの ORACLE_SID を使用します。SID には、英大文字と小
文字の区別があります。
owner は、オブジェクト の所有者に置き換えます。列 1 のオブジェクト はソースオブジェクト であり、列 2 のオブジェ
クト はターゲット オブジェクト です。
target_host は、ターゲット マシンの名前で置き換えます。
target_SID は、ターゲット データベースの ORACLE_SID で置き換えます。SID には、英大文字と小文字の区
別があります。

列内のキャラクタ間にスペースを入れないでください。列と列の間は 2 つ以上のスペースまたはタブで区切ります。
テンプレート 1：デモンスト レーション設定「od.config」
datasource:o.source_SID
owner.od_department

owner.od_department

target_host@o.target_SID

owner.od_salary

owner.od_salary

target_host@o.target_SID

owner.od_timesheet

owner.od_timesheet

target_host@o.target_SID

owner.od_employee

owner.od_employee

target_host@o.target_SID

設定のエント リの作成を終了したら、:wq コマンド ( vi) またはFile > Save( ワード パッド ) を使用してファイルを保存しま
す。SharePlex により、ファイルが config サブディレクト リに自動的に保存されます。
重要!別のデモンスト レーションにも必要なので、この設定をシステムに保管しておきます。
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設 定 のアクティベート
設定をアクティベート するには、sp_ctrl の activate コマンド を使用します。このコマンド は設定をアクティベート する前に、
データベース ORACLE_SID およびソースシステムを使ってオブジェクト 名を検証します。
1. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト がインスト ールされていることを確認します。「デモンスト レーションオブ
ジェクト のインスト ール」を参照してください。
2. ターゲット システムの od_salary テーブルには、ON DELETE CASCADE 制約が含まれています。制約の名前
は od_sal_emp_no_fk です。ターゲット テーブルの制約を無効にするか、カスケード 削除を処理するように
SharePlex を設定できます( Post が ON DELETE CASCADE 依存性を検出し、複製されたカスケード 削除の
子テーブルへの post を抑止します) 。
制約を処理するように SharePlex を設定するには
以下のパラメータを設定します。
l

SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK パラメータ：2

l

SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータ：0

l

SP_OPO_REDUCED_KEY パラメータ：0 または 1

SQL*Plus を使用して制約を無効にするには
SQL> alter table od_salary disable constraint od_sal_emp_no_fk;
3. ターゲット システムの od_timesheet テーブルにも、ト リガが含まれています。ト リガの名前は od_timesheet_
mod です。ターゲット テーブルのト リガが原因で SharePlex が非同期エラーを返すので、「ターゲット 」テーブルで
のみ、このト リガを無効にします。
SQL> alter trigger od_timesheet_mod disable;
4. sp_ctrl 内で、od.config 設定のために activate config コマンド を発行します。
sp_ctrl(sysA)> activate config od.config

同 期 の検 証
これで、compare コマンド を示します。このコマンド は、ソースおよびターゲット テーブルを比較して、それらの同期化を確
認します。同期化されていない行が見つかった場合は、repair コマンド で再同期できます。
1. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト がインスト ールされていることを確認します。「デモンスト レーションオブ
ジェクト のインスト ール」を参照してください。
2. デモンスト レーションオブジェクト をインスト ールしたスキーマ内にインスト ールされた od_add_emps プロシージャを
実行することで、ソースシステム上の od_employee および od_salary テーブルにデータを投入します。このプロ
シージャには、部門( department) へ挿入する従業員( employee) 数を指定する IN パラメータが 1 つあります。
デフォルト の部門数は 5 です。100 の IN パラメータを使用して 500 の新規従業員を od_employee テーブル内
に、500 のエント リを od_salary テーブル内に作成します。
SQL> exec od_add_emps(100);
3. 「ソース」システム上の sp_ctrl 内で、od_employee テーブルに対して 1 回、od_salary テーブルに対して 1
回、compare コマンド を発行します。テーブルの所有者、ターゲット システムの名前、ターゲット の ORACLE_
SID で、以下の構文内の適切な変数を置き換えます。
sp_ctrl(sysA)> compare source_owner.od_employee
sp_ctrl(sysA)> compare source_owner.od_salary
4. 「ソース」システムの sp_ctrl 内で、compare status コマンド を発行します。これで、比較の進捗状態が表示さ
れます。両方の compare プロセスが終了するまで、このコマンド を発行し続けます。
sp_ctrl> compare status
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5. 「ソース」システム上で compare status コマンド を発行して、比較結果を表示します。
sp_ctrl(sysA)> compare status
結果には、同期されていない行がないことが表示されます。
6. 「ターゲット 」システムの od_employee から、行をいくつか削除します。これで、そのテーブルとソーステーブルが同
期しないようになります。
7. ソースシステム上で、od_employee テーブルに対して再度 repair コマンド を発行します。これで、非同期状
態が修復されました。
sp_ctrl(sysA)> repair source_owner.od_employee
8. ソースシステムで repair status コマンド を発行します。repair コマンド が欠けている行をターゲット の od_
employee テーブルに追加したので、非同期行がないことが表示されます。
sp_ctrl(sysA)> repair status

パフォーマンス統 計 の表 示
このデモンスト レーションで、SharePlex 複製のパフォーマンス統計を表示できるようになります。
1. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト がインスト ールされていることを確認します。「デモンスト レーションオブ
ジェクト のインスト ール」を参照してください。
2. IN の値に 2000 を使用して、ソースシステム上で od_add_emps プロシージャを実行します。od_department
テーブルを変更していない場合、これにより 10,000 行が追加されます。
3. perf_mon.sh スクリプト を実行します。このスクリプト で、Post プロセスの速度を監視します。このスクリプト が実
行されると、処理された操作数を判断するために Post プロセスがポーリングされます。指定された間隔で指定さ
れた回数だけこのポーリングが繰り返され、SharePlex がその間 post した秒当たりの INSERT、UPDATE、
DELETE、COMMIT の数が計算されます。結果は画面に表示されます。以下は、UNIX、Linux、および
Windows システムでの手順です。
UNIX システムと Linux システム
次の構文を使用して、SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リから perf_mon を実行します。ポーリン
グの頻度と間隔は、制御できます。
構文：
perf_mon.sh #_polls poll_interval
#_polls は Post プロセスをポーリングする回数です。
poll_interval は、ポーリング間の間隔です。
例：
perf_mon.sh 10 5
この例では、5 秒間隔で Post プロセスが 10 回ポーリングされます。
Windows システムの場合
SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから、コマンド プロンプト で sp_perf_mon を実行します。
次の構文を使用します。Windows システムでは、ポーリングは毎秒行われ、Ctrl + C コマンド で抹消するまで
続きます。
sp_ perf_mon -rport_number
port_number は、SharePlex のポート 番号です。
例：
sp_perf_mon -r2100
注：このスクリプト は、同じポート を使用する複数の post キューでは機能しません。
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デモ 2：分割レプリケーションのデモンスト レー
ション
このデモンスト レーションでは、「選択的な行のレプリケーション」と「選択的な列のレプリケーション」とも呼ばれている、「水
平分割レプリケーション」と「垂直分割レプリケーション」の組み合わせを説明します。従業員名や部署などの選択した情
報を配信する一方で個人情報や給与などのその他のデータを別のオブジェクト にデータセット として分離しないで保護す
るために、垂直分割レプリケーションを使用することができます。さまざまなデータセグメント を別々のターゲット システムへ
配信するために、水平分割レプリケーションを使用することができます( たとえば、営業担当者と顧客のデータをそれに責
任を持つ個々のスト アへ配信) 。分割レプリケーションの詳細は、『SharePlex 管理者ガイド 』の第 5 章を参照してくだ
さい。
1. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト がインスト ールされていることを確認します。「デモンスト レーションオブ
ジェクト のインスト ール」を参照してください。
2. 「ソース」システムの od_employee から、すべての行を削除します( TRUNCATE はしません) 。od.config 設定
が前のデモから引き続きアクティブな場合は、od_salary テーブルのカスケード 削除の制約が od_employee の
削除の結果としてアクティベート されます。SharePlex により、すべての削除が複製され、両方のターゲット テーブ
ルからすべての行が削除されます。od.config 設定がアクティブでない場合は、ソースおよびターゲット の od_
employee および od_salary テーブルからすべての行が削除されます。
3. 「 水平 分割レプリケーション」を実装するには、「 カラムコンディション」を作成します。これは、ソースの od_
employee テーブルから一定の行のみ、この例では Sales 部門の行のみを複製するように SharePlex に指示す
る条件構文です。カラムコンディションを作成するには、ソースシステムで SQL*Plus を実行して、SHAREPLEX_
PARTITION テーブルへ次のように挿入します。変数は、SHAREPLEX_PARTITION の所有者名、ターゲット シ
ステム名、ターゲット データベースの ORACLE_SID で置き換えます。
SQL> insert into owner.shareplex_partition (partition_scheme, description, route, target_
table_name, ordering, col_conditions) values (‘sales_partition’, ‘Replicate only sales
employees’, ‘targetsystem@o.target_SID’, ‘OD_EMPLOYEE’, 1, ‘EMP_DEPT_NO=1’);
SQL> COMMIT;
4. 「垂直」分割レプリケーションを実装するには、「ソース」システムに od.partition という名前の新しい設定を作成
します。
sp_ctrl(sysA)> create config od.partition
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5. 以下のテンプレート 2 に従って、設定を作成します。垂直分割レプリケーションは、ソースオブジェクト の後にかっこ
内に現れる「カラムパーティション」を使用して、設定ファイル内に指定します。このデモンスト レーションの場合、
od_employee 内の EMP_DOB および EMP_TIMESTAMP 列を除くすべての列を複製するように SharePlex
に指示するカラムコンディションを指定します。
設定行は、Enter キーを押さないかぎり次の行に折り返すことができます。
カラムパーティションのほかに、!sales_partition コンポーネント で指定されるように、通常のルーティングマップの
代わりに「パーティションスキーマ」を一覧表示していることに注意してください。パーティションスキーマは、1 つ以
上のカラムコンディションの論理的な「コンテナ」です。通常、ビジネスルールに基づいてそれぞれのパーティションス
キーマを設計しますが、このデモンスト レーションでは、「sales_partition」という名前のパーティションスキーマだけ
が使用されます。
「! target_host@o.target_SID」の行も必要なことにお気付きでしょうか。構文では、ターゲット システム名とター
ゲット データベース ORACLE_SID を使用します。SharePlex は、設定ファイル内のターゲット システム名および
ORACLE_SID を参照できなければならないため、この行が必要になります。通常、この要件を満たす、ターゲッ
ト システムに複製される他の非分割テーブルに対する設定エント リが存在していますが、この場合は 1 つしか存
在していません。
テンプレート 2：デモンスト レーション設定「od.partition」
datasource:o.source_SID
owner.od_employee (emp_no, emp_
owner.od_
first_name, emp_last_name, emp_dept_ employee
!target_host@o.target_SID
no)
!sales_partition
6. ソースシステム上で設定をアクティベート します。
sp_ctrl(sysA)> activate config od.partition
7. od_add_emps を実行して、「ソース」システムの od_employee テーブルにデータを投入します。IN パラメータに
は、複製された後に表示のために行を選択するので、小さな値を使用します。
8. ターゲット の od_employee テーブルからすべての行を選択します。EMP_DEPT_NO 列の値は、すべての行で
「1」です。この列の値が「1」以外の行は複製されませんでした。

デモ 3：ト ランスフォーメーションのデモンスト
レーション
SharePlex には、ターゲット データベースに SQL 操作を適用する代わりに、Post プロセスが PL/SQL ト ランスフォーメー
ションプロシージャ( ルーチン) を呼び出す機能があります。これにより、複製されたデータを最初に操作できます。
たとえば、ソースおよびターゲット テーブルが構造的に異なる場合( 人物の姓と名がソーステーブルでは 1 つの列にあるのに
ターゲット テーブルでは別々の列にあるなど) 、変換のためのプロシージャを作成できます。データ型、測定単位、キャラク
タセット の変換など、他のビジネス要件に対してト ランスフォーメーションを使用することもできます。また、I/O オーバーヘッ
ド を減らすために、データベースト リガーの代わりにト ランスフォーメーションルーチンを使用することも可能です。
テーブルにト ランスフォーメーションを指定すると、Post は複製されたデータに何も実行せずに、データを作成されたプロ
シージャに渡すだけです。データが変形された後のデータの行き先をこれで制御できるようになります。ターゲット テーブルに
post したり、別の場所へ post したりができます。開発者は、ルーチンの作成時に、ターゲット データベースへデータを post
するか別の場所へ切り替えるか、またはその両方のために、必要な SQL 操作をプロシージャ内に含める責任があります。
このデモンスト レーションでは、od_employee および od_salary という 2 つの別々のソーステーブルから複製された
データを、od_sales_emp_data という名前のターゲット テーブルへ結び付ける、ト ランスフォーメーションプロシージャが
用意されています。
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1. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト がインスト ールされていることを確認します。「デモンスト レーションオブ
ジェクト のインスト ール」を参照してください。
2. 前のデモンスト レーションを実行している場合は、139 ページの「ora_cleansp の実行」にある手順に従って、両
方のシステムで ora_cleansp( Windows システムでは OraCleanSp) を実行します。これで、前のデモンスト レー
ションからのキューが削除され、前の設定がディアクティベート されます。
注：ora_cleansp を実行する前に、SharePlex をシャット ダウンする必要があります。シャット ダウンするには、
sp_ctrl 内の shutdown コマンド を使用します。
3. ソースおよびターゲット の od_employee テーブルから、すべての行を削除します( TRUNCATE はしません) 。この
テーブルには、従属する od_salary テーブルからのすべての行を削除するカスケード DELETE の制約がありま
す。od_department テーブルからどのような行も削除しないでください。これは検索テーブルです。
4. ターゲット システムでデモンスト レーションユーザーに sp_cr パッケージを実行する特権を与えます。このパッケージ
は、SharePlex が最初にインスト ールされたときに SharePlex スキーマ内にインスト ールされました。
SQL> grant execute on sp_cr to user_name
5. ターゲット システムで SharePlex デモンスト レーションオブジェクト を所有するユーザーとして SQL*Plus にログイン
し、SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リから transform.sql スクリプト を実行します。これで、od_
transform_employee_insert および od_transform_employee_update デモンスト レーショント ランスフォー
メーションルーチンがインスト ールされます。このプロシージャのためのスキーマと表領域、および SharePlex
Oracle ユーザーの名前を要求するプロンプト が表示されます。
6. SQL 操作の post の代わりにト ランスフォーメーションルーチンを呼び出すように SharePlex に指示するには、
transformation.SID ファイル( SID はターゲット データベースの ORACLE_SID) を使用します。Post によりこの
ファイルがチェックされ、呼び出す必要があるト ランスフォーメーションプロシージャの有無が判断されます。このファ
イルは、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リ内に、SharePlex と共にインスト ールされま
す。vi テキスト エディタ( UNIX および Linux) またはワード パッド ( Windows) のどちらかで、ターゲット システム上で
このファイルを開きます。
7. 以下のテンプレート 3 に従って、ターゲット テーブルと所有者を使用し、ファイル内にエント リを作成します。少なくと
も 2、3 個のスペースか 1 個のタブで、各列を区切ります。owner 変数は、正しい所有者名に置き換えます。
テンプレート 3：デモンスト レーションの transformation.SID ファイル
owner.od_employee

I

owner.od_transform_employee_insert

owner.od_employee

U

owner.od_transform_employee_update

owner.od_salary

I

owner.od_transform_employee_insert

owner.od_salary

U

owner.od_transform_employee_update

8. ターゲット システムで、パラメータを有効にします。
SP_OPO_XFORM_EXCLUDE_ROWID
sp_ctrl(sysB)> set param SP_OPO_XFORM_EXCLUDE_ROWID 1
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9. 以下のテンプレート 4 に従って、ソースシステムに、od_salary および od_employee テーブルを複製する
od.transform という名前の設定を作成します。
sp_ctrl(sysA)> create config od.transform
テンプレート 4：デモンスト レーション設定「od.transform」
datasource:o.source_SID
owner.od_salary

owner.od_salary

target_host@o.target_SID

owner.od_employee

owner.od_employee

target_host@o.target_SID

10. 設定をアクティベート します。
sp_ctrl(sysA)> activate config od.transform
11. od_add_emps プロシージャを使用して、「ソース」システム上の od_employee および od_salary テーブル
にデータを投入します。値が 10 の IN パラメータを使用して 50 の新規従業員を od_sales_emp_data
テーブル内に作成します。
12. SQL*Plus で、「ターゲット 」システム上の od_sales_emp_data からすべての行を選択し、変換されたデータを
表示します。ト ランスフォーメーションが原因で、次のような相違点が観察されます。
o

EMPLOYEE_NAME 列には、従業員の姓と名が含まれます。これをソースの、姓と名が別々の列にある
od_employee テーブルと比較します。

o

DEPARTMENT 列には部門名が含まれます。これをソースの、EMP_DEPT_NO 列に数字が含まれる
od_employee テーブルと比較します。ト ランスフォーメーションプロシージャが od_department テーブル
を参照することにより、複製された部門番号が部門名に変換されました。

o

SALARY 列には、OD_SALARY テーブルからの給与が含まれます。

13. [オプション] UPDATE に対応してト ランスフォーメーションがどのように動作するかを調べるために、od_
employee テーブルを手動で更新できます。od_transform_employee_update プロシージャで、ト ランス
フォーメーションが作成されます。このデモンスト レーションをさらに進めるために、DELETE 用のト ランスフォーメー
ションプロシージャを作成できます。

デモ 4：generic conflict resolution のデ
モンスト レーション
Conflict resolution は、ピアト ゥピアレプリケーションで採用されています。これは、通常は異なるシステムにあるレプリカの
データベース内の同じデータを複数のユーザーが並行して操作する環境での複製のシナリオです。さらに SharePlex
は、すべてのデータベースの同期を保つために、変更部分を複製します。ピアト ゥピアレプリケーションには、本稼動中の
サーバからセカンダリシステムへ報告の目的でデータを複製するような一方向のレプリケーションには見られない、難しい問
題があります。
このような設定では、セカンダリシステムのデータベースに対して DML または DDL アクティビティがあるはずはありません。た
だしピアト ゥピアレプリケーションでは、すべてのデータベースがアクセスされ、変更されます。対応する( または「影の」) テー
ブル内の同じレコード が同時に、またはほぼ同時に別々のシステムで変更される場合は、競合が発生する可能性があ
り、conflict resolution が必要です。
Conflict resolution は PL/SQL プロシージャ( conflict resolution ルーチン) に依存しており、このプロシージャで、変更
( 挿入、更新、削除) が必要な行がすでに別のユーザーに変更されていたときに何をすべきかが SharePlex Post プロセ
スに指示されます。たとえば、特定のソースシステムまたは最新のタイムスタンプに優先権を与えたり、特定のユーザーに優
先権を与えたりすることを SharePlex に指示できます。ピアト ゥピアレプリケーションの実際の本稼動用の展開では、会社
のビジネスルールと複製環境に基づいて、カスタムの conflict resolution ルーチンを開発します。
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このデモンスト レーションについて
Generic conflict resolution により、PL/SQL プロシージャを使用して複数のテーブルの競合を解決できるようになります。
次の競合解決の方針がデモンスト レーションで示されます。
l

l

タイムスタンプの優先順位 – このデモンスト レーションは、UPDATE に基づいています。競合がある場合は常に、
最後に更新された行が優先されます。
ソースシステムの優先順位 - 次の手順で、競合発生時に優先される「信頼される」ソースとして、1 つのシステム
を定義します。このデモンスト レーションは、INSERT を基盤に置いています。信頼されるソースが発信源のすべて
の INSERT が、「セカンダリ」システムとして参照されるその他のシステムからの INSERT に優先します。

デモンスト レーションのプロシージャ内には、DELETE に対する競合解決のロジックはありません。その代わり、SharePlex
は失敗した DELETE 文を SID_errlog.sql ログに書き込み、エラーを Event Log へ報告します。さらに、この文について
の情報が source.exc_table テーブルへ書き込まれます。このデモンスト レーションを拡張するには、会社のビジネスルー
ルに適合するように DELETE の競合解決ロジックを追加できます。
警告！ このデモンスト レーションの目的は、ピアト ゥピアレプリケーションと conflict resolution の概念を紹介することで
す。ピアト ゥピアレプリケーションを確立する基盤としてこのデモンスト レーションを使用しないでください。また、提示された
conflict resolution ルーチンを自分のものとして使用しないでください。ピアト ゥピアレプリケーションは、すべてのビジネス
アプリケーションと必ずしも互換性があるとは限りません。この複製では、使用するデータ、アプリケーション、ビジネスルール
についてと、どのようにして競合が発生するかについての完全な理解が必要です。環境に適合する場合は、非常に複雑
になる可能性があるカスタムの conflict resolution プロシージャの作成も含めて、注意深い実行が必要です。ピアト ゥ
ピアレプリケーションの展開を考慮する前に、『SharePlex 管理者ガイド 』内のこのレプリケーション方針の確立について
お読みください。

デモンスト レーションの準 備
1. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト がインスト ールされていることを確認します。「デモンスト レーションオブ
ジェクト のインスト ール」を参照してください。
2. 両システムの SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl(sysA)> shutdown
sp_ctrl(sysB)> shutdown
3. 139 ページの「ora_cleansp の実行」にある手順に従って、両方のシステムで ora_cleansp( Windows システム
では OraCleanSp) を実行します。これで、前のデモンスト レーションからのキューが削除され、前の設定がディア
クティベート されます。
4. 両方のシステム上の od_employee テーブルから、すべての行を削除します。od_department テーブルからどの
ような行も削除しないでください。これは、conflict resolution プロシージャ用の検索テーブルです。
5. 両方のシステムでデモンスト レーションユーザーに sp_cr パッケージを実行する特権を与えます。このパッケージ
は、SharePlex が最初にインスト ールされたときに SharePlex スキーマ内にインスト ールされました。
SQL> grant execute on sp_cr to user_name
6. SharePlex デモンスト レーションオブジェクト を所有するユーザーとして SQL*Plus にログインし、SharePlex 製
品ディレクト リの util サブディレクト リから p2p.sql スクリプト を実行します。これで、od_employee_gen デモン
スト レーション conflict resolution ルーチンがインスト ールされます。このプロシージャのためのスキーマと表領
域、および SharePlex Oracle ユーザーの名前を要求するプロンプト が表示されます。さらに、競合が発生した
ときに優先される「信頼される」ソースマシンとなる、マシンの名前の入力が求められます。どのシステムを使用す
るかは問題でありません。

SharePlex 8.6 インストールおよびセットアップガイド
上級用 SharePlex デモンストレーション

78

conflict resolution の設 定
1. 競合があるときに conflict resolution ルーチンを呼び出すように SharePlex に指示するには、conflict_
resolution.SID ファイル( SID はローカルデータベースの ORACLE_SID) を使用します。Post によりこのファイ
ルがチェックされ、呼び出す必要がある conflict resolution プロシージャの有無が判断されます。このファイル
は、各システムの SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リ内に、SharePlex と共にインス
ト ールされます。vi テキスト エディタ( UNIX および Linux) またはワード パッド ( Windows) のどちらかで、このファ
イルを開きます。
2. 両方のシステムの conflict_resolution.SID ファイル内に、od_employee テーブル、そのテーブルの正しい所有
者、od_employee_gen プロシージャを使用して、以下のテンプレート 5 に示すようにエント リを作成します。2、3
個のスペースか 1 個のタブで、各列を区切ります。
テンプレート 5：デモンスト レーション用の conflict_resolution.SID ファイル
owner.od_employee

IUD

owner.od_employee_gen

3. 両方のシステムで、Shareplex と sp_ctrl を起動します。
4. 以下のテンプレート 6 を参照して、「信頼されるソース」システムの od_employee テーブルをセカンダリシステム
の od_employee テーブルへ複製する設定の od.cr_trusted_src を、そのソースシステムに作成します。
sp_ctrl(sysA)> create config od.cr_trusted_src
テンプレート 6：デモンスト レーション設定「od.cr_trusted_src」
owner.od_employee

owner.od_employee

secondary_host@o.secondary_SID

5. 以下のテンプレート 7 を参考にして、上記設定と反対方向の od.cr_secondary という名前の別の設定を「セカ
ンダリ」システム上に作成します。この設定で、セカンダリシステムの od_employee テーブルが、信頼されるソー
スシステムの od_employee テーブルへ複製されます。datasource には、セカンダリデータベースの ORACLE_
SID を使用します。trusted_source_host には、信頼されるソースシステムの名前を使用します。trusted_
source_SID には、信頼されるデータベースの ORACLE_SID を使用します。
テンプレート 7：デモンスト レーション設定「od.cr_secondary」
datasource:o.secondary_SID
owner.od_employee

owner.od_employee

trusted_source_host@o.trusted_source_SID

6. 両方の設定をアクティベート します。
sp_ctrl(sysA)> activate config od.cr_trusted_src
sp_ctrl(sysB)> activate config od.cr_secondary

競 合 の作 成
od_add_emps プロシージャを使用して、信頼されるソースシステムの od_employee テーブルへ最初にデータを投入し
ます。SharePlex により、このような変更がセカンダリシステムの od_employee テーブルへ複製され、2 つのテーブルが同
期します。これで、競合状態を作成できるようになります。
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ソースシステムの優 先 順 位 をデモンストレーションで示 すには
このデモンスト レーションでは、信頼されるソースから発信された INSERT は、その他のシステムからの INSERT に優先
することを示します。
1. 「両方のシステム」で、Post プロセスを停止します。
2. 「セカンダリ」システムの od_employee に行を挿入しますが、COMMIT を発行しません。
3. 「信頼される」ソースで同じ行を挿入しますが、COMMIT を発行しません。
4. 「セカンダリ」システムで、COMMIT を発行します。
5. 「信頼されるソース」で、COMMIT を発行します。これで、競合が発生します。
6. 「両方のシステム」で、Post プロセスを再起動します。

タイムスタンプの優 先 順 位 をデモンストレーションで示 すには
このデモンスト レーションでは、競合がある場合は常に、最後に更新された行が優先されます。
1. 「両方のシステム」で、Post プロセスを停止します。
2. 行を検出するために Primary Key、EMP_NO を使用して、それぞれのシステムで EMP_TIMESTAMP 列を
異なる値に更新します。
3. 他のシステムへ複製するために、「各システム」でデータを待ちます。sp_ctrl から qstatus コマンド を発行すると、
キュー内のメッセージが表示されます。COMMIT が送信されるまで、メッセージカウント がそこに留まります。
sp_ctrl(sysA)> qstatus
sp_ctrl(sysB)> qstatus
4. 両方のシステムで同時に COMMIT を発行します。
5. 「両方のシステム」で、Post プロセスを起動します。
6. 両方のテーブルで更新された行を選択して、結果を調べます。

Conflict Resolution デモンスト レーションの結 果 の表 示
exc_table という名前のテーブルが、インスト ールスクリプト を実行したときに指定したスキーマ内にインスト ールされまし
た。このテーブルには次の列があり、競合に関する情報が提供されます。
l

EXC_NO
この列は、競合の例外数です。

l

EXC_TYPE
この列は SQL 文のタイプを示し、INSERT、UPDATE または DELETE です。

l

EXC_TARGET_TABLE
この列は、競合が発生したテーブルです。

l

EXC_FIXED
この列で、conflict resolution ルーチンの結果が説明されます。YES で、ルーチンが成功したことを示します。NO
で、ルーチンは失敗し、該当の行は正しい値に手動で変更する必要があることを示します。
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l

EXC_INFO
この列で、conflict resolution ルーチンで検出されたものを説明します。

l

EXC_TIMESTAMP
この列で、このマシンで競合が発生した時刻を示します。

これで、上級 SharePlex デモンスト レーションを終了します。
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11

インスト ール上の問題の解決
コンテンツ
ライセンスユーティリティがエラーを返した場合
インスト ールプログラムがエラーを返した場合
データベースのセット アップが失敗する場合
SharePlex が Oracle と連携しない場合
ユーザーが sp_cop または sp_ctrl を実行できない場合
ユーザーが sp_ctrl 内でコマンド を発行できない場合
SharePlex がホスト に接続できない場合
SharePlex がデータベースに接続できない場合
ORACLE_SID および ORACLE_HOME の確認方法
この章では、SharePlex のインスト ール、またはインスト ール後の SharePlex の最初の実行で発生する可能性がある一
般的な問題を検討します。

このバージョンの『リリースノート 』を検 討 しましたか？
このマニュアル内のインスト ール手順に優先したり補ったりする特殊な手順が示されていることがあります。また、インスト ー
ル中または後に気になったこのバージョンでの既知の問題がある可能性があります。インスト ールを開始する前に、
SharePlex のインスト ール予定のバージョンに対応する『リリースノート 』をお読みください。

ライセンスユーティリティがエラーを返した場合
すべてのマシンがネット ワークに接 続 されていますか？
SharePlex コンポーネント が最初の TCP 操作を実行できない場合は、ライセンスキーまたはライセンスユーティリティのエ
ラーである可能性があります。正しいキーとマシン ID が入力されたことに確信を持てる場合は、SharePlex がロード され
ているすべてのシステムがネット ワークへ接続されていることを確認します。各システムのネット ワークノード 名と IP アド レス
は、マシン自体がまだ設定されていない場合でも、SharePlex が TCP 操作を十分実行できるように確立されている必
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要があります。また、 /etc/resolv.conf ファイルの名前が変更されていないこともチェックします( DNS ネームサーバーを使
用している場合) 。

正 しいキーとマシン ID 番 号 を入 力 しましたか？
エラーメッセージ「Cannot add license:License key is illegal」が表示される場合は、無効なライセンスキーを入力し
ている可能性があります。キーを正しく再入力しても引き続きこのエラーが表示される場合は、おそらく、ライセンスキー自
体は有効でもこのシステムにとっては正しくないということになります。一般的なト ライアル用のキーを除いて、ライセンスキー
は、マシンの識別番号( Sun システムではホスト ID、HP システムではマシン ID など) に応じて特定のマシンへ割り当
てられます。
ライセンスキーについては、おそらく、少なくとも 2 つ、つまり 1 つはソースシステム用、もう 1 つはターゲット システム用
を Quest から受け取ります。または、クラスタ内の複数のマシンにインスト ールする場合は、それぞれのマシンに 1 つず
つのキーを受け取ります。キーをマシンの識別番号と比較して、入力したキーがこのシステム用に発行されたキーかどうか
を確認します。

Windows システムでマシン ID を表 示 してキーを追 加 するには
1. SharePlex 製品ディレクト リから SpUtils ユーティリティを実行し、License タブをクリックします。
2. Quest のライセンシングチームから会社に送信された電子メールに記載されているライセンスキーと
SiteMessage コード を入力します。

Unix または Linux システムでマシン ID を表 示 してキーを追 加 するには
ID 番号を確認したいマシン上の SharePlex 製品ディレクト リにある install サブディレクト リから、splex_uname アプリ
ケーションを実行します。下の例に示すように、このスクリプト によりローカルマシンの ID 番号が表示されます。
$ /splex/proddir/install/splex_uname
Host ID = 2198894273 (831076C1 HEX)
SharePlex 製品ディレクト リから splex_add_key ユーティリティを実行して、Quest のライセンシングチームから会社に送
信された電子メールに記載されているライセンスキーと SiteMessage コード を追加します。

インスト ールプログラムがエラーを返した場合
sp_cop がシャット ダウンされていますか？
このシステムに以前 SharePlex がインスト ールされ、再びインスト ールしようとすると、SharePlex がこのシステムで実行中
の場合はエラーが表示されます。sp_ctrl 内で shutdown コマンド を使用して SharePlex をシャット ダウンします。
Windows システムの場合は SharePlex サービスをシャット ダウンできます。sp_ctrl を実行できない場合、またはいずれ
かの SharePlex プロセスを終了できない場合、Unix および Linux システムでは ps -ef | grep sp_、Windows システム
では SpUtils アプリケーションの Taskmgr タブを使用して、プロセスを探して kill します。すべての SharePlex プロセスが
kill されてから、インスト ールプログラムを再び実行します。

すべてのシステムがネット ワークに接 続 されていますか？
SharePlex をロード しているすべてのシステムがネット ワークに接続されているかどうかをチェックします。各システムのネット
ワークノード 名と IP アド レスは、ターゲット マシン自体がまだ設定されていない場合でも、SharePlex が TCP 操作を十分
実行できるように確立されている必要があります。
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注：これらの失敗はライセンスユーティリティのエラーであると表示されることがありますが、通常はライセンスユーティリティ
と、最初の TCP 操作を実行するための SharePlex コンポーネント が利用できないことが原因です。また、
/etc/resolv.conf ファイルの名前が変更されていないこともチェックします( DNS ネームサーバーを使用している場合) 。

ネームサービスに SharePlex グループを入 力 しましたか？
実際の環境で NIS または NISPLUS などのネームサービスを使用している場合は、SharePlex インスト ールプログラムを
実行する前に、SharePlex グループとそのサービスをネームサーバーへ追加する必要があります。また、SharePlex の管
理者が、SharePlex のインスト ール前にネームサーバーの SharePlex Admin group グループ内で名前を付けられる必
要があります。その手順については、31 ページを参照してください。この手続きが実行されないと、グループの存在を確認
する時点で、インスト ールによりエラーが表示されます。

データベースはオープンされていますか？
複製する予定の ORACLE_SID の Oracle データベースは、SharePlex をインスト ールしている間はオープンされてい
る必要があります。

有 効 な ORACLE_SID および ORACLE_HOME を指 定 しましたか？
Oracle インスタンスに対して無効な ORACLE_SID または ORACLE_HOME 値を指定すると、インスト ールスクリプト はリ
ンク先の正しい Oracle ライブラリを検出することができなくなり、次のようなエラーを表示して失敗します。
“Cannot find shared library usr1/oracle/ 8.1.6/lib/libclntsh.so; Exiting.”
インスト ールスクリプト を再び実行して、ORACLE_SID と ORACLE_HOME に正しい値を指定します。

データベースのセット アップが失敗する場合
このセクションでは、SharePlex をシステムにインスト ールしたときにデータベースセット アップユーティリティ( ora_setup) で
作成された SharePlex データベースアカウント および接続情報に関連する問題を診断できます。
発生した問題がこのド キュメント に記載されていない場合は、以下のアド レスの SharePlex サポート 技術情報を検索
してください。
https://support.quest.com
サポート 技術情報には、フィルタリングオプションと、SharePlex の使用およびト ラブルシューティングに役立つ他のリソース
へのリンクがあります。

Oracle セット アップの問題
問題

説明

解決策

不正確な
SharePlex が Oracle とやり取りできない場合は、間違っ
ORACLE_SID や た ORACLE_SID や ORACLE_HOME を使用している可
ORACLE_
能性があります。
HOME

1. Oracle の値を判断するに
は、「ORACLE_SID および
ORACLE_HOME の確認
方法」を参照してください。
2. データベースセット アップを再
実行します。 詳細について
は、『SharePlex インスト ー
ルガイド 』を参照してくださ
い。
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問題

説明

解決策

データベース権限
が不十分である

データベースセット アップが失敗する場合、実行したユー
ザーに適切な権限がない可能性があります。

必要な権限については、
『SharePlex インスト ールガイド 』を
参照してください。

ORACLE_SID エ
ント リとしてのアス
タリスク

oratab ファイルに ORACLE_SID の値の代わりに *( アスタ
リスク) が記入されている場合があります。

有効な ORACLE_SID が oratab
ファイルの中にあることを確認してか
ら、データベースセット アップを再実
行してみてください。

複数の oratab
ファイル( Sun
Solaris)

Solaris システムでは、oratab ファイルは、一般に
/var/opt/oracle ディレクト リにありますが、他のプラット
フォームでは、oratab ファイルが /etc ディレクト リに保存さ
れているために、/etc ディレクト リに第 2 の oratab ファイル
が存在することがあります。

セカンダリ oratab ファイルを移動、
名前変更、または削除してから、
データベースセット アップを再実行し
てみてください。

/etc/logingroups
ファイルが存在す
る( HP-UX)

システム上で /etc/logingroups ファイルを検索します。こ
のファイルは、POSIX 規格への適合に先立って HP-UX シ
ステム上で拡張されました。後方互換性を保つために、
HP-UX では /etc/logingroups を優先し、
/etc/logingroups が存在しない場合にのみ、 /etc/group
ファイルを使用します。

/etc/group ファイルを編集して、その
内容を /etc/logingroups ファイルと
同一にしてから、 /etc/logingroups
ファイルを削除します。

Oracle が実行さ
れていない

データベースセット アップを実行している間は、Oracle が実
行中でインスタンスがオープンされている必要があります。
セット アッププログラムは Oracle にアクセスして、ユーザーと
して SharePlex を確立し、内部テーブルをインスト ールし
ます。

Oracle を起動して、インスタンスを
開きます。

sp_cop が実行
中である

SharePlex sp_cop プロセスは、データベースセット アップ
の実行中に実行することはできません。

実行中の場合は、 sp_ctrl 内の
shutdown コマンド を使用してシャッ
ト ダウンします。SharePlex 製品ディ
レクト リの bin サブディレクト リから
sp_ctrl を実行します。

Oracle ライブラリ
の場所が正しくな
い

Unix および Linux システムの場合、SharePlex は
Oracle ライブラリが $ORACLE_HOME/lib または
$ORACLE_HOME/lib32 ディレクト リ内にあると想定しま
す。ある種の環境では、Oracle ライブラリの名前が
SharePlex の予想とは異なることや、想定されたのとは違
う場所にインスト ールされることが、またはその両方がありま
す。その場合は、データベースセット アップを実行するとエ
ラーメッセージが表示されます。

Oracle から適切なライブラリをインス
ト ールして SharePlex を再起動( 停
止していた場合) します。SharePlex
は、その時点から先は正しいライブラ
リにリンクします。

ld.so.1: sqlplus:
fatal:
libsunmath.so.1:
can't open file:
errno=2” error

Unix および Linux システムでのこのエラーは、リンクが適
切な場所にあるにもかかわらず、SharePlex が
libsunmath および libshareplex ライブラリを検出できな
いことを示します。

以下のソリューションのいずれかを使
用できます。
l

/usr/lib ディレクト リ内に
$ORACLE_
HOME/lib/libsunmath.so.1
のソフト リンクを作成します。
または

SharePlex 8.6 インストールおよびセットアップガイド
インストール上の問題の解決

85

問題

説明

解決策
l

[DB_ENV] セクション内の
ECXpert/config/bdg.ini
ファイルに次の行を追加しま
す。
LD_
LIBRARYPATH=/Oracle
HOMEへのフルパス/lib

ユーザー ID が正
しくない

Unix および Linux システムでデータベースセット アップを実
行するには、Oracle ソフト ウェアの set-user-id を -rwsrs--x にする必要があります。これらのアクセス許可により、
非 Oracle ユーザーが SQL*Plus にログインできます。

set-user-id に適切な値を設定しま
す。

SQL Server セット アップの問題
問題

説明

解決策

カーソルまたは接続
エラーが発生して
データベースセット
アップが失敗する

データベースセット アップユーティ
リティが SQL Server データベー
スとやり取りできない場合は、
データベースに間違った名前を
指定していることがあります。

セット アップインターフェイスでデータベース名に対するプロンプ
ト が表示されたら、SQL Server インスタンス名やデータソース
名( DSN) ではなく、データベースの実際の名前を指定する必
要があります。データベースの名前を調べてから、セット アップ
を再実行するときに使用してください。

データベース権限
が不十分である

データベースセット アップが失敗
する場合、実行したユーザーに
適切な権限がない可能性があ
ります。

必要な権限については、『SharePlex インスト ールガイド 』を
参照してください。

SharePlex が Oracle と連携しない場合
複 製 に関 係 するすべてのインスタンスに対 してデータベースセット アップを実 行 しましたか?
ora_setup データベースセット アップユーティリティは、Oracle ユーザーとして SharePlex を確立します。SharePlex プロセ
スは、ソースデータベース上でこのユーザーとして Oracle へログインし、設定をアクティベート して SharePlex の内部的な
複製テーブルを維持管理します。また、ターゲット データベース上でこのユーザーとしてログインし、そこでテーブルを維持
管理し、複製された変更を SQL*Plus を通じてデータベースへ適用します。
すべての Oracle インスタンスでセット アップが実行されたことを確認するには、SP_ORD_OWNER_ および SP_ORD_
LOGIN_ パラメータを表示します。SharePlex Oracle ユーザーとパスワード ( 暗号化されている) に対応するエント リがあり
ます。sp_ctrl 内で、次のコマンド を使用します。
sp_ctrl(sysA)> list param all read
Read parameters:
Parameter Name

Actual Value

Units

Set At

-------------------------------SP_ORD_CDA_LIMIT

----------------------5

---------cdas

---------------------Restart Process
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SP_ORD_DATE_MSG
SP_ORD_DEBUG
SP_ORD_DEBUG_FLAG
SP_ORD_DEBUG_OBJECT
SP_ORD_DELAY_RECORDS
SP_ORD_FIRST_FIND
SP_ORD_FULL_ROLLBACK
SP_ORD_HP_HASH
SP_ORD_HP_IN_SYNC
SP_ORD_LDA_ARRAY_SIZE
SP_ORD_LOG_FILESIZE
SP_ORD_LOG_NUMFILES
SP_ORD_LOGIN_O

0
0x00000000
0x00000000
0
200
1
0
16
0
5
50000000
3
558ec793ac0c14ef8a06

Default Value:
SP_ORD_MSGS_CK_FREQ
SP_ORD_OWNER_O

10000
qarun

number

Restart Process
Set Up

2

ratio

Restart Process

0

retries

Live

1000

readrel

Live

Default Value:
SP_ORD_RCM_SKIP_RATIO
SP_ORD_RESTART_
THRESHOLD
SP_ORD_RMSG_LIMIT
SP_ORD_UTILIZATION_
TIMERS

bitflag
bitflag
objecti
records

slots
logins
bytes
number

0

Live
Live
Live
Live
Live
Restart
Live
Restart
Restart
Restart
Restart
Restart
Set Up

Process
Process
Process
Process
Process
Process

Live

また、「SHAREPLEX_」で始まるテーブルをデータベースに問い合わせることで、セット アップが実行されたことを確認でき
ます。さらに、Oracle アカウント が SharePlex 用に確立されたかどうかも調べることができます。これらの項目が存在しな
い場合は、sp_cop をシャット ダウンし、セット アップユーティリティを実行します。詳細については次を参照：99 ページの
「Oracle セット アップ( ora_setup) 」

DBA ロールを SharePlex Oracle ユーザーに割 り当 てましたか？
SharePlex Oracle ユーザーには、無制限の特権付きの DBA ロールが必要です。SharePlex ユーザーは、デフォルト の
Oracle プロファイルを使用して作成されます。このプロファイルには、デフォルト として Oracle に当てられた無制限のリソー
ス特権があるという想定のもとに作成されます。SharePlex が Oracle と対話できない場合は、このデフォルト が変更され
たかどうかを調べてください。デフォルト が変更されている場合は、SharePlex に、すべての定義に無制限の特権がある
DBA プロファイルを割り当てます。

ユーザーが sp_cop または sp_ctrl を実行
できない場合
起 動 しているユーザーは承 認 済 みの SharePlex ユーザーですか？
SharePlex 管理者グループ( デフォルト の名前は spadmin) のメンバのみが sp_cop を起動できます。このグループの
メンバではない root ユーザーは、sp_cop を起動できますが、root も含めて他のユーザーが sp_ctrl 経由で接続し
て、コマンド を発行することはできません。詳細については、「セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」
を参照してください。
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これはクラスタ環 境 ですか？
SharePlex プロセスが名前の検索を行ってクラスタ環境( パッケージ名がローカルシステム名に優先する) で正しく移行す
るには、SP_SYS_HOST_NAME パラメータが正しいパッケージ名に設定されている必要があります。さらに、このパラメー
タで設定されたホスト 名は、名前がソケット と /etc/hosts ファイルを結合したりネームサーバーがパラメータの値を正しい IP
アド レスに正しく対応付けたりできるように、クラスタ内のすべてのメンバー上で同じである必要があります。
sp_cop プログラムは、必ずクラスタ管理ソフト ウェアを介して起動する必要があります。

ファイルシステムが nosuid としてマウント されましたか？
Unix および Linux システムでファイルシステムが nosuid としてマウント されている場合、SharePlex はインスト ール所有
者が起動する必要があります。この場合、インスト ール所有者以外の SharePlex 管理者グループ( デフォルト で
spadmin) のメンバが SharePlex を実行することはできません。

ユーザーが sp_ctrl 内でコマンド を発行でき
ない場合
SharePlex グループに割 り当 てましたか？
SharePlex のバイナリとファイルを所有するただ一人の SharePlex ユーザー、すなわち管理者が、SharePlex のインス
ト ール中に作成されます。他のユーザーは適切な SharePlex ユーザーグループに割り当てられている必要があります。こ
れらのグループにより、さまざまな SharePlex 機能の権限レベルが制御されます。
特定のコマンド ( activate config や stop export など) を発行するには、ユーザーはそのコマンド の認証レベル以上
の権限を持つ必要があります。たとえば、SharePlex 管理者( 認証レベル 1) はどのようなコマンド でも発行できますが、
spview グループのメンバは、ステータス関連のコマンド と複製のプロセスに直接影響のないその他のわずかなコマンド の
みを発行できます。
詳細については、「セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。

SharePlex がホスト に接続できない場合
SharePlex がホスト 名を解決できない場合は、単純な英数字の名前を使用してホスト 名のエイリアスを作成します。名
前を以下の場所にあるエイリアスにマップします。
l

ネット ワーク：NIS および DNS サーバ

l

UNIX の場合：ローカル /etc/hosts ファイル

l

Windows：ローカル hosts ファイル

hosts ファイルでは、各エント リを個別の行に配置します。次に例を示します。ここで、sysA と sysB はエイリアスです。
111.22.33.44
55.66.77.88

sysA.company.com
sysB.company.com

sysA
sysB

# source system
# target system
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SharePlex がデータベースに接続できない
場合
SharePlex がソースまたはターゲット データベースに接続できない場合は、connection コマンド で show オプションを指定
して、そのデータベースで使用されているログイン資格情報を確認できます。例：
sp_ctrl> connection r.mydb show
または
sp_ctrl> connection o.mydb show
また、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リに格納されている connections.yaml ファイルを調べて
接続設定を確認することもできます。このファイルに設定が含まれていない場合は、このデータベースで SharePlex データ
ベースセット アップ手順が実行されていないことを表します。使用しているデータベースタイプに適したデータベースセット
アップユーティリティについては、『SharePlex インスト ールガイド 』を参照してください。

接 続 情 報 を更 新 するには
接続情報を更新する必要がある場合は、適切なオプションを指定した connection コマンド を使用します。詳細について
は、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

ORACLE_SID および ORACLE_HOME
の確認方法
SharePlex は、Oracle データベースに接続するために、インスト ール時に実行されたデータベースセット アッププロセス中に
指定された入力内容から ORACLE_SID を取得します。デフォルト で、データベースセット アッププログラム( ora_setup)
は、SharePlex インスト ーラが実行されたときに指定された SID を表示します。データベースセット アップを実行したユー
ザーは、表示されるデフォルト とは異なる ORACLE_SID を入力できます。SharePlex は、ORACLE_SID の値に基づい
て、レジスト リまたは oratab ファイルから ORACLE_HOME を取得します。どちらの値も SharePlex 環境に保存されま
す。SharePlex は、ORACLE_HOME で指定された場所にある Oracle ライブラリを使用します。

SharePlex で使 用 される ORACLE_SID および ORACLE_HOME を調 べるには
sp_ctrl で orainfo コマンド を発行します。
sp_ctrl (mysysl11:2101)> orainfo
Oracle instance #1:
Oracle SID ora12
Oracle HOME /oracle/products/12
Oracle Version 12
Oracle instance #2:
Oracle SID ora12
Oracle HOME /oracle/products/12
Oracle Version 12

Windows 上 でデフォルトの ORACLE_SID および ORACLE_HOME を調 べるには
レジスト リの \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE にある Oracle エント リを表示します。
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UNIX および Linux 上 でデフォルトの ORACLE_SID および ORACLE_HOME を調 べるには
ほとんどの Unix および Linux システムでは、oratab ファイルは /etc/oratab にあります。Oracle Solaris システムでは、こ
のファイルは /var/opt/oracle にあります。ただし、/etc ディレクト リに oratab ファイルが含まれることもあります。
ファイル内のエント リの例を以下に示します。
qa12:/qa/oracle/ora12/app/oracle/product/12.0
この例の場合、qa12 が ORACLE_SID、/qa/oracle/ora12/app/oracle/product/12.0 が ORACLE_
HOME です。
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システムからの SharePlex の削除
コンテンツ
概要
Unix および Linux からの SharePlex の削除
Windows からの SharePlex の削除

概要
このセクションには、SharePlex のアンインスト ールプログラムを使用して、システムから SharePlex を削除する手順が記
載されています。アンインスト ーラは、システムから複製環境を完全に削除します。
データを保存しているキューを含む、複製環境を保持するには、SharePlex をアンインスト ールするのではなく、
SharePlex アップグレード をインスト ールするか、現行バージョンを再インスト ールします。SharePlex をアップグレード また
は再インスト ールする前に、インスト ールするバージョンの『リリースノート 』を参照して、特別なアップグレード またはインス
ト ールの要件が存在するかどうかを判断してください。

Unix および Linux からの SharePlex の
削除
1. SharePlex ディレクト リを削除する権限を持っているユーザーとしてログオンします。
2. sp_ctrl を実行します。
3. shutdown コマンド を発行して、SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
4. sp_ctrl を終了します。
5. 次のコマンド を使用して、実行中の SharePlex プロセスが存在しないことを確認します。
# ps -ef | grep sp_
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6. まだ実行中のプロセスがあれば、kill します。
7. システムから SharePlex 製品ディレクト リ、変数データディレクト リ、および非表示の .shareplex ディレクト リを
削除します。
8. データベースから SharePlex データベースユーザーをド ロップします。
注：
SharePlex がデータベースにインスト ールしたオブジェクト があれば、必要に応じて削除します。該当するオブジェクト は、
SHAREPLEX_ で始まるものです。このようなオブジェクト は、標準の SQL コマンド で削除できます。

Windows からの SharePlex の削除
アンインスト ールプログラムが削除するファイル
SharePlex がインスト ールされたときに、install.log という名前のファイルが SharePlex 製品ディレクト リにインスト ールされ
ています。このファイルには、インスト ールプログラムがシステムに作成したすべてのファイルの記録があります。SharePlex
を削除するためにアンインスト ールプログラムを実行すると、削除するファイルを判断するために install.log が読まれます。
Automatic アンインスト ールオプションを選択した場合、SharePlex のすべてのインスタンス( 全ポート の全 SharePlex
サービス) で、次のコンポーネント が削除されます。
l

SharePlex デスクト ップアイコン

l

SharePlex メニューアイテム( ト ップレベルの Program Manager Group フォルダを除きます)

l

SharePlex 製品ディレクト リ。製品ディレクト リの下にインスト ールされている変数データディレクト リに、インスト ー
ル後に追加されたファイルが含まれていない場合、このディレクト リも削除されます。

他のファイルをそのまま保持して、個々のファイルを削除するには、Custom アンインスト ールオプションを使用します。

アンインスト ールプログラムが削除しないファイル
アンインスト ールプログラムは、次のコンポーネント を削除しません。
l

レジスト リ内の SharePlex および MKS Toolkit のエント リ。

l

現行バージョンの SharePlex がインスト ールされたときにすでに製品ディレクト リに存在していたファイル。

l

l

l

現行バージョンの SharePlex がインスト ールされた後で製品ディレクト リまたは変数データディレクト リの中に
SharePlex またはユーザーが作成したファイル。こうしたファイルは、SharePlex を削除した後で、手動で削除で
きます。これは、ほとんどの Windows アプリケーションで標準の手順です。
SharePlex 変数データディレクト リ。このディレクト リを削除するには、オペレーティングシステムを通じて削除しま
す。将来 SharePlex をインスト ールするときのために保持しておきたい設定ファイルおよびカスタムパラメータ設
定などのユーザー作成ファイルが存在することがあるために、アンインスト ールプログラムはこのディレクト リを削除し
ません。
MKS Components のプログラムおよびファイル。これらについては、「MKS Toolkit 運用環境の削除」の手順を使
用して、個別に削除できます。
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システムからの SharePlex の削除
次の順序で一連の作業を実行します。

SharePlex サービスの削 除
SharePlex ソフト ウェアをシステムから削除する前に、これらの手順に従って、システム上の各 SharePlex サービスを停止
して削除します。SharePlex を最初に削除した場合、SpUtils を使用してサービスを停止および削除することはできなく
なるので、Windows コント ロールパネルの サービス ユーティリティを使用する必要があります。
1. SpUtils デスクト ップアイコンをダブルクリックします。
2. SharePlex Services タブをクリックします。
3. 削除する SharePlex のインスタンスのポート 番号を選択します。Current State フィールド に、そのポート での
SharePlex のステータスが表示されます。
4. サービスが実行中の場合は、Stop をクリックします。ステータスの表示が Stopped であることを確認します。
5. 削除 をクリックします。
6. 必要に応じて、他の SharePlex サービスを停止して削除します。
7. SharePlex Services ダイアログボックスを閉じます。

SharePlex ソフト ウェアの削 除
1. スタート メニューから すべてのプログラム をクリックし、それから SharePlex プログラムフォルダに移動して、
Uninstallをクリックします。または
通常どおり、Windows コント ロールパネルを使用して、ソフト ウェアを削除できます。
2. Select Uninstall Method ダイアログボックスで、アンインスト ールオプションを選択します。
o

Automatic を選択すると、「アンインスト ールプログラムが削除するファイル」にリスト されているものがすべ
て削除されます。これは、SharePlex をシステムから削除する最もクリーンな方法なので、推奨される手
順です。Finish をクリックして、アンインスト ールを実行します。

o

Custom を選択すると、選択したファイルを削除できます。他のファイルを削除しながらも一部のファイル
を残す必要がある場合にのみ、このオプションを使用します。別のファイルセット の削除を促す一連のプロ
ンプト が表示されます。

o

Repair を選択すると、ファイルを再インスト ールしたりレジスト リエント リを更新したりできます。Finish をク
リックして、修復を実行します。

MKS Toolkit 運 用 環 境 の削 除
Windows レジスト リコンポーネント の変更および削除は、システムに悪影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて、
システム管理者にご相談ください。
1. Windows コント ロールパネルで、標準のプログラムアンインスト ールオプションを使用して、MKS Platform
Components ソフト ウェアを削除します。
2. Windows コント ロールパネルの サービス ユーティリティから NuTCRACKER サービスを削除します。

レジスト リエント リの削 除
次のレジスト リエント リが存在し、システム管理者による削除が可能です。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432\Node\Datafocus
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432\Node\Mortice Kern Systems
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432\Node\Quest Software

SharePlex ユーザーおよびデータベースオブジェクト の削 除
このアンインスト ーラは、SharePlex データベースオブジェクト を削除しません。すべての SharePlex オブジェクト は、イン
スト ールのデータベースセット アップ部分の実行時に指定した SharePlex スキーマまたはデータベースにインスト ールされ
ています。
重要! SharePlex または MKS Toolkit を再インスト ールしたい場合は、これらのレジスト リエント リを削除しないと再イ
ンスト ールされません。
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SharePlex ユーティリティ
コンテンツ
SharePlex ライセンスユーティリティ
SharePlex サービスのインスト ール
Oracle セット アップ( ora_setup)
SQL Server セット アップ( mss_setup)
PostgreSQL セット アップ( pg_setup)
HANA セット アップ( hana_setup)
Teradata セット アップ( td_setup)

SharePlex ライセンスユーティリティ
説明
SharePlex ライセンスユーティリティを使用すると、SharePlex 複製環境のホスト のライセンスキーを表示および追加で
きます。SharePlex の各インスト ールには、有効なライセンスキーが必要です。3 種類の SharePlex ライセンスキーが
存在しています。
l

一時ライセンスキー( デモンスト レーションライセンス)

l

永久ライセンスキー

l

サイト ライセンスキー

SharePlex の現在のライセンスモデルで提供されるライセンスは特定のホスト を対象としており、エディションに応じて、コア
またはソケット と特定のメッセージリポジト リ( データベース、JMS またはテキスト ファイルなど) に基づいてライセンスが付与さ
れます。詳しいライセンス条件はアカウント マネージャから入手する必要があります。
有効なライセンスキーがない場合は、Quest Technical Support または Quest 営業担当にお問い合わせください。このド
キュメント に記載されている適切な手順を使用して、ライセンスリクエスト のサポート に必要な情報を入手してください。
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Unix および Linux 上のライセンスユーティリティ
Unix および Linux システムでは、次の用途によって別個のユーティリティを使用します。
l

ライセンスリクエスト に必要な情報の収集

l

ライセンスキーの追加

l

ライセンスキーの表示

ライセンスリクエスト に必 要 な情 報 の収 集
Quest がライセンスキーを生成するのに必要なローカルホスト に関する情報を収集するには、splex_uname ユーティリティ
を使用します。SharePlex 製品ディレクト リの install サブディレクト リからこのユーティリティを実行します。
$ /proddir/install/splex_uname
以下の例のような情報が表示されます。
Local system info:
Host Name
Host ID
Operating System
Machine model
CPU Type
CPU Speed
Number of CPUs

=
=
=
=
=
=
=

irvspxu09
2198894273 (831076C1 HEX)
SunOS
SUNW,UltraAX-i2
sparc9
500
1

ライセンスキーの追 加
SharePlex のインスト ール中にライセンスキーをマシンに追加したり、後でライセンスのタイプを別のタイプに変換したりする
には、splex_add_key ユーティリティを使用します。
splex_add_key ユーティリティを使用すると、次の操作を実行できます。
l

l

クラスタのプライマリノード で splex_add_key を使用して、クラスタ内のすべてのセカンダリノード のライセンスをイ
ンスト ールできます。なぜなら、これらのすべてのノード が 1 つの変数データディレクト リを共有するためです。
splex_add_key を使用して、クラスタ化されていないマシンのライセンスを 1 台のマシンから追加することはできま
せん。クラスタ化されていない複製システムごとにこのユーティリティを実行して、各システムの変数データディレクト
リにライセンス情報が格納されるようにする必要があります。

splex_add_key を実 行 するには
1. SharePlex 管理者としてシステムにログオンします。
2. ライセンスキーをインスト ールするマシンで sp_ctrl を実行します。
3. SharePlex が実行中の場合はこれをシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
4. SharePlex 製品ディレクト リの install サブディレクト リから splex_add_key を実行します。
$ /proddir/install/splex_add_key
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5. キーのインスト ール方法に合わせて適切なオプションを選択します。
SharePlex License Utility
1) Read license key from file
2) Enter license key manually
3) Add license key for alternate host
q) Quit License Utility
Enter option:
注：クラスタにインスト ールする場合はオプション 3 を使用します。
6. キーを手動で入力する場合は、ライセンスキーの前の SPLEXKEY= 文字列、スペース、および大文字と小文字
の使い分けを含めて、Quest から受け取ったとおりにライセンスキーを入力します。キーの入力が終了したら、
Enter を押します。
7. ライセンスキーとともに Quest から受け取った SiteMessage テキスト 文字列を入力します。
注：オプション 3 を選択してクラスタにインスト ールした場合は、ライセンスユーティリティを終了するまで、ライセンス
する他のマシン ID を要求するプロンプト が表示され続けます。
8. q を入力してユーティリティを終了します。
9. 複製を再開する準備ができたら、SharePlex を起動します。

ライセンスキーの表 示
マシン上の SharePlex ライセンスキー、ライセンスタイプ、および有効期限を表示するには、splex_get_key ユーティリティ
を使用します。SharePlex 製品ディレクト リの install サブディレクト リからこのユーティリティを実行します。
$ /proddir/install/splex_get_key
以下の例のような情報が表示されます。
$ /splex/proddir/install/splex_get_key
Customer Name = Quest
License Key = EANLCF3P56F8M1JB1K6RBJCBB6TBEP0
Product Name = SharePlex Oracle
License type = demo key
Expired on = 01/01/2008 12:00 AM

Windows 上のライセンスユーティリティ
Windows プラット フォームでは、システムのマシン ID の取得を含むすべてのライセンス機能が SpUtils ユーティリティから
実行されます。Windows デスクト ップのショート カット から SpUtils ユーティリティを起動します。

ライセンスリクエスト に必 要 な情 報 の収 集
Quest がライセンスキーを生成するのに必要なローカルホスト に関する情報を表示するには、Information タブを選択しま
す。クラスタでは、SpUtils をそれぞれのノード で実行します。

ライセンスキーの追 加
SharePlex のインスト ール中にライセンスキーをマシンに追加したり、後でライセンスのタイプを別のタイプに変換したりする
には、SpUtils を使用します。クラスタでは、SpUtils をプライマリノード で実行します。
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1. SharePlex 管理者として Windows にログオンします。
2. SharePlex が実行中の場合は、以下の操作を実行します。
a.

SharePlex Services タブを選択します。

b. ライセンスキーを追加する SharePlex インスタンスのポート 番号を選択します。
c. Stop をクリックします。
d. サービスが停止したことを示すメッセージが Current State に表示されるまで待ちます。
3. License Keys タブを選択します。
4. Port リスト から SharePlex ポート 番号を選択します。
5. Add License をクリックします。次に、Quest から受け取ったとおりに次の情報を入力するか、その情報を貼り
付けます。
a. License Key：ライセンスキー( スペースを含みます) 。キーには、英大文字と小文字の区別があります。
b. Customer Name：ライセンスに含まれている Site Message テキスト 文字列。名前には大文字と小
文字の区別があります。
6. ( Windows クラスタ) クラスタの別のノード のライセンスを追加するには、Add Alternate Host Id チェックボックスを
オンにして、その後 CPU ID リスト ボックスからマシン ID を選択します。この手順を繰り返して、クラスタ内のすべて
のセカンダリノード にライセンスを追加します。
7. OK をクリックしてユーティリティを終了します。
8. SharePlex を開始するには、以下の操作を実行します。
a.

SharePlex Services タブを選択します。

b. ライセンスを追加する SharePlex インスタンスのポート 番号を選択します。
c. 開始 をクリックします。
d. サービスが開始されたことを示すメッセージが Current State に表示されるまで待ちます。

ライセンスキーの表 示
License Key タブを選択します。次に、ライセンス情報を表示するポート 番号を選択します( 複数の SharePlex インス
タンスを実行している場合) 。
l

License Key に、実際のライセンスキーと SiteMessage テキスト 文字列が表示されます。

l

Status に、SharePlex インスト ールのタイプ、ライセンスのタイプ、有効期限が表示されます。

クラスタでは、SpUtils をそれぞれのノード で実行してローカルライセンスを表示します。

SharePlex サービスのインスト ール
SharePlex は、Windows プラット フォームでサービスとして実行されます。サービス名は SharePlex port_number です。
ここで、port_number は、その SharePlex インスタンスに関連付けられているポート 番号です。
SharePlex は、初期インスト ール時に Windows サービスとしてインスト ールされません。SpUtils ユーティリティを使用して
サービスを追加および開始する必要があります。
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SharePlex をサービスとして追 加 および開 始 するには
1. プログラム メニューの SharePlex エント リから SpUtils ユーティリティを実行します。
2. Service タブを選択します。
3. サービスをインスト ールする SharePlex ポート 番号を選択します
4. Install をクリックします。( 「Service Stopped」というメッセージは、サービスがインスト ールされていることを示しま
す) 。
5. ( オプション) Start をクリックしてサービスを開始します。
このサービスは、できるだけ早く複製が開始されるように、自動スタート アップモード でインスト ールされます( つまり、システ
ムの起動時に開始されます) 。スタート アップステータスを変更するには、Windows コント ロール パネルの 管理ツール にあ
る サービス アプレット を使用します。

Oracle セット アップ( ora_setup)
概要
Oracle セット アップユーティリティ( ora_setup) を実行し、SharePlex を Oracle ユーザーとして設定して、必要な
SharePlex データベースオブジェクト を作成します。このセット アップユーティリティは、次の項目を作成します。
l

SharePlex アカウント

l

SharePlex によって使用されるとともに、SharePlex アカウント によって所有されるテーブルおよびインデックス

l

SharePlex ユーザー用のデフォルト 接続

このト ピックの内容をすべて確認してから、セット アップユーティリティを実行することをお勧めします。

サポート されるデータベース
サポート されるプラット フォーム上の Oracle

Oracle セット アップを実行するタイミング
SharePlex のインスト ールの時点で Oracle セット アップを実行するかどうかは、これがソースシステム、中間システム、ま
たはターゲット システムに該当するかどうかと、データを同期化する方法に左右されます。初期同期の手順を確認するに
は、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
システムの種類

Oracle セット アップを実行するタイミング

ソースシステム

SharePlex のインスト ール時

中間システム

中間システムは、カスケード 設定で使用されます。この設定では、
SharePlex がデータを( 単一または複数の) リモート システムに複製して、
そのデータを中間システムから最終的なターゲット に送信します。中間シ
ステム上のデータベースにデータを post するように SharePlex を設定し、
ホット バックアップを使用してこのシステムおよびターゲット 上でデータを作
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システムの種類

Oracle セット アップを実行するタイミング
成する場合は、中間システムおよびターゲット システムで Oracle セット
アップを実行しないでください。実行するタイミングは、初期の同期手順の
実行時です。

ターゲット システム

複製をアクティベート する準備が整ったら、ソースおよびターゲット データの
同期に使用する方法に基づいて、次の手順を実行します。
o

ト ランスポータブル表領域またはコールド コピー( テープ、FTP から
の export/import、store/restore など) を使用する場合は、
SharePlex のインスト ール時に Oracle セット アップを実行しま
す。

o

ホット バックアップを使用してターゲット データを作成する場合は、
Oracle セット アップを実行しないでください。実行するタイミング
は、初期の同期手順の実行時です。
注： バックアップと回復の前に Oracle セット アップを実行した場
合、セット アップは上書きされてしまうので、バックアップと回復の
後に再実行する必要があります。

サポート する Oracle 接続
Oracle セット アップは、データベースへの接続時に SharePlex ユーザーが使用するために、次の接続のいずれかを設
定できます。
データベースの種類

接続

ASM を使用する / 使用しないデータベー
ス

Bequeath

ASM を使用する / 使用しないデータベー
ス

TNS エイリアス

ASM を使用する PDB

PDB 用の TNS エイリアスと ASM インスタンス用の TNS または
Bequeath

( データベースと ASM インスタンスの両方で TNS ログインを指定)

Oracle セット アップを使用するための要件
l

l

l

l

Oracle セット アップを実行しているシステムで、データベースクライアント をインスト ールします。データベースで使用
する適切なクライアント バージョンについては、Oracle のド キュメント を参照してください。
SharePlex 複製設定内のすべてのソースおよびターゲット Oracle インスタンスに対して、Oracle セット アップを
実行します。
クラスタ内では、クラスタの全ノード で Oracle セット アップを実行します。これで、Windows レジスト リ内の
SharePlex 設定に正しい ORACLE_SID が含まれます。
集約レプリケーショント ポグラフィや、複数の変数データディレクト リによるその他のト ポロジでは、変数データディレ
クト リごとに Oracle セット アップを実行します。
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l

l

l

SharePlex はローカル BEQUEATH 接続や、TNS エイリアスによるリモート 接続をサポート しています。Oracle
セット アップ用に、使用する接続の種類に応じて、必要な接続値を準備します。Oracle セット アップを実際に実
行する前に、プロンプト の内容を確認しておくには、「Oracle セット アップの実行」を参照してください。
Oracle データベースがマルチテナント コンテナデータベースである場合、複製シナリオに関係するプラガブルデータ
ベース( PDB) ごとに Oracle セット アップを実行します。SharePlex ユーザーおよびスキーマオブジェクト は、それぞ
れの PDB 内に存在している必要があります。
アクティブな設定が存在しているときに Oracle セット アップを実行すると、SharePlex 内部テーブルをインスト ール
または更新するために Oracle セット アップが実行する DDL は、ターゲット に複製されます。この問題に対処するに
は、Oracle セット アップを実行する前に SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL パラメータを 0 にしてから、Oracle
セット アップが完了した後で、その以前の設定に戻します。このパラメータは、すぐに有効になります。

SharePlex スキーマのスト レージ要件
Oracle セット アップは、SharePlex 用のいくつかのデータベースオブジェクト をインスト ールします。Oracle セット アップの実
行前に、これらのオブジェクト のスト レージ要件を満たしている必要があります。次の表を参照してください。
スト レージ

説明

SharePlex
オブジェクト
表領域

セット アップユーティリティは、ユーザーが選択した表領域にいくつかのテーブルをインスト ールします。
SHAREPLEX_LOBMAP テーブル以外のすべてのテーブルが、表領域のデフォルト のスト レージ設定を
使用します。
SHAREPLEX_LOBMAP テーブルには、行外に格納された LOB のエント リが含まれています。このテーブ
ルは、1 MB の INITIAL エクステント 、1 MB の NEXT エクステント 、および PCTINCREASE が 10 で作
成されます。MAXEXTENTS は 120 であり、テーブルの最大許容サイズは 120 MB になります。
通常、SHAREPLEX_LOBMAP にはデフォルト のスト レージで十分であり、400 万個超の LOB エント リ
に対応できます。複製対象の Oracle テーブルに、挿入または更新される頻度が高い LOB 列が多数含
まれる場合は、必要に応じて SharePlex 表領域のサイズを増やすことを検討してください。このテーブル
が他の SharePlex テーブルと表領域を共有していることを考慮してください。
データベースがコスト ベースオプチマイザ( CBO) を使用していて、SharePlex が処理するテーブルに膨大
な数の LOB が含まれている場合は、SHAREPLEX_LOBMAP テーブルを分析スケジュールへ組み込み
ます。
注： SharePlex の新規インスト ールによって、スト レージパラメータが以前のインスト ールから変更されるこ
とはありません。

SharePlex
一時表領
域

セット アップユーティリティでは、compare コマンド によって実行される並べ替えなど、SharePlex による並
べ替えやその他の操作に使用するための一時表領域の入力を求められます。デフォルト の一時表領域
は、SharePlex オブジェクト がインスト ールされているインデックス表領域です。compare コマンド を使用
して、特にプライマリキーや一意キーを持たない、サイズの大きいテーブルを比較する予定の場合は、
SharePlex 専用の一次表領域を指定します。 compare コマンド の詳細については、『SharePlex リファ
レンスガイド 』を参照してください。

SharePlex
インデック
ス表領域

セット アップユーティリティで、SharePlex テーブルのインデックスを格納する表領域の入力を求められま
す。デフォルト のインデックス表領域は、SharePlex オブジェクト がインスト ールされているインデックス表領
域です。I/O 競合を最小限に抑えるには、テーブルがインスト ールされたインデックス表領域とは異なるイ
ンデックス表領域を指定します。
注： 以前のバージョンの SharePlex からのインデックスが SharePlex オブジェクト 表領域にインスト ールさ
れている場合、このインデックスを別の表領域に移動し、セット アップユーティリティの実行時に、その表領
域を指定できます。
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SharePlex データベースユーザーに付与される権限
Oracle セット アップは、次の権限を SharePlex データベースユーザーに付与します。
l

l

l

DBA ロールと無制限のリソース権限、表領域権限、および redo ログの読み込み権限。
デフォルト の Oracle プロファイル。このプロファイルにはデフォルト で、最初に Oracle によって割り当てられる無制
限のリソース権限があります。デフォルト が変更されている場合は、無制限のリソース権限がある DBA プロファイ
ルを SharePlex に割り当てます。
次のように付与します。
l

O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY が FALSE に設定されている場合にデータディレクト リ( DBA ロー
ル外) にアクセスするには：
grant select any dictionary to SharePlexUser;

l

DDL を複製するには
grant select any table to SharePlexUser with admin option;
grant create any view to SharePlexUser with admin option;

Oracle セット アップの実行に必要な権限
Oracle セット アップを実行するユーザーは、次の権限を持っている必要があります。

非 マルチテナント ( 標 準 ) データベース
セット アップユーティリティを実行するユーザーは DBA 権限を持っている必要がありますが、TDE のサポート が必要な場
合、このユーザーは SYSDBA 権限を持っている必要があります。

マルチテナントデータベース
セット アップユーティリティを実行するユーザーは SYSDBA 権限を持っていることを推奨しますが、少なくとも、
sys.users$ および sys.enc$ の権限を持つ DBA ユーザーであることが必要です。SharePlex ユーザーに必要な最
低限の権限付与は、次のとおりです。
create user c##sp_admin identified by sp_admin;
grant dba to c##sp_admin container=ALL;
grant select on sys.user$ to c##sp_admin with grant option container=ALL;
CDB で TDE サポート が必要な場合、次の追加 権限が必要になります。
grant select on sys.enc$ to c##sp_admin with grant option container=ALL;

Oracle セット アップの実行
重要! この手順を実行する前に、Oracle インスタンスが開いている必要があります。
1. ( Unix および Linux のみ) 複数の変数データディレクト リを使用している場合、データベースセット アップを実行し
ている SharePlex インスタンスの変数データディレクト リを指し示す環境変数をエクスポート します。
ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=/full_path_of_variable-data_directory
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csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
2. sp_cop を含む実行中の SharePlex プロセスをすべてシャット ダウンします。
3. オペレーティングシステムのコマンド プロンプト から ora_setup プログラムを実行します。SharePlexの bin サブディ
レクト リからのフルパスを使用してください。
重要! Windows で SharePlex をデフォルト の 2100 以外のポート でインスト ールした場合は、-p オプショ
ンを使用してポート 番号を指定します。たとえば、次のコマンド ではポート 番号は 9400 です。
C:\users\splex\bin>ora_setup -p9400
4. システムがソースシステムであるか、ターゲット システムであるか、またはその両方であるかを SharePlex の設定
で指定します。
注：このプロンプト は、このデータベースのセット アップを初めて実行するときにのみ表示されます。
5. 接続タイプには Oracle を選択します。
6. 目的の接続タイプ( BEQUEATH を使用するローカルまたは TNS エイリアスを使用するリモート のいずれか) で
SharePlex を正しく設定するためのプロンプト と応答については、次の表を参照してください。
表 1: データベースセット アップのプロンプト と応答
プロンプト

応答

Will SharePlex install be using a BEQUEATH
connection?(Entering 'n' implies a SQL*net
connection):

Enter を押してローカルの BEQUEATH 接続を使用する
か、N を入力して TNS エイリアス接続を使用します。

( BEQUEATH= Y の場合)
Enter the Oracle SID for which SharePlex
should be installed:

非マルチテナント データベース：デフォルト をそのまま使用
するか、正しい SID または TNS エイリアスを入力しま
す。RAC では、tns_alias を「Oracle クラスタでの
SharePlex の設定」で作成したグローバルエイリアスにす
る必要があります。

( BEQUEATH= N の場合)
Enter the TNS alias for which SharePlex
should be installed:
Enter a DBA user for SID

注：データベースがマルチテナント データベースである場
合、または SharePlex をクラスタ( Oracle RAC など) で
使用する場合は、N と入力してtns_alias を使用する必
要があります。

マルチテナント データベース：PDB の tns_alias を指定し
ます。
非マルチテナント データベース：DBA 権限を持つデータ
ベースユーザーの名前を入力します。
マルチテナント データベース：アカウント およびオブジェクト
のインスト ールに必要な権限を持つ共通ユーザーの名
前を入力します。

Enter password for the DBA account, which
will not echo:

非マルチテナント データベース：DBA ユーザーのパスワー
ド を入力します。
マルチテナント データベース：共通ユーザーのパスワード を
入力します。@ および接続文字列の残りの部分を省略
します。適切な形式の接続文字列が SharePlex によっ
て作成されます。
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プロンプト

応答

Current SharePlex user is user.

既存の SharePlex アカウント を更新するにはN と入力
し、新しい SharePlex アカウント を作成するには Y と入
力します。プロンプト が表示されたら、資格情報を入力
します。

Would you like to create a new SharePlex
user?

既存の SharePlex ユーザーについては、正しいパスワー
ド の入力を 5 回試行できます。パスワード は難読化され
ます。
重要! アクティブな設定があり、SharePlex スキーマを変
更した場合は、SharePlex オブジェクト を古いスキーマ
から新しいスキーマにコピーして、複製環境を保持しま
す。
Do you want to enable replication of
tables with TDE?

注意： これがアップグレード であり、TDE を有効にしてあ
る場合は、このプロンプト の前に次のプロンプト が表示さ
れます。
Formerly, SharePlex required a Shared
Secret key. Now, the pathname of the TDE
wallet is required.
Y を入力すると、TDE ウォレット ファイルのパス名の入力
を求めるプロンプト が表示されます。ウォレット ファイル名
を含め、TDE ウォレット ファイルの完全修飾パスを指定し
てください。
または
TDE テーブルを複製しない場合は、Enter を押します。

Enter the default tablespace for use by
SharePlex:

Enter を押してデフォルト をそのまま使用するか、別の表
領域の名前を入力します。

Enter the temporary tablespace for use by
Shareplex:

Enter を押してデフォルト をそのまま使用するか、別の表
領域の名前を入力します。

Enter the index tablespace for use by
SharePlex:

Enter を押してデフォルト をそのまま使用するか、別の表
領域の名前を入力します。

Will the current setup for sid:SID be used
as a source (including cases as source for
failover or master-master setups)?

ソースシステムの場合は Enter を押し、ターゲット システ
ムの場合は N を入力します。重要:マスタ-マスタ構成
( ピアト ゥピア) および高可用性構成のすべてのシステム
は、複製の双方向の性質のためにソースシステムと見な
されます。

注意： 残りのプロンプト では、ASM 接続を設定しま
す。ASM が検出されない場合、データベースセット
アップはこの時点で完了します。
ASM detected.Do you wish to connect to ASM
using BEQUEATH connection?

Enter を押して、SharePlex で BEQUEATH 接続を使
用して ASM インスタンスに接続するか、N を押して TNS
エイリアスを使用します。
重要! データベースが ASM を使用し、 かつデータベース
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プロンプト

応答
tns_alias が SCAN IP で設定されている場合、
SharePlex が ASM インスタンスに接続するためには、
ASM tns_alias を介した接続を指定する必要がありま
す。

Do you wish to keep connecting using the
same user/password?

BEQUEATH を選択した場合、このプロンプト が表示さ
れます。ログインユーザーと同じユーザーとパスワード を使
用する場合は Y を入力し、別のユーザーとパスワード の
入力を求める場合は N を入力します。

注意： BEQUEATH 接続の使用を選択した場合
は、データベースセット アップが完了します。「tns_
alias ファイルに関する注意： 」を参照してください。
N を選択すると、プロンプト は続行されます。
Enter the ASM tns alias to be used by
SharePlex:

TNS エイリアスの名前を入力します。

Enter an ASM admin (has both sysdba and
sysasm privilege) username for alias:

sysasm および sysdba 権限を持つユーザーの名前を
ASM インスタンスに入力します。

Enter user password for user:

ユーザーのパスワード を入力します。
注意： SharePlex がリモート システム上のオンライン
redo ログを読み取る場合は、SP_OCT_ASM_USE_
OCI パラメータの値を 1 に設定してください。
sp_cop を開始した後、設定ファイルをアクティベート す
る前に、sp_ctrl で次のコマンド を実行します。
sp_ctrl>set param SP_OCT_ASM_USE_
OCI 1
これがアップグレード であり、DDL 複製を無効にした場
合は、sp_ctrl で次のコマンド を使用して DDL 複製を再
度有効にすることができます。
sp_ctrl> set param SP_OCT_REPLICATE_ALL_
DDL 1

tns_alias ファイルに関 する注 意 ：
SharePlex で、tns_alias 経由のデータベース接続と、( OS 認証を使った) ローカルの BEQUEATH 接続経由の ASM
接続をセット アップする場合は、tns_alias ファイルを各ノード で正しくセット アップすることが重要です。SharePlex データ
ベースアカウント がプライマリノード に存在することを前提とした場合、SharePlex のインスト ール時にプライマリ ASM_SID
が指定されたため、SharePlex は常に自動的にプライマリ ASM_SID で接続します。ただし、フェイルオーバー時に、
SharePlex はローカルの v$asm_client ビューのクエリを実行して、フェイルオーバーインスタンスの正しい ASM_SID を取
得する必要があります。したがって、特定のノード の IP アド レスが、そのノード のローカルの tns_names ファイルの先頭に
常に表示されていることを確認してください。
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SQL Server セット アップ( mss_setup)
概要
SQL Server セット アッププログラム( mss_setup) を Microsoft SQL Server システム上で実行して、SharePlex を SQL
Server データベースユーザーとして確立します。このユーティリティは、以下の項目を作成します。
l

l

l

完全な DBA 権限を持つ SharePlex ユーザーアカウント
SharePlex で使用され、選択したデータベースの SharePlex ユーザーによって所有される、テーブルとインデッ
クス
デフォルト のデータベース接続

サポート されるデータベース
Windows 上の Microsoft SQL Server

SQL Server セット アップの使用に関するガイドライン
l

l

l

l

SQL Server データベースの DSN( データソース名) が存在する必要があります。SharePlex Post は、DSN を使
用して ODBC を介してデータベースに接続します。
SQL Server セット アップは、SharePlex 複製設定内のすべての SQL Server インスタンスで実行します。
クラスタ内では、変数データディレクト リを含む共有ディスクがマウント されるノード で SQL Server セット アップを
実行します。
集約レプリケーションの場合は、変数データディレクト リごとに SQL Server セット アップを実行します。

SQL Server セット アップの実行に必要な権限
セット アップが正常に完了するように、次の要件を確認してください。
l

l

データベースを操作し、SharePlex データベースアカウント およびオブジェクト を作成するために必要な権限を
SharePlex に付与するには、SQL Server セット アップを SQL Server システム管理者として実行する必要が
あります。
( クラウド インスト ール) クラウド ホスト 型データベースサービスの特権に関する一般的な制限により、セット アップ
ユーティリティがあらゆる種類のシナリオで成功することが困難になります。データベースのセット アップを正しく行うに
は、セット アップユーティリティのみを使用して、次のように複製を設定します。セット アップユーティリティによって作
成される新しいデータベースでは、SharePlex ユーザーもセット アップユーティリティによって作成されます。既存の
データベースでは、SharePlex ユーザーは、データベースの所有者またはデータベースへのアクセス権限を持つ既
存のユーザーです。
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SQL Server セット アップの実行
1. SQL Server システムで実行中のすべての SharePlex プロセスと sp_cop をシャット ダウンします。
2. mss_setup ユーティリティを SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから実行します。
重要! SharePlex インスタンスをデフォルト の 2100 以外のポート にインスト ールした場合は、-p オプションを使用
してポート 番号を指定します。たとえば、次のコマンド ではポート 番号は 9400 です。
C:\users\splex\bin> mss_setup -p9400
表 2: Setup のプロンプト および応答
プロンプト

応答

Enter the DSN name or
connection string [] :

SQL Server に接続するための接続文字列またはデータソース名( DSN) を入
力します。

Enter the Microsoft SQL
Server Administrator name
:

SQL Server 管理者の名前を入力します。このユーザーは SharePlex アカウン
ト およびスキーマでセット アップ作業を実行します。

Enter the password for the
Administrator account :

管理者のパスワード を入力します。

Enter the name of the
database :

SharePlex オブジェクト をインスト ールするデータベースの名前を入力します。

Database name database
does not exist.Would you
like to create it?[y] :

このプロンプト が表示される場合、指定されたデータベースは存在しません。
Enter を押すと、セット アップユーティリティによってデータベースが作成されます。

Would you like to create a
new SharePlex user [y]:

デフォルト をそのまま使用して、新しい SharePlex データベースユーザーアカウ
ント を作成するには、Enter を押します。既存のアカウント を SharePlex データ
ベースユーザーとして使用するには、n を入力します。

Enter the name of the new
SharePlex user:

新しいユーザーの作成を選択したか、既存ユーザーの使用を選択したかによっ
て、このプロンプト のどちらかが表示されます。SharePlex ユーザーの名前を入
力します。

Enter the name of the
existing SharePlex user:
Enter the password of the
SharePlex user :

SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力します。

Re-enter the password for
the SharePlex user :

もう一度 SharePlex パスワード を入力します。

セット アップが正常に終了すると、次のようなメッセージが表示されます。
Completed SharePlex for Microsoft SQL Server database configuration
SharePlex User name: splex
Database name: db1
Target specification in SharePlex configuration: r.db1
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PostgreSQL セット アップ( pg_setup)
概要
PostgreSQL システムで pg_setup プログラムを実行して、SharePlex 用のユーザーアカウント 、スキーマ、およびテー
ブルを作成します。

サポート されるデータベース
サポート されているプラット フォーム上の PostgreSQL オープンソースデータベースのすべての実装

pg_setup を使用する場合のガイドライン
l

l

SharePlex 複製設定内のすべてのターゲット PostgreSQL インスタンスに対して、pg_setup を実行します。
サーバクラスタ内では、SharePlex 変数データディレクト リを含む共有ディスクがマウント されているノード で pg_
setup を実行します。

l

集約レプリケーションでは、変数データディレクト リごとに pg_setup を実行します。

l

接続文字列または DSN を指定できます。以下のことに注意してください。
接続
タイ
プ

解決方法

接続
文字
列

ユーザー、パスワード 、またはデフォルト パスワード を接続文字列内で指定する必要はありません。これ
らは、セット アッププログラムを実行したときに追加されます。接続文字列にはポート 、サーバ、ド ライバを
含める必要があります。例を以下に示します。
Port=5444;server=localhost;driver=/u01/PostgresPlus/connectors/odbc/lib/edbodbc.so;database=edb;

DSN

定義した DSN を SharePlex 接続用に使用する必要がある場合は、DSN が定義されている ODBC
ファイル( odbc.ini および odbcinst.ini) を SharePlex 変数データディレクト リの odbc サブディレクト リに
コピーまたはリンクします。これで、SharePlex プロセスがデータベースに接続するときの接続エラーを防
止します。
DSN を定義していないときに、DSN を使用する必要がある場合は、odbc サブディレクト リ内のテンプ
レート ファイルで DSN を作成できます。

pg_setup の実行に必要な権限
セット アップが正常に完了するように、次の要件を確認してください。
l

データベースの操作と SharePlex データベースアカウント の作成に必要な権限を SharePlex に付与するため、
セット アップユーティリティは PostgreSQL 管理者として実行する必要があります。
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l

( Symfoware のみ) セット アップを実行するユーザーが Fujitsu Enterprise Postgres 所有者ではない場合、
Fujitsu Enterprise Postgres インスト ールディレクト リ内の lib サブディレクト リへのパスを含めて、環境変数 LD_
LIBRARY_PATH を設定します。LD_LIBRARY_PATH は、Fujitsu Enterprise Postgres 所有者の .bash_
profile ファイル内で設定されています。
例：
export LD_LIBRARY_PATH= /opt/symfoserver64/lib:$LD_LIBRARY_PATH
このパスを設定しないと、次のエラーが発生します。
symbol lookup error:/opt/fsepv95client64/odbc/lib/psqlodbca.so: undefined
symbol:PQconnectdbParams

l

クラウド インスト ール
l

クラウド ホスト 型データベースサービスの特権に関する一般的な制限により、セット アップユーティリティがあ
らゆる種類のシナリオで成功することが困難になります。データベースのセット アップを正しく行うには、セッ
ト アップユーティリティのみを使用して、次のように複製を設定します。セット アップユーティリティによって作
成される新しいデータベースでは、SharePlex ユーザーもセット アップユーティリティによって作成されます。
既存のデータベースでは、SharePlex ユーザーは、データベースの所有者またはデータベースへのアクセス
権限を持つ既存のユーザーです。

pg_setup の実行
1. ターゲット システムで実行中のすべての SharePlex プロセスと sp_cop をシャット ダウンします。
2. pg_setup ユーティリティを SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから実行します。
重要! デフォルト の 2100 以外のいずれかのポート に SharePlex インスタンスをインスト ールした場合、-p オプショ
ンを使用して、ポート 番号を指定します。たとえば、次のコマンド ではポート 番号は 9400 です。
$ /users/splex/bin> pg_setup -p9400
表 3: セット アップのプロンプト および応答
プロンプト

応答

Enter the PostgreSQL DSN
name or connection
string [] :

PostgreSQL ターゲット に接続する接続文字列またはデータソース名( DSN) を入
力します。

Enter the PostgreSQL
Administrator name :

PostgreSQL 管理者の名前を入力します。このユーザーは SharePlex アカウント
で作業を実行する予定です。

Enter the password for
the Administrator
account :

管理者のパスワード を入力します。

Enter the replication
target database name:

SharePlex で使用する SharePlex テーブルおよびその他のオブジェクト を含める
データベースの名前を入力します。新しいデータベースまたは既存のデータベース
の名前を入力できます。

Database name database
does not exist.Would you
like to create it?[y] :

このプロンプト が表示される場合、指定されたデータベースは存在しません。
Enter を押して、セット アッププログラムに作成を指示します。
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プロンプト

応答

Would you like to create
a new SharePlex user
[y]:

Enter を押し、デフォルト 設定をそのまま使用して、指定したデータベースに新し
い SharePlex データベースユーザーアカウント および同名のスキーマを作成しま
す。または、n を入力して、既存の SharePlex アカウント を使用します。

Enter the name of the
new SharePlex user:

新しいユーザーの作成を選択したか、既存ユーザーの使用を選択したかによっ
て、このプロンプト のどちらかが表示されます。SharePlex ユーザーの名前を入力
します。

Enter the name of the
existing SharePlex user:
Enter the password of
the SharePlex user :

SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力します。

Re-enter the password
for the SharePlex user :

このプロンプト は新しいユーザーを作成した場合のみ表示されます。もう一度
SharePlex パスワード を入力します。

セット アップが正常に終了すると、次のようなメッセージが表示されます。
Completed SharePlex for PostgreSQL database configuration
SharePlex User name: splex
Database name: ndb5
Target specification in SharePlex configuration: r.ndb5

HANA セット アップ( hana_setup)
概要
HANA セット アッププログラム( hana_setup) をターゲット HANA システム上で実行して、SharePlex で使用するユーザー
アカウント 、スキーマ、およびテーブルを確立します。

サポート されるデータベース
サポート されるプラット フォーム上の HANA

HANA セット アップの使用に関するガイドライン
l

l

l

HANA セット アップは、SharePlex 複製設定内のすべてのターゲット HANA インスタンスで実行します。
サーバクラスタ内では、SharePlex 変数データディレクト リを含む共有ディスクへのマウント ポイント があるノード で
HANA セット アップを実行します。
集約レプリケーションの場合は、変数データディレクト リごとに HANA セット アップを実行します。
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l

l

HANA への接続方法としては、接続文字列の使用のみがサポート されています。DSN を介した接続はまだサ
ポート されていません。
必ず必要な権限を割り当ててください( セット アッププロセス中に表示されます) 。

HANA セット アップの実行に必要な権限
データベースを操作し、SharePlex データベースアカウント を作成するために必要な権限を SharePlex に付与するには、
HANA セット アップを HANA 管理者として実行する必要があります。

HANA セット アップの実行
1. ターゲット システムで実行中のすべての SharePlex プロセスと sp_cop をシャット ダウンします。
2. hana_setup ユーティリティを SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから実行します。
重要! SharePlex インスタンスをデフォルト の 2100 以外のポート にインスト ールした場合は、-p オプションを使用
してポート 番号を指定します。たとえば、次のコマンド ではポート 番号は 9400 です。
$ /users/splex/bin> hana_setup -p9400
表 4: HANA セット アップのプロンプト および応答
プロンプト

応答

Enter the
connection
string [] :

HANA データベースシステムに接続するための接続文字列を入力します。SharePlex が HANA に
接続するための接続文字列の必須コンポーネント を以下に示します。
l

サーバノード ：順に、ターゲット HANA サーバの名前、コロン、HANA ポート 番号。

l

DRIVER：HANA ODBC ド ライバへのパス。

l

CHAR_AS_UTF8：CHAR_AS_UTF8=1 として渡す必要があります。

例：
SERVERNODE=server1.dept.abc.corp:30015;DRIVER=/usr/sap/hdbclient/libodbcHDB.s
o;CHAR_AS_UTF8=1
ユーザー、パスワード 、およびデフォルト データベースについては hana_setup から入力を要求される
ため、指定する必要はありません。
Enter the
HANA
Administrat
or name :

HANA 管理者の名前を入力します。このユーザーは SharePlex アカウント で作業を実行する予定
です。

Enter the
password
for the
Administrat
or account
:

管理者のパスワード を入力します。

Enter the
name of the

SharePlex で使用するテーブルおよびその他のオブジェクト を格納するデータベースの名前を入力し
ます。新しいデータベースまたは既存のデータベースの名前を入力できます。
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プロンプト

応答

database :
Database
name
database
does not
exist.Would
you like to
create it?
[y] :

このプロンプト が表示される場合、指定されたデータベースは存在しません。Enter を押します。
hana_setup によってデータベースが作成されます。

Would you
like to
create a
new
SharePlex
user [y]:

Enter を押し、デフォルト 設定をそのまま使用して、指定したデータベースに新しい SharePlex デー
タベースユーザーアカウント および同名のスキーマを作成します。または、n を入力して、既存の
SharePlex アカウント を使用します。

Enter the
name of the
new
SharePlex
user:

新しいユーザーの作成を選択したか、既存ユーザーの使用を選択したかによって、このプロンプト の
どちらかが表示されます。SharePlex ユーザーの名前を入力します。

Enter the
name of the
existing
SharePlex
user:
Enter the
password of
the
SharePlex
user :

SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力します。

Re-enter
the
password
for the
SharePlex
user :

このプロンプト は新しいユーザーを作成した場合のみ表示されます。もう一度 SharePlex パスワード
を入力します。

セット アップが正常に終了すると、次のようなメッセージが表示されます。
Completed SharePlex for HANA database configuration
SharePlex User name: splex
Database name: ndb5
Target specification in SharePlex configuration: r.ndb5
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SharePlex への必要な権限の付与
HANA ターゲット への SharePlex 複製を開始する前に、そのターゲット 内の SharePlex データベースユーザーに以下の
権限を付与します( ここで、SP_USER は SharePlex データベースユーザーの名前です) 。
l

GRANT USER ADMIN TO sp_user;

l

GRANT TABLE ADMIN TO sp_user;

l

GRANT CATALOG READ TO sp_user;

l

GRANT DATA ADMIN TO sp_user WITH ADMIN OPTION;

l

GRANT ROLE ADMIN TO sp_user WITH ADMIN OPTION;

さらに、複製するオブジェクト を含むそれぞれのスキーマの所有者としてログインし、スキーマに対して以下の権限付与操
作を実行します。
l

GRANT CREATE ANY ON SCHEMA schema_name TO sp_user;

l

GRANT DEBUG ON SCHEMA schema_name TO sp_user;

l

GRANT DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, SELECT, UPDATE ON SCHEMA schema_name
TO sp_user;

Teradata セット アップ( td_setup)
概要
Teradata システムで Teradata セット アッププログラム( td_setup) を実行して、SharePlex によって使用されるユーザーア
カウント およびデータベースを確立します。

サポート されるデータベース
サポート されるプラット フォーム上の Teradata

Teradata セット アップを使用するための要件
l

l

l

l

SharePlex が使用する ODBC データソース名( DSN) が存在する必要があります。セット アップ中に、この名前を
指定するようにプロンプト が表示されます。手順については、Teradata ODBC マニュアルを参照してください。
SharePlex 複製設定のすべてのターゲット Teradata インスタンスで、Teradata セット アップを実行します。
サーバクラスタ内の SharePlex 変数データディレクト リを含む共有ディスクがマウント されているノード で、
Teradata セット アップを実行します。
集約レプリケーションの場合は、Teradata ターゲット の変数データディレクト リごとに Teradata セット アップを実
行します。
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Teradata セット アップの実行に必要な権限
データベースの操作および SharePlex データベースアカウント の作成に必要な権限をSharePlex に付与するには、
Teradata セット アップを Teradata 管理者として実行する必要があります。

Teradata セット アップの実行
1. ターゲット システムで実行中のすべての SharePlex プロセスと sp_cop をシャット ダウンします。
2. SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから td_setup を実行します。
重要! SharePlex インスタンスをデフォルト の 2100 以外のポート にインスト ールした場合は、-p オプションを使用
してポート 番号を指定します。たとえば、次のコマンド ではポート 番号は 9400 です。
$/users/splex/bin> td_setup -p9400
表 5: Teradata セット アップのプロンプト と応答
プロンプト

応答

Please enter the full
directory path of the
Teradata ODBC driver:

Teradata ODBC ド ライバライブラリのフルパスを入力します。このステップ
は、Teradata セット アップユーティリティ内のド ライバの場所を初期化して、
セット アップの残りを実行できるようにします。セット アップ手順を完了するに
は、Teradata セット アップを 2 回実行する必要があります。

Please run td_setup again to
create the tables, login and
user accounts needed to run
SharePlex replication.

もう一度 Teradata セット アップを実行します。SharePlex を 2100 以外の
ポート でインスト ールした場合は、ポート 番号を含めます。

Enter the DSN name or
connection string []:

接続文字列、または Teradata に接続するデータソース名( DSN) を入力し
ます。

Enter the Teradata
Administrator name:

Teradata 管理者の名前を入力します。このユーザーは SharePlex アカウ
ント で作業を実行する予定です。

Enter the password for the
Administrator account:

管理者のパスワード を入力します。

Would you like to create a
new SharePlex user [y]:

Enter を押してデフォルト ( 新しい SharePlex データベースアカウント の作
成) を受け入れるか、n と入力して既存の SharePlex アカウント を使用しま
す。

Enter the name of the new
SharePlex user:

前の手順で選択したオプションに応じて、新規または既存の SharePlex
ユーザーの名前を入力します。

$/users/splex/bin> td_setup -p9400

(or...)
Enter the name of the
existing SharePlex user:
Enter the password for new
SharePlex user:

新規または既存の SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力しま
す。

(or...)
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プロンプト

応答

Enter the password for
existing SharePlex user:
Re-enter the password for
new SharePlex user:

このプロンプト は新しいユーザーを作成した場合のみ表示されます。もう一
度 SharePlex パスワード を入力します。

Enter the name of the
database:

デフォルト を受け入れるか、別のデータベース名を入力します。

Database name database does
not exist. Would you like to
create it?[y]:

このプロンプト が表示される場合、指定されたデータベースは存在しません。
Enter を押すと、Teradata セット アップによって作成されます。

セット アップが正常に終了すると、次のようなメッセージが表示されます。
Completed SharePlex for Teradata database configuration
SharePlex User name: splex
Database name: splex
Target specification in SharePlex configuration: r.splex
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A

付録 A：高度な SharePlex インスト ー
ラオプション
SharePlex のインスト ール時に追加のコマンド ラインオプションを使用することは、通常は必要ありません。一般的にこれら
のオプションは、サポート と連携して特別な問題を解決するために用いられます。
インスト ーラコマンド ラインオプションとその説明を次に示します。
使用方法
tpm [<オプション>] [ [<パッケージ> | <場所>] ...]

オプション
-v, --verbose 詳細モード をオンにします
-h, -?, --このメッセージを出力します
--debug 対話型デバッガを開始します
--info インスト ールされたパッケージに関する情報を出力します

パッケージ
--install 製品のインスト ールを実行します
--remove 製品のアンインスト ールを実行します
--commit 最後のインスト ールをコミット します
--revert 最後のインスト ールに戻します
-t, --tmp <ディレクト リ> 一時ディレクト リの場所
-d, --directory <ディレクト リ> 作業ディレクト リ
-f, --既存のファイルを無条件に更新します
--no-cleanup 失敗時にクリーンアップを行いません
--nocleanup --no-cleanup と同じで、互換目的で用意されています
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--list アーカイブの内容を一覧表示します
--extract 現在のディレクト リにアーカイブを解凍します
-r, --responses <yaml ファイル> 指定したファイルからの応答を使用します
-D, --defaults デフォルト の回答を使用します
-l, --インスト ールログファイルを残します
説明
パッケージ管理機能を提供します。パッケージはインスト ール、削除、復元、またはコミット できます。このユーティリ
ティは、起動パスのコマンド 名に基づいてそのロールも判断します。たとえば、「tpm-install」は「tpm -install」、「tpm-remove」は「tpm --remove」として判断します。
また、自己解凍型パッケージ起動の一環として起動することもできます。この場合は、「tpm --install」として
処理されます。
注：.tpm ファイル用のすべてのコマンド ラインオプションの前にはダッシュが 2 つ付きます。
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B

付録 B：root としての SharePlex のイ
ンスト ール
root ユーザーとして SharePlex をインスト ールできます。root ユーザーとしてインスト ールすると、インスト ーラは
SharePlex ユーザーグループを作成するかどうかを選択するメッセージを表示します。インスト ーラがグループを作成する
と、SharePlex 管理者ユーザーが spadmin グループに追加されます。これらのグループの詳細については、「セキュリティ
グループへの SharePlex ユーザーの割り当て」を参照してください。
クラスタでは、インスト ーラによって SharePlex グループがプライマリノード に追加されますが、他のノード には自分で追加
する必要があります。
また、ネームサーバにグループを追加する方法については、「ネット ワークのチェックリスト 」を参照してください。

root としてインストールするには
1. root ユーザーとしてシステムにログインします。
2. SharePlex インスト ーラファイルを、自分が書き込み権限を持っている一時ディレクト リへコピーします。イ
ンスト ーラファイルの名付け規約は次のとおりです。
SharePlex-release#-OracleVersion-platform.tpm
3. ファイルのアクセス許可は次のように変更します。
# chmod 555 SharePlex-release#-OracleVersion-platform.tpm
4. 「Linux および UNIX での SharePlex のインスト ール」の指示に従ってインスト ーラを実行します。
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C

付録 C：SharePlex でインスト ールされ
るアイテム
次に、SharePlex のセット アッププロセス中にインスト ールされるアイテムについて説明します。

SharePlex ディレクト リ
SharePlex は、次の 2 つのメインディレクト リを使用します。
製品ディレクト リ：これは SharePlex インスト ールディレクト リであり、SharePlex プログラムとライブラリが格納されていま
す。
変数データディレクト リ：これは SharePlex 作業ディレクト リであり、キューファイルやログファイルの他に、現在の複製環境
を構成するコンポーネント が格納されています。
注：これらのディレクト リは、それぞれ productdir および vardir と呼ばれています。
SharePlex によってインスト ールされたファイルやディレクト リは削除、名前の変更、編集をしないでください。いくつかのディ
レクト リには、複製に不可欠な隠しファイルが含まれています。いくつかのファイルは空に見えますが、1 つまたは複数の
SharePlex プロセスによって参照されるため、元の名前で存在する必要があります。ディレクト リ内の項目の一部は、
Quest Technical Support からの指示がある場合に限って使用します。
実稼働環境での汎用プログラムは、公開された SharePlex 文書に記載されています。プログラムのド キュメント が
SharePlex ディレクト リに含まれない場合は、そのプログラムを実行しないでください。まず、Quest Technical Support に
お問い合わせください。
2 つのメイン SharePlex ディレクト リ内のディレクト リ構造およびファイルは、UNIX プラット フォームと Windows プラット
フォームで若干異なります。SharePlex のバージョン間でも、ファイルとディレクト リが異なることもありますが、基本的な構
造は次のとおりです。

SharePlex 製 品 ディレクト リ
サブディ
レクト リ

コンテンツ

bin

SharePlex 実行可能ファイル
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サブディ
レクト リ

コンテンツ

data

デフォルト のパラメータ設定

install

( Unix および Linux のみ) インスト ール、ライセンス、およびアップグレード に関連するスクリプト

lib

SharePlex 共有ライブラリ

util

SharePlex ユーティリティ

.appmodules

( Unix および Linux のみ) ロー実行可能ファイルを含む、非表示の内部ディレクト リ。このディレクト リのコン
テンツを使用してプロセスを開始しないでください。

.metainf

( Unix および Linux のみ) インスト ールの過程で使われるメタ情報を含む、非表示の内部ディレクト リ。

SharePlex 変 数 データディレクト リ
サブディレク
トリ

コンテンツ

config

SharePlex のインスト ール用の設定ファイル。

data

Status Database、設定のアクティベーション情報、ユーザー定義パラメータ設定、その他の複製関連の
ユーザー定義ファイル。

db

設定ファイルのアクティベーションごとの内部設定データベース。

dump

コアファイル( プロセス失敗時) 。

log

SharePlex ログファイル。

rim

キューファイル( 作業データファイル) 。

save

アクティブ設定と非アクティブ設定についての情報。

state

オブジェクト やシーケンスキャッシュなど、設定がアクティブなときの現行の SharePlex の状態についての
情報。

temp

copy 機能、append 機能、およびその他の SharePlex 同期関連プロセスによって使用されます。

oos

SP_OPO_SAVE_OOS_TRANSACTION パラメータが有効な場合に、非同期操作を含むト ランザク
ションを格納します。

SharePlex のテーブル
複製プロセスのほとんどは、SharePlex のインスト ール時にソースまたはターゲット データベースにインスト ールされた、一連
の内部テーブルによって制御、追跡されます。これらのテーブルは、SharePlex が動作するために不可欠なものなので、
決して変更しないでください。
メモ： すべてのテーブルがすべてのデータベースで使用されるわけではありません。テーブルが表示されていない場合、そ
のテーブルはデータベースとの関連がありません。このリスト に表示されていないテーブルは、現在のリリースでは使用されて
いません。
テーブル

説明

DEMO_SRC

SharePlex デモ用のソーステーブルとして使用されます。
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テーブル

説明

DEMO_DEST

SharePlex デモ用のターゲット テーブルとして使用されます。

SHAREPLEX_ACTID

その状態をチェックポイント 処理するため、Capture によって使用されます。

SHAREPLEX_ANALYZE

analyze コマンド によって使用されます。

SHAREPLEX_CHANGE_
OBJECT

オブジェクト の複製を停止および再開するため、ユーザーによって使用されます。

SHAREPLEX_COMMAND

flush、 abort、および purge コマンド で使用されます。

SHAREPLEX_CONFIG

新しいアクティベーションの開始をマークするため、アクティベーションおよび Capture プ
ロセスによって使用されます。

SHAREPLEX_DATA

SharePlex ウォレット によって使用されます。

SHAREPLEX_
DATAEQUATOR

それぞれの操作を同期するため、 compare および repair コマンド と Post プロセスに
よって使用されます。

SHAREPLEX_
DATAEQUATOR_INSERT_
TEMP

compare および repair コマンド によって一時テーブルとして使用されます。

SHAREPLEX_
DATAEQUATOR_
UPDATE_TEMP

compare および repair コマンド によって一時テーブルとして使用されます。

SHAREPLEX_
DATAEQUATOR_DELETE_
TEMP

compare および repair コマンド によって一時テーブルとして使用されます。

SHAREPLEX_DDL_
CONTROL

SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL パラメータによって、複製で有効になっている
DDL の制御を改善するために使用されます。

SHAREPLEX_JOBS*

ジョブについての情報を格納するため、 sp_cnc プロセスと compare、 repair、および
copy コマンド によって使用されます。

SHAREPLEX_JOB_STATS

ジョブについての情報を格納するため、 sp_cnc プロセスと compare、 repair、および
copy コマンド によって使用されます。

SHAREPLEX_JOBS_
CONFIG

disable jobs および enable jobs コマンド によって使用されます。

SHAREPLEX_LOB_
CACHE

LOB として格納されている VARRAY の処理時に Capture プロセスによって使用され
ます。

SHAREPLEX_LOBMAP

LOB 列を含むテーブルで PK/UK ロギングが有効になっていない場合に LOBID と行を
マッピングするため、Capture プロセスによって使用されます。

SHAREPLEX_LOGLIST

非アクティブな RAC インスタンスを追跡するため、Capture プロセスによって使用され
ます。

SHAREPLEX_MARKER

PK/UK ロギングが有効になっていない場合に、Read プロセスによって使用されます。

SHAREPLEX_OBJMAP

複製内のオブジェクト を定義するため、アクティベーションと Capture プロセスによって
使用されます。

SHAREPLEX_PARTITION_
CACHE

Oracle パーティション ID を複製内のテーブルにマッピングするため、Capture プロセス
によって使用されます。

SHAREPLEX_SYNC_

それぞれの操作を同期するため、 copy コマンド と Read および Post プロセスによって
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テーブル

説明

MARKER

使用されます。

SHAREPLEX_TRANS

チェックポイント を格納し、マスタト ゥマスタ設定で適用されたト ランザクションをマークす
るため、Post プロセスによって使用されます。

または
SHAREPLEX_OPEN_
TRANS

* さらに、一意のジョブ ID を提供するために sp_cnc プロセスと compare、repair、および copy コマンド で使用される
SHAREPLEX_JOBID シーケンスを SharePlex が作成します。

MKS Toolkit
Windows プラット フォームでは、SharePlex によって Parametric Technology Corporation( PTC) の MKS Toolkit® 運
用環境( 以前は Mortice Kern Systems NuTCRACKER と呼ばれていました) がインスト ールされます。このソフト ウェアに
より、SharePlex をすべてのサポート されているプラット フォームに同じ方法で移植できます。
SharePlex ユーザーは、SharePlex サービスが実行しているときに NuTCRACKER サービスも実行されていることを確認
する以外は、MKS Toolkit ソフト ウェアを直接操作することはありません。MKS Toolkit は SharePlex のインスト ールの際
に、デフォルト で自動起動モード でインスト ールされます。
MKS Toolkit のデフォルト フォルダは、C:\Program Files\MKS Toolkit ですが、インスト ール時に別のフォルダが選択され
ている場合もあります。インスト ール後は、MKS Toolkit ファイルを移動しないでください。

SharePlex レジスト リエント リ
Windows システムでは、SharePlex が次のレジスト リエント リをインスト ールします。
l

l

l

\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Quest Software\SharePlex：SharePlex 環境情報
が含まれており、SP_SYS_VARDIR など、ユーザーが作成する変数を入力する必要があります。SharePlex 各
インスタンスはレジスト リでポート 番号として定義されており、それぞれ固有の環境変数を持ちます。
\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Mortice Kern Systems：MKS Toolkit® 運用環境
用のレジスト リエント リが含まれています。
\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Datafocus：MKS Toolkit® 運用環境用のレジスト リ
エント リが含まれています。
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当社について
名前を超える存在
当社は情報技術をより促進するための探求をしています。IT管理の時間を短縮し、ビジネス革新に時間を費やせるよう
にするために、コミュニティ主導のソフト ウェアソリューションを構築しています。データセンターのモダナイゼーション、クラウド
への素早いアクセス、データ駆動型ビジネスを成長させるために必要な専門知識、セキュリティ、およびアクセシビリティの
提供をサポート します。革新の一部となるグローバルコミュニティへの Quest の促進と、顧客満足度を確実にするための
当社のコミット メント を組み合わせることで、当社はお客様に真のインパクト を与え、誇りとなるレガシーを残すソリューショ
ンを提供し続けます。当社は新しいソフト ウェア企業に変化していくことで現状に挑戦しています。お客様のパート ナーと
して、情報技術が、お客様のために、そしてお客様により設計されるよう、継続して取り組み続けます。それこそが当社の
ミッションであり、一体となりこのミッションに取り組んでいます。新しいQuestにようこそ。当社とともに革新を促進させましょ
う。

当社のブランドとビジョンと、ともに
当社のロゴは、革新、コミュニティ、サポート という当社のスト ーリーを反映しています。このスト ーリーの重要な部分は、
「Q」で始まります。これは技術的な精度と強度へのコミット を表している完全な円です。Qの空間は、コミュニティと新しい
Questに欠けている部分、つまりお客様に参加していただく当社の必要性を象徴しています。

Questへのお問い合わせ
ご購入またはその他のご質問は、www.quest.com/company/contact-us.aspx にアクセスしていただくか、+19497548000 にお電話ください。

テクニカルサポート リソース
有効な保守契約をお持ちの Quest のお客様および試用版をお持ちのお客様は、テクニカルサポート を利用できます。
Quest のサポート ポータル( https://support.quest.com) にアクセスできます。
サポート ポータルには、問題を自主的にすばやく解決するために使用できるセルフヘルプツールがあり、24 時間 365 日ご
利用いただけます。このサイト では、以下の操作を実行できます。
l

サービスリクエスト の送信と管理

l

サポート 技術情報記事の表示

l

製品情報への登録

l

ソフト ウェアと技術文書のダウンロード
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l

説明ビデオの再生

l

コミュニティの討論への参加

l

サポート エンジニアとのオンラインチャット

l

製品のサポート サービスの表示
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