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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。

SharePlex 8.6 (8.6.6) プリインストールチェックリスト
SharePlex プリインストールチェックリスト

17

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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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。

SharePlex 8.6 (8.6.6) プリインストールチェックリスト
Oracle クラスタでの SharePlex の設定

22

3

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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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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