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名 前 付 き export キューの使 用 についての考 慮 事 項
名 前 付 き export キューの設 定
名 前 付 き export キューを識 別 する方 法
名 前 付 き post キューの設 定
サポート されるターゲット
名 前 付 き post キューの利 点
名 前 付 き post キューの使 用 についての考 慮 事 項
名 前 付 き post キューの設 定
名 前 付 き post キューを識 別 する方 法

195
195
196
196
197
197
198
199
199
199
200
201
202

変 更 履 歴 ターゲット を保 持 するための複 製 の設 定
変 更 履 歴 ターゲット の概 要
機能
サポート されるターゲット
サポート されている操 作
サポート されていない操 作
SharePlex による変 更 履 歴 の保 持 方 法
変 更 履 歴 の設 定
変 更 履 歴 設 定 ファイルの作 成
追 加 の変 更 履 歴 の設 定 オプション
列 名 のカスタマイズ
各 変 更 行 への前 イメージの追 加
履 歴 に操 作 のすべての列 を含 める
操 作 タイプの変 更 履 歴 の無 効 化
ルールおよびフィルタの設 定
コミット を含 める

203
203
203
204
204
204
204
205
205
205
206
206
206
206
206
207

Oracle DDL 複 製 のセット アップ
SharePlex でサポート される DDL
Oracle DDL 複 製 の制 御
Oracle DDL のデフォルト のサポート
複 製 内 のオブジェクト のオプションの DDL
Oracle DDL のオプションの Auto-Add のサポート
複 製 外 のオブジェクト の拡 張 DDL のサポート
DDL 複 製 のフィルタ
ALTER TABLE DDL のベスト プラクティス
VARRAY または ABSTRACT 型 のテーブル
システムに固 有 のメタデータを持 つテーブル
名 前 が変 更 されるテーブル
システムによって生 成 される間 隔 パーティションまたはサブパーティションを持 つテーブル
ALTER TABLE...MOVE
DDL ロギングおよびエラー処 理

208
208
208
209
209
210
210
211
214
214
214
214
215
215
215
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エラー処 理 のセット アップ
DML エラーの発 生 時 の post の続 行
Oracle および SharePlex エラーの発 生 時 の post の続 行
ODBC エラーの発 生 時 の post の続 行
DDL エラーが存 在 する場 合 の Post の続 行
エラー時 の再 試 行 回 数 を増 やす
非 同 期 操 作 を含 むト ランザクションの処 理
非 同 期 エラーに対 する Post のデフォルト の処 理
非 同 期 エラーの発 生 時 に停 止 する
非 同 期 エラーが発 生 した場 合 にト ランザクションをロールバックする

216
216
216
217
219
219
219
219
219
220

データのト ランスフォーメーション
ト ランスフォーメーションの概 要
サポート されるデータベース
サポート される複 製 方 法
サポート される操 作
ト ランスフォーメーションを使 用 する場 合 の考 慮 事 項
ト ランスフォーメーションの展 開
ト ランスフォーメーションルーチンの作 成
ト ランスフォーメーションファイルの完 成

221
221
221
222
222
222
223
223
228

SharePlexセキュリティ機 能 の設 定
SharePlex との接 続 のセキュリティ保 護
必要条件
SSH によるデータのセキュリティ保 護
必要条件
ネット ワーク上 でのデータの暗 号 化
暗 号 化 ガイド ライン
ソースシステムでの暗 号 化 の有 効 化
ソースシステムでのキーサイズの設 定
ソースシステムでの暗 号 化 キーの作 成
ソースおよびターゲット でのキーの設 定
例：
暗 号 化 の表 示 およびリセット
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の概 要
SharePlex セキュリティグループの説 明
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

230
230
230
231
231
233
233
233
234
234
234
234
235
235
235
235
236
237

実 稼 動 環 境 での複 製 のアクティベート
アクティベーションとは
アクティベーションコマンド
設 定 をアクティベート するための要 件
必 要 な権 限 レベル
必 要 なセット アップ

238
238
239
240
240
241
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前提条件
アクティベーション前 の設 定 のテスト
アクティベーションに関 するよくある質 問
複 数 の設 定 ファイルのアクティベート 方 法
アクティブデータベースでの Oracle ホット バックアップを使 用 した複 製 のアクティベート
事 前 の考 慮 事 項
プロシージャ
ホット バックアップを使 用 したアクティベーション：カスケード 以 外 のすべての方 法
ホット バックアップを使 用 したアクティベーション：カスケード レプリケーション
静 止 データベースでの Oracle ホット バックアップを使 用 した複 製 のアクティベート
事 前 の考 慮 事 項
手順
Oracle ト ランスポータブル表 領 域 を使 用 した複 製 のアクティベート
事 前 の考 慮 事 項
手順
コールド コピー / 転 送 方 法 を使 用 した複 製 のアクティベート
事 前 の考 慮 事 項
手順
Oracle からオープンターゲット への複 製 のアクティベート
事 前 の考 慮 事 項
手順
SharePlex の監 視
SharePlex プロセスの表 示 と終 了
Unix および Linux でのプロセスの表 示 と終 了
Windows での SharePlex プロセスの表 示 と終 了
Windows での SharePlex プロセスの表 示
Windows での SharePlex プロセスの終 了
イベント およびエラーの表 示
sp_ctrl コマンド による監 視
Unix での監 視 スクリプト の実 行
監 視 スクリプト を使 用 するための要 件
sp_logmon による Oracle capture の監 視
sp_logmon の実 行 準 備
sp_logmon の実 行
sp_eventmon によるイベント の監 視
sp_eventmon の実 行 準 備
sp_eventmon の実 行
sp_ps によるプロセスの監 視
sp_ps の実 行 準 備
sp_ps の実 行
sp_qstatmon によるキューの監 視
sp_qstatmon の実 行 準 備
sp_qstatmon の実 行
Windows での監 視 スクリプト の実 行

241
241
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243
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248
249
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260
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SNMP による複 製 の監 視
SNMP の有 効 化
SNMP エージェント の設 定
カスタム MIB パラメータ
SNMP ト ラップの設 定

275
275
276
276
276

複 製 上 の問 題 の防 止 および解 決 方 法
SharePlex ナレッジベースでの解 決 策 の調 査
データベースのセット アップに関 する問 題 の解 決
Oracle セット アップの問 題
SQL Server セット アップの問 題
設 定 ファイルの問 題 の解 決
設 定 ファイルが誤 って削 除 された
設 定 ファイルのエラーの解 決
アクティベーションの問 題 の解 決
SharePlex が設 定 ファイルの場 所 を見 つけられない
一 部 のオブジェクト がアクティベーションに失 敗 する
アクティベーション全 体 が失 敗 する
activation が長 すぎます
reconcile コマンド の完 了 が遅 い
一 般 的 なアクティベーションエラー
複 製 の問 題 の解 決
一 般 的 な問 題
Oracle Capture 関 連 の問 題
Oracle Post 関 連 の問 題
コミット 削 減 の問 題
Post の停 止
その他 の問 題 と解 決 策
一 般 的 な複 製 エラー
Oracle DDL 複 製 の問 題 の解 決
DDL が複 製 しません
複 製 された DDL が Event Log に不 完 全 に表 示 されます
キューの問 題 の解 決
SharePlex がディスク領 域 を使 い尽 くしています
「failure to write and open queue」エラーが存 在 します
キューが破 壊 されています
post キューが大 きすぎるようです
同 期 の問 題 の解 決
SharePlex が非 同 期 状 態 を報 告 するしくみ
誤 った非 同 期 状 態 の検 出
一 般 的 な非 同 期 状 態 と解 決 方 法
Oracle 関 連 の非 同 期 状 態 と解 決 方 法
問 題 を先 に解 決 する
データの再 同 期
compare コマンド エラーの解 決

277
277
278
278
279
280
280
280
281
281
282
282
283
283
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285
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289
289
291
291
296
296
297
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299
299
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compare プロセスの kill
その他 の問 題 の解 決
SharePlex が Windows システムで実 行 できません
「Can’t unlink file」エラーが Windows システム上 で発 生 します
一 般 的 な接 続 エラー
一 般 的 なコマンド エラー
ソーステーブルとターゲット テーブルの再 同 期 方 法
Oracle アーカイブログのリスト ア方 法
プロセス障 害 後 のセマフォのリリース方 法
ディスクスペース不 足 の解 決 方 法
ターゲット でのディスクスペースの節 約 方 法
ディスクスペースのリスト ア方 法
ORACLE_SID および ORACLE_HOME の確 認 方 法

307
308
308
309
309
310
311
316
316
318
319
319
320

非 同 期 データの修 復
Compare および Repair の概 要
サポート されるターゲット
サーバおよびクライアント プロセスの概 要
ロックの管 理 方 法
Compare および Repair を使 用 する前 に
repair および compare コマンド の使 用 方 法
修 復 を実 行 するとき
比 較 および修 復 コマンド の実 行 方 法

322
322
322
323
323
323
324
325
325

高 可 用 性 を維 持 するための手 順
プライマリシステムに障 害 が発 生 した場 合 の複 製 の復 旧
サポート されるデータベース
必要条件
手 順 1：複 製 をセカンダリシステムに移 動 する
手 順 2：回 復 されたプライマリシステムに複 製 を移 動 する
セカンダリ Oracle インスタンスに障 害 が発 生 した場 合 の複 製 の復 旧
サポート されるデータベース
必要条件
手順
計 画 的 フェイルオーバーおよびフェイルバック時 の複 製 の移 動
サポート されるデータベース
必要条件
手順

326
326
326
327
327
327
331
331
331
331
333
333
333
334

アクティブな複 製 環 境 の変 更
アクティブ設 定 ファイルの変 更
アクティブな設 定 でのテーブル指 定 の追 加 または変 更
サポート されるデータベース
手順
分 割 レプリケーションの変 更
サポート されるデータベース

337
337
338
338
338
338
339
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アクティブな複 製 設 定 への Oracle シーケンスの追 加
サポート されるデータベース
シーケンスの自 動 追 加 の有 効 化
自 動 追 加 が有 効 でない場 合 のシーケンスの追 加
シーケンスで列 にデータを投 入 しない場 合 の、シーケンスの追 加
シーケンスで列 にデータを投 入 する場 合 の、シーケンスの追 加
複 製 からのソースオブジェクト の削 除
サポート されるデータベース
手順
アクティブな複 製 設 定 での DDL の変 更
サポート されるデータベース
必要条件
手順
複 製 に影 響 する Oracle の変 更
サポート されるデータベース
ORACLE_HOME の場 所 の移 動
ターゲット ORACLE_SID の変 更
SharePlex データベースアカウント の変 更
サポート されるデータベース
手順
複 製 ホスト の名 前 または IP アド レスの変 更
SharePlex のポート 番 号 の設 定
サポート されるデータベース
Unix および Linux システムでの SharePlex ポート の設 定
Windows システムでの SharePlex ポート の設 定
Oracle アプリケーションのパッチまたはアップグレード の適 用
アプリケーションをパッチまたはアップグレード する前 に
使 用 する手 順
分 割 レプリケーションに対 するパッチとアップグレード の影 響
使 用 される名 付 け規 約
ソースへのパッチ / アップグレード の適 用 と、ターゲット へのコピー
サポート されるデータベース
この手 順 を使 用 する場 合
手 順 の概 要
パッチ / アップグレード の適 用
ソースおよびターゲット へのパッチ / アップグレード の適 用
サポート されるデータベース
この手 順 を使 用 する場 合
手 順 の概 要
パッチ / アップグレード の適 用
ソースへのパッチの適 用 と、ターゲット への複 製
サポート されるデータベース
この手 順 を使 用 する場 合
パッチ / アップグレード の適 用

340
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ソースまたはターゲット 上 の Oracle データのバックアップ
ソースシステムの部 分 バックアップの実 行
ソースシステムの完 全 バックアップの実 行

357
357
358

Capture プロセスのチューニング
LOB マッピングの無 効 化
Exadata での Capture のチューニング
チェックポイント のチューニング

359
359
360
360

Post プロセスのチューニング
Oracle INDEX ヒント の使 用
SQL Cache のチューニング
サポート されるターゲット
SQL Cache の有 効 化 または無 効 化
Oracle
オープンターゲット
SQL Cache のチューニングによるパフォーマンスの最 大 化
オープンカ―ソルの調 整
大 規 模 なメンテナンスト ランザクションのスキップ
小 さいト ランザクションの高 速 化
並 列 性 レベルの向 上
コミット 数 の削 減
大 きなト ランザクションの小 さなト ランザクションへの分 割
キューのパフォーマンスのチューニング
キュー競 合 の低 減
サブキューのインデックス作 成 のチューニング
ハッシュベースの水 平 分 割 レプリケーションのチューニング

361
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362
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付 録 A：ピアト ゥピアの説 明 図
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付 録 B： SharePlex 変 数
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このガイド について
このマニュアルには以下の手順が説明されています。
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

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

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 をインスト ールして初期セット アップを実行する手順については、『SharePlex インストールガイド 』を
参照してください。
SharePlex 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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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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1

SharePlex の概要
SharePlex では、異種データベース環境のさまざまなト ポロジ構成をサポート する、高速なログベースの複製が可能で
す。この章では、SharePlex での複製の仕組みについて説明します。SharePlex での複製に関連する概念と、
SharePlex の機能の概要を説明します。

コンテンツ
SharePlex の利点
ソースおよびターゲット データについて
SharePlex アーキテクチャについて
SharePlex キュー
SharePlex プロセス
SharePlex がどのようにデータを複製するか
sp_cop について
sp_ctrl について
同期の概念について
同期されたテーブルの特性
隠れた非同期状態
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。
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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
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
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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。

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。

ソースおよびターゲット データについて
SharePlex の複製は、 ソースとターゲット という概念に基づいています。
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l

l

ソースデータは、複製されるプライマリデータです。このデータはソースシステム上に存在します。
ターゲット データは、プライマリデータの完全コピーまたはサブセット のコピーです。このデータは、 ターゲットシステム
上に存在します。複製の目的は、ソースデータとターゲット データの同期を保つ、すなわち同期状態 にすることで
す。これは、ソースデータの状態が、ターゲット データによって正確に反映され、実行されるすべての変換と複製ス
ト リーム内のすべてのタイムラグが調整されることを意味します。

ソースデータが変更されると同時に、SharePlex はそれらの変更をターゲット システムに継続的に複製します。ターゲット
データは、データベース内のテーブル、JMS キューまたは Kafka ト ピック内のメッセージ、または他のソフト ウェアプログラム
で使用できるファイル内の XML または SQL レコード のいずれかの SharePlex でサポート されているターゲット タイプの形
式を取ることができます。
直接設定またはカスケード 設定では、データを 1 つのソースから複数のターゲット に複製すること、および複数のソースから
1 つのターゲット に複製することができます。

SharePlex アーキテクチャについて
このト ピックでは、SharePlex の複製の基本コンポーネント について説明します。
注： このト ピックでは、SharePlex のデフォルト 設定について説明します。データスト リームの分離やパフォーマンスの向上
のために、キューとプロセスを追加するように SharePlex 設定をカスタマイズできます。

SharePlex キュー
複製されたデータは、ソースシステムからターゲット システムに転送されるときにキューに格納されます。キューは、「チェック
ポイント リカバリシステム」の一部であり、安全な「非同期」データ転送を促進します。データは、生成された順にキューを
通して送信されます。
データは 1 つのキューから次のキューへ書き込まれるまで「read-release( 削除) 」されません。ネット ワーク、システム、ま
たはデータベースの速度低下や障害が発生したり、複製プロセスが停止したりすると、データはソースおよびターゲット シス
テムのキューに蓄積されます。問題または停止が解決されると、SharePlex は停止した時点から処理を再開します。
SharePlex の複製では、次のキューを使用します。
l

l

l

capture キュー：capture キューは、ソースシステム上に存在し、SharePlex でさらに処理するためキャプチャした
データを格納します。複製されるデータソースごとに 1 つの capture キューがあります。capture キューは
datasource で識別されます( 例：o.oraA) 。
export キュー：export キューはソースシステムに存在します。SharePlex で処理されたデータを保持し、ターゲット
システムに転送する準備ができています。export キューの数は、アクティブ設定またはターゲット システムの数に関
係なく、デフォルト で 1 つです。デフォルト の export キューは、キューが存在するソースシステムの名前で識別され
ます( 例：SysA) 。さらに named export queues を作成するように SharePlex に指示することで、より複雑な複
製方法が可能です。詳細については、を参照してください。
post キュー：post キューはターゲット システムに存在します。このキューは、ターゲット に書き込む準備ができている
データを保持します。各ターゲット システムにおいて、データソースとターゲット 間の複製スト リームに対して、1 つの
post キューがあります。たとえば、OraA と OraB が両方 OraC に複製している場合、2 つの post キューがありま
す。デフォルト の post キューは、ソースシステムと、データソースおよびターゲット の名前で識別されます
( 例：SysA (o.oraA-o.oraB)) 。さらに名前付き post キューを作成するように SharePlex に指示することで、より
複雑な複製方法が可能です。詳細については、を参照してください。

注： すべての SharePlex キューファイルは SharePlex 変数データディレクト リの rim サブディレクト リに作成され、保
守されます。
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SharePlex プロセス
SharePlex は、主要 SharePlex プロセス、sp_cop によって開始される一連の複製プロセスを通じてデータを複製し
ます。
l

l

l

l

Capture プロセス：Capture プロセスは、SharePlex による複製用に設定されたオブジェクト への変更を、ソース
システムのト ランザクションログまたはアーカイブログで読み取ります。Capture プロセスは、データを capture キュー
に書き込み、Read プロセスの準備ができるまでキューで蓄積します。複製する各 datasource に対して個別の
Capture プロセスがあり、それぞれ同時に独立して機能します。Capture プロセスの名前は sp_ocap( Oracle
Capture) です。
Read プロセス：Read プロセスは、ソースシステムで動作し、capture キューからのデータを読み取り、データに
ルーティング情報を追加します。データを処理した後、Read プロセスは、それを Export キューに送信します。
Read プロセスの名前は sp_ordr( Oracle Reader) です。
Export プロセス：Export プロセスはソースシステムで動作し、データを export キューから読み取り、ネット ワークを
通してターゲット システムに送信します。デフォルト により、ソースシステムにはそのターゲット システムそれぞれに対
して 1 つの Export プロセスがあります。たとえば、2 つのターゲット システムがある場合、2 つの Export プロセスが
あります。各 Export プロセスでは、ソースシステムからターゲット システムに複製されるすべてのデータの伝送が制
御されます。Export プロセスは Export/Import の転送ペアの前者であり、TCP/IP ネット ワーク上でデータをシステ
ム間で移動します。Export プロセスの名前は sp_xport です。
Import プロセス：Import プロセスは、Export/Import の転送ペアの後半です。ターゲット システム上で動作し、
データを受信し post キューを構築します。Export プロセスごとに 1 つの Import プロセスがあります。たとえば、2 つ
のソースシステム( それぞれが Export プロセスを含む) がターゲット システムにデータを複製する場合、ターゲット に
は 2 つの Import プロセスがあります。Import プロセスの名前は sp_mport です。
注： 同じシステム上の Oracle インスタンス間でデータを複製することができます。この場合、Export およ
び Import プロセスは作成されません。Read プロセスはデータを直接システムの post キューに置きます。

l

Post プロセス：Post プロセスは、ターゲット システム上で動作し、post キューを読み取り、複製された操作を
ターゲット に適用します。ターゲット システム上の post キューごとに Post プロセスがあります。複数の Post プ
ロセスが、1 つのシステム上で同時に動作できます。Post プロセスは、Oracle データベースに post するように
設定されている場合は sp_opst_mt で、オープンターゲット のターゲット に post するように設定されている場合
は sp_xpst です。
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SharePlex によるすべてのデータの通信と移動は、非同期スト リームプロト コル、大規模なデータ転送に効率的な
TCP/IP 接続を使用した、内部メッセージおよび転送システムによって取り扱われています。この方法は通信の帯域幅を
節約すると共に、最適なパフォーマンス、信頼性、再起動の機能を保証します。SharePlex は WAN 環境を含む、いか
なる TCP/IP ネット ワーク上でも複製できます。
SharePlex プロセスは、ネット ワーク障害から回復します。ネット ワークが使用不可能の場合、データはソースシステムに
キューされます。SharePlex はネット ワークが再度使用可能になった時点でそれを検知し、転送を再開します。

SharePlex がどのようにデータを複製するか
SharePlex は、redo ログのブロックを読み取り、設定ファイルで指定されたオブジェクト に対するト ランザクションの変更を
複製します。設定ファイルでは、複製するデータとそのデータが適用されるターゲット を指定します。設定のアクティベート
時に、SharePlex はソースデータへの「変更」のみを複製するので、迅速で信頼性のある複製ソリューションを提供しま
す。設定ファイルの詳細については、次を参照してください。
SharePlex は操作について持っている情報から、1 つまたは複数の「メッセージ」を作成し、Capture プロセスから Read
プロセスに、そして Read プロセスから複製スト リーム内の他のすべての複製プロセスに送信します。メッセージは、SQL
操作または SharePlex 内部操作を反映することがありますが、ほとんどの場合、INSERT、UPDATE、DELETE、
COMMIT、TRUNCATE またはサポート された DDL 操作を含みます。
メッセージにはサイズの制限があるため、LONG または LOB 列にあるような大規模な操作は複数のメッセージが必要で
ある場合があります。小さなレコード の配列の INSERT など、他の操作には逆効果になります。膨大な数の操作に対し
て 1 つのレコード しかない可能性があるためです。たとえば、70,000 行の配列の INSERT について、データによってわずか
700 個のメッセージがある場合があります。
一般的に、LONG と BLOB に対する多数の変更を複製しない限り、「プロセスまたはキューのステータス出力に表示され
るメッセージ数は、ほぼ SQL 操作の数に相当する」と想定できます。
Post プロセスは、post キューからメッセージを読み取り、複製されたデータ変更をターゲット に適用します。データベース
ターゲット の場合、Post はデータを適用する SQL 文を構築します。非データベースターゲット の場合、Post は、JMS
キューなど、ターゲット が必要とする形式でデータレコード を出力します。
次に、SharePlex がターゲット システムで SQL 文を構築するデフォルト の方法について説明します。
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l

l

l

l

もし変更が INSERT の場合は、SharePlex は行中の全列を使用して INSERT 文を構築します。
もし変更が DELETE の場合は、SharePlex は正しい行を見つけるためにキーのみを使用して WHERE 句を構
築します。テーブルにキーがない場合、SharePlex は LONG 列と LOB 列以外のすべての列の値を使用してキー
をシミュレート します。設定ファイルを作成するときに、キーとして使用する列を指定できます。
変更が UPDATE の場合、SharePlex は正しい行を見つけるために、キーと「変更された」列の値を使用して
WHERE 句を構築します。変更をデータベースに適用する前に、Post プロセスはソース列の値の「プリイメージ」
をターゲット 列の「既存の」値と比較します。プリイメージ( 前イメージとも呼ばれます) とは、それぞれ変更された列
の、UPDATE 前の値を指します。プリイメージの値と既存ターゲット の値が一致した場合は、同期されている状
態が確認できるので、Post が変更を適用します。もし一致しない場合は、Post が操作をエラーファイルにログ
し、SharePlex が「out-of-sync」エラーを返します。
変更が、ソースマシンで複数行に影響する UPDATE 文または DELETE 文であった場合、SharePlex はター
ゲット に複数の文を発行し、作業を完了させます。たとえば UPDATE tableA set name = ‘Lisa’ where
rownum < 101 という文は、ソースで 1 つの文のみが発行された場合でも、実際に 100 個の UPDATE 文を
ターゲット に送信します。

sp_cop について
sp_cop プログラムは、SharePlex 複製プロセス( Capture、Read、Export、Import、Post) と SharePlex のキューを調
整するほか、特定のタスクを実行するその他すべてのバックグラウンド プロセスを開始します。また、複製ネット ワーク内の
他のシステムとの通信を維持します。一般に、起動と停止を行う以外、ユーザーが sp_cop を操作することはほとんどあり
ません。起動後は、sp_cop はバックグラウンド で稼働します。
l

SharePlex 管理者( SharePlex Admin グループのメンバ) のみが sp_cop を起動または停止できます。

l

sp_cop は、複製に関与するすべてのソースおよびターゲット システム上で起動する必要があります。

l

l

すべての SharePlex プロセスがいつでも処理ト ランザクションを開始できるように、ソースシステム上のデータに
ユーザーがアクセスする前、またはアクセスしたら直ちに sp_cop を開始してください。これで、Capture をソース
データの変更に合わせることができます。
Capture がソースト ランザクションの生成速度から遅れをとると、Capture が読み取りを終了する前に、REDO ロ
グがラップする場合があります。ログラップは、オンラインの Oracle REDO ログのサイズと数が最大値に達し、
Oracle が新しいログを既存のログに上書きし始めたときに発生します。ログラップ前に変更をキャプチャしきれなけ
れば、SharePlex はアーカイブログを読み取りますが、それまでの間にソースデータとターゲット データの間に許容
範囲を超える遅延が生じる可能性があります。このようなケースでは、データを再同期した方が現実的です。

複製プロセスの詳細については、「SharePlex アーキテクチャについて」を参照してください。

sp_ctrl について
sp_ctrl を使用して、SharePlex のアクティビティを開始、停止、設定、制御、監視するすべてのコマンド を発行します。
sp_ctrl プログラムは sp_cnc( コマンド および制御) プロセスと内部で対話します。このプロセスは sp_cop の子プロセス
で、コマンド を実行します。ユーザーが sp_cnc 自体と対話することはありません。
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同期の概念について
同期の概念は、主にテーブル間複製に適用されます。テーブル間複製では、Post は整合性チェックを実行して、ターゲッ
ト の 1 行だけが複製対象の行変更と一致するようにします。同期はファイル、JMS、Kafka、および変更履歴ターゲット に
は適用されません。これらには Post によって複製された操作ごとのレコード が含まれますが、時間の経過によって同一にな
ることがあります。Post プロセスはこれらのターゲット に対して整合性チェックを実行しません。

同期されたテーブルの特性
同期されたソースおよびターゲット テーブルの基本的な特性は、次のとおりです( ト ランスフォーメーション機能が使われて
いない場合のみ) 。
l

行がソースデータベースに存在する場合、その行はターゲット に存在します。

l

ソースおよびターゲット テーブルで対応する列は、構造とデータ型が同じです。

l

対応する行のデータの値は、キーの値を含めて同一です。

データの整合性を確認するのは、Post プロセスの役目です。Post は WHERE 句を適用して、キーの値と処理する SQL
操作の前の値を比較します。Post は次のロジックを使用して、ソーステーブルとターゲット テーブルの同期を検証します。
l

Post が複製された INSERT を適用したときに、同じキーを持つ行がすでにターゲット に存在します。Post は、以
下のロジックを適用します。
o

ターゲット 行のすべての現在の値が INSERT の値と同じ場合、Post は行が同期されているとみなし、こ
の操作を破棄します。

o

いずれかの値が INSERT の値と異なる場合、Post はこれを非同期状態とみなします。
注： Post が INSERT を post するときに非キー値を考慮しないように設定できます。『 SharePlex リファレ
ンスガイド 』の SP_OPO_SUPPRESSED_OOS パラメータの説明を参照してください。

l

Post が複製された UPDATE を適用したときに、UPDATE とキー値が同じ行がターゲット に見つからないか、正し
い行が見つかったが行の値が UPDATE の前の値と一致しません。Post は、以下のロジックを適用します。
o

ターゲット 行の現在の値が UPDATE の後の値と一致する場合、Post は行が同期されているとみなし、こ
の操作を破棄します。

o

ターゲット 行の値が UPDATE の前または後の値と一致しない場合、Post はこれを非同期状態とみな
します。
注： ターゲット 行の現在の値が UPDATE の後の値と一致する場合に非同期メッセージを返すように
Post を設定できます。『 SharePlex リファレンスガイド 』の SP_OPO_SUPPRESSED_OOS パラメータの
説明を参照してください。

l

ソースデータに対して DELETE が実行されたが、Post がキーを使用してターゲット 行を見つけられません。Post
は、DELETE 文を作成するときに、キー値のみを WHERE 句に含めます。行がターゲット に存在しない場合、
Post はこの操作を破棄します。

隠れた非同期状態
Post は現在の SQL 操作によって変更されている行の整合性のみを確認します。そのテーブルのその他の行や、その他
のテーブルがターゲット データベースで非同期状態であるかどうかは確認しません。隠れた非同期状態は、変更が最終
的に SharePlex によってそのデータに加えられるときや、そのデータの使用時に不一致が検出されたときなど、かなり後に
ならないと明らかにならない可能性があります。
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検出可能な非同期状態の例
あるユーザーがターゲット にログインし、ターゲット テーブルの COLOR 列の 1 行目を「blue」から「red」に変更した
とします。次に、ソースシステムのアプリケーションユーザーがソーステーブルに同じ変更を行い、SharePlex がそれ
をターゲット に複製します。Post によって使用される WHERE 句で、ターゲット テーブルのプリイメージは「blue」で
すが、ターゲット 行の現在の値は「red」です。Post は非同期状態を警告する非同期エラーを生成します。
隠れた非同期状態の例
あるユーザーがターゲット にログインし、ターゲット テーブルの COLOR 列の 2 行目を「blue」から「red」に変更した
が、その変更をソーステーブルに行わなかったため、複製されなかったとします。2 つのテーブルは非同期状態にあり
ますが、Post による処理がないため、前例にあったようなエラーメッセージはありません。たとえ、この行の他の列
( SIZE、WEIGHT) にどのような変更があっても、誰かがソーステーブルの COLOR 列を更新するまで、COLOR
列の非同期状態が維持され、ターゲット 上のユーザーは不正確な情報を持つこととなります。ソース上での変更
が複製される時点で Post によってプリイメージが比較され、初めてエラーメッセージが表示されます。
ほとんどの場合、非同期データの原因は複製時の誤った処理ではなく、ターゲット で適用される DML や不完全なバック
アップの復元です。また、Post によって適用されるまで非同期状態が長期間検出されず、最終的にデータに影響してエ
ラーが返される場合もあります。非同期の状態の解決は時間がかかり、ユーザー活動にも悪影響を及ぼします。複製が
開始されたら、次の操作を行うことを推奨します。
l

l

ターゲット テーブルへの書き込みアクセスを防止して、DML と DDL が適用されないようにします。
compare コマンド を使用してソースとターゲット のデータを定期的に比較し、同期を確認して隠れた非同期状
態を検出します。

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。

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
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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。
図 1: 一目でわかる SharePlex の複製方法
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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。
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 の実行
この章には、UNIX、Linux、および Windows で SharePlex を実行する手順が記載されています。

コンテンツ
Unix および Linux での SharePlex の実行
Unix および Linux での起動シーケンス
Unix および Linux での SharePlex の起動
Unix および Linux での SharePlex プロセスの特定
Unix および Linux での SharePlex の停止
Unix および Linux でのシャット ダウンの考慮事項
Windows での SharePlex の実行
Windows での起動シーケンス
Windows での SharePlex の起動および停止
Windows での SharePlex 起動ステータスの設定
Windows での SharePlex プロセスの優先順位の設定
Windows での SharePlex プロセスの特定
Windows でのシャット ダウンの考慮事項

Unix および Linux での SharePlex の実行
Unix および Linux システムでは、sp_cop プログラムを実行することで SharePlex を起動します。ユーザーが設定をアク
ティベート してから、sp_cop が必要な複製子プロセスを同じシステム上で開始します。起動した sp_cop のインスタンス
は、それぞれが親プロセスとなって、一連の複製子プロセスを生成します。sp_cop プロセスは、複製設定の一部である
各システムで開始する必要があります。
sp_cop は、次の 2 つの方法の 1 つで開始できます。
l

オペレーティングシステムのコマンド ラインから開始します。

l

スタート アップファイルに組み込んでシステム起動時に開始します。

重要：korn( ksh) または C シェル( csh) のどちらかから SharePlex を実行します。
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l

l

バックグラウンド プロセスを処理する方法が SharePlex と互換性がないので、Bourne シェル( sh) は使用しない
でください。Bourne シェルを使用する必要がある場合は、ksh または csh へシェルを切り換えて SharePlex を実
行し、その後そのシェルを終了して Bourne シェルへ戻ります。
ウィンド ウエミュレータの Exceed X を使用している場合は、デフォルト シェルの POSIX から ksh シェルに切り替
え、ksh シェル以外からは sp_cop を実行しないようにしてください。

Unix および Linux での起動シーケンス
複製に関与するシステムを起動するときは、以下の順序でコンポーネント を起動してください。
1. システムを起動します。
2. ソースとターゲット のデータベースを起動します。
3. SharePlex を起動します。
4. sp_ctrl を起動します。
5. sp_ctrl で lstatus コマンド を発行して、SharePlex プロセスが開始されたことを確認します。
sp_ctrl> lstatus
6. ユーザーのシステム利用を許可します。

Unix および Linux での SharePlex の起動
SharePlex を起動するには、SharePlex 管理者としてシステムにログオンする必要があります。ユーザー名は、
/etc/group ファイルの SharePlex admin グループに割り当てられている必要があります。ユーザー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。
表 1: SharePlex の起動構文
メソッド

起動構文

ルート から、フルパス指定

$ /productdir/bin/sp_cop [-uidentifier] [-s] &

製品ディレクト リへの CD

$ cd /productdir/bin
$ ./sp_cop [-uidentifier] [-s] &

スタート アップスクリプト から

#!/bin/ksh
cd productdir\bin
nohup sp_cop [-uidentifier] [-s] &

表 2: SharePlex の起動構文の説明
引数

説明

&

SharePlex をバックグラウンド で実行します。

nohup

現在のユーザーがログアウト した後で、SharePlex の起動をバックグラウンド で続行する
ように指示します。
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引数

説明

-s

SharePlex 複製プロセス( Capture、Read、Export、Import、Post) を開始せずに、sp_
cop を開始します。-s を指定しなければ、アクティブな設定が存在する場合、複製プロ
セスが自動的に開始されます。
sp_cop を -s オプション付きで開始した後で複製プロセスを開始するには、startup コマ
ンド を使用します。startup コマンド は、すべてのプロセスを一度に開始します。sp_cop
を -s 付きで開始した後で、プロセスを個別に開始することはできません。個別のプロセス
を停止する必要がある場合は、stop コマンド を使用します。これらのコマンド 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。

-uidentifier

sp_cop を固有の識別子を指定して開始します。このオプションを使用するのは、システ
ムで実行中の sp_cop インスタンスが複数存在する場合です。これは、一部の
SharePlex 設定で必要です。詳細については、次を参照：39 ページの 「複数の
SharePlex インスタンスの実行」。
identifier の例は、次のとおりです。
l

SharePlex のポート 番号( -u2100 など)

l

複製の対象であるデータベースの識別子( -uora10a など)

l

説明的な識別子( -utest など)

Unix および Linux での SharePlex プロセスの特定
sp_cop セッションにはそれぞれプロセス ID 番号が与えられます。起動後に ID が返されて、コマンド プロンプト が再表示
されます。前の sp_cop セッションでアクティベート されている設定がある場合は、複製が直ちに実行されます。アクティブ
な設定がない場合、sp_cop はバックグラウンド で受動的に稼働します。
UNIX および Linux システムでは、ps -ef | grep sp_ コマンド を使用して、実行中の SharePlex プロセスを表示
できます。
l

sp_cop プロセスは root プロセスです。

l

以下の子プロセスは、ソースシステム上の sp_cop によって生成されます。

l

o

Command および Control プロセス( sp_cnc)

o

Capture( sp_ocap)

o

Read( sp_ordr)

o

Export (sp_xport)

以下の子プロセスは、ターゲット システム上の sp_cop によって生成されます。
1. Command および Control プロセス( sp_cnc)
2. Import (sp_mport)
3. Post( データベースが Oracle の場合は sp_opst_mt、データベースがオープンターゲット の場合は
sp_xpst)

それぞれの子プロセスの -uidentifier は、親の sp_cop プロセスと同じです。このため、sp_cop の複数のセッションが実
行されているときに、関連するプロセスを簡単に識別できます。
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Unix および Linux での SharePlex の停止
SharePlex を停止するには、sp_ctrl で shutdown コマンド を発行します。これは正常なシャット ダウンであり、各プロセ
スの状態の保存、チェックポイント のディスクへの実行、バッファ内のデータの read/release、子プロセスの削除が行われま
す。キューの中のデータはその場に安全にとどまり、sp_cop を再び起動したときは、処理の準備が整っています。
SharePlex が大量のデータを処理していると、シャット ダウンプロセスに時間がかかります。
必要な場合は、shutdown コマンド と一緒に force オプションを使用して、強制的に複製をシャット ダウンできます。これ
によって sp_cop は即座に終了し、通常のシャット ダウン手順は省略されます。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。

Unix および Linux でのシャット ダウンの考慮事項
ト ランザクションアクティビティがある状態でも、SharePlex を短時間で安全にシャット ダウンできます。次に SharePlex を
起動すると、複製は REDO ログまたはアーカイブログの正しい位置で適宜再開されます。ただし、ト ランザクションアクティ
ビティがある間は SharePlex を実行したままにすることがベスト プラクティスです。そうしないと、SharePlex を再起動したと
きに大量の redo バックログの処理が必要になる可能性があり、ソースデータとターゲット データの間に遅延が生じます。
redo ログがラップし、アーカイブログにアクセスできない場合は、ソースデータとターゲット データを再同期するしかありませ
ん。redo の生成中に SharePlex を停止する場合は、この可能性を考慮してください。
注： SharePlex とデータベースの両方をシャット ダウンする場合は、SharePlex を先にシャット ダウンしてくださ
い。先にデータベースをシャット ダウンすると、SharePlex はデータベースに障害が発生したと解釈し、警告メッ
セージを生成します。
SharePlex を停止する代わりに、sp_ctrl の stop コマンド を使用して、個々の SharePlex 複製プロセスを適宜停止で
きます。このコマンド の詳細については、『リファレンスガイド 』を参照してください。

Windows での SharePlex の実行
Windows では、SharePlex は SharePlex port# という名前のサービスとして実行されます。ここで、port# は SharePlex
の特定のインスタンスによって使用されるポート 番号です。このサービスは、SharePlex のインスト ール時にインスト ールす
ることも、後で SharePlex SpUtils プログラムを実行してインスト ールすることもできます。SpUtils 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。
注： sp_cop を Windows プラット フォームで開始または停止するようにド キュメント やその他の手順で指示されて
いる場合、SharePlex サービスを起動または停止することを意味します。

Windows での起動シーケンス
複製に関与するシステムを起動するときは、以下の順序でコンポーネント を起動してください。
1. システムを起動します。
2. ソースとターゲット のデータベースを起動します。
3. Windows の管理ツール( コント ロールパネル) で NuTCRACKER サービスを起動します。これで、MKS Toolkit®
運用環境が起動します。SharePlex を実行するには、この環境が動作している必要があります。MKS Toolkit の
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。
4. SharePlex port# サービスを起動します。詳細については、次を参照：36 ページの 「Windows での
SharePlex の起動および停止」。
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5. SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから sp_ctrl を開始します。
6. sp_ctrl で lstatus コマンド を発行して、SharePlex プロセスが開始されたことを確認します。
sp_ctrl> lstatus

Windows での SharePlex の起動および停止
Windows で SharePlex を起動または停止する唯一の方法は、SharePlex サービスを起動または停止することです。こ
のサービスを制御するには、SpUtils ユーティリティまたは Windows の管理ツール( コント ロールパネル) を使用します。
注： SharePlex サービスを起動すると、SharePlex 複製プロセス( Capture、Read、Export、Import、および
Post) が自動的に開始されます。サービスの起動時にこれらのプロセスを開始したくない場合は、SharePlex サー
ビスをシャット ダウンする前に sp_ctrl で stop コマンド を使用して停止する必要があります。開始したいプロセスご
とに start コマンド を発行しない限り、これらのプロセスは停止したままになります。

SharePlex サービスを SpUtils で制 御 するには
SpUtils を使用して、SharePlex サービスのインスト ール、起動、停止、およびステータスチェックを実行します。
1. Windows に SharePlex Administrator としてログオンします。ユーザー名は、SharePlex admin グループに割り
当てられている必要があります。詳細については、次を参照：235 ページの 「セキュリティグループへの SharePlex
ユーザーの割り当て」。
2. Windows サービスを表示して、NuTCRACKER サービスが実行中であることを確認します。必要に応じて、起
動します。
3. デスクト ップのショート カット または プログラム メニューから SpUtils ユーティリティを実行します。
4. ユーティリティの SharePlex Services タブをクリックします。
5. 制御する SharePlex インスタンスのポート 番号を選択します。
6. 次のうちのいずれか 1 つを実行します。
l

l

l

Install をクリックして、サービスをインスト ールします。Install が表示されない場合、サービスは存在して
います。
Start をクリックして、サービスを起動します。Current State にサービスが実行中であると表示されていれ
ば、ユーティリティを閉じることができます。Start が表示されない場合、サービスはすでに実行中である
か、インスト ールされていません。
Stop をクリックして、サービスを停止します。Stop が表示されない場合、サービスはすでに停止している
か、インスト ールされていません。

注：sp_ctrl で shutdown コマンド を使用して、SharePlex サービスを停止することもできます。

SharePlex サービスを Windows から制 御 するには
SharePlex サービスは、SharePlex port# という名前のエント リとして、管理ツール コント ロールパネルの サービス コンソー
ルに表示されます。サービス名を右クリックして、サービスを開始または停止します。

Windows での SharePlex 起動ステータスの設定
SharePlex の起動のタイミングを変更できます。デフォルト ( Automatic) では、サービスはシステムの起動時に起動しま
す。この作業を実行するには、必要に応じて、システム管理者にご相談ください。
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1. 管理ツール コント ロールパネルの サービス コンソールを開きます。
2. SharePlex サービス名を右クリックして、プロパティ をクリックします。
3. スタート アップの種類 リスト から、必要なスタート アップオプションを選択します。サポート が必要であれば、このダイ
アログの ヘルプ リンクをクリックします。

Windows での SharePlex プロセスの優先順位の
設定
重要! Windows 標準のタスクマネージャを使用して、SharePlex プロセスの優先順位を設定しないでください。
Windows システムでは、NuTCRACKER 運用環境が SharePlex プロセスを制御します。SpUtils ユーティリティには、プ
ロセスの優先順位の設定に必要な管理者特権で Windows のタスクマネージャを実行できるオプションがあります。この
手順は、SharePlex 管理者が実行する必要があります。システム管理者に確認して、システムで実行中のあらゆるソフ
ト ウェアの要件に基づいた適切な値を選択します。

SharePlex の優 先 順 位 を設 定 するには
1. SpUtils を実行します。
2. TaskMgr タブを選択します。
3. 優先度を設定する SharePlex インスタンスを右クリックします。
4. Set Priority を選択して、必要な優先度レベルを選択します。

Windows での SharePlex プロセスの特定
Windows タスク マネージャでは、SharePlex は、SharePlex sp_cop プロセスを表す Sp_Copsrv.exe として表示さ
れます。親にあたる Sp_Copsrv.exe サービスは、オペレーティングシステムが制御します。親プロセスの Sp_
Copsrv.exe は、各複製プロセス( Capture、Read、Export、Import、Post、sp_ctrl など) につき、子プロセスの Sp_
Copsrv.exe を 1 つずつ生成します。
デフォルト キューを介して 1 つのターゲット システムに複製を行う標準的な一方向の設定では、Windows システム上に以
下のプロセスがあります。
ソースシステム側：
l

1 つの Sp_Copsrv.exe 親プロセス

l

1 つの Sp_Ocap ( Capture) プロセスと 1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス

l

1 つの Sp_Ordr( Read) プロセスと1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス

l

1 つの Sp_Xport( Export) プロセスと1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス

l

他にも sp_ctrl などの SharePlex プロセスが実行されている場合は、そのプロセスごとに Sp_Copsrv.exe
プロセスが追加されます。

ターゲット システム側：
l

1 つの Sp_Copsrv.exe 親プロセス

l

1 つの Sp_Mport( Import) プロセスと 1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス

l

1 つの Sp_Opst_Mt( Oracle Post) または Sp_Xpst( オープンターゲット Post) プロセスと 1 つの Sp_
Copsrv.exe 子プロセス
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l

他にも sp_ctrl などの SharePlex プロセスが実行されている場合は、そのプロセスごとに Sp_Copsrv.exe
プロセスが追加されます。

アクティブな複製設定がない場合は、サービスを開始したときに SharePlex プロセスは開始されず、親の Sp_
Copsrv.exe のみが実行されます。
Windows タスクマネージャで親 Sp_Copsrv.exe プロセスを特定するには、使用しているメモリ量が最も大きいプロセスを
探します。子 Sp_Copsrv.exe プロセスが消費するメモリは、親プロセスよりも少なくなります。
ある子 Sp_Copsrv.exe プロセスと関連付けられている複製プロセスを特定するには、その複製プロセスがいつ起動した
かを示すメッセージを SharePlex Event ログで調べます。このエント リには、そのプロセスの PID と、関連付けられている
Sp_copsvr.exe プロセスの PID が記載されています。

Windows でのシャット ダウンの考慮事項
ト ランザクションアクティビティがある状態でも、SharePlex を短時間で安全にシャット ダウンできます。次に SharePlex を
起動すると、複製は REDO ログまたはアーカイブログの正しい位置で適宜再開されます。ただし、ト ランザクションアクティ
ビティがある間は SharePlex を実行したままにすることがベスト プラクティスです。そうしないと、SharePlex を再起動したと
きに大量の redo バックログの処理が必要になる可能性があり、ソースデータとターゲット データの間に遅延が生じます。
redo ログがラップし、アーカイブログにアクセスできない場合は、ソースデータとターゲット データを再同期するしかありませ
ん。redo の生成中に SharePlex を停止する場合は、この可能性を考慮してください。
注： SharePlex とデータベースの両方をシャット ダウンする場合は、SharePlex を先にシャット ダウンしてくださ
い。先にデータベースをシャット ダウンすると、SharePlex はデータベースに障害が発生したと解釈し、警告メッ
セージを生成します。
SharePlex を停止する代わりに、sp_ctrl の stop コマンド を使用して、個々の SharePlex 複製プロセスを適宜停止で
きます。このコマンド の詳細については、『リファレンスガイド 』を参照してください。
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3

複数の SharePlex インスタンスの実行
この章では、単一のマシン上で複数の SharePlex インスタンスを設定して実行する方法を説明します。たとえば、複数の
ソースシステムから中央のターゲット システムに複製を行うように設定されている場合は、複数の sp_cop インスタンスを
実行して、複製スト リームを分けます。

コンテンツ
別個のインスト ールからの複数の SharePlex インスタンスの実行
1 つのインスト ールからの SharePlex の複数のインスタンスの実行

別個のインスト ールからの複数の
SharePlex インスタンスの実行
重要! このト ピックは、アクティブな設定がないことを前提としています。また、sp_cop の複数のインスタンスを複製環境の
初期セット アップの一部として設定していることを前提としています。
この方法では、バイナリと変数データディレクト リの間が 1 対 1 の関係となります。この手順では、自律型の複数の
SharePlex インスタンスを作成します。これらの間に共通するものはありません。それぞれの SharePlex インスタンスは個
別に起動、制御、保持します。特別なセット アップ要件はありません。
この方法には、以下のメリット があります。
l

l

l

プロセスを簡単に分離できます。正しいポート および変数データディレクト リを指し示すための環境変数を設定す
る必要がありません。
アップグレード またはその他のメンテナンスタスクは一度に 1 つの製品ディレクト リに対して実行できます。また、これ
らのタスクを実行しないこともできます。
1 つのシステム上で同じバージョンまたは異なるバージョンの SharePlex を実行できます。

デメリット は以下のとおりです。
l

それぞれのインスト ールを別個にインスト ールおよびアップグレード する必要があります。

l

製品ファイルを格納するためにより多くのディスクスペースが必要になります。
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l

環境変数を SharePlex コンポーネント にマップする必要があるスタート アップスクリプト 、シャット ダウンスクリプト 、
およびその他の場所で、それぞれのインスト ールに対して環境変数をマップする必要があります。

この設定で SharePlex の複数のインスタンスをセット アップするには、次の手順に従います。
l

それぞれを個別にインスト ールします。インスト ールごとに 1 つの製品ディレクト リと 1 つの変数データディレクト リが
存在する必要があります。

l

それぞれを異なる TCP/IP ポート 番号に対してインスト ールします。

l

重要! インスト ールごとに異なるデータベースアカウント を作成してください。

SharePlex をインスト ールする方法については、『SharePlex インスト ールガイド 』を参照してください。

1 つのインスト ールからの SharePlex の複
数のインスタンスの実行
重要! このト ピックでは、アクティブな設定がないことを前提としています。また、sp_cop の複数のインスタンスを複製環境
の初期セット アップの一部として設定していることを前提としています。
この方法では、バイナリのセット と複数の変数データディレクト リの関係が 1 対多となります。この設定では、複数の変数
データディレクト リを作成し、その各ディレクト リを、sp_cop の別個のインスタンスが実行される一意のポート 番号にリンク
します。この方法には、以下のメリット があります。
l

l

l

l

インスト ールおよびアップグレード する SharePlex のインスト ールが 1 つで済みます。1 つのインスト ールに対しての
みメンテナンス手順を実行します。
1 セット 分の SharePlex バイナリおよびインスト ールファイルのみを格納すれば済むため、ディスクスペースを節
約できます。
SharePlex 監視スクリプト のカスタマイズは、1 つの場所で 1 回行うだけで済みます。詳細については、次を参
照：265 ページの 「Unix での監視スクリプト の実行」。
スタート アップスクリプト およびシャット ダウンスクリプト は、1 つのバイナリセット に対して作成および実行すれば済
みます。

デメリット は以下のとおりです。
l

プロセスをそれぞれのインスタンスに指示する必要があります。インスタンスごとに環境変数を設定し、各インスタン
スの正しい識別子を使って sp_cop を開始する必要があります。さらに、コマンド を適切なインスタンスに送るため
に sp_ctrl でポート 接続を設定する必要があります。

l

アップグレード は、SharePlex のすべてのインスタンスに適用されます。

l

すべての sp_cop インスタンスが同じ SharePlex バージョンになります。

Unix と Linux で複 数 の sp_cop インスタンスを実 行 する方 法
同じ Unix または Linux マシンで複数の SharePlex のインスタンスを実行するには、sp_cop プログラムの複数のインスタ
ンスをそれぞれ異なるポート 番号で実行します。各 sp_cop を異なる変数データディレクト リにリンクします。各変数デー
タディレクト リは、その sp_cop のポート 番号で識別されます。ソースまたはターゲット データスト アへの接続情報は、sp_
cop の各インスタンスにリンクされます。

1.ポート 番 号 を割 り当 てる
sp_cop のそれぞれのインスタンスに一意のポート 番号を割り当てます。
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l

l

sp_cop のインスタンスごとに、TCP および UDP 通信用にそのインスタンスで使用されるポート 番号を 1 つ
取得します。
sp_cop の各インスタンスでは、設定しているインスタンスと同じ複製データスト リームを処理する sp_cop のリ
モート インスタンスに同じポート 番号を使用します。

sp_cop プロセスは TCP および UDP ポート のそれぞれのシステム上で ネット ワーク内の他のシステム上の
SharePlex プロセスからの通信、たとえば、コマンド または Export プロセスと Import プロセス間のやりとりなどを待ちま
す。ポート が異なっている場合、あるシステム上の sp_cop は、別のシステム上の sp_cop に接続してメッセージの送
信や受信ができません。

2.変 数 データディレクト リを作 成 する
sp_cop のインスタンスごとに、変数データディレクト リを作成し、それぞれを取得したポート 番号のいずれかに割り当てま
す。変数データディレクト リには、SharePlex インスタンスに一意の環境が格納されます。
1. 『SharePlex インスト ールガイド 』の説明に従って SharePlex をインスト ールします。インスト ールの最後には、1
つの製品ディレクト リ、ポート 番号と関連付けられた 1 つの変数データディレクト リ、および 1 つのデータベースアカ
ウント が作成されていることになります。これが、SharePlex の基本インスタンスです。
2. root ユーザーとしてログインします。
3. sp_cop をシャット ダウンします( 実行されている場合) 。
4. 元の変数データディレクト リを( サブディレクト リとともに) 、実行する sp_cop の各インスタンスの新しい変数データ
ディレクト リにコピーします。以下の例に示すように、それぞれの名前にポート 番号を含めます。
cp -p -r /splex/vardir/splex2100 /splex/vardir/splex2101
cp -p -r /splex/vardir/splex2100 /splex/vardir/splex2102

3.SharePlex 環 境 でポート 番 号 を定 義 する
作成した変数データディレクト リごとに、この手順を実行して、SharePlex のこのインスタンス用に予約したポート 番号を
設定します。
1. SP_SYS_VARDIR 変数をエクスポート して、新しい変数データディレクト リの 1 つを指し示します( たとえば、前の
例の splex2101) 。
ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=/full_path_of_variable-data_directory
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
2. SP_COP_TPORT 変数と SP_COP_UPORT 変数をエクスポート して、エクスポート した変数データディレクト リの
ポート 番号を指し示します。
ksh シェルの場合：
export SP_COP_TPORT=port
export SP_COP_UPORT=port
csh シェルの場合：
setenv SP_COP_TPORT port
setenv SP_COP_UPORT port

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複数の SharePlex インスタンスの実行

41

3. -u オプションを指定して sp_cop を開始します。ここで、port は、エクスポート した変数データディレクト リに割り当
てられているポート 番号です。( -u とポート 番号の間にはスペースを挿入しません) 。
$ /productdir/bin/sp_cop -uport&
4. 以下のコマンド を発行して、エクスポート した変数データディレクト リのポート 番号を設定します。
sp_ctrl> set param SP_COP_TPORT port
sp_ctrl> set param SP_COP_UPORT port
5. sp_cop をシャット ダウンします。
6. エクスポート した変数データディレクト リの rim サブディレクト リで、shstinfo.ipc および shmaddr.loc ファイル
を削除します( この変数データディレクト リに対して sp_cop を開始したことがない場合、これらのファイルは存在
しないことがあります) 。
7. 変数データディレクト リごとに、手順 1 からこの手順を繰り返します。

4.ソースまたはターゲット データスト アへの接 続 を確 立 する
sp_cop インスタンスごとに、SharePlex がこの SharePlex インスタンスのソースまたはターゲット データにアクセスするた
めの接続を確立します。
1. SP_SYS_VARDIR 変数をエクスポート して、新しい変数データディレクト リの 1 つを指し示します( たとえば、例の
splex2101) 。
ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=/full_path_of_variable-data_directory
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
2. データベースの適切なデータベースセット アップユーティリティを実行します。詳細については、『 SharePlex リファレ
ンスガイド 』の「ユーティリティ」セクションを参照してください。
3. 変数データディレクト リごとに、これらの手順を繰り返します。

5.sp_cop インスタンスを開 始 する
これで、必要に応じて sp_cop と sp_ctrl の別個のインスタンスを実行できます。
1. SP_SYS_VARDIR 環境変数をエクスポート して、最初の sp_cop インスタンスの変数データディレクト リを指し
示します。
ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=/full_path_of_variable-data_directory
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
2. -u オプションを使用して sp_cop を開始します。ここで、port は、sp_cop インスタンスに割り当てられている
ポート です。
/splex/proddir/bin/sp_cop -u port &
3. sp_ctrl で、port コマンド を使用して、コマンド の対象の sp_cop インスタンスのポート 番号へのセッションを設
定します。
./sp_ctrl
port number
4. 実行する sp_cop の各インスタンスでこれらの手順を繰り返します。
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注： 以下のようなエラーメッセージが表示される場合は、他のユーザーによって開始された、同じポート 番号と変数データ
ディレクト リを使用する sp_cop のセッションがないかどうかを確認します。許容される場合は、そのセッションに関連するプ
ロセスを kill し、改めて sp_cop を開始します。
Error cleaning up previous shared memory segment ###.
Cannot delete because there are users attached.
Check if SharePlex processes are running and kill them if necessary.

Windows で複 数 の sp_cop インスタンスを実 行 する方 法
同じ Windows マシン上で SharePlex の複数のインスタンスを実行するには、インスタンスごとに SharePlex サービスをイ
ンスト ールおよび実行し、それぞれ異なるポート 番号および変数データディレクト リを割り当てます。

1.インスタンスをインスト ールする
1. 『SharePlex インスト ールガイド 』の説明に従ってソースシステムとターゲット システムに SharePlex をインスト ール
します。これで、SharePlex の初期インスタンスが作成されます。
2. 作成する SharePlex インスタンスごとにインスト ール手順を繰り返します。この際、以下のように異なる設定を
使用します。
l

各インスタンスに対して同じ製品ディレクト リを使用します。

l

インスタンスごとに異なる変数データディレクト リを選択または作成します。

l

l

l

インスタンスごとに異なるポート 番号を選択します。インスト ールプログラムは利用可能なポート を検出し
ますが、必要に応じて別のポート を優先することもできます。
ライセンスキーを求められた場合は、すべてのインスタンスに同じライセンスキーを使用します。毎回必ず
適切なポート を選択してください。
データベースセット アップを実行するときは、インスタンスの適切なポート 番号を使用し、データベースアカウ
ント ごとに異なる名前を使用します。

2.SharePlex インスタンスを開 始 する
SpUtils ユーティリティを使用してすべてのインスタンスを制御します。
1. SharePlex の管理者( spadmin グループのメンバ) として Windows にログオンします。
2. SpUtils ユーティリティを実行します。
3. SharePlex Services タブを選択します。
4. 開始する SharePlex のインスタンスのポート 番号を選択します。
5. SharePlex Service Status で、Start をクリックします。インスタンスのサービスが開始されます。
6. ［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、他の SharePlex インスタンスを
開始できます。
7. インスタンスの Sp_Ctrl を実行します。
8. Sp_Ctrl で、port コマンド を使用して、コマンド の対象の sp_cop インスタンスのポート 番号へのセッションを
設定します。
sp_ctrl > port number
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4

sp_ctrl でのコマンド の実行
この章では、sp_ctrl コマンド インターフェイスを使用して SharePlex を設定、制御、監視するコマンド を実行する手順に
ついて説明します。sp_ctrl プログラムは、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リにあります。
注： このト ピックに示されているコマンド 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。

コンテンツ
sp_ctrl の実行方法
sp_ctrl のデフォルト ポート の定義
sp_ctrl のデフォルト ホスト の定義
sp_ctrl のデフォルト エディタの設定
コマンド ガイド ライン
リモート システムでのコマンド 発行
クラスタ化システムでのコマンド 発行
Windows の出力へのスクロールバーの追加

sp_ctrl の実行方法
sp_ctrl は、SharePlex がインスト ールされているすべてのマシンで実行できます。sp_ctrl を実行するには、sp_cop プロ
グラムが実行されている必要があります。そうでない場合は、次のようなエラーメッセージが表示されます。
Your tcp port is not set properly or “sp_cop” is not running.

sp_ctrl の起動
sp_ctrl を実行するには、次の 2 つの方法があります。
l

オペレーティングシステムのコマンド シェルから、次のようなコマンド を 1 つ発行する。
$ /productdir/bin/sp_ctrl command [on host]
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l

sp_ctrl コマンド インターフェイスを実行し、次のような 1 つ以上のコマンド を発行する。
$ /productdir/bin/sp_ctrl
sp_ctrl>command [on host]

ここで、
l

productdir は SharePlex 製品( インスト ール) ディレクト リです。

l

command は SharePlex のコマンド です。

l

on host は、次の例に示すように、リモート マシン上の SharePlex を制御するためにローカルマシンでコマンド を発
行できるいずれかのコマンド オプションを表します( コマンド でサポート されている場合) 。
$ /productdir/bin/sp_ctrl status on host:port

Windows システムでは、デスクト ップの Sp_Ctrl ショート カット または Windows の プログラム メニューから sp_ctrl
を実行できます。
sp_ctrl コマンド ラインでは、スペースも含めて合計 255 文字まで入力できます。

sp_ctrl プロンプト
sp_ctrl プロンプト は、デフォルト のホスト およびポート 番号を設定しているかどうかによって、次の 2 つのうちのいずれか
の方法で表示されます。
プロンプト

説明

sp_ctrl>

基本 sp_ctrl プロンプト

sp_ctrl(this_host:3304) >

host および port コマンド を発行することでデフォルト システムおよ
びポート が設定されているときのプロンプト

sp_ctrl の終了
sp_ctrl コマンド ラインインターフェイスを終了するには、exit または quit コマンド を発行します。
Windows システムの場合は、sp_ctrl コマンド プロンプト のウィンド ウを閉じるという方法もあります。
exit または quit コマンド では、sp_ctrl セッションを閉じるだけです。SharePlex 複製プロセスは停止しません。

sp_ctrl のデフォルト ポート の定義
システムに SharePlex インスタンスが 1 つしかない場合、sp_ctrl はポート 番号を検出します。ただし、システムに複数の
SharePlex インスタンスを設定した場合( 各インスタンスが異なるポート 番号で実行される場合) 、port コマンド を使用し
て、コマンド を発行するインスタンスに sp_ctrl のセッションを設定する必要があります。
sp_ctrl > port number
詳細については、次を参照：39 ページの 「複数の SharePlex インスタンスの実行」。
port 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。
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sp_ctrl のデフォルト ホスト の定義
sp_ctrl のインタラクティブセッションすべてのデフォルト マシンを定義するには、host コマンド を使用します。このコマンド に
よって、コマンド ごとに on host オプションを使用することなく、一連のコマンド を入力できます。
sp_ctr >host hostname
このコマンド は、ホスト 名を含めるように sp_ctrl プロンプト を変更します。
sp_ctrl (sysA) >
host 設定は、設定された sp_ctrl セッションのみに適用されます。

sp_ctrl のデフォルト エディタの設定
設定ファイルなど、ASCII テキスト ファイルへの入力を必要とするコマンド を発行するときに、sp_ctrl が実行するデフォル
ト エディタを設定できます。デフォルト では、sp_ctrl が実行するのは、Unix および Linux の場合は vi、Windows の
場合はワード パッド です。
デフォルト のテキスト エディタは、SharePlex との連携をテスト および実証済みです。デフォルト エディタを変更する場合、
新しいエディタはネイティブな ASCII テキスト エディタであることが必要です。ワード プロセッサプログラムやその他の非
ASCII プログラムを使用しないでください。そのプログラムから、ファイルを ASCII 形式で保存できる場合でも同様です。

エディタの変更( Unix または Linux の場合)
次のいずれかの方法で、EDITOR 変数を設定します。
l

l

sp_ctrl を開始する前。この場合、その sp_ctrl セッションに限定して、エディタを設定します。
ローカルマシン上のシェルスタート アップスクリプト 内。この場合、スタート アップスクリプト の変更まで、エディタを恒
久的に設定します。この設定は、セッション単位で上書きできます。

Syntax - ksh shell
export EDITOR=name_of_editor

Syntax - csh shell
setenv EDITOR name_of_editor

エディタの変更( Windows の場合)
Windows システムで sp_ctrl 用のテキスト エディタを変更するには、Windows レジスト リで EDITOR 変数を追加す
る必要があります。
重要！ 誤ったレジスト リ設定は、SharePlex の動作に悪影響を及ぼす可能性があります。この手順に関するヘルプが必
要な場合は、システム管理者に相談してください。
1. SharePlex サービスをシャット ダウンします。
2. ファイル名を指定して実行 ダイアログを開きます。場所は Windows のバージョンによって異なります。
3. ファイル名を指定して実行 ダイアログで、regedit を入力してレジスト リエディタを実行します。
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4. SharePlex ノード を展開します。
\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Quest Software\SharePlex
5. 変数を追加する SharePlex インスタンスのポート 番号を右クリックし、新規、文字列値 の順にクリックします。
6. 名前 列で、新しい変数を右クリックし、名前の変更 を選択します。
7. 正しい名前を入力します。
8. 新しい変数をダブルクリックします。
9. 値のデータ に新しい変数の文字列を入力し、OK をクリックします。
10. レジスト リを終了します。

コマンド ガイド ライン
コマンド を発行するときは、次の点を守ってください。
l

あるマシンのためにコマンド を発行するには、そのマシンで sp_cop が実行されている必要があります。

l

『 SharePlex リファレンスガイド 』のコマンド の説明に従って、構文を正確に入力します。

l

l

l

l

SharePlex コマンド の最大文字列長は 255 文字です( スペースを含む) 。オペレーティングシステムの制約を回
避するには、edit コマンド を使用します。
redo コマンド は、以前のコマンド を、再入力することなしに再び実行するために使用します。このコマンド は、たと
えば、キューの量を監視するために qstatus コマンド を使用するなど、情報コマンド で頻繁にステータスチェックを
行っているときに便利です。
sp_ctrl インターフェイスの中から SharePlex コマンド の説明および構文を表示するには、help コマンド を発行し
ます。コマンド の構文だけを表示するには、usage コマンド を発行します。
usage コマンド は、SharePlex コマンド の構文を表示するために使用します。コマンド 全体を入力しても、最初の
数キーワード だけを入力しても構いません。たとえば、usage compare と入力すると、compare using および
compare コマンド の両方の構文が表示されます。

l

以前に発行されたコマンド を編集するには、edit コマンド を使用します。

l

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。

コマンド 認証レベルの詳細については、「SharePlex セキュリティグループの概要」を参照してください。

リモート システムでのコマンド 発行
リモート マシンに影響するコマンド を発行し、ログイン名、パスワード 、ポート 番号またはそれらの項目の組み合わせを含む
コマンド をスクリプト に含めるには、[onhost] コマンド オプションの 1 つを使用します。これらのオプションはほとんどのコマン
ド で使用可能です。
次の表は、[onhost] オプションを使用するリモート 接続のコマンド オプションの説明です。
一連のオプションによって、リモート マシンに対するコマンド の発行や、ログイン名、パスワード 、ポート 番号、またはこれらの
項目の組み合わせを含むコマンド のスクリプト 化も可能になります。
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オプション

説明

on host

リモート システム( 現在の sp_ctrl セッションを実行しているシステ
ム以外のシステム) でコマンド を実行します。リモート システムのログ
イン資格情報を要求するプロンプト が表示されます。使用する場
合は、コマンド 構文の最後のコンポーネント にする必要があります。
例： sp_ctrl(sysB)>status on SysA

on host:portnumber

リモート ログインおよびポート 番号を指定する必要がある場合に、リ
モート システムでコマンド を実行します。使用する場合は、コマンド
構文の最後のコンポーネント にする必要があります。
例： sp_ctrl(sysB)>status on SysA:8304

on login/password@host

リモート ログイン、パスワード 、およびホスト 名を指定する必要があ
る場合に、リモート システムでコマンド を実行します。使用する場合
は、コマンド 構文の最後のコンポーネント にする必要があります。
例：sp_ctrl(sysB)>status on john/spot5489@SysA

on login/password@host:portnumber

リモート ログイン、パスワード 、ホスト 名、およびポート 番号を指定
する必要がある場合に、リモート システムでコマンド を実行します。
使用する場合は、コマンド 構文の最後のコンポーネント にする必要
があります。
例： sp_ctrl(sysB)>status on john/spot5489@SysA:8304

クラスタ化システムでのコマンド 発行
クラスタ化システムで sp_ctrl コマンド を発行するには、リモート システムからの接続時に [on host] オプションの SP_SYS_
HOST_NAME パラメータでホスト として設定した名前を使用するか、host コマンド を使用することによってその名前を sp_
ctrl のデフォルト として設定します。クラスタ内で SharePlex を設定する方法についての詳細は、『SharePlex インストー
ルおよびデモンストレーションガイド 』を参照してください。

Windows の出力へのスクロールバーの追加
特定の sp_ctrl コマンド の出力全体を表示するには、スクロールが必要なことがあります。コマンド プロンプト ウィンド ウにス
クロールバーがない場合は、スクロールバーを表示するためにウィンド ウのプロパティを変更できます。
1. コンソールの左上にあるコマンド プロンプト アイコンをクリックして、メニューから Properties を選択します。
2. Command Prompt Properties ダイアログボックスで、Layout タブをクリックします。
3. Screen Buffer Size オプションボックスで、コマンド プロンプト ウィンド ウにスクロールバーが表示されるまで、
Height の値を増加します。
4. OK をクリックして、設定を適用します。
5. Apply Properties To Shortcut ダイアログボックスで、現在のコマンド セッションに新しいプロパティを適用する
か、すべてのセッションに新しいデフォルト としてそれらを適用するために、オプションの 1 つを選択します。
6. OK をクリックして、ダイアログを閉じます。
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5

SharePlex パラメータ
SharePlex パラメータは複製のさまざまな側面を制御しチューニングします。

コンテンツ
パラメータの表示および設定
パラメータ情報の保存場所

パラメータの表示および設定
SharePlex 管理者( SharePlex Admin グループのメンバとして定義) は、ユーザー設定可能と指定されたパラメータを変
更でき、この操作を許可されている唯一のユーザーです。

パラメータの表示
ユーザーが設定可能な SharePlex パラメータを表示するには、sp_ctrl の中の list param コマンド を使用します。ここで
は、パラメータの名前、現在の設定、デフォルト 値( パラメータが変更されている場合) 、set-at ポイント が表示されます。
set-at ポイント は、パラメータの変更が有効になるときを示します。取り得る set-at ポイント は次のとおりです。
l

l

l

Live は、変更がすぐに有効になることを意味します。
Restart Process は、影響を受ける SharePlex プロセスが再起動されたときに変更が有効になることを意味し
ます。
Restart Cop は、sp_cop が再起動されたときに変更が有効になることを意味します。

表示に関して次の追加オプションが使用できます。
l

すべての SharePlex パラメータ

l

値が変更されたパラメータのみ

l

特定の SharePlex モジュールに関係するパラメータ

SharePlex パラメータの説明を確認するには、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
SharePlex パラメータ

49

パラメータの設定
パラメータは次の方法で設定できます。
l

l

sp_ctrl インターフェイスから set param コマンド を使用します。複製が何回停止および開始しても新しい値が
保たれるために、これは好ましい方法です。
sp_cop を開始する前に Unix および Linux システムの環境変数として設定します。新しい値は、その sp_cop
のセッションについてのみ有効になります。

Capture、Read、Export、Import、Post process のパラメータは、SharePlex のインスタンスのために複数のプロセスのイ
ンスタンスが存在するときは、プロセスごとに設定できます。

sp_ctrl による SharePlex パラメータの設 定
SharePlex パラメータを変更するためにお勧めする方法は、sp_ctrl の中の set param コマンド を使用することです。
パラメータの設定をそのデフォルト 値に復元するには、reset param コマンド を使用します。
SharePlex 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。

環 境 変 数 としての SharePlex パラメータの設 定
Unix および Linux システムでは、SharePlex パラメータを環境変数として設定できます。環境変数は、param-defaults
ファイルの中の設定を上書きしますが、それが設定された sp_cop のセッションについてのみ有効になります。sp_cop を
シャット ダウンして、環境変数を再設定せずにそれを再起動した場合は、SharePlex は param-defaults ファイルの中の
デフォルト 設定を使用します。
注： Windows システムでは、SharePlex 環境変数は、Windows Registry で設定する必要があります。詳細は、
『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。
SharePlex パラメータを Unix および Linux システム上で環境変数として設定するには、次のいずれかのコマンド を使用
します。sp_cop を起動する前に環境変数を設定します。sp_cop が実行中の場合は、新しい設定を有効にするため
に、sp_cop を再起動します。
ksh シェルの場合：
$ export parameter_name=value
csh シェルの場合：
$ setenv parameter_name value
環境変数には一時的な性質があるために、可能な場合はこれらの使用を避けて、set param コマンド で変更してくださ
い。環境変数に頼ると、特に SharePlex に複数のユーザーがいる場合、sp_cop を再起動したときに、誰かが変数の設
定を忘れる( または正しくない値を使用する) というリスクがあります。これは、複製に重大な悪影響を及ぼして、データを
resynchronize する必要が発生することがあります。

パラメータ情報の保存場所
SharePlex パラメータ設定は、次のファイルに保存されます。
l

param-defaults ファイルには、ほとんどの状態で最高の複製パフォーマンスを発揮するために、開発者が設定し
たデフォルト 設定が保存されます。param-defaults ファイルは、SharePlex 製品 ディレクト リの data サブディレク
ト リにあります。SharePlex の新しいバージョンがインスト ールされない限り、このファイルのデータは変わりません。
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重要： このファイルは決して編集しないでください。 パラメータの値の変更方法は、49 ページの 「パラメータの表示
および設定」を参照してください。
l

paramdb ファイルには、ユーザー定義パラメータが保存されます。これらの値は、SharePlex Administrator が
set param コマンド を使用してデフォルト から変更します。このファイルには、ローカルシステムの SharePlex ライ
センスキー、SharePlex Oracle ユーザー、SharePlex ユーザーのパスワード も保存されます。
paramdb は、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リにあります。これは空の状態で開始し、
SharePlex Administrator がパラメータの値を変更すると、それらの値がこれに追加されます。ユーザー定義パラ
メータ値によって、SharePlex を実行するときに SharePlex のデフォルト 値が上書きされます。SharePlex の新し
いバージョンをインスト ールするときには、paramdb ファイルの中のすべての設定は不変のままです。
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6

複製のための Oracle 環境の準備
この章には、複製用の Oracle ソースまたはターゲット データベース環境を用意する手順が記載されています。この章で概
略を説明した作業を実行してから、最初の同期を実行して実際の環境で複製を開始する必要があります。実際のデー
タおよび複製目的に適用されるすべての作業を実行します。

コンテンツ
SharePlex をサポート するための Oracle redo ロギングのセット アップ
複製する Oracle データベースオブジェクト のセット アップ
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
Oracle データをサポート するための SharePlex のセット アップ
TDE サポート のセット アップ

SharePlex をサポート するための Oracle
redo ロギングのセット アップ
SharePlex は、オンラインおよびアーカイブの Oracle redo ログからキャプチャします。SharePlex は、ローデバイス、ファイ
ルシステムデバイス、および ASM インスタンスに保存されている redo ログおよびデータファイルをサポート しています。

適切なロギングレベルの設定
最低限のサプリメンタルロギングを設定してから、SharePlex の複製設定をアクティベート する必要があります。
さらに、SharePlex は、プライマリキーと一意キーの両方のサプリメンタルロギングを設定する、またはレプリケーション内の
各テーブルに、一意の列のサプリメンタルロググループを定義することをお勧めします。行更新のキー列が redo ログにある
場合は、SharePlex がその情報をデータベースからフェッチする必要はありません。ビジー状態のシステムでは、これで
Read プロセスのパフォーマンスが大幅に向上します。一部の SharePlex 機能では、プライマリキーと一意キーのロギング
を有効にする必要があります。
テーブルの rowid を変更する ALTER TABLE DDL コマンド は、複製中のテーブルのプライマリキーまたは一意キーがログ
に記録されていない場合、その後の DML 操作に影響する可能性があります。キーがログに記録されていない場合、
SharePlex は rowid に基づいて値をフェッチします。ALTER TABLE...MOVE などの rowid を変更する操作により、その
後の DML 操作で誤ったキー値が使用される可能性があります。
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キー値を定義する場合の詳細については、「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。

正しいキーがロギング対象であることの確認
プライマリキーと一意キーのサプリメンタルロギングを有効にしており、テーブルにプライマリキーがない場合、どのタイプの一
意キーをログに記録するのかを Oracle が決定する必要があります。テーブルに複数の種類の一意キーがある場合、
Oracle は使用する最適なキーを決定して、UPDATE ごとにこれらの列値をログに記録します。テーブルにどの種類の
キーもない場合は、Oracle は LONG または LOB ではないすべての列をログに記録します。
SharePlex は、データの複製に使用するキーも識別する必要があります。Oracle と同様に、SharePlex は次の順序
でキーを選択します。
l

プライマリキー( 存在する場合)

l

最適な( または唯一の) 一意キー( 存在する場合)

l

すべての列

SharePlex が複製しているテーブルにプライマリキーがなく、複数種類の一意キーが存在している場合、Oracle がログに
記録したキー列が SharePlex が必要とするキー列ではない可能性があります。
キー値を定義する場合の詳細については、「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。

アーカイブログの設定
複製がアクティブであるときに、Capture プロセスが停止した( または SharePlex ユーザーによって停止された) 場合、
Capture はその場所を REDO ログに記録し、再開した時点でその場所から継続します。もし REDO ログが Capture が
再開する前にラップした場合は、Capture は欠損したレコード を見つけるためにアーカイブログを読み込みます。
理想的には、SharePlex がアーカイブログを読み込まないで済むように、REDO ログを設定するべきです。ほとんどの場
合、オンラインログの読み込みはアーカイブの読み込みよりも高速です。アーカイブログからの処理を最小化するために、
オンライン REDO ログが十分に大きく多数であることを確認します。最小でも、ラップせずに数時間分を保持できる
REDO ログの容量が必要です。
注：Exadata システムでは、ログを異なるシステムに多重化することで、Capture を高速化できる可能性があります。
「Exadata での Capture のチューニング」を参照してください。

適 切 なオンラインログの設 定 をテストするには
実稼働前のテスト では、次の手順を実行することで、Capture がアーカイブログを読み込むかどうかを決定できます。
1. SHAREPLEX_ACTID テーブルをクエリすることで、SharePlex が処理しているログを判断します。
SQL> select seqno from splex.shareplex_actid
2. Oracle の V$LOG テーブルをクエリすることで、Oracle が書き込んでいるログを判断します。
SQL> select sequence# from v$log where status='CURRENT'
3. sequence# の値から、seqno の値を引き算します。こうすることで、Capture がいくつのログで Oracle から遅れ
をとっているかが分かります。
4. オンライン REDO ログをその値から引き算します。この数が負である場合は、SharePlex はアーカイブログを処理
しています。たとえば、10 個の REDO ログがあり、SharePlex が 11 ログ分遅れている場合は、アーカイブログを
処理しています。さらに、この結果を使用して、オンラインロギングの設定を調整できます。
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Capture が停止してから再開するまでの間に長い遅延が発生している場合、Capture が Oracle の処理に追いつかず、
ソースデータとターゲット データの間で遅延が生じる可能性があります。このような場合、必要なログがオンラインではなくな
るので、Capture は通常、アーカイブを読み込む必要があります。Capture の問題を回避するには、次のようにアーカイブ
ログを設定して、高速な連続複製をサポート します。
要件

説明

ソースシ
ステムで
のアーカ
イブログ
の有効
化

アーカイブログをソースシステムで有効にする必要があります。この操作を実行しないと、Capture がオンライ
ンログの処理を終了する前にラップが発生した場合に、ソースデータとターゲット データの再同期が必要にな
ります。

圧縮の
適切な
タイミン
グ

SharePlex が処理を終了するまでアーカイブログを圧縮しないでください。これに反した場合、SharePlex
はデータを処理できなくなるため、「Log wrap detected」というメッセージを返して停止します。SharePlex
のカレント ログを判断するには、ソースシステム上の sp_ctrl で、 detail オプションをつけて show capture コ
マンド を発行します。カレント ログの前に生成されたすべてのログを圧縮できます。

デフォル
ト 以外
のアーカ
イブ先の
指定

Oracle のデフォルト 以外の場所にアーカイブログを保存している場合は、アーカイブログがあるディレクト リの
フルパス名に SP_OCT_ARCH_LOC パラメータを設定します。REDO ログがラップした場合は、SharePlex
は Oracle のアーカイブログリスト の中のアーカイブログを検索します。そこでアーカイブログが見つからなかった
場合は、SP_OCT_ARCH_LOC パラメータで指定されたディレクト リを検索します。Capture で SP_OCT_
ARCH_LOC の場所を直接対象にして、Oracle ログリスト の読み込みをスキップするには、SP_OCT_CK_
LOC_FIRST を 1 に設定します。

ログ管
理プロセ
スを待
機するた
めの
Capture
の設定

SP_OCT_ARCH_LOC の使用時に、ログをその場所に自動的に移動する手法を使用している場合、移
動完了までの一定時間は待機するように Capture を設定できます。これで、必要なログを使用できないと
いう理由で Capture が停止することはなくなります。Capture は待機し、ログをチェックして、ログをまだ利用
できない場合は停止します。ログを利用できるようになるまで、このチェックと停止を継続します。待機するよ
うに Capture を設定するには、SP_OCT_LOGWRAP_RESTART パラメータで Capture の待機秒数を設
定します。これらのプロセスを定期的に監視して、複製の遅延を防ぎます。

ターゲッ
ト での
アーカイ
ブログの
無効化

ターゲット システムのアーカイブログを無効にして、そのシステムで不要な Oracle の処理を削除できます。た
だし、高可用性やピアト ゥピアの方法は除きます。

ログを
ルート
ASM の
場所に
配置し
ないこと

データベースが ASM を使用している場合、Oracle redo ログ( オンラインおよびアーカイブ) は ASM のルート
ディレクト リ下には配置できません。SharePlex は、この場所にある対象を読み込むことができません。

Exadata
上のアー
カイブロ
グからの
読み込
み

通常、オンライン redo ログからの読み込み時に、SharePlex は遅延を最小限に抑えることができます。ただ
し Exadata では、SharePlex が処理できるデータ量が増えるのは、Exadata ASM ファイルシステムの外部
にある多重化されたアーカイブ先から読み込む場合です。詳細については、次を参照：360 ページの
「Exadata での Capture のチューニング」。

重要：Capture が Oracle による redo の生成量のペースに追いつけない場合、次に当てはまる可能性があります。
l

アーカイブログからのキャプチャによる SharePlex でのパリティの復元を待機する代わりに、データを再同期する方
が実際的である可能性があります。
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l

l

失われた操作を Capture が処理およびキューイングしている間に、ソースシステムのディスクスペースが不足する
可能性があります。
特に、必要なアーカイブログを利用できなくなった場合に、Post が SQL 文を作成するために必要な情報を
SharePlex が失う可能性があります。SharePlex の実行中は常に、ディスクスペースと遅延を監視します。

複製する Oracle データベースオブジェクト の
セット アップ
このト ピックでは、SharePlex を使用して複製する Oracle データベースオブジェクト の特定の特性を設定する方法につ
いて説明します。

行の一意性の保証
SharePlex では、ターゲット 上で変更する行がソース行と一致する正しい行であることを保証できる必要があります。これ
は、キーとインデックスを使用して 1 対 1 の関係を保証することで実現できます。

キーの役 割
SharePlex は複製するすべてのソーステーブルおよびターゲット テーブル、特に大きなテーブルや LONG 列を含むテーブル
に対してプライマリキーまたは一意のキーが存在する場合に、最も速く動作します。使用するキーを選択するとき、
SharePlex は最適なキー列を次の優先順位で使用します。
l

主キー

l

少なくとも列の 1 つが NULL でない、最小の列のある一意のキー

l

最小の列ある一意のキー。

最高のパフォーマンスを実現するには、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。
テーブルにプライマリキーまたは一意のキーがない場合、または SharePlex の誤った一意のキーが Oracle によってログに
記録された場合は、設定ファイルを作成するときに SharePlex でキーとして使用する列を指定できます。これはキー定義
と呼ばれ、設定ファイルに指定します。詳細については、次を参照：86 ページの 「一意のキーの定義」。
キー定義の別の手段として、一意性を確立する 1 つまたは複数の列を基とする一意のインデックスを作成または使用す
ることもできます。

キーまたは一 意 のインデックスのないテーブル
テーブルにキーまたは一意のインデックスが見つからない場合、SharePlex は、LONG と LOB を除くすべての列を使用し
てキーを構築します。このキーは内部で保守され、テーブル自体に作成されません。
この方法はお勧めしません。結果の WHERE 句によって、Oracle がターゲット テーブルに対してフルスキャンを実行して行
を検索するため、複製速度が大幅に低下するためです。また、行の一意性を強制することもできません。
たとえば、さまざまな行の非 LONG 列に同じ値が含まれる一方で、LONG 列に異なる値が含まれる場合、ユーザーや
SharePlex が認識することなくテーブルが非同期になる可能性があります。次の図を使って、この問題を説明します。テー
ブルにある行は LONG 列を除いて同一のもので、主キーまたは一意のキーはありません。
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列A

列B

列 C (LONG)

10

20

100

10

20

200

10

20

300

ソースシステムのユーザーが列 A の 1 行目を 15 に変更したとします。変更をターゲット テーブルに対して適用するために
SQL 文を構築するとき、SharePlex は変更する行を検索するために列 A と B( UPDATE tablename SET Column A to
15 WHERE Column A = 10 and Column B = 20) を使用してキーを構築します。この条件を満たす行は 3 行あるた
め、SharePlex は誤った行への変更を post する可能性があります。

NULL を含 むキー
もしキーで NULL が許可されている場合は、SharePlex は UPDATE および DELETE で行の一意性を保証するこ
とができず、ターゲット システムで誤った行を変更してしまう可能性があります。SharePlex で NULL が可能なキーを制
御するには SP_SYS_IN_SYNC パラメータを設定します。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。

キーの値 の変 更
SharePlex では、特別な設定をしなくてもキー列の値に対する変更が処理されます。ただし、キーにシーケンスが使用さ
れている場合で、もしキーの値が更新される可能性がある場合は、更新によってターゲット システムでキーが重複しない
ように、シーケンスを作成します。そうしないと、操作を適用するために新しい値が使用されたときにターゲット テーブルの他
の行にその値がキーとしてすでに存在している場合、SharePlex は一意キー制約違反および非同期エラーを返します。
このようなエラーは、「x +n」式( n は増分値) を使用して値を更新した場合に発生する可能性があります。「x +n」の値の
1 つが既存の値に等しい可能性があります。
以下の例では、キー列の値が 1 ずつ増分されます。
Key_Col
1
4
5
7
SQL> update table X set a=a+1; commit
新しい値は次のようになり、ターゲット システムに複製されます。
Key_Col
2
5
6
8
SharePlex は、REDO ログに入力された順に更新操作を実行します。
update x set a=2 where a=1;( 成功)
update x set a=5 where a=4;( これは、5 がすでに存在するため、失敗します。)
update x set a=6 where a=5;( 成功)
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update x set a=8 where a=7;( 成功)
Post がターゲット シーケンスに対して使用するプリイメージ値は、ソースから複製された増加した値と同じです。Oracle
は、一意の制約違反としてこの操作を拒否します。別の例として、A から B に更新し、そして B から C へ更新するト ラン
ザクションがあります。
重要! ピアト ゥピアレプリケーションを使用する場合は、キーに関する追加の要件があります。詳細については、次を参
照：154 ページの 「複数のピアデータベースを保持するための複製の設定」。

インデックス
複製環境ではインデックスを正しく使うことが重要です。インデックスにより、ターゲット データの整合性が保たれます。
l

l

l

l

l

l

一意のインデックスを持つソーステーブルを複製する場合、ターゲット テーブルにも一意のインデックスがある必要
があります。
すべての大きなテーブルは、ターゲット システムに一意のインデックスを持っている必要があります。一意のインデッ
クスがない場合は、Oracle は Post で変更する行を見つけるためにテーブル全体をスキャンします。
いくつかのアプリケーションでは主キーの制約が使用されないため、デフォルト で一意のインデックスが作成されませ
ん。しかし、人の名前または従業員の ID 番号などの一意の値が入力された 1 つまたは複数の列に対してイン
デックスが作成されたのに、一意なインデックスとして名前が付けられない( CREATE UNIQUE INDEX コマンド が
使用されなかった) 場合もあります。テーブルに対して一意のインデックスが存在しない場合は、設定ファイルを作
成するときに一意のインデックスを作成するか、ユーザー定義のキーを指定することをお勧めします。詳細について
は、次を参照：86 ページの 「一意のキーの定義」。
一度一意のインデックスを識別または作成したら、SharePlex の hints 機能を使って Oracle が確実にそのイン
デックスを使用するようにできます。詳細については、次を参照：361 ページの 「Oracle INDEX ヒント の使用」。
テーブルに外部キーがある場合は、外部キーへの変更によってフルテーブルスキャンが実行されることのないよう
に、正しい列に対してインデックスを作成します。
インデックスは常に更新しないと、Post プロセスが遅くなります。断片化されたものは再構築します。

ターゲット テーブルのインデックスが多すぎると、行の追加や削除の際に、Oracle がそれらをすべて更新する必要がありま
す。これにより複製を含み、システム全体が遅くなります。インデックスの数は、最も有用性が高いものに限定することを検
討してください。
主に 1 種類の DML を実行するアプリケーションでは、以下の点を考慮します。
l

INSERT：メンテナンスを制限するために、使用するインデックスの数を数個に抑えます。

l

UPDATE：INSERT 文の後で変更されない列のインデックスを使用します。

l

DELETE：できる限りインデックスを削除します。

何百万もの SQL 操作を行う、大きなバッチジョブを実行するときは、不要なインデックス群をバッチジョブの前に削除し、
最後に再構築します。これによって、SharePlex の動作速度が向上し、以後のインデックスが整理されます。

ビット マップインデックス
パフォーマンス向上のため、Post プロセスがデータを適用している間は、ビット マップインデックスを使用しないでください。こ
れらのインデックスによって Post プロセスのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
ターゲット テーブルでビット マップインデックスを使用する必要がある場合は、クエリの利点と Post によって適用されるト ラン
ザクションへの影響とを比較検討してください。
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Oracle がビット マップエント リを追加または更新するとき、ビット マップセグメント に関連付けられたすべての行を
ロックします。

l

1 つのビット マップセグメント は何百もの行への参照を含むことができます。その結果、異なる Post セッションによる
変更( ソースシステムの 1 つのセッションについて 1 つの Post セッションがあります) が、同じビット マップセグメント
内のビット マップエント リを更新する場合、互いにブロックする可能性があります。

l

続行するには、Post がこのブロックを検出し解決しなければなりませんが、ロックされた数が多い場合は Post
が著しく遅れます。

l

一般的に、複数の同時セッションによるビット マップインデックスを持つテーブルへの頻繁な挿入はロック競合の原
因となりますが、このようなテーブルへの任意の更新および削除は競合が発生することはありません。SharePlex
では Oracle からの推奨に従い、静的なテーブル上にビット マップインデックスを持ちます。

l

注： ビット マップインデックスを複製することはお勧めしません。ビット マップインデックスを持つテーブルを変更するた
びに、インデックスが再構築されます。この再構築に関連するコスト ( Oracle の時間およびリソース) は、SQL
UPDATE 文に追加されます。

ターゲット でのト リガの起動の防止
ソースシステム上でト リガが実行された結果である DML 変更は、REDO ログに入力されるため、SharePlex によって複
製され、ターゲット データベースに post されます。その結果、同じト リガがターゲット 上で実行され、( 既に複製によって追
加済みの) 同じ DML 変更が開始された場合、非同期エラーが生じます。
たとえば、ソースシステム上で TableA への INSERT が TableB への INSERT をト リガした場合、SharePlex は両方の
INSERT をターゲット システムに複製します。Post プロセスは 1 つ目の INSERT をターゲット システム上の TableA に適用
し、それによってTableB へ INSERT がト リガされます。したがって、Post が複製された INSERT を TableB に post しようと
すると、一意キー違反が発生します。TableA に対してト リガが起動されているため、この行はすでに存在します。
ト リガは、複製方法に応じて以下のように処理できます。
複製方法
高可用性
および
ピアト ゥピア

ターゲット でのト リガの処理方法
1. フェイルオーバーに備えて、またはト ランザクションが複数の
ソースシステムで実行されるため、SharePlex 以外のユー
ザーのト リガを有効にします。
2. sp_add_trigger.sql スクリプト を実行して、SharePlex ユー
ザーのト リガを無効にします。このスクリプト は個々のト リガの
文に、SharePlex ユーザーによって post された操作を無視
するように指示する WHEN 句を置きます。

レポート 作成、データ共有、その他の基本的な
一方向の複製

ターゲット システムでト リガを完全に無効にするか、または sp_add_
trigger.sql スクリプト を実行して、SharePlex ユーザーによって post
される操作を無視します。

ト リガスクリプト の使用方法に関する重要な情報については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

整合性制約の設定
整合性制約は複製に影響します。以下のガイド ラインに従って、整合性制約が確実に処理されるようにしてください。
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外 部 キー制 約
外部キー制約は、ターゲット テーブルで無効にする必要があります。SharePlex は、ソースの外部キー制約の結果を複
製します。ソースの外部キーの結果を正確に複製するには、相互に外部キーを持つテーブルをすべて複製設定に含める
必要があります。参照制約を持つすべてのテーブルが、ターゲット データベースに存在している必要があります。1 つまたは
複数のテーブルが欠けている場合は参照整合性が破損してしまう場合があります。
注： ターゲット テーブルで制約が DEFERRED の場合、Post ト ランザクションが制約の検証で失敗する可能性が
あります。この問題に対応するには、SP_OPO_DISABLE_OBJNUM パラメータを有効にして、ト ランザクションが
成功するようにします。再同期するまで、基礎となるターゲット テーブルは非同期のままになります。

ON DELETE CASCADE 制 約
SharePlex では、ターゲット テーブルで ON DELETE CASCADE 制約を有効にしたままにできますが、この機能は有効に
する必要があります。Post は、ON DELETE CASCADE 依存性を検出し、子テーブルへの複製されたカスケード 削除の
post 操作をすべて抑止します。
SharePlex を介してこのサポート を有効にしない場合は、ターゲット でこれらの制約を手動で無効にする必要があります。
そうしないと、SharePlex によってプライマリ削除とカスケード 削除の両方が複製され、ターゲット で削除がカスケード された
ときに競合とエラーが発生します。

ON DELETE CASCADE のサポートを有 効 にするには
l

ソースでのプライマリキー、一意のインデックス列、および外部キー列のロギングを有効にします。

l

以下の SharePlex パラメータを設定します。
l

SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK パラメータを 2

l

SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータを 0

l

SP_OPO_REDUCED_KEY パラメータを 0、1、または 2( 注：ピアト ゥピアレプリケーションでは、このパラ
メータは 0 に設定する必要があります)

チェック制 約
ターゲット システムでチェック制約を無効にします。チェック制約により、不要なオーバーヘッド が増加します。これらのチェッ
クはソースシステム上で満たされているため、適切に管理および同期された複製環境では冗長です。高可用性を目的と
する場合は、フェイルオーバーの手順の一部として制約を再度有効にするスクリプト を構築することができます。

ターゲット オブジェクト へのアクセスの防止
ピアト ゥピアレプリケーションを除くすべてのシナリオにおいて、SharePlex データベースユーザーのみがターゲット オブジェクト
に対して DML または DDL を実行できるようにする必要があります。他のユーザー、ジョブ、またはアプリケーションによって
ターゲット オブジェクト に DML または DDL の変更が加えられた場合、ターゲット データはもはやソースシステム上のデータ
の状態を反映していない可能性があります。詳細については、次を参照：28 ページの 「同期の概念について」。

シーケンスの設定
SharePlex は、ALTER SEQUENCE および DROP SEQUENCE コマンド の実行、または DML ト ランザクション中に加
えられた Oracle シーケンスの変更を複製します。必ずしも特定の複製方法のシーケンスを複製する必要はありません。
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l

高可用性：はい
SharePlex がシーケンスを複製する方法によって、ユーザーはフェイルオーバーデータベースをシーケンスを増分し
たり、再利用したりすることなく、直ちに使用し始めることができます。

l

レポート 作成、データ共有、その他の基本的な一方向の複製：いいえ
シーケンスがターゲット システムで不要な場合は、複製しないでください。複製を低速する可能性があります。ソー
ステーブルでキーを生成するためにシーケンスを使用した場合でも、シーケンスの値は、複製された行がターゲット
システムに挿入されたときのキー列の一部です。シーケンスそのものは複製する必要がありません。

l

ピアト ゥピア：いいえ
SharePlex は同一シーケンスのピアト ゥピア複製をサポート しません。詳細については、次を参照：154 ページの
「複数のピアデータベースを保持するための複製の設定」。

シーケンスを複 製 用 に設 定 するには
l

l

l

キャッシュを使用して、キャッシュの増分を 20 以上に設定します。シーケンスがキャッシュに格納されると、
SharePlex は値をグループとして複製できます。シーケンスがキャッシュされない場合、SharePlex はシーケンスか
ら値を取得する度にディスクをアクセスする必要があるため、重要なデータの複製を低速してしまいます。
テーブルの場合と同じように、所有者と名前で設定のシーケンスを指定します。詳細については、次を参照：69
ページの 「設定ファイルの作成」。を参照してください。
シーケンスのターゲット システムでの一意性を保証するには、ターゲット シーケンスの開始値がソースシーケンスの
開始点より大きくなければなりません。次の公式を使って、ターゲット の START_WITH の値を求めます。
source_current_value+ (source_INCREMENT_BY_value x source_CACHE_value) =target_
START_WITH_value
重要! (source_INCREMENT_BY_value x source_CACHE_value) は、2 GB 以下でなければなりません。そ
うでないと、シーケンスの複製が失敗します。

SharePlex では、以下のように ALTER SEQUENCE コマンド を使用してターゲット データベース内のシーケンスを更
新します。
l

増分値を以下の値に変更します。
source_INCREMENT_BY_valuexsource_CACHE_value

l

NOCACHE に設定します。

l

シーケンスを UPDATE します。

l

次の値を設定して再度シーケンスを ALTER します。
Increment_value=source_INCREMENT_BY_value
Cache_value=source_CACHE_value

SharePlex では、ALTER SEQUENCE 操作はシーケンスに対する単純な SELECT( UPDATE) のように処理されます。
これは、REDO ログレコード でこの 2 つの操作が区別されないためです。

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
特定の Oracle データベース設定は複製に影響を及ぼすので、適切に設定する必要があります。
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Post カーソルをサポート するための OPEN_
CURSORS の調整
SharePlex では、ターゲット データベースで Oracle OPEN_CURSORS パラメータの値を正しく設定する必要がありま
す。OPEN_CURSORS の値を表示するには、次の SQL 文を使用してデータベースをクエリします。
select value from V$PARAMETER where name = 'open_cursors' ;
Post プロセスは、終了時に閉じるルーチンコール用の 10 個のカーソルのほか、SQL Cache 機能が有効になっている場
合( デフォルト 設定) はト ランザクション当たり 50 個以上のカーソルを予約しています。詳細については、次を参照：362
ページの 「SQL Cache のチューニング」。
SQL Cache を無効にする場合は、アプリケーションが生成する並行更新ト ランザクション( セッション) のピーク数を概算
し、次の公式に従います。
10 +( 並行ト ランザクションのピーク数 x 2) = 必要最小オープンカーソル数
OPEN_CURSORS の値が存在しない場合、変更または追加できます。Oracle パラメータに変更を加える前に、Oracle
マニュアルを参照してください。

接続をサポート するための PROCESSES パラメータ
の調整
SharePlex およびデータベースユーザーによって作成された接続を処理するためにinit.ora ファイルの PROCESSES パラ
メータを設定する必要があります。その値は、データベースがソースデータベース、ターゲット データベース、またはその両方
として機能するかどうかによって決まります。

データベースがソースとしてのみ機 能 する場 合
データベースがソースとしてのみ機能する場合、次の公式では Read プロセスによるログインが考慮されます。
(ソースデータベースセッションのピーク数 ) + (バックグランド の Oracle プロセス) + (SP_ORD_LDA_ARRAY_SIZE パラ
メータ値 + 3) = PROCESSES 用の設定

データベースがターゲット としてのみ機 能 する場 合
Post プロセスはト ランザクションの一貫性を保つため、ソースシステム上のセッション数と同じ数の接続をターゲット システ
ムに作成します。ターゲット システムの PROCESSES パラメータは、これらすべての接続に加えて、次の内容に十分対応
できるように高く設定する必要があります。
l

一連の接続によって生成されるバックグラウンド の Oracle プロセス

l

クエリ目的でターゲット データベースにアクセスするユーザーのピーク数

次の公式で説明します。
(ソースデータベースセッションのピーク数 ) + (ターゲットデータベースセッションのピーク数 ) + (バックグランド の Oracle プロセ
ス) = PROCESSES 用の設定

データベースがソースおよびターゲット の両 方 として機 能 する場 合
データベースがソースとターゲット の両方として機能する場合、次の公式では、以下による接続が考慮されます。
l

Read プロセス

l

Post プロセス
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l

バックグラウンド の Oracle プロセス

l

ユーザー接続

(ソースデータベースセッションのピーク数 ) + (ターゲットデータベースセッションのピーク数 ) + (バックグランド の Oracle プロセ
ス) + (SP_ORD_LDA_ARRAY_SIZE パラメータの値 + 3) = PROCESSES 用の設定

post を改善するためのログバッファサイズの調整
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。

ユーザー数に基づく SharePlex ト ランザクションテーブ
ルの調整
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。

キャラクタセット の変換の制御
このト ピックでは、Oracle ソースと Oracle ターゲット の間および Oracle ソースと非 Oracle ターゲット の間のキャラクタセット
の変換が SharePlex でどのように処理されるのかを説明します。

Oracle ソースと Oracle ターゲット の間 の複 製
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、次のいずれかを満たしている
必要があります。
l

l

キャラクタセット は、ソースとターゲット で同じであること
ソースデータベースのキャラクタセット は、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 であること( ソースに
含まれているすべての文字がターゲット のキャラクタセット 内に存在すること)

次のキャラクタセット が SharePlex 向けにテスト され、サポート されています。
US7ASCII
UTF8
WE8ISO8859P1
AL16UTF16
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AL32UTF8
KO16KSC5601
デフォルト では、SharePlex は Oracle ターゲット データベースによるキャラクタ変換の実行を許可します。Post がソース
データのキャラクタエンコーディングについて Oracle に通知し、Oracle が必要に応じて変換を実行します。
関連するキャラクタセット によって Oracle 変換はデータ損失が生じる可能性があります。例：
例 1：JA16SJIS キャラクタセット に含まれる日本語の「米印( ※) 」の文字に対応する記号は、US7ASCII キャラクタ
セット には含まれていません。この記号を US7ASCII データベース内で複製しようとした場合、Oracle が「?」文字に変
換します。
例 2：Oracle によると、WE8ISO8859P1 キャラクタセット は US7ASCII キャラクタセット のスーパーセット であるので、
US7ASCII に含まれる文字は変換されずに WE8ISO8859P1 ターゲット データベースに post されると想定するのが論理
的です。これは、0x00 から 0x7F. までの範囲に適応されます。しかし、Oracle は 0x80 から 0xFF までの範囲の文字
は、先頭ビット を取り去ります。この「変換」はソースのスーパーセット であるキャラクタセット に複製する際に、データ損失と
なる可能性があります。
注： Oracle はキャラクタセット が同一である場合は、文字の変換はしません。このため、キャラクタセット が
WE8ISO8859P1 のデータベースに対して WE8ISO8859P1 データを post した場合、Oracle のデータ変換
処理はバイパスされます。

変 換 なしでデータを適 用 するには
SP_OPO_NLS_CONVERSION パラメータを 1 に設定して、変換なしでデータを適用します。詳細については、
「SharePlex SharePlex リファレンスガイド 」を参照してください。
注： NLS_NCHAR_CHARACTERSET がソースデータベースとターゲット データベースで異なる場合、
SharePlex は常に NVARCHAR および NCLOB データを変換します。

Oracle ソースと非 Oracle ターゲット の間 の複 製
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。
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。
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4. SharePlex for Oracle の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。

Oracle データをサポート するための
SharePlex のセット アップ
このト ピックには、特定の Oracle データ型に適用されるセット アップのガイド ラインが記載されています。初めて複製を開
始する前に、これらのガイド ラインに従う必要があります。

LOB、LONG、VARRAY、および XML
l

l

l

LOB または LONG を含むテーブルには、プライマリキーまたは固有キーを定義する必要があります。テーブルに
キーがない場合、SharePlex は LONG または LOB を除く、すべての列から独自のキーを作成します。Post
WHERE 句を満たしている 2 つの行で LOB または LONG が唯一の違いである場合は、Post は誤った行を更新
する可能性があります。
LOB を含むテーブルに対して専用の 1 つまたは複数の名前付き export キューを使用します。これによって固有
の Post プロセスを持つ、個別の Export プロセスおよび named post queue が自動的に作成されます。LOB
データ型の処理を他のデータの処理から分けることで、複製の全体的な速度が向上します。詳細については、次
を参照：195 ページの 「名前付き export キューの設定」。
SharePlex に LOB を複製するためのメモリが十分にあることを保証するため、SP_QUE_POST_SHMSIZE パラ
メータを初期設定である 60 MB に増加します。「Error: sp_cop process sp_mport/sp_opst_mt
killed due to SIGSEGV」などの共有メモリセグメント エラーが発生した場合は、設定値を増やしてください。
注： 共有メモリセグメント が大きいほど、大きなスワップ領域がシステムで使用されることになるので、十分なディス
ク領域が使用可能であることを確認してください。

SharePlex LOB ストレージの管 理
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。
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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。

Oracle データ量に基づく SharePlex のチューニング
ト ランザクションの量が非常に多い、または非常に少ない場合に最適のパフォーマンスを得るためには、複製の開始前に
いくつかのパラメータを変更することをお勧めします。
正しい値を決定するには、次の表でデータベースの 1 日分のアーカイブログ量に対応する列を参照してください。
注： 1 日に 5 GB から 15 GB の間のアーカイブログを生成している環境は、SharePlex パラメータのデフォルト の設定で
十分であり、何もする必要がありません。
パラメータを変更するには、sp_ctrl にある set param コマンド を使用します。ご不明な点がありましたら、Quest
Technical Support にお問い合わせください。SharePlex のパラメータおよびコマンド 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。

アーカイブ量 ごとの推 奨 設 定
パラメータ

5 GB 未満/日

5 GB ～ 15
GB/日

15 GB 超/日

パラメータを設定する場所

SP_OCT_CHECKPOINT_
FREQ

500

デフォルト

5000

ソースシステム

SP_ORD_CDA_LIMIT

5

デフォルト

20

ソースシステム

SP_ORD_DELAY_
RECORDS

50

デフォルト

500

ソースシステム

SP_ORD_LDA_ARRAY_
SIZE

5

デフォルト

10

ソースシステム

SP_ORD_RMSG_LIMIT

20

デフォルト

2000

ソースシステム

SP_IMP_WCMT_MSGCNT

100

デフォルト

2500

ターゲット システム

SP_COP_IDLETIME

120

デフォルト

600

ソースとターゲット システム

システムプロセスの優先順位の設定
Oracle またはその他のプロセスがリソースの優先順位を割り当てられた場合、SharePlex はデフォルト 設定によりほんの
わずかなリソースを割り当てられてしまう可能性があります。Oracle は処理のピーク時にその CPU 使用率を増加します。
SharePlex が Oracle の処理に追いつかない場合、プロセスの優先順位を上げてください。
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Unix でプロセスの優 先 順 位 を設 定 するには
nice コマンド を使用します。システム管理者に確認して、システムで実行中のあらゆるソフト ウェアの要件に基づいた適
切な値を選択します。root ユーザーであれば、任意のプロセスの niceness 値を変更できます。SharePlex 管理者ユー
ザーは、SharePlex の niceness 値を調整できます。

Windows でプロセスの優 先 順 位 を設 定 するには
1. SpUtils を実行します。
2. TaskMgr タブを選択します。
3. 優先度を設定する SharePlex インスタンスを右クリックします。
4. Set Priority を選択して、必要な優先度レベルを選択します。

Oracle ダイレクト パスロードの有効化
デフォルト では、SharePlex は SQL*Loader ダイレクト パスによるロード ( DIRECT=TRUE キーワード パラメータ) によって
変更されたテーブルを複製します。ロード は 異なるテーブル上で同時ロード があることも可能ですが、1 つのテーブルあた
り 1 つのみロード があります( PARALLEL=FALSE) 。データベースはアーカイブモード になっている必要があり、またテーブ
ルロギングを有効にする必要があります。
ダイレクト パスによるロード がシステム上で長時間持続する場合は、複製に頼るよりもターゲット データベースに直接データ
をロード した方が効率的である可能性があります。大規模なダイレクト パスロード によって、ユーザーアプリケーションアク
ティビティから redo ログを入力する変更に Capture が追いつかなくなることがあります。
ロード 後に、チェック制約を無効にする必要があります。ON DELETE CASCADE 制約は有効なままにできます。
このパラメータは、SP_OCT_REPLICATE_DLOAD パラメータのダイレクト パスの読み込みを複製するかどうかを制御し
ます。ダイレクト パスの読み込みの複製を無効にするには、このパラメータを 0 に変更します。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。

圧縮の使用
圧縮を有効にして、SharePlex がネット ワーク上で送信するデータ量を削減できます。SharePlex は LZIP ロスレス圧縮
を使用します。ソース SharePlex インスタンスで圧縮を有効にすると、ソース SharePlex インスタンスのすべてのターゲット
に対して圧縮が自動で有効になります。
デフォルト では、圧縮は無効になっています。圧縮は単独で有効にすることも、暗号化と連動して有効にすることもできま
す。

圧 縮 を有 効 にするには
SP_XPT_ENABLE_COMPRESSION パラメータを 1 に設定します。
sp_ctrl> set param SP_XPT_ENABLE_COMPRESSION 1
設定したパラメータをアクティベート するには、Export をいったん停止してから開始します。

Exadata マシンでのキャプチャの有効化
Exadata システムからデータをキャプチャするには、SP_OCT_USE_OCI パラメータを 1 に設定する必要があります。詳細
については、『SharePlex リファレンスガイド 』のパラメータの説明を参照してください。
複製の開始後にキャプチャのパフォーマンスを調整する必要がある場合は、「Exadata での Capture のチューニング」を
参照してください。
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Data Pump export のサポート の設定
Oracle Data Pump export 操作の複製時には、SP_OCT_ALLOW_DP_DDL パラメータを 1 に設定してから、
Capture を再開します。
Oracle Data Pump のエクスポート /インポート の実行時に発生する DDL 操作の複製が SharePlex で失敗する場合
に、このパラメータを有効にできます。SharePlex が Data Pump ロード の DDL を無視すべき再帰 DDL として認識する
場合もあります。このパラメータは、その DDL をキャプチャするように SharePlex に指示します。
1 を指定すると、このパラメータが有効になります。ロード が完了したら、このパラメータを 0 に戻し、Capture を再起動
してください。

TDE サポート のセット アップ
SharePlex は、TDE マスタ暗号化キーを使用して、複製が必要な TDE で保護されたデータを復号化します。
SharePlex では、TDE マスタ暗号化キーにアクセスするために Oracle ウォレット パスワード を使用します。
ウォレット が問題なく開くと、Capture は復号化モジュールに接続してデータを処理します。ウォレット が開いていない場
合、Capture はウォレット が開くかプロセスが停止するまで初期化状態のままになります。show capture コマンド に表示
される初期化状態は「Capture state: Waiting for open wallet」です。
注：SharePlex の copy/append コマンド は TDE をサポート していません。SharePlex がサポート する Oracle 機能の詳
細については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

TDE で保護されたデータのキャプチャに必要な権限
REDO ログから TDE で保護されたデータを復号化するには、SharePlex 管理者はウォレット パスワード を使用して
Oracle Wallet 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
権限を持っています。ウォレット の所有者として操作を開始することも、ファイルへの読み取り権限を dba グループに付与
することもできます。これは、SharePlex 管理者ユーザーがそのグループのメンバであるためです。

TDE で保護されたデータをキャプチャするための
SharePlex の設定
TDE で保護されたデータをサポート するように SharePlex を設定するには、2 つのセット アップツールを実行する必要
があります。
l

l

( インスト ール中に実行しなかった場合) ora_setup を実行します。 TDE 複製を有効化するプロンプト が表示
されたら、「y」を入力します。次に、プロンプト が表示されたら、TDE ウォレット ファイルの完全修飾パス( ウォレット
ファイル名を含む) を入力します。このユーティリティの詳細については、「 SharePlex リファレンスガイド 」を参照
してください。
sp_wallet ユーティリティを実行し、SharePlex に Oracle Wallet パスワード を入力します。このユーティリティは、
手動または auto-open モード で実行できます。

sp_wallet を実 行 して手 動 でパスワード を指 定 するには
1. ソースシステムで、SharePlex 製品ディレクト リから SharePlex を起動します。sp_wallet の実行を求めるプ
ロンプト が表示されます。
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*** To enable TDE replication, run sp_wallet and provide the wallet password ***
2. sp_wallet を実行します。
./sp_wallet [-r port_number]
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、-r 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。
./sp_wallet -r 9400
wallet password:walletpw
Wallet loaded into SharePlex

sp_wallet を auto-open モード で実 行 するには
auto-open ウォレット を使用している場合は、TDE ウォレット を自動で開くように SharePlex を設定できます。これで、
SharePlex の起動時に sp_wallet を手動で実行する必要がなくなります。構文は次のとおりです。
./sp_wallet --auto-open [-r port_number]
重要! auto-open ウォレット 機能を使用する際は、追加でセキュリティの考慮事項があります。詳細については、Oracle
のマニュアルを参照してください。また、SharePlex 変数データディレクト リを Oracle ウォレット や Oracle データファイルと一
緒にバックアップしないでください。

auto-open モード をキャンセルするには
./sp_wallet --no-auto-open [-r port_number]

TDE マスタ暗 号 化 キーを変 更 するには
SharePlex 設定がアクティブなときに TDE マスタ暗号化キーを変更する必要がある場合は、次のステップに従って、
SharePlex が変更後も TDE で保護されたデータの複製を続行するようにする必要があります。
1. ソースデータベースを停止します。
2. Capture が REDO ログの残りのデータの処理を完了したことを確認します。
3. SharePlex をシャット ダウンします。
4. TDE マスタ暗号化キーを変更します。
5. SharePlex を再起動します。
6. sp_wallet ユーティリティを実行して、新しい TDE マスタ暗号化キーを SharePlex に入力します。
./sp_wallet [-r port_number]
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7

設定ファイルの作成
この章には、設定ファイルを作成するために知っておく必要がある情報が含まれています。SharePlex は、設定ファイルの
指示に従って、どのテーブルを複製するか、および複製したデータをどこに送信するかを判定します。このファイルを使用す
ると、列マッピングやデータフィルタリングなどの特別な処理を指定することもできます。

コンテンツ
マッピングするソースとターゲット の互換性の確保
設定ファイルの作成方法
設定ファイルでのデータベース指定
設定ファイルでのターゲット 指定
設定ファイルでのルーティング指定
PDB との間の複製
データソースとターゲット 別の設定例
スクリプト を使用した設定ファイルの作成
Amazon RDS での Oracle への複製の設定
ワイルド カード による複数のオブジェクト の指定
一意のキーの定義
DML 操作のフィルタ
ソース列とターゲット 列のマッピング
スクリプト を使用した設定ファイルの作成

マッピングするソースとターゲット の互換性の
確保
以下のガイド ラインは、複製設定でマップするソースオブジェクト とターゲット オブジェクト の間の互換性を確保するのに役
立ちます。
l

ほとんどの複製方法では、ソースオブジェクト の名前または所有者またはその両方はターゲット オブジェクト と異なっ
ていても構いません。SharePlex は、設定ファイル内にてオブジェクト をその所有者と名前で指定することで、正し
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いオブジェクト へ複製します。高可用性設定では、ソーステーブルの所有者と名前は、ターゲット テーブルの所有
者と名前と同じである必要があります。
l

l

l

l

l

対応するソース列とターゲット 列は、互換性のあるデータ型( 同じ型、サイズ、精度) を含んでいる必要がありま
す。
ト ランスフォーメーションが使用されていない限り、対応するソース行とターゲット 行は同じ値を含んでいる必要が
あります。
設定ファイルで列マッピングを使用しない限り、ターゲット 列の名前はソース列の名前と同じである必要がありま
す。詳細については、次を参照：88 ページの 「ソース列とターゲット 列のマッピング」。
ターゲット テーブルは、ソーステーブルよりも多い列を持つことができます。ソース列とターゲット 列の名前が同じ場
合、SharePlex は、ターゲット テーブル内の追加の列を無視します。ソース列とターゲット 列の名前が同じでない
場合、SharePlex は、各テーブルで列が定義されている順序で 1 対 1 の関係をマップします( たとえば、ソースの
1 番目の列をターゲット の 1 番目の列に、2 番目の列を 2 番目の列にマップします) 。追加の( マップされていな
い) 列が NULL でない場合に Oracle エラーが発生するのを回避するには、これらの列にデフォルト 値を定義しま
す。詳細については、次を参照：88 ページの 「ソース列とターゲット 列のマッピング」。
ターゲット テーブルの列数をソーステーブルの列数より少なくすることはできません。ただし、垂直分割レプリケーショ
ンを使用してターゲット の列数以下のソース列のサブセット を複製する場合は除きます。詳細については、次を参
照：190 ページの 「垂直分割レプリケーションの設定」。

設定ファイルの作成方法
データを複製するように SharePlex を設定するには、設定ファイルを作成します。設定ファイルは、以下の項目が指定さ
れた ASCII テキスト ファイルです。
l

行または列のフィルタリングまたは分割を含む、SharePlex で複製するデータ

l

ターゲット の名前およびタイプ

l

データを配布する必要があるシステム( および該当する場合はデータベース)

SharePlex 管理者またはオペレータのみが、設定ファイルを作成する権限を持ちます。
設定ファイルが完成し、複製目標をサポート する SharePlex 環境をセット アップできたら、activate config コマンド で
設定をアクティベート して複製を開始します。詳細については、次を参照：238 ページの 「実稼動環境での複製のアク
ティベート 」。

設定ファイルの作成
設定ファイルは手動で作成できます。また、データ構造でサポート される場合は設定ファイルの作成を自動化することもで
きます。詳細については、次を参照：90 ページの 「スクリプト を使用した設定ファイルの作成」。
設定ファイルは、 データの複製元 のシステム( 通常、ソースシステム) 上で作成します。ただし、アクティブ / アクティブ複製
のような方法を使用する場合は、設定ファイルを複数のシステムに配置する必要があります。
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設 定 ファイルを作 成 するには
1. 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。
2. sp_ctrl で、create config コマンド を発行します。
sp_ctrl> create config config_name
このコマンド を実行すると、オペレーティングシステムに設定されているデフォルト のテキスト エディタでファイルが開き
ます。注：sp_ctrl で使用されるデフォルト のエディタを変更できます。詳細については、次を参照：46 ページの
「sp_ctrl のデフォルト エディタの設定」。
3. 設定ファイルを完成させます。詳細については、次を参照：71 ページの 「設定ファイルの構造」。
重要! すべての設定は SharePlex 変数データディレクト リディレクト リ下の config サブディレクト リに格納され
る必要があります。このディレクト リ以外にある設定ファイルは、アクティベート できません。SharePlex では、sp_
ctrl インターフェイスで create config コマンド を使用して作成した設定は、デフォルト でこのディレクト リに格納
されます。テキスト エディタを使って設定を直接作成する場合は、必ず設定を config サブディレクト リに保存して
ください。

設定ファイルの構造
基本的な設定ファイルは次のとおりです。
# コメント ：基本的な SharePlex 設定ファイル
datasource_specification
#ソース指定

ターゲット 指定

ルーティングマップ

source_owner.object1

target_owner.object1

routing_map

source_owner.object2

target_owner.object2

routing_map

source_owner.object3

target_owner.object3

routing_map

設定ファイルの基本的なコンポーネント を以下に示します。高度な設定オプションについては、「追加の設定オプション」を
参照してください。
コンポーネント

説明

構文例

# コメント

閲覧者向けのファイルに関する記述や内容に関する
その他の情報が含まれる行。この情報は、
SharePlex によって使用されません。コメント にする各
行の先頭にポンド 記号( #) を付加します。コメント
は、設定ファイル内の任意の場所に入力できます。

# これはコメント です。

データソース指定

ソースデータベースを指定する構文。このコンポーネン Datasource:o.SID
ト は、設定ファイル内でコメント 行以外の最初の行で
ある必要があります。このコンポーネント は以下の構
文要素を含みます。これらの構文要素は、すべて同
じ行にスペースを入れずに記述します。
l

キーワード Datasource とそれに続くコロン
( :) 。「Datasource」は大文字と小文字のど
ちらでも構いません。
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コンポーネント

説明

構文例
l

ソース指定

データベース指定 。詳細については、次を参
照：73 ページの 「設定ファイルでのデータ
ベース指定」。

サポート されているソースオブジェクト の完全修飾名
( owner.object 形式) 、または複数のソースオブジェ
クト を指定するワイルド カード 置換。

src_owner.table
src_owner.sequence

ワイルド カード の使用については、「ワイルド カード によ
る複数のオブジェクト の指定」を参照してください。
ターゲット 指定

複製されたデータが適用されるターゲット 。
SharePlex でサポート されるターゲット を以下に示し
ます。
l

l

tgt_owner.sequence
!file[:tgt_owner.table]

リレーショナルデータベースのテーブル、または
複数のテーブルのワイルド カード 置換。

!jms[:tgt_owner.table]

Oracle シーケンス( またはワイルド カード 指
定) 。

!cdc:tgt_owner.table

l

XML または SQL レコード を含むファイル。

l

JMS キューまたはト ピック。

l

Kafka ト ピック。

l

tgt_owner.table

!kafka[:tgt_owner.table]

ソーステーブルに加えられたすべての変更が
記録される変更履歴テーブル( 変更データの
キャプチャとも呼ばれます)

詳細については、次を参照：74 ページの 「設定ファイ
ルでのターゲット 指定」。
ルーティングマップ

ターゲット指定 で指定されたターゲット オブジェクト を
含むシステムにデータを送信する 1 つまたは複数の
ルート 。ルート は、以下の項目から構成されます。
l

データの複製先のターゲット を含むマシンの
名前。

host@o.SID
host@o.PDBalias
host@o.tns_alias
host@r.database_name
host
host@c.SID
Compound routing map:
host@o.SID+host@r.database[...]
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コンポーネント

説明

構文例
l

( データベースターゲット のみ) @ 記号と、それ
に続くデータベース指定。詳細については、次
を参照：73 ページの 「設定ファイルでのデー
タベース指定」。
注:
l

l

l

l

ターゲット が JMS、Kafka、またはファ
イルの場合、データベース指定はあり
ません。
ルーティングマップでは、文字間に空
白文字があってはなりません。
同じデータベース内のオブジェクト 間
または同じシステム上の異なるデータ
ベース間で複製することができます。
詳細については、次を参照：75 ペー
ジの 「設定ファイルでのルーティング
指定」。

追加の設定オプション
設定ファイルに追加できる追加の設定オプションを以下に示します。
オプション

関連ト ピック

INSERT、UPDATE、または DELETE が複製されないようにする、またはシーケンスおよびマ
テリアライズド ビューが複製されないようにする

DML 操作のフィルタ

ソース列をターゲット 列にマップする

ソース列とターゲット 列
のマッピング

SharePlex で使用するキーを定義する

一意のキーの定義

特定の要件を満たすためにデータを分割、並列化、フィルタする

分割レプリケーションの
設定

データを分割および並列化して制御性とスループット を高める

名前付きキューの設
定

設定ファイルでのデータベース指定
設定ファイルの以下のコンポーネント では、データベース指定が必要になります。
l

データソース( ソースデータスト ア) 指定

l

ルーティングマップ( ターゲット データスト アおよび場所) 指定
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データベース

データベースタイプの表記*

データベース識別子

Oracle ソースまたはター
ゲット

o.

Oracle データベースの設定に応じて、以下のいずれかを
使用します。これは、SharePlex がデータベースに接続す
るために使用する文字列です。
l

l

l

オープンターゲット ターゲット

r.

通常の( CDB 以外の) Oracle データベースの
Oracle SID( たとえば、o.ora12) 。
Oracle コンテナデータベース( CDB) 内のプラガブ
ルデータベース( PDB) の tns_alias( たとえば、
o.pdb1) 。
Oracle RAC クラスタのグローバル tns_alias( たと
えば、o.rac1) 。SharePlex は、各ノード 上でロー
カル Oracle インスタンスの Oracle SID にローカル
にマップされているこの tns_alias を介して Oracle
RAC インスタンスに接続します。このエイリアスを
作成する方法の詳細については、『SharePlex イ
ンスト ールガイド 』の「Configure SharePlex in a
Cluster」を参照してください。

オープンターゲット ( Oracle 以外) ターゲット データベースの
名前を指定するために使用します( たとえば、r.mydb) 。
重要!実際のデータベース名を使用します。ODBC データ
ソース名( DNS) またはデータベースインスタンス名を使用
しないでください。データベース名の大文字と小文字が区
別される場合は、そのように指定します。
特定のオープンターゲット ターゲット に複製するための
SharePlex の設定の詳細については、「オープンターゲット
のターゲット への複製の設定」を参照してください。

Oracle 変更履歴ターゲッ
ト

c.

ルーティングマップの中で使用して、Oracle 変更履歴デー
タベースの Oracle SID、tns_alias、またはグローバル
RAC tns_alias を指定します( たとえば、c.ORA12CH) 。
この設定では、SharePlex は、すべてのソースト ランザク
ションを INSERT としてターゲット テーブルに適用して、実
行されるすべての操作の履歴を保持します。
詳細については、次を参照：203 ページの 「変更履歴ター
ゲット を保持するための複製の設定」。

* 注：ド ット が必要です。

設定ファイルでのターゲット 指定
設定ファイルでのターゲット テーブルまたは非テーブルターゲット の指定方法を以下のテーブルに示します。
ターゲット

ターゲット 指定

説明

データベーステーブル

tgt_owner.table

データベーステーブルの完全修飾名。
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ターゲット

ターゲット 指定

説明

データベースシーケンス

tgt_owner.sequence

シーケンスの完全修飾名。

ファイル

!file[:tgt_owner.table]

!file 指定子は、変更操作を SQL または SML 形式でファ
イルに書き込むことを Post に指示します。ファイル名は
SharePlex によって内部的に割り当てられます。
オプションで、データベーステーブルに最後にデータを適用
するプロセスによってそのデータが使用される場合は、ター
ゲット テーブルの完全修飾名を指定できます。
「SQL または XML ファイルのターゲット への複製の設定」
を参照してください。

JMS

!jms[:tgt_owner.table]

!jms 指定子は、変更操作を XML 形式で JMS キューま
たはト ピックに書き込むことを Post に指示します。キューま
たはト ピック名は、target コマンド を使用して定義できま
す。
オプションで、データベーステーブルに最後にデータを適用
するプロセスによってそのデータが使用される場合は、ター
ゲット テーブルの完全修飾名を指定できます。
「JMS ターゲット への複製の設定」を参照してください。

Kafka

!kafka[:tgt_owner.table]

!Kafka 指定子は、変更操作を XML 形式で Kafka ト
ピックに書き込むことを Post に指示します。ト ピック名は、
target コマンド を使用して定義できます。
オプションで、データベーステーブルに最後にデータを適用
するプロセスによってそのデータが使用される場合は、ター
ゲット テーブルの完全修飾名を指定できます。
「Kafka ターゲット への複製の設定」を参照してください。

変更履歴テーブル

!cdc:tgt_owner.table

!cdc 指定子は、すべてのデータ変更について、古いデータ
を新しいデータで上書きするのではなく、新しい行として
テーブルに挿入することを Post に指示します。変更履歴
テーブルの完全修飾名を指定します。
「変更履歴ターゲット を保持するための複製の設定」を参
照してください。

設定ファイルでのルーティング指定
ここでは、ルーティングマップを作成する方法について説明します。ルーティングマップは、複製されたデータを正しいターゲッ
ト システム上の正しいターゲット に送信します。

1 つのターゲット への複製
シンプルなルーティングマップは、複製されたデータを 1 つのソースオブジェクト から 1 つのターゲット オブジェクト に送信し
ます。
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datasource_specification
src_owner.table

tgt_owner.table2

host2[@database_specification]

src_owner.table

tgt_owner.table3

host3[@database_specification]

複数のターゲット への複製
複合ルーティングマップは、複製されたデータを 1 つのソースオブジェクト から複数のターゲット オブジェクト に送信します。複
合ルーティングマップでは、ルート ごとに異なる設定エント リを入力する代わりに、すべてのルート のソースオブジェクト とター
ゲット オブジェクト をまとめて指定できます。複合ルーティングマップで使用できるターゲット指定 は 1 つのみであるため、以
下のように、すべてのターゲット オブジェクト が同一である必要があります。
l

l

l

すべてが 1 つのタイプ：すべてが同じデータベースオブジェクト タイプ、 またはすべてが JMS キュー、 またはすべてが
JMS ト ピック、 またはすべてが Kafka ト ピック、 またはすべてがファイル( ただし、これらの組み合わせではない)
すべてが同じ完全修飾名を持つ( JMS、Kafka、またはファイルターゲット 指定内のテーブル指定を含む) 。
すべてが同じ列またはキーマッピングを持つ( 使用されている場合) 。「一意のキーの定義」および「ソース列とター
ゲット 列のマッピング」を参照してください。
注：
l

l

垂直分割レプリケーションを使用している場合は、特定のルーティングに関する制限が適用されます。「垂
直分割レプリケーションの設定」を参照してください。
いずれかのターゲット が同じソースオブジェクト の他のターゲット と異なる修飾名を持つ場合は、そのター
ゲット に対してシンプルなルーティングマップを使用する必要があります。

datasource_specification
src_
owner.table

tgt_owner.table

host1[@database_specification]+host2[@database_specification][...]

同じシステム上のオブジェクト 間の複製
同じデータベース内のオブジェクト 間または同じシステム上の異なるデータベース間で複製できます。所有者が異なってい
れば、同じ名前のオブジェクト 間で複製できます。
同じシステム上のオブジェクト 間で複製する場合、SharePlex は、Import および Export プロセスを作成しません。以下
のルーティングマップを使用して、Import および Export プロセスを作成することを SharePlex に強制できます。Import また
は Export プロセスが不要な場合は、ルーティングマップの host* 部分を省略します。

同 じシステム上 の同 じデータベースまたは異 なるデータベース内 のオブジェクト への複 製 が指 定 された設 定
datasource_specification
src_owner.table

tgt_owner.table

host*host[@database_specification]
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ルーティングにおける制限
l

l

l

SharePlex は、デフォルト で最大 19 の直接ターゲット システムへの複製をサポート しています。これは、export
キューを読み取ることができるプロセスの最大数です。19 を超えるターゲット に複製するには、名前付き export
キューを使用します。追加したキュー 1 つにつき、19 の追加のターゲット に複製できます。「名前付き export
キューの設定」を参照してください。
システム上の sp_cop の各インスタンスにつき、最大で 1024 の異なるルーティングマップを使用できます。この制
限には、異なる名前付き post キューを使用するそれぞれのルート が含まれます( 「名前付き post キューの設定」
を参照してください) 。複製方法で 1024 を超えるルート が必要な場合は、1 つまたは複数の中間システムを使
用して、そのルート を複数の sp_cop インスタンス間で分けることを検討してください。「データを共有または配布
するための複製の設定」を参照してください。
デフォルト では、それぞれの sp_cop インスタンスにつき、システム上で合計 25 個のキューが許容されます。ソー
スシステムには capture キューが 1 つ、ターゲット には post キューが 1 つ必ずあります。したがって、ソースシステム
に 24 個の名前付き export キュー、ターゲット システムに 24 個の名前付き post キューを持つことができます。シ
ステムがソースとターゲット の両方として機能する場合は、capture キューと post キューの両方があります。そのた
め、どちらかのタイプ( またはその組み合わせ) で最大 23 個の名前付きキューを持つことができます。システムメモ
リで許容される限り、SP_QUE_MAX_QUEUES パラメータを設定することで、許可されるキューの数を変更でき
ます。このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

PDB との間の複製
SharePlex は、Oracle のマルチテナント コンテナデータベース( CDB) 内のプラガブルデータベース( PDB) との間の双方向
の複製をサポート しています。このサポート を利用できるのは、Unix および Linux プラット フォームに限定されます。

PDB からのキャプチャ
SharePlex は、単一の PDB から、次の対象にデータを複製できます。
l

同じ CDB 内の別の PDB

l

別の CDB 内の PDB

l

通常( PDB 以外) のターゲット

PDB からキャプチャするには
l

設定ファイル内で、PDB の tns_alias をデータソースとして指定します。たとえば、tns_alias が pdb1 である場
合、データソースの指定は次のようになります。
Datasource: o.pdb1

l

l

必要に応じて、同じ CDB 内の任意の数のプラガブルデータベース( PDB) から複製できます。PDB ごとに個別
の設定ファイルを作成します。各 PDB は異なるデータソースであるため、すべての設定が同時にアクティブになる
場合があります。
システム上の複数の PDB から複製する場合、名前付きの export キューを使用して、各 PDB からのデータスト
リームを分離します。これで、他の設定に影響を与えずに、特定の設定を対象として、設定に影響する
SharePlex コマンド ( purge config や abort config など) を発行できます。詳細については、次を参照：195 ペー
ジの 「名前付き export キューの設定」。を参照してください。
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PDB への複製
SharePlex は、データを通常のソースデータベースからターゲット Oracle CDB 内の PDB に複製できます。単一の設定
ファイルで、同じ CDB または異なる CDB 内の任意の数のターゲット PDB に複製できます。

PDB に複 製 するには
次の例( pdb2 がターゲット ) に示すように、ルーティングマップ内でターゲット PDB の tns_alias を指定します。
sys02@o.pdb2

例
例 1：この例では、2 つの設定ファイル、すなわち pdb1 から複製する設定ファイルと、pdb2 から複製する設定ファイル( と
もにデータを pdb3 に複製) を示しています。
Datasource: o.pdb1
hr.emp
hr2.emp2

sys02@o.pdb3

Datasource: o.pdb2
sales.cust
sales2.cust2

sys02@o.pdb3

例 2： この例では、pdb1 から pdb2 および pdb3( この両方のターゲット が異なるシステム上に存在) に複製する 1 つの設
定ファイルを示しています。
Datasource: o.pdb1
hr.sal
hr2.sal2
hr.sal
hr3.sal3

sys02@o.pdb2
sys03@o.pdb3

データソースとターゲット 別の設定例
それぞれのデータソースタイプとターゲット タイプの組み合わせに対応する基本的な設定ファイルの例を以下に示します。

通常の Oracle インスタンスから通常の Oracle イン
スタンスへの複製
Datasource:o.SID
src_owner.table

tgt_owner.table

host@o.SID

例：
以下の例では、Oracle インスタンス oraA のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sysprod の Oracle インスタン
ス oraB のターゲット テーブル SCOTT.EMP2 に複製します。
Datasource:o.oraA
SCOTT.EMP
SCOTT.EMP2

sysprod@o.oraB

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
設定ファイルの作成

78

通常の Oracle インスタンスからオープンターゲット
データベースへの複製
Datasource:o.SID
src_owner.table

tgt_owner.table

host@r.database_name

例：
以下の例では、Oracle インスタンス oraA のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sys2 のオープンターゲッ
ト データベース mydb のターゲット テーブル Scott2.Emp2 に複製します。ターゲット テーブルでは、大文字と小文字が
区別されます。
Datasource:o.oraA
SCOTT.EMP
"Scott2"."Emp2"

sys2@r.mydb

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。

通常の Oracle インスタンスから XML または SQL
形式のファイルへの複製
Datasource:o.SID
src_owner.table

!file

host

例：
以下の例では、Oracle インスタンス oraA のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sysprod のファイルに複
製します。
Datasource:o.oraA
SCOTT.EMP
!file

sysprod

通常の Oracle インスタンスから JMS キューまたはト
ピックへの複製
Datasource:o.SID
src_owner.table

!jms

host

例：
以下の例では、Oracle インスタンス oraA のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sysprod の JMS
キューに複製します。
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Datasource:o.oraA
SCOTT.EMP
!jms

sysprod

通常の Oracle インスタンスから Kafka ト ピックへの
複製
Datasource:o.SID
src_owner.table

!kafka

host

例：
以下の例では、Oracle インスタンス oraA のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sysprod の Kafka ト
ピックに複製します。
Datasource:o.oraA
SCOTT.EMP
!kafka

sysprod

コンテナデータベース( CDB) 内の Oracle プラガブル
データベース( PDB) との間の複製*
Datasource:o.PDBalias
src_owner.table

tgt_owner.table

host@o.PDBalias

例：
この例では、aliasA の tns_alias を使用する Oracle PDB のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sysprod の
aliasB の tns_alias を使用する Oracle PDB のターゲット テーブル SCOTT.EMP に複製します。
Datasource:o.aliasA
SSCOTT.EMP
SCOTT.EMP

sysprod@o.aliasB

* Oracle PDB のデータを、サポート されている他のターゲット に複製することもできます。詳細については、次を参照：77
ページの 「PDB との間の複製」。

変更履歴ターゲット を保持するための複製
Datasource:o.SID | r.database}
src_owner.table

!cdc:tgt_owner.table

host@c.SID

例：
以下の例では、Oracle インスタンス oraA のテーブル SCOTT.EMP を、ターゲット システム sysprod の Oracle インスタン
ス oraB の変更履歴ターゲット テーブル SCOTT.EMP2 に複製します。
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Datasource:o.oraA
SCOTT.EMP
!cdc:SCOTT.EMP2

sysprod@c.oraB

詳細については、次を参照：203 ページの 「変更履歴ターゲット を保持するための複製の設定」。

スクリプト を使用した設定ファイルの作成
SharePlex に用意されている以下のスクリプト を使用すると、ソースオブジェクト とターゲット オブジェクト の名前が同じ場
合に、設定ファイルの作成を自動化できます。これらのスクリプト は、Oracle データベースソースおよびターゲット のみをサ
ポート します。
オプション

説明

関
連
ト
ピッ
ク

config.sql

データベースにあるすべてのテーブルおよびシーケンスを含む設定ファイルを作成し
ます。ソースオブジェクト とターゲット オブジェクト の名前が同じである必要がありま
す。

「ス
クリ
プト
を
使
用
した
設
定
ファ
イ
ル
の
作
成」
を
参
照
して
くだ
さ
い。

build_config.sql

スキーマにあるすべてのテーブルを含む設定ファイルを作成します。ソースオブジェク
ト とターゲット オブジェクト の名前が同じである必要があります。

「ス
クリ
プト
を
使
用
した
設
定
ファ
イ
ル
の
作
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オプション

説明

関
連
ト
ピッ
ク
成」
を
参
照
して
くだ
さ
い。

Amazon RDS での Oracle への複製の設
定
SharePlex では、Amazon AWS の RDS サービス内にインスト ールされている Oracle データベースターゲット に複製しま
す。RDS サービスでは RDS データベースインスト ールのオペレーティングシステムレベルへのアクセス権が顧客に与えられ
ないため、Post コンポーネント ( プロセスおよびキュー) がソースシステムまたは中間システムで実行されるように
SharePlex を設定する必要があります。このト ピックでは、次の両方のシナリオについて手順を説明します。
注：RDS データベースへの複製をサポート する SharePlex 環境をインスト ールおよびセット アップする方法については、
『SharePlex インスト ールガイド 』を参照してください。

Post コンポーネントがソースシステムにインストールされているときに複 製 を設 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

Post コンポーネントが中 間 システムにインストールされているときに複 製 を設 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。
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datasource:o.orcl12prim
#source tables

target tables

routing map

splex.demo_src

splex.demo_dest

sptest2@o.orcldb

ワイルド カード による複数のオブジェクト の指
定
パーセント ( %) およびアンダーライン( _) ワイルド カード 記号を使用して、設定ファイルの 1 エント リでスキーマの複数オブ
ジェクト を指定できます。明示的に除外するオブジェクト を除き、SharePlex はワイルド カード を満たすすべてのオブジェク
ト を複製します。

ワイルドカードサポート の要件および制限
l

l

l

ワイルド カード を使用したオブジェクト 名が含まれるスキーマは、設定ファイルがアクティベート される前に、ソースと
ターゲット に存在する必要があります。
適切なパラメータが必要な値に設定されていれば、設定がアクティベート される前にオブジェクト 自体が存在する
必要はありません。「Oracle DDL 複製の制御」を参照してください。
以下の項目が含まれる設定エント リでは、ワイルド カード を使用できません。
o

垂直分割レプリケーション。詳細については、次を参照：190 ページの 「垂直分割レプリケーションの設
定」。

o

水平分割レプリケーション。詳細については、次を参照：180 ページの 「水平分割レプリケーションの設
定」。

o

キー定義。詳細については、次を参照：86 ページの 「一意のキーの定義」。

o

列マッピング。詳細については、次を参照：88 ページの 「ソース列とターゲット 列のマッピング」。

これらの機能を使用するテーブルは、設定ファイルで個別に指定する必要があります。

サポート するワイルドカード構文
SharePlex は、次の SQL ワイルド カード をサポート します。
l

パーセント ( %) ワイルド カード 。文字列を指定します( 「例」を参照してください) 。

l

アンダーライン( _) ワイルド カード 。1 文字を指定します。

l

パーセント 記号またはアンダーライン文字を含んでいるテーブル名の場合( たとえばemp_salary) 、SharePlex
は、バックスラッシュ( \) については、文字ををワイルド カード ではなくリテラルとして表すエスケープ文字として認識し
ます。
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ワイルドカードが含まれる名前を設定ファイルで指定す
る
このテンプレート を使用すると、ワイルド カード を使用した名前を設定ファイルで指定できます。

ワイルド カード が含 まれるオブジェクト 名 による設 定
datasource_specification
expand src_owner.wildcard_name [not (list)]

tgt_owner.wildcard_name

routing_map

構 文 要 素 の説 明
コンポーネント

説明

expand

展開が必要なワイルド カード 文字が指定に含まれていることを示しま
す。SharePlex は expand キーワード を検出すると、そのワイルド カード
指定の条件に一致するすべてのオブジェクト に関するクエリをデータベー
スに対して実行します。この必須キーワード を指定しないと、ワイルド
カード 文字は明示的なオブジェクト 名の一部であると認識され、ワイル
ド カード の展開は実行されません。
注：expand とソースオブジェクト 指定の間のスペースは残してください。

src_owner.wildcard_name

l

l

src_owner はソースオブジェクト の所有者です。所有者名には
ワイルド カード を使用できません。所有者名にワイルド カード を
使用した場合、SharePlex はそれを所有者( スキーマ) 名の一
部であると認識します。
wildcard_name はソースオブジェクト のワイルド カード を使用し
た名前です。

ターゲット オブジェクト の名前はソースオブジェクト の名前と同一である必
要がありますが、オブジェクト は異なる所有者に属していてもかまいませ
ん。
not (list)

ワイルド カード の展開を省略するオブジェクト を定義する除外リスト 。こ
のオプションを使用して、複製しないオブジェクト を除外します。注：この
not キーワード は、SQL ワイルド カード の NOT 演算子と意味が異なりま
す。
l

l

not キーワード とかっこは必須要素です。
list は、同じ所有者( ワイルド カード を使用しても明示的に指定
してもよい) が所有するテーブルのコンマ区切りリスト です。
例：not (spo%, gen%, product)

not キーワード の前後のスペースは残してください。リスト のコンマの後に
はスペースを入れることができます。
注： ワイルド カード を満たすオブジェクト が設定ファイルの他の位
置にリスト されている場合、そのエント リはワイルド カード を使用
したエント リで指定されている処理またはルーティングを上書きし
ます。この場合、not 句は必要 ありません。例を参照してくださ
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コンポーネント

説明
い。

tgt_owner.wildcard_name

l

l

tgt_owner はターゲット オブジェクト の所有者です。
wildcard_name はターゲット オブジェクト のワイルド カード を使
用した名前です。

ターゲット の指定は、「owner.%」の形式にする必要があります。ワイル
ド カード を使用したターゲット 名を一部展開した形式( owner.tab% な
ど) はサポート されていません。
有効なルーティングマップ。 詳細については、次を参照：75 ページの 「設
定ファイルでのルーティング指定」。

routing_map

ワイルドカード指定の検証
ワイルド カード 指定が、複製する一連のテーブルを正しく示すことを確認するには、設定をアクティベート する前に sp_ctrl
で verify config コマンド を発行してください。このコマンド は、SharePlex がキャプチャして複製するオブジェクト 、および
発生した問題のリスト を生成します。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。

例
有 効 なワイルド カード 指 定 の例
例 1： 次のワイルド カード 指定は、テーブル名が prod% に似ているテーブル( ただしテーブル名が %temp% に似ているも
のを除く) のうち scott が所有するすべてのテーブルをアクティベート するように SharePlex に対して指示します。この記述
に一致するすべてのテーブルが、hal スキーマのターゲット で同じ名前のテーブルに複製されます。SharePlex によって、対
象に含める名前の範囲が自動的に拡張されます。実際にはテーブル名が「PROD%」に似ていて「%TEMP%」には似て
いないすべてのテーブルがアクティベート されます。
Datasource:o.sidA
expand scott.prod% not (%temp%)

hal.%sysa@o.sidB

例 2： 次の例は、ワイルド カード を使用した指定でテーブルの 1 つ( この例では photo テーブル) に特別な処理を指定す
る方法を示しています。photo 以外のすべてのテーブルは、デフォルト の post キュー経由でルーティングされます。photo
テーブル用の個別エント リは、ワイルド カード を使用したエント リを上書きし、名前付き Post キューを介して photo テーブ
ルを処理します。詳細については、次を参照：199 ページの 「名前付き post キューの設定」。
Datasource:o.sidA
cust.%cust.%hostB@o.oraB
cust.photo
cust.photo

hostB:lobQ@o.oraB

有効なワイルド カード 指定の他の例を以下に示します。
Datasource:o.sidA
expand scott.%test%

scott.%sysa@o.sidB

Datasource:o.sidA
expand scott.%t__t%

fred.%sysa@o.sidB
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Datasource:o.sidA
expand scott.% not (spo%, gen%, prodct)
Datasource:o.sidA
expand scott.prod% not (%temp%)

scott.%sysa@o.sidB

hal.%sysa@o.sidB

無 効 なワイルド カード 指 定 の例
以下の例には、ワイルド カード を使用したスキーマが含まれていますが、許可されません。
Datasource:o.sidA
expand rob%.%test%

scott.%sysa@o.sidB

以下の例には、部分的にワイルド カード を使用したターゲット オブジェクト 名が含まれていますが、許可されません。
Datasource:o.sidA
expand scott.%test%

scott.%obj%

sysa@o.sidB

一意のキーの定義
作成したテーブルにプライマリキーまたは一意のキーがない場合は、設定ファイルにオブジェクト を指定するときにキーとして
使用する列を指定できます。SharePlex は WHERE 句で Post するターゲット 行を見つける一意のキーとして、指定
された列を使用します。
注：
l

l

プライマリキーまたは一意のキーがないと、SharePlex はテーブルのすべての列( またはカラムパーティションのすべ
ての列) をキーとして使用するため、複製のパフォーマンスが低下します。
プライマリキーまたは一意のキーが存在するテーブルに対してキー定義を指定した場合、定義済みのキーはキー
定義によって上書きされます。この機能は、SharePlex で既存のキーのいずれも使用しない場合に便利です。

キーとして指定する列は、以下の基準を満たしている必要があります。
l

l

l

l

l

列は、LONG または LOB 列であってはなりません。
列は行を一意に識別できなければなりません。でないと、複製が非同期エラーを返したり誤ったターゲット 行に
post したりする可能性があります。
テーブルが垂直分割レプリケーション用に設定されている場合、列はカラムパーティションの一部である必要があり
ます。垂直分割で exclude 列表記を使用している場合は、キー定義で除外された列を使用することはできませ
ん。分割レプリケーションの詳細については、「分割レプリケーションの設定」を参照してください。
列をサプリメンタルロググループに含めます。この操作を行わない場合、SharePlex がデータベースに値をクエリす
る必要があります。
ターゲット テーブルにインデックスを作成し、変数データディレクト リにある、インデックスを使用することを Post プロ
セスに指示する SharePlex ヒント ファイルにそのインデックスを追加します。

キー定義の構文
キー定義を作成するには、ソースオブジェクト の後に空白文字を入力し、次の構文( かっこを含む) を使用します。
src_owner.table !key (column_list)
ここで、
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l

!key は、必須のキーワード です。

l

column_list は、キーに含める列のリスト です。列名はコンマで区切ります。コンマの後の空白文字は随意です。

datasource_specification
src_owner.table !key (col_name, col2_name, ...)

tgt_owner.table

host@o.SID

例：
Datasource:o.ora1
scott.tab !key(name,ID)

scott.tab2

sysB@oraB

DML 操作のフィルタ
ワイルド カード が使用されたときに複製から以下の DML をフィルタで除外するように SharePlex を設定できます。
l

の DML タイプ( INSERT、UPDATE、DELETE)

l

シーケンス、マテリアライズド ビュー、および SQL*Loader ダイレクト パスロード に関連する DML

DML タイプのフィルタによる除外
SharePlex では、任意のタイプの DML 操作をフィルタで除外できます。これにより、その操作はターゲット テーブルに複
製されなくなります。DML フィルタリングは、他のほとんどの SharePlex 設定構文と互換性があります。「制限事項」を
参照してください。

DML フィルタの設 定
DML フィルタを設定するには、以下の構文をソーステーブル指定に追加します。テーブル指定とフィルタ指定の間はスペー
スで区切ります。複数の操作タイプをフィルタの対象として指定できます。列リスト やキー定義などの他の機能に対する追
加の構文は、DML フィルタ指定に従う必要があります。
!dml(DML_type[,DML_type][,...])
ここで、DML_type は以下のいずれかです。
DML_type 入力

操作タイプ

i

INSERT

d

DELETE

u

UPDATE

例
例1
以下の例では、DELETE 操作をフィルタしてターゲット テーブルに複製されないようにしています。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
設定ファイルの作成

87

Datasource:o.ora
scott.emp !dml(d)

scott.emp

prodsys@o.sysdb

例2
以下の例では、DELETE と INSERT をフィルタして、UPDATE のみがターゲット テーブルに複製されるようにしています。こ
の例は、DML フィルタと列マッピング指定との間で互換性がどのように確保されるかについても示しています。
Datasource:o.ora
scott.stock !dml(d,i) (ID, name)

scott.stock (SKU, prod)

sys2@o.sysdb

現 在 の DML フィルタの表 示
設定ファイル内の各テーブルに対してフィルタされている DML を表示するには、verify config コマンド を使用します。この
コマンド は、アクティブまたは非アクティブな設定ファイルに使用できます。
sp_ctrl> verify config myconfig
7："SCOTT"."EMP" "SCOTT"."EMP" prodsys@o.proddb
Filter out >>>>> DELETES
Unique Key :(EMPLOYEE_ID)

制限事項
l

l

copy および compare コマンド は、指定に DML フィルタリングが含まれるテーブルをサポート していません。
設定ファイルに 1 つのソーステーブルの指定が複数ある場合、DML フィルタ指定はそのすべてに対して同じである
必要があります。複合ルーティングマップを使用せずに複数のターゲット にルーティングする場合( 「設定ファイルで
のルーティング指定」を参照) 、またはフルテーブルレプリケーションと水平分割レプリケーションを組み合わせている
場合( 「水平分割レプリケーションの設定」を参照) は、同じソーステーブルの指定が複数回発生します。

フィルタを使用して特定の Oracle オブジェクト に関連
する DML を複製から除外する
シーケンス、マテリアライズド ビュー、および SQL*Loader ダイレクト パスロード を複製しないように SharePlex を設定でき
ます。デフォルト では、これらのオブジェクト の複製は有効になっています。
フィルタで除外するオブジェクト

設定するパラメータ

値

シーケンス

SP_OCT_REPLICATE_SEQUENCES

0

マテリアライズド ビュー

SP_OCT_REPLICATE_MVIEW

0

SQL*Loader ダイレクト パスロード

SP_OCT_REPLICATE_DLOAD

0

ソース列とターゲット 列のマッピング
ソース列とターゲット 列の名前が異なる場合は、設定ファイルに明示的な列マッピングを指定することで、Post が適切な
ターゲット 列に行データを適用するように設定できます。
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列マッピングの使用に関するガイドライン
l

l

l

l

列マッピングを使用するには、ソースとターゲット の名前が一部異なる場合でも、ソーステーブルのすべての列を
ターゲット テーブルの列にマップする必要があります。マップされた列とマップされない列がある場合、そのエント リは
垂直分割レプリケーションのカラムパーティションとみなされ、リスト されていない列に対するデータ変更は複製され
ません。
水平分割レプリケーションと列マッピングを同じソーステーブルに対して使用することはできますが、列マッピングと
垂直分割レプリケーションを組み合わせることはできません。
ターゲット テーブルはソーステーブルよりも多い列を持つことができますが、少なくともすべてのソース列にターゲット
列が存在する必要があります。
ALTER TABLE を使用して列マッピングが設定されたテーブルに列を追加することはサポート されていません。

列マッピングの設定
列マップを作成するには、以下の構文を使用します。設定ファイルの詳細については、「設定ファイルの作成」を参照して
ください。
datasource_specification
src_owner.table (src_col,src_col,...)

tgt_owner.table (tgt_col,tgt_col,...)

routing_map

設定コンポーネント

説明

datasource_specification

データソース指定。詳細については、「設定ファイルでのデータベース指定」を
参照してください。

src_owner.table および tgt_
owner.table

それぞれ、ソーステーブルとターゲット テーブルの指定。詳細については、「 設定
ファイルの作成方法 」を参照してください。

(src_col,src_col,...)

ソース列のリスト 。
以下のルールに従って列リスト を指定します。
l

列リスト はかっこで囲む必要があります。

l

列名はコンマで区切ります。コンマの後の空白文字は随意です。

l

(tgt_col,tgt_col,...)

ターゲット 列のリスト 。
l

l

routing_map

列リスト の最大長は 174,820 バイト ( 設定ファイルで許容される行の
最大長) です。

ターゲット 列は、対応するソース列と同じ論理順でリスト します。
SharePlex がオブジェクト キャッシュに正しいマップを作成するために
は、テーブルのターゲット 列の実際の順序に関係なく、このように指定
する必要があります。たとえば、ソースリスト の 2 列目への変更はター
ゲット リスト の 2 列目に複製されます。
ソースリスト の構文規則もターゲット リスト に適用されます。

ルーティングマップ。詳細については、「設定ファイルでのルーティング指定」を参
照してください。
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設定例
Datasourceo.oraA
sales.prod (ID,name,vendor)

mfg.prod (UPC,product,supplier)

sysB@o.oraB

スクリプト を使用した設定ファイルの作成
SharePlex には、Oracle ソースオブジェクト を指定するための設定ファイルの作成を自動化する以下のスクリプト が用意
されています。
l

config.sql：データベース内のすべてのテーブルおよびオプションですべてのシーケンスを設定します。

l

build_config.sql：スキーマ内の複数のテーブルまたはすべてのテーブルを設定します。

サポート されるデータベース
Oracle

config.sql の使用
config.sql スクリプト を使用すると、データベースの全スキーマにあるすべてのテーブル、およびオプションですべてのシーケ
ンスをリスト 化した設定を作成できます。このスクリプト を使用すると、データベース全体を同一のセカンダリデータベースに
複製する高可用性複製方法またはその他のシナリオを確立する時間を節約できます。

config.sql 使 用 の条 件
l

l

l

l

ソースとターゲット のテーブル名が同一でなければなりません。
このスクリプト では、SYS、SYSTEM、および SharePlex スキーマ内のオブジェクト は設定されません。これらのス
キーマは、システムおよびインスタンス仕様のため、複製できません。
スクリプト は、分割レプリケーションをサポート していません。copy config コマンド を使用してスクリプト によって作
成された設定ファイルをコピーし、edit config コマンド を使用して分割レプリケーションを使用するテーブルのエン
ト リを追加できます。新しい設定ファイルをアクティベート します( 元の設定ファイルではありません) 。
edit config コマンド を使用し、設定構築後必要に応じて変更を行うことができます。

config.sql を実 行 するには
1. ディレクト リを SharePlex 変数データディレクト リの config サブディレクト リに変更します。config.sql スクリプト を
実行すると、現在の作業ディレクト リに設定が配置されます。SharePlex 設定は config サブディレクト リ内に存
在する必要があります。
cd /vardir/config
2. SQL*Plus にシステムとしてログオンします。
3. SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リから完全パスを使用して config.sql を実行します。
@ /proddir/util/config.sql
以下のテーブルを参考にしてプロンプト に応答します。
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プロンプト

入力する項目

Target
machine

ターゲット マシンの名前( たとえば SystemB) 。

Source
database
SID

ソース( プライマリ) Oracle インスタンスの ORACLE_SID( たとえば oraA) 。 o. キーワード は含めないでく
ださい。ORACLE_SID には、英大文字と小文字の区別があります。

Target
database
SID

ターゲット ( デスティネーション) Oracle インスタンスの ORACLE_SID( たとえば oraB) 。 o. キーワード は
含めないでください。ORACLE_SID には、英大文字と小文字の区別があります。

Replicate
sequences

シーケンスを複製する場合は y を入力し、シーケンスを複製しない場合は n を入力します。

Shareplex
oracle
username

ソースデータベース内の SharePlex ユーザーの名前。このエント リにより SharePlex スキーマが複製さ
れなくなり、複製の問題が発生する可能性があります。有効な名前が提供されない場合、スクリプト は
機能しません。

注： SharePlex によって、config.fileの名前が設定に割り当てられます。スクリプト を再度実行して追加の設定ファイル
を作成した場合、最初のファイルが上書きされます。元のファイルを保存するには、別の名前で 2 番目のファイルを作
成します。

次 の手 順
l

テーブルまたは所有者名で大文字と小文字が区別される場合は、sp_ctrl で edit config コマンド を使って設定
ファイルを開き、テキスト エディタを使って大文字と小文字が区別されるテーブルおよび所有者名を二重引用符で
囲みます( 例："scott"."emp") 。このスクリプト は、大文字小文字の区別を採用するために Oracle が必要とする
引用符を追加しません。
sp_ctrl> edit config filename

l

設定が正しい場所にあることを保証するために、list config コマンド を発行します。設定の名前が表示されない
場合は、設定が誤ったディレクト リに作成されています。ファイルを見つけて変数データディレクト リの config サブ
ディレクト リに移動します。
sp_ctrl> list config

build_config.sql の使用
build_config.sql スクリプト はスキーマの複数の( またはすべての) テーブルを含む設定を構築することを可能にします。こ
れは、設定の各構成要素をプロンプト する、インタラクティブなスクリプト です。各オブジェクト およびルーティングの情報を
個別に入力する代わりに、ワイルド カード を使用して特定のテーブルを一度に選択したり、スキーマの全テーブルを選択し
たりすることができます。

build_config.sql を使 用 する条 件
l

l

l

ソースとターゲット のテーブル名が同一でなければなりません。
スクリプト ではシーケンスはサポート されません。スクリプト で作成された設定をアクティベート する前に、sp_ctrl の
edit config コマンド を使用してシーケンスのエント リを追加できます。
スクリプト は、分割レプリケーションをサポート していません。copy config コマンド を使用してスクリプト によって作
成された設定をコピーし、edit config コマンド を使用して分割レプリケーションを使用するテーブルのエント リを追
加できます。( 元の設定ではなく) 新しい設定をアクティベート します。
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l

l

l

このスクリプト では、SYS、SYSTEM、および SharePlex スキーマ内のオブジェクト は設定されません。これらのス
キーマは、システムおよびインスタンス仕様のため、複製できません。
異なるスキーマに対して build_config.sql を実行し、テキスト エディタを使用してこれらの設定を 1 つの設定に結
合できます。ファイルの最初の非コメント 行である Datasource:o.SID 行以外はすべて削除してください。ファイル
は config サブディレクト リから移動しないてください。
edit config コマンド を使用し、設定構築後必要に応じて変更を行うことができます。

build_config.sql を実 行 するには
1. ディレクト リを SharePlex 変数データディレクト リの config サブディレクト リに変更します。build_config.sql スクリ
プト を実行すると、現在の作業ディレクト リに設定が配置されます。SharePlex 設定は config サブディレクト リ内
に存在する必要があります。
cd /vardir/config
2. SQL*Plus にシステムとしてログオンします。
3. SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リから完全パスを使用して build_config.sql を実行します。
@ /proddir/util/build_config.sql
以下のテーブルを参考にしてプロンプト に応答します。
プロンプト

入力する項目

Target machine

ターゲット マシンの名前( たとえば SystemB) 。

Source database
SID

ソース( プライマリ) Oracle インスタンスの ORACLE_SID( たとえば oraA) 。 o. キーワード は含め
ないでください。ORACLE_SID には、英大文字と小文字の区別があります。

Target database
SID

ターゲット ( デスティネーション) Oracle インスタンスの ORACLE_SID( たとえば oraB) 。 o. キー
ワード は含めないでください。ORACLE_SID には、英大文字と小文字の区別があります。

Owner of the
source database
tables

ソーステーブルの所有者。

Owner of the
target database
tables

ターゲット テーブルの所有者。

Table name to
include (blank for
all)

次のうちのいずれか 1 つを実行します。
l

l

l

Name of the
output file to
create

Enter を押してデフォルト を受け入れます。これにより、ソースの所有者に属するすべての
テーブルが選択されます。
ワイルド カード ( %) 文字と文字列を入力して特定のテーブルを選択します( たとえば
%e_salary%) 。
個々のテーブル名を入力します。

設定の名前。このスクリプト はファイルに .lst 拡張子を指定します( たとえば Scott_config.lst) 。
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次 の手 順
l

テーブルまたは所有者名で大文字と小文字が区別される場合は、sp_ctrl で edit config コマンド を使って設
定を開き、テキスト エディタを使って大文字と小文字が区別されるテーブルおよび所有者名を二重引用符で囲み
ます( たとえば "scott"."emp") 。このスクリプト は、大文字小文字の区別を採用するために Oracle が必要とする
引用符を追加しません。
sp_ctrl> edit config filename

l

設定が正しい場所にあることを保証するために、list config コマンド を発行します。設定の名前が表示されない
場合は、設定が誤ったディレクト リに作成されています。ファイルを見つけて変数データディレクト リの config サブ
ディレクト リに移動します。
sp_ctrl> list config
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8

オープンターゲット のターゲット への複製の
設定
この章には、Oracle データベースからオープンターゲット ( Oracle 以外) のターゲット にデータを複製するように SharePlex
を設定する手順が記載されています。Post プロセスは、目的のターゲット に対して正しい方法と形式でデータを処理する
ように設定する必要があります。この章では、サポート されるターゲット ごとに、一連の Post 設定の要件を説明します。
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。

コンテンツ
Microsoft SQL Server ターゲット への複製の設定
PostgreSQL ターゲット への複製の設定
SAP ASE ターゲット への複製の設定
HANA ターゲット に対する複製の設定
Teradata ターゲット への複製の設定
他のオープンターゲット データベースへの複製の設定
JMS ターゲット への複製の設定
Kafka ターゲット への複製の設定
SQL または XML ファイルのターゲット への複製の設定
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Microsoft SQL Server ターゲット への複製
の設定
概要
SharePlex は、Open Database Connectivity( ODBC) インターフェイスを介して、複製したソースデータを Microsoft
SQL Server ターゲット データベースに post できます。これらのインスト ラクションでは、このターゲット をサポート する場合に
必要な設定プロセスを順を追って説明します。
注： SharePlex を使用して SQL Server ターゲット に複製する場合にサポート されているデータ型および操作について
は、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
次のように、ソースシステムで SharePlex とデータベースを設定します。

Oracle キーの有 効 化
Oracle ソースからオープンターゲット のターゲット に複製するには、キー情報を SharePlex で使用できるようにします。

Oracle サプリメンタルロギングの有 効 化
Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にします。ターゲット で適切なキーを構築するために
は、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値に 1 を設定します。このパラメータは、行の更新 / 削除時に Oracle の補
助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用します。補助ログとこのパラメータの両方が設定されている場
合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex キーが Oracle キーと一致することが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
されるコンポーネント は、複製方法に応じて異なります。ただし、オープンターゲット のターゲット への複製に関連する場
合、設定ファイルの最も重要な部分は、@ 記号の後のルーティングマップ部分です。
注： 設定ファイルの作成の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。
オープンターゲット のターゲット への複製を設定するには、次の構文を設定ファイル内で使用します。

Datasource: datasource_spec
src_owner.table

tgt_owner.table

host@r.database_name
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ここで、
l

datasource_spec は、ソースデータベースの指定( ) です。詳細については、「設定ファイルでの
データベース指定」を参照してください。

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。

l

tgt_owner.table は、ターゲットテーブルの所有者名およびテーブル名です。 *

l

host はターゲット システムの名前です。

l

r. は、ターゲット を非 Oracle として識別します。

l

database_name はターゲット データベースの名前です。重要! database_name は、データソース
名( DSN) ではなく、データベースの実際の名前 である必要があります。

* 重要! ターゲット 所有者またはテーブル名が大文字以外のものでデータベースに定義されている場合は、次の点を確
認してください。
l

大文字小文字を正しく区別して入力します。

l

名前を引用符で囲みます。たとえば、"MySchema"."MyTable" のように指定します。

ソース設 定 の例
次の設定ファイルは、テーブル HR.EMP を Oracle インスタンス ora112 からターゲット システム sysprod 上のデー
タベース mydb 内のターゲット テーブル Region1.Emp に複製します。ターゲット テーブルには大文字と小文字の区別
があります。
Datasource:o.ora112
HR.EMP

"Region1"."Emp"

sysprod@r.mydb

ターゲット での SharePlex の設定
次のように、ターゲット データベースと SharePlex を設定します。
注：SharePlex のインスト ール前に「SharePlex プリインスト ールチェックリスト 」の手順に従っていた場合、最初の 2 つの
手順はすでに実行されている可能性があります。
1. 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。

2. 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) 。
3. DSN をテスト して、ODBC 接続が機能することを確認してから、次の手順に進みます。
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4. SharePlex のインスト ール時に実行していなかった場合は、mss_setup ユーティリティを実行します。これで、次
のターゲット セット アップが実行されます。
l

ターゲット SQL Server データベースに post する権限を持つ SharePlex データベースアカウント の設定

l

ターゲット 接続設定の設定

l

SharePlex によって使用され、SharePlex アカウント によって所有されるテーブルとインデックスのインス
ト ール

このユーティリティの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
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PostgreSQL ターゲット への複製の設定
概要
SharePlex は、Open Database Connectivity( ODBC) インターフェイスを介して、複製した Oracle データを
PostgreSQL ターゲット データベースに post できます。これらのインスト ラクションでは、このターゲット をサポート する場合に
必要な設定プロセスを順を追って説明します。
メモ：
l

l

SharePlex は、PostgreSQL オープンソースデータベースの実装をすべてサポート しています。
SharePlex を使用して PostgreSQL ベースのデータベースに複製する場合にサポート されているデータ型および
操作については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
ソースシステムで SharePlex およびデータベースを以下のように設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
オープンターゲット のターゲット に複製するには、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にし
ます。ターゲット で適切なキーを構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
オープンターゲット のデータベースターゲット に複製するには、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値を 1 に設定し
ます。このパラメータは、行の更新 / 削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用しま
す。補助ログとこのパラメータの両方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex
キーが Oracle キーと一致することが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
されるコンポーネント は、複製方法に応じて異なります。ただし、オープンターゲット のターゲット への複製に関連する場
合、設定ファイルの最も重要な部分は、@ 記号の後のルーティングマップ部分です。
注： 設定ファイル作成の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。
オープンターゲット のターゲット への複製を設定するには、次の構文を設定ファイル内で使用します。
Datasource:o.SID
src_owner.table

tgt_owner.table

host@r.database_name

ここで、
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l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。 .

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。

l

tgt_owner.table は、ターゲットテーブルの所有者名およびテーブル名です。 *

l

host はターゲット システムの名前です。

l

r. は、ターゲット を非 Oracle として識別します。

l

database_name はターゲット データベースの名前です。重要! database_name は、データソース
名( DSN) ではなく、データベースの実際の名前 である必要があります。

* 重要! ターゲット 所有者またはテーブル名が大文字以外のものでデータベースに定義されている場合は、次の点を確
認してください。
l

大文字小文字を正しく区別して入力します。

l

名前を引用符で囲みます。たとえば、"MySchema"."MyTable" のように指定します。

ソース設 定 の例
次の設定ファイルは、テーブル HR.EMP を Oracle インスタンス ora112 からターゲット システム sysprod 上のデー
タベース mydb 内のターゲット テーブル Region1.Emp に複製します。ターゲット テーブルでは、大文字と小文字が区
別されます。
Datasource:o.ora112
HR.EMP

"Region1"."Emp"

sysprod@r.mydb

ターゲット での SharePlex の設定
1. まだ実行していない場合は、ターゲット データベース用の適切な ODBC ド ライバをインスト ールします。
注： EDB Postgres Advanced Server の場合は、環境用の最新のコネクタを入手する手順について、
StackBuilder のド キュメント を参照してください。
2. SharePlex のインスト ール時に実行していなかった場合は、pg_setup ユーティリティを実行します。これで、
SharePlex データベースアカウント と接続情報が設定されます。このユーティリティの詳細については、「
SharePlex リファレンスガイド 」を参照してください。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
オープンターゲットのターゲットへの複製の設定

99

SAP ASE ターゲット への複製の設定
概要
SharePlex は、Open Database Connectivity( ODBC) インターフェイスを介して、複製した Oracle データを SAP ASE
ターゲット データベースに post できます。これらのインスト ラクションでは、このターゲット をサポート する場合に必要な設定
プロセスを順を追って説明します。
注： SharePlex を使用して Sybase ターゲット に複製する場合にサポート されているプラット フォーム、データ型、および操
作については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
ソースシステムで SharePlex およびデータベースを以下のように設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
オープンターゲット のターゲット に複製するには、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にし
ます。ターゲット で適切なキーを構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
オープンターゲット のデータベースターゲット に複製するには、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値を 1 に設定し
ます。このパラメータは、行の更新 / 削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用しま
す。補助ログとこのパラメータの両方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex
キーが Oracle キーと一致することが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
されるコンポーネント は、複製方法に応じて異なります。ただし、オープンターゲット のターゲット への複製に関連する場
合、設定ファイルの最も重要な部分は、@ 記号の後のルーティングマップ部分です。
注： 設定ファイル作成の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。
オープンターゲット のターゲット への複製を設定するには、次の構文を設定ファイル内で使用します。
Datasource:o.SID
src_owner.table

tgt_owner.table

host@r.database_name

ここで、
l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。 .

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。
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l

tgt_owner.table は、ターゲットテーブルの所有者名およびテーブル名です。 *

l

host はターゲット システムの名前です。

l

r. は、ターゲット を非 Oracle として識別します。

l

database_name はターゲット データベースの名前です。重要! database_name は、データソース
名( DSN) ではなく、データベースの実際の名前 である必要があります。

* 重要! ターゲット 所有者またはテーブル名が大文字以外のものでデータベースに定義されている場合は、次の点を確
認してください。
l

大文字小文字を正しく区別して入力します。

l

名前を引用符で囲みます。たとえば、"MySchema"."MyTable" のように指定します。

ソース設 定 の例
次の設定ファイルは、テーブル HR.EMP を Oracle インスタンス ora112 からターゲット システム sysprod 上のデー
タベース mydb 内のターゲット テーブル Region1.Emp に複製します。ターゲット テーブルでは、大文字と小文字が区
別されます。
Datasource:o.ora112
HR.EMP

"Region1"."Emp"

sysprod@r.mydb

ターゲット での SharePlex の設定
次のように、ターゲット システムで SharePlex とデータベースを設定します。

ODBC ドライバのインスト ール
データベース用の正しい ODBC ド ライバをダウンロード します。

ODBC のセット アップ
1. ターゲット データベース用の適切な ODBC ド ライバをインスト ールしてテスト します。SharePlex には、ODBC
を介して接続および post する SharePlex の機能のテスト 用に OTS ユーティリティが用意されています。詳
細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』のユーティリティのセクションに記載されている OTS の説明を参
照してください。
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2. ターゲット システムで、ターゲット データベースに接続するために Post で使用する ODBC 接続情報を設定しま
す。この接続情報の設定には、次のオプションがあります。
l

l

Windows では、Windows コント ロールパネルの 管理ツール セクションにある データソース (ODBC) を使
用することで、ユーザーまたはシステム DSN( データソース名) を作成します。Windows のド キュメント を
参照するか、システム管理者にご相談ください。DSN を使用する場合、ターゲット データベースの Post
ユーザー名とパスワード を connection コマンド で設定する必要があります。「connection コマンド による
接続情報の設定」を参照してください。
Unix および Linux では、次のいずれかを実行できます。
l

データベースで規定されている手順に従って、ターゲット システムでユーザーまたはシステム DSN
を設定します。DSN を使用してターゲット データベースに接続するテスト を行います。接続に成
功した場合、ODBC 設定ファイルを SharePlex 変数データディレクト リの odbc サブディレク
ト リにコピーします。LD_LIBRARY_PATH 環境変数をデータベースの ODBC ド ライバの場所
に設定します。
または

l

Post 設定内で ODBC 接続情報を設定します。「connection コマンド による接続情報の設定」
を参照してください。

connection コマンドによる接 続 情 報 の設 定
connection コマンド は、次の目的で使用します。
l

Post ユーザー名とパスワード を設定します( DSN を作成した場合) 。

l

すべての ODBC 接続情報を設定します( DSN が存在しない場合) 。

接 続 情 報 を設 定 するには
1. ターゲット データベース内に SharePlex 用のユーザーアカウント を作成します。このアカウント には、接続、データ
ベースのメタデータ構造に対するクエリ、SharePlex データベースまたはスキーマ内でのテーブルの作成および更
新、フル DML 操作およびサポート されている DDL 操作の実行の権限を付与する必要があります。このユーザー
が SharePlex の外部の ODBC を介してデータベースに正常に接続できることを確認します。
2. sp_ctrl を実行します。
3. connection コマンド を set オプション付きでキーワード ごとに 1 回実行します。
connection r.database_name set keyword=value

オプション 1：DSN が存 在 する場 合 の入 力
キーワード

入力する値

user

SharePlex に割り当てられたデータベースユーザー。

password

SharePlex ユーザーのパスワード 。

dsn

データベースの DSN。
重要! user、password、および dsn は、DSN が存在する場合の
必須キーワード です。
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オプション 2：DSN が存 在 しない場 合 の入 力 ( Unix および Linux)
キーワード

入力する値

user

SharePlex に割り当てられたデータベースユーザー。

password

SharePlex ユーザーのパスワード 。

port

データベースのポート 番号。

server

データベースサーバの名前または IP アド レス。

driver

データベースサーバ上の ODBC ド ライバのフルパス。

オプション 3：DSN が存 在 しない場 合 の接 続 文 字 列 ( Unix および Linux)
キーワード

入力する値

user

SharePlex に割り当てられたデータベースユーザー。

password

SharePlex ユーザーのパスワード 。

connect_string

ユーザー定義の接続文字列。独自の接続文字列を使用する場
合、正常な ODBC 接続に必要な要素がすべて含まれていることを
確認します。 ただし 、ユーザー名とパスワード は省略します。
connection コマンド を user および password オプション付きで使
用して、ユーザー情報を指定します。

connection コマンド の例
DSN が存 在 する場 合
connection r.mydb set user=myuser
connection r.mydb set password=mypassword
connection r.mydb set dsn=mydsn

DSN が存 在 しない場 合
connection r.mydb set user=myuser
connection r.mydb set password=mypassword
connection r.mydb set port=1234
connection r.mydb set server=server1
connection r.mydb set driver=/database/ODBC/lib/databasedriver.so

DSN が存 在 せず、接 続 文 字 列 を使 用 する場 合
connection r.mydb set user=myuser
connection r.mydb set password=mypassword
connection r.mydb set connect_
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string=”driver=/database/ODBC/lib/databasedriver.so;server=server1;port=1234;uid=myuser;pwd
=mypassword”

connection 値 の削 除
connection を reset オプション付きで使用して、SharePlex 接続設定を削除します。

特 定 の connection 値 を削 除 するには
connection r.database_name reset keyword

すべての connection 値 を削 除 するには
connection r.database_name reset

例
connection r.mydb reset port
connection r.mydb reset

connection 値 の表 示
connection を show オプション付きで使用して、SharePlex 接続設定を表示します。

データベースの connection 値 を表 示 するには
connection r.database_name show

すべてのローカルデータベースの接 続 設 定 を表 示 するには
connection show all
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HANA ターゲット に対する複製の設定
概要
SharePlex は、Open Database Connectivity( ODBC) インターフェイスを介して、複製した Oracle データを HANA ター
ゲット データベースに post できます。これらのインスト ラクションでは、このターゲット をサポート する場合に必要な設定プロ
セスを順を追って説明します。
注： SharePlex を使用して HANA ターゲット に複製する場合にサポート されているデータ型および操作については、
『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
ソースシステムで SharePlex およびデータベースを以下のように設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
オープンターゲット のターゲット に複製するには、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にし
ます。ターゲット で適切なキーを構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
オープンターゲット のデータベースターゲット に複製するには、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値を 1 に設定し
ます。このパラメータは、行の更新 / 削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用しま
す。補助ログとこのパラメータの両方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex
キーが Oracle キーと一致することが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
されるコンポーネント は、複製方法に応じて異なります。ただし、オープンターゲット のターゲット への複製に関連する場
合、設定ファイルの最も重要な部分は、@ 記号の後のルーティングマップ部分です。
注： 設定ファイル作成の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。
オープンターゲット のターゲット への複製を設定するには、次の構文を設定ファイル内で使用します。
Datasource:o.SID
src_owner.table

tgt_owner.table

host@r.database_name

ここで、
l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。 .

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。
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l

tgt_owner.table は、ターゲットテーブルの所有者名およびテーブル名です。 *

l

host はターゲット システムの名前です。

l

r. は、ターゲット を非 Oracle として識別します。

l

database_name はターゲット データベースの名前です。重要! database_name は、データソース
名( DSN) ではなく、データベースの実際の名前 である必要があります。

* 重要! ターゲット 所有者またはテーブル名が大文字以外のものでデータベースに定義されている場合は、次の点を確
認してください。
l

大文字小文字を正しく区別して入力します。

l

名前を引用符で囲みます。たとえば、"MySchema"."MyTable" のように指定します。

ソース設 定 の例
次の設定ファイルは、テーブル HR.EMP を Oracle インスタンス ora112 からターゲット システム sysprod 上のデー
タベース mydb 内のターゲット テーブル Region1.Emp に複製します。ターゲット テーブルでは、大文字と小文字が区
別されます。
Datasource:o.ora112
HR.EMP

"Region1"."Emp"

sysprod@r.mydb

ターゲット での SharePlex の設定
1. まだ実行していない場合は、ターゲット HANA データベース用の適切な ODBC ド ライバをインスト ールします。
2. SharePlex のインスト ール時に実行していなかった場合は、hana_setup ユーティリティを実行します。これで、
SharePlex データベースアカウント と接続情報が設定されます。このユーティリティの詳細については、「
SharePlex リファレンスガイド 」を参照してください。
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Teradata ターゲット への複製の設定
概要
SharePlex は、Open Database Connectivity( ODBC) インターフェイスを介して、複製した Oracle データを Teradata
ターゲット データベースに post できます。これらのインスト ラクションでは、このターゲット をサポート する場合に必要な設定
プロセスを順を追って説明します。
注： サポート されている Teradata のバージョンおよびド ライバ、SharePlex を使用して Teradata ターゲット に複製する場
合にサポート されているデータ型および操作については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
次のように、ソースシステムで SharePlex とデータベースを設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
オープンターゲット のターゲット に複製するには、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にし
ます。ターゲット で適切なキーを構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
オープンターゲット のデータベースターゲット に複製するには、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値を 1 に設定し
ます。このパラメータは、行の更新 / 削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用しま
す。補助ログとこのパラメータの両方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex
キーが Oracle キーと一致することが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

Teradata に対 する複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
されるコンポーネント は、複製方法に応じて異なる場合があります。次のテンプレート は、Teradata ターゲット への複製に
必要な基本コンポーネント を示しています。
注： 設定ファイルの作成の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。
Datasource:o.ora_SID
oracle_schema.src_table

teradata_db.targ_table

target_host@r.teradata_db

ここで、
l

ora_SID はソースの Oracle インスタンス

l

oracle_schema は src_table の Oracle スキーマ( owner)

l

src_table は Oracle ソーステーブルまたはワイルド カード の仕様
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l

teradata_db は targ_table を含む Teradata データベース

l

targ_table は Teradata ターゲット テーブルまたはワイルド カード の仕様

l

target_host は Teradata をホスト するターゲット システム

* 重要! ターゲット 所有者またはテーブル名が大文字以外のものでデータベースに定義されている場合は、次の点を確
認してください。
l

大文字小文字を正しく区別して入力します。

l

名前を引用符で囲みます。たとえば、"MySchema"."MyTable" のように指定します。

ターゲット での SharePlex の設定
1. まだ実行していない場合は、ターゲット Teradata データベース用の適切な ODBC ド ライバをインスト ールしま
す。サポート されているデータベースとド ライバの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。
2. Teradata への接続に使用する SharePlex 用のデータソース名( DSN) を作成します。
3. SharePlex のインスト ール時に実行していなかった場合は、td_setup ユーティリティを実行します。これで、次の
ターゲット セット アップが実行されます。
l

SharePlex データベースユーザーおよびログイン資格情報の設定

l

DSN とユーザー資格情報に基づいた内部接続文字列の設定

l

SharePlex が使用するテーブルおよびインデックスの、指定されたデータベースへのインスト ール

このユーティリティの詳細については、「 SharePlex リファレンスガイド 」を参照してください。
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他のオープンターゲット データベースへの複製
の設定
概要
SharePlex は、Open Database Connectivity( ODBC) をサポート しているデータベースに接続できます。SharePlex
によってサポート されているプラット フォーム、データ型、および操作については、『SharePlex リリースノート 』を参照してく
ださい。
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。

ソースでの SharePlex の設定
ソースシステムで SharePlex およびデータベースを以下のように設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
オープンターゲット のターゲット に複製するには、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にし
ます。ターゲット で適切なキーを構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
オープンターゲット のデータベースターゲット に複製するには、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値を 1 に設定し
ます。このパラメータは、行の更新 / 削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用しま
す。補助ログとこのパラメータの両方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex
キーが Oracle キーと一致することが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
されるコンポーネント は、複製方法に応じて異なります。ただし、オープンターゲット のターゲット への複製に関連する場
合、設定ファイルの最も重要な部分は、@ 記号の後のルーティングマップ部分です。
注： 設定ファイル作成の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。
オープンターゲット のターゲット への複製を設定するには、次の構文を設定ファイル内で使用します。
Datasource:o.SID
src_owner.table

tgt_owner.table

host@r.database_name

ここで、
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l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。 .

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。

l

tgt_owner.table は、ターゲットテーブルの所有者名およびテーブル名です。 *

l

host はターゲット システムの名前です。

l

r. は、ターゲット を非 Oracle として識別します。

l

database_name はターゲット データベースの名前です。重要! database_name は、データソース
名( DSN) ではなく、データベースの実際の名前 である必要があります。

* 重要! ターゲット 所有者またはテーブル名が大文字以外のものでデータベースに定義されている場合は、次の点を確
認してください。
l

大文字小文字を正しく区別して入力します。

l

名前を引用符で囲みます。たとえば、"MySchema"."MyTable" のように指定します。

ソース設 定 の例
次の設定ファイルは、テーブル HR.EMP を Oracle インスタンス ora112 からターゲット システム sysprod 上のデー
タベース mydb 内のターゲット テーブル Region1.Emp に複製します。ターゲット テーブルでは、大文字と小文字が区
別されます。
Datasource:o.ora112
HR.EMP

"Region1"."Emp"

sysprod@r.mydb

ターゲット での SharePlex の設定
次のように、ターゲット システムで SharePlex とデータベースを設定します。

ODBC ドライバのインスト ール
データベース用の正しい ODBC ド ライバをダウンロード します。

ODBC のセット アップ
1. ターゲット データベース用の適切な ODBC ド ライバをインスト ールしてテスト します。SharePlex には、ODBC
を介して接続および post する SharePlex の機能のテスト 用に OTS ユーティリティが用意されています。詳
細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』のユーティリティのセクションに記載されている OTS の説明を参
照してください。
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2. ターゲット システムで、ターゲット データベースに接続するために Post で使用する ODBC 接続情報を設定しま
す。この接続情報の設定には、次のオプションがあります。
l

l

Windows では、Windows コント ロールパネルの 管理ツール セクションにある データソース (ODBC) を使
用することで、ユーザーまたはシステム DSN( データソース名) を作成します。Windows のド キュメント を
参照するか、システム管理者にご相談ください。DSN を使用する場合、ターゲット データベースの Post
ユーザー名とパスワード を connection コマンド で設定する必要があります。「connection コマンド による
接続情報の設定」を参照してください。
Unix および Linux では、次のいずれかを実行できます。
l

データベースで規定されている手順に従って、ターゲット システムでユーザーまたはシステム DSN
を設定します。DSN を使用してターゲット データベースに接続するテスト を行います。接続に成
功した場合、ODBC 設定ファイルを SharePlex 変数データディレクト リの odbc サブディレク
ト リにコピーします。LD_LIBRARY_PATH 環境変数をデータベースの ODBC ド ライバの場所
に設定します。
または

l

Post 設定内で ODBC 接続情報を設定します。「connection コマンド による接続情報の設定」
を参照してください。

connection コマンドによる接 続 情 報 の設 定
connection コマンド は、次の目的で使用します。
l

Post ユーザー名とパスワード を設定します( DSN を作成した場合) 。

l

すべての ODBC 接続情報を設定します( DSN が存在しない場合) 。

接 続 情 報 を設 定 するには
1. ターゲット データベース内に SharePlex 用のユーザーアカウント を作成します。このアカウント には、接続、データ
ベースのメタデータ構造に対するクエリ、SharePlex データベースまたはスキーマ内でのテーブルの作成および更
新、フル DML 操作およびサポート されている DDL 操作の実行の権限を付与する必要があります。このユーザー
が SharePlex の外部の ODBC を介してデータベースに正常に接続できることを確認します。
2. sp_ctrl を実行します。
3. connection コマンド を set オプション付きでキーワード ごとに 1 回実行します。
connection r.database_name set keyword=value

オプション 1：DSN が存 在 する場 合 の入 力
キーワード

入力する値

user

SharePlex に割り当てられたデータベースユーザー。

password

SharePlex ユーザーのパスワード 。

dsn

データベースの DSN。
重要! user、password、および dsn は、DSN が存在する場合の
必須キーワード です。
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オプション 2：DSN が存 在 しない場 合 の入 力 ( Unix および Linux)
キーワード

入力する値

user

SharePlex に割り当てられたデータベースユーザー。

password

SharePlex ユーザーのパスワード 。

port

データベースのポート 番号。

server

データベースサーバの名前または IP アド レス。

driver

データベースサーバ上の ODBC ド ライバのフルパス。

オプション 3：DSN が存 在 しない場 合 の接 続 文 字 列 ( Unix および Linux)
キーワード

入力する値

user

SharePlex に割り当てられたデータベースユーザー。

password

SharePlex ユーザーのパスワード 。

connect_string

ユーザー定義の接続文字列。独自の接続文字列を使用する場
合、正常な ODBC 接続に必要な要素がすべて含まれていることを
確認します。 ただし 、ユーザー名とパスワード は省略します。
connection コマンド を user および password オプション付きで使
用して、ユーザー情報を指定します。

connection コマンド の例
DSN が存 在 する場 合
connection r.mydb set user=myuser
connection r.mydb set password=mypassword
connection r.mydb set dsn=mydsn

DSN が存 在 しない場 合
connection r.mydb set user=myuser
connection r.mydb set password=mypassword
connection r.mydb set port=1234
connection r.mydb set server=server1
connection r.mydb set driver=/database/ODBC/lib/databasedriver.so

DSN が存 在 せず、接 続 文 字 列 を使 用 する場 合
connection r.mydb set user=myuser
connection r.mydb set password=mypassword
connection r.mydb set connect_
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string=”driver=/database/ODBC/lib/databasedriver.so;server=server1;port=1234;uid=myuser;pwd
=mypassword”

connection 値 の削 除
connection を reset オプション付きで使用して、SharePlex 接続設定を削除します。

特 定 の connection 値 を削 除 するには
connection r.database_name reset keyword

すべての connection 値 を削 除 するには
connection r.database_name reset

例
connection r.mydb reset port
connection r.mydb reset

connection 値 の表 示
connection を show オプション付きで使用して、SharePlex 接続設定を表示します。

データベースの connection 値 を表 示 するには
connection r.database_name show

すべてのローカルデータベースの接 続 設 定 を表 示 するには
connection show all

データ型 のマッピング
複製した Oracle ALTER TABLE コマンド をオープンターゲット のターゲット 内の正しいデータ型に正確に post する処理を
サポート するには、Oracle データ型をターゲット データベースのデータ型にマッピングする必要があります。target コマンド を
set datatype オプション付きで使用して、このマッピングを実行します。
注： DML 操作では、SharePlex はターゲット データベースへのクエリによって、複製したデータの適切なデータ型の
マッピングを決定します。

データ型 をマッピングするには
target r.database [queue queuename ] set datatype src_datatype=tgt_datatype
ここで、src_datatype は Oracle データ型、tgt_datatype は Oracle データ型のマッピング先のターゲット の
データ型です。
マッピングオプションについては、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。
target 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。
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JMS ターゲット への複製の設定
概要
SharePlex Post プロセスは、JMS( Java Messaging Service) キューまたはト ピックに接続して書き込むことができます。
データは、データ定義、操作タイプ、および変更された列の値を含む、XML レコード として書き込まれます。このデータは、
ソースで発生した順番で連続した一連の操作として書き込まれます。その後、ターゲット データベースに順番に post する
ことも、外部のプロセスやプログラムによって使用することもできます。
注： SharePlex を使用して JMS に複製する場合にサポート されているプラット フォーム、データ型、および操作について
は、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
データを JMS に複製する場合は、次のように、ソースシステムでソースデータベースと SharePlex を設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
ソースシステムで、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にします。ターゲット で適切なキー
を構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY, UNIQUE) COLUMNS;

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
ソースシステムで、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値に 1 を設定します。このパラメータは、行の更新 /
削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用します。補助ログとこのパラメータの両
方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex キーが Oracle キーと一致す
ることが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要と
される構造は複製方法に応じて異なりますが、ここでは、JMS キューまたはト ピックを介してデータをルーティングする場合
に必要な構文を示します。
Datasource:o.SID
src_owner.table

!jms[:tgt_owner.table]

host

ここで、
l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。

l

!jms は、SharePlex が JMS に post することを示す必須キーワード です。
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l

l

:tgt_owner.table はオプションであり、ターゲット テーブルの所有者と名前を指定します。使用するのは、いずれか
のコンポーネント がソーステーブルのコンポーネント と異なる場合です。!jms と :tgt_owner.table の間には、スペー
スを使用できません。大文字と小文字を正しく区別した名前を入力します。この名前は、
"MySchema"."MyTable" のように二重引用符で囲みます。
host はターゲット システムの名前です。

注： 詳細については、次を参照：69 ページの 「設定ファイルの作成」。

ソース設 定 の例
Datasource:o.ora112
MY_SCHEMA.MY_TABLE

!jms:"MySchema2"."MyTable2"

sysprod

ターゲット での SharePlex の設定
一連の手順で、ターゲット 上に Java プロバイダを設定し、SharePlex Post プロセスを設定して JMS 構造に接続しま
す。SharePlex は、Active MQ および IBM MQ ターゲット をサポート しています。

Active MQ ターゲット での SharePlex の設 定
一連の手順で、SharePlex Post プロセスを設定して、Active MQ キューまたはト ピックに post します。
注：
l

l

Active MQ は必ずしも、SharePlex を実行しているマシンにインスト ールする必要はありません。ただし、一連
の手順に従って、SharePlex のインスト ールディレクト リ内の場所に ActiveMQ jar ファイルをコピーする必要が
あります。
SharePlex は Java Runtime Engine( JRE) 1.6向けにコンパイルされていますが、ActiveMQ 5.13 および
5.14 は JRE 1.7 を使用します。このため、一連の手順には、JRE 1.7 バイナリを指し示すソフト リンクの作成
も含まれます。

この手順の例では、次のようなディレクト リの名前付け規則を使用します。
名前

ディレクト リ

SharePlex

SharePlex インスト ールディレクト リ

amq

SharePlex ディレクト リ内の Active MQ 用の作業ディレクト リ。

amq ターゲットへの post を設 定 するには
1. SharePlex ターゲット サーバ上に JRE 1.7 をインスト ールして設定します。
2. SharePlex/lib/providers の下に amq ディレクト リを作成します。
shareplex/lib/providers/amq
3. 次のプロバイダ JAR ファイルおよび HS 依存関係を amq ディレクト リにコピーします。
shareplex/lib/providers/amq/activemq-all.jar
shareplex/lib/providers/amq/slf4j.jar
4. JRE 1.7 ホームディレクト リを指し示すために、JAVA_HOME および JRE_HOME 変数を設定します。
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5. 新しい JAVA_HOME を PATH 変数に追加します。
6. SharePlex/.app-modules/openbridge ディレクト リの下に、JRE 1.7 バイナリを指し示すソフト リンクを作成し
ます。
a. SharePlex をシャット ダウンします( 実行中の場合) 。
b. ディレクト リを SharePlex/.app-modules/openbridge に変更します。
c. 次のコマンド を発行します。
MV jre/ jre1.6/
d. JRE 1.7 を検索して、SharePlex/.app-modules/openbridge/jre へのシンボリックリンクを作成します。
e. 次のコマンド を発行します。
ln –s /home/xxx/java7/jre1.7.0_09 jre
次に例を示します。
hostname/home/xxx/prod80/.app-modules/openbridge> ls -ltr
total 24
drwxr-xr-x 2 xxx dba 4096 Jan 11 14:04 temp/
drwxr-xr-x 8 xxx dba 4096 Jan 11 14:04 jre1.6/
drwxr-xr-x 2 xxx dba 4096 Jan 11 14:05 plugins/
drwxr-xr-x 2 xxx dba 4096 Jan 11 14:05 configuration/
-r—1 xxx dba 160 Jan 11 14:05 bridge.ini
-rwxr-xr-x 1 xxx dba 711 Jan 11 14:05 bridge*
lrwxrwxrwx 1 xxx dba 31 May 10 15:08 jre -> /home/xxx/java7/jre1.7.0_09/
7. producerFlowControl="true" のすべての値を "false" に設定します。このパラメータの補足説明については、
次の URL を参照してください。http://activemq.apache.org/producer-flow-control.html
8. sp_cop を開始します。( 設定はまだアクティベート しないでください)
9. sp_ctrl を実行します。
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10. target コマンド を発行して、JMS キューまたはト ピックに post するように Post を設定します。次にコマンド の
例を示します。
コマンド の説明とオプションについては、「JMS 設定の表示および変更」を参照してください。

JMS キューに post する場 合
sp_ctrl> target x.jms set jms factory_
class=org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory
sp_ctrl> target x.jms set jms provider_url=tcp://w2k3-64bit:61616
sp_ctrl> target x.jms set jms lib_location=shareplex/lib/providers/amq
sp_ctrl> target x.jms set jms queuename=SHAREPLEX.Q1

JMS トピックに post する場 合
sp_ctrl> target x.jms set jms factory_
class=org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory
sp_ctrl> target x.jms set jms provider_url=tcp://w2k3-64bit:61616
sp_ctrl> target x.jms set jms lib_location=shareplex/lib/providers/amq
sp_ctrl> target x.jms set jms destination=topic
sp_ctrl> target x.jms set jms queuename=SHAREPLEX.Q1

IBM MQ ターゲット での SharePlex の設 定
一連の手順で、SharePlex Post プロセスを設定して、IBM MQ キューまたはト ピックに post します。
この手順の例では、次のようなディレクト リの名前付け規則を使用します。
名前

ディレクト リ

MQClient

IBM MQ クライアント インスト ールディレクト リ

SharePlex

SharePlex インスト ールディレクト リ

ibmmq

SharePlex ディレクト リ内の IBM MQ 用の作業ディレクト リ。

IBM MQ ターゲットへの post を設 定 するには
1. データベースサーバか、SharePlex Post プロセスを実行する中間サーバで、最新バージョンのJava Runtime
Engine( JRE) をインスト ールして設定します。
2. JAVA_HOME および JRE_HOME 環境変数を適切なディレクト リに設定します。
3. SharePlex オペレーティングシステムユーザープロファイルの一部として、JAVA_HOME および JRE_HOME パス
を PATH 変数に追加します。
4. データベースサーバか、SharePlex Post プロセスを実行する中間サーバで、MQClient ディレクト リに IBM MQ クラ
イアント をインスト ールします。
5. IBM MQ Explorer ユーティリティによって生成された .bindings ファイルを中間層サーバから SharePlex ターゲット
サーバ上の MQClient/lib ディレクト リにコピーします。
注：Post プロセスは、このファイルを使用して、IBM MQ の中間層サーバに関する情報を取得します。
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6. IBM MQ 8.x を使用している場合、MQ 8.x ディスト リビューションに同梱されている JRE へのソフト リンクを作成し
ます( SharePlex に同梱されている JRE 1.6 は MQ 7.x との互換性はありますが、8.x との互換性はありません) 。
a. $ cd SharePlex/.app-modules/openbridge
b. $ mv jre jre.old
c. $ ln –s /MQClient/java/jre64/jre jre
7. SharePlex/lib/providers ディレクト リ内に ibmmq ディレクト リを作成します。
8. .bindings ファイルとすべての .jar ファイルを MQClient/java/lib ディレクト リから SharePlex/lib/providers/ibmmq
ディレクト リにコピーします。
$ cp MQClient/java/lib/.bindings SharePlex/lib/providers/ibmmq
$ cp MQClient/java/lib/*.jar SharePlex/lib/providers/ibmmq
9. 作成した ibmmq ディレクト リから MQClient/lib ディレクト リへのソフト リンクを作成します。
$ cd SharePlex/lib/providers/ibmmq
$ ln –sMQClient/libibmmq
10. sp_cop を開始します。( 設定はまだアクティベート しないでください)
11. sp_ctrl を実行します。
12. target コマンド を発行して、JMS キューまたはト ピックに post するように Post を設定します。次にコマンド の
例を示します。
コマンド の説明と追加オプションについては、「JMS 設定の表示および変更」を参照してください。

JMS キューに post する場 合
sp_ctrl> target x.jms set jms factory_name=SharePlexQcf
sp_ctrl> target x.jms set jms lib_location=ibmmq
sp_ctrl> target x.jms set jms provider_url=file:/MQClient/app/mqm83client/lib
sp_ctrl> target x.jms set jms queuename=SHAREPLEX.Q1
sp_ctrl> target x.jms set jms user=myusername
sp_ctrl> target x.jms set jms password=mypassword

JMS トピックに post する場 合
sp_ctrl> target x.jms set jms factory_name=SharePlexQcf
sp_ctrl> target x.jms set jms lib_location=ibmmq
sp_ctrl> target x.jms set jms provider_url=file:/MQClient/app/mqm83client/lib
sp_ctrl> target x.jms set jms queuename=SHAREPLEX.T1
sp_ctrl> target x.jms set jms destination=topic
sp_ctrl> target x.jms set jms user=myusername
sp_ctrl> target x.jms set jms password=mypassword

JMS 設定の表示および変更
JMS への出力について、現在のプロパティ設定を表示するには、次のコマンド を使用します。
target x.jms show
プロパティ設定を変更するには、次のコマンド を使用します。
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target x.jms [queue queuename] set jms property=value
ここで、
l

l

queue queuename は Post キューの名前です。複数の Post プロセスが存在する場合は、このオプションを
使用します。
property および value については、次の表に示します。

表 3: JMS ターゲット プロパティ
プロパティ

入力値

デフォルト

factory_class=factory_class

必須 。ファクト リクラスの完全修飾クラス名。プロバイダの初期
コンテキスト ファクト リのクラス名を指定するように JNDI 環境プ
ロパティ java.naming.factory.initial を設定します。

なし

provider_url=url

必須 。オブジェクト 名コンポーネント なしの RMI URL。初期コ
ンテキスト として使用されているレジスト リの場所を指定するよ
うに JNDI 環境プロパティ java.naming.provider.url を設定
します。

なし

lib_location=path

必須 。JAR ファイルをインスト ールしたディレクト リへのパス。

なし

destination={queue | topic}

メッセージングド メイン。有効な値は queue( ポート - ポー
ト ) 、または topic( 発行元 - サブスクライバモデル) です。

queue

factory_name=factory_name

JNDI 接続ファクト リ参照の名前。コンマ区切りのリスト で複数
の名前を指定できます。例：(jndi.name1, jndi.name2)

なし

user=user

JMS にアタッチしているユーザーの名前。認証が必要ない場
合は、これと password オプションを省略します。

なし

password=password

JMS ユーザーのパスワード 。

なし

queuename=JMS_queuename

JMS キューまたはト ピックの名前。

OpenTarget

persistent={yes | no}

yes の場合、送信操作の一部としてディスクスト レージにメッ
セージを記録します。

yes

no の場合、ログを記録しません。
session_transacted ={yes | no}

no は、複製されたメッセージごとに JMS コミット を発行するよ
うに Post に指示し、各メッセージをすぐに認識して消費できる
ようにします。これがデフォルト です。

no

yes は、ト ランザクション方式で操作するように Post に指示し
ます。このモード では、Post は以下に基づく間隔で JMS コミッ
ト を発行( メッセージを認識して消費できるように) します。
l

データが Post キューから読み込み-解放される前にコ
ミット を発行します。これは、SP_OPX_
READRELEASE_INTERVAL パラメータの設定値で
制御されます。
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プロパティ

入力値
l

properties

デフォルト
SP_OPX_READRELEASE_INTERVAL に到達す
るまで、JMS 書き込みごとにコミット を発行します。こ
れは、SP_OPX_CHECKPOINT_FREQ パラメータの
設定値で制御されます。

なし
使用している JMS プロバイダが SharePlex で提供されるデ
フォルト のプロパティが含まれるメッセージを消費できない場合
に、このオプションを使用します。これでプロパティを削除または
追加できます。プロパティはコンマ区切りリスト で指定します。
l

l

プロパティを追加するには、name=value という形式で
指定します。
SharePlex プロパティを削除するには、名前の先頭に
ダッシュを付けます。たとえば、次の文字列は 2 つの
SharePlex プロパティを削除します。JMSXDeliveryCount,-JMSXGroupSeq

client_id

使用している JMS プロバイダがデフォルト の SharePlex クライ
アント ID が含まれるメッセージを消費できない場合に、このオ
プションを使用します。この値は、プロバイダが受け入れるクラ
イアント ID に設定します。

なし

commit_frequency

JMS サーバへの post をトランザクション方式で実行するように 1500
Post が設定されるときに、このオプションを使用します( target
コマンド の session_transacted プロパティでの指定に従っ
て、各メッセージの後ではなく、一定の間隔で JMS コミット を
発行します) 。このパラメータは、JMS コミット の間隔を指定し
ます。SP_OPX_READRELEASE_INTERVAL パラメータに
関連して機能します。有効な値は、1 以上の正の整数です。

回復オプションの設定
JMS プロセスが突然中止されたり、JMS プロセスが実行されているマシンが停止したりすると、JMS ターゲット に行変更が
2 回書き込まれることがあります。ユーザーは、重複を検出して破棄することにより、この動作を管理する必要があります。
ト ランザクション内の行の変更操作について、それぞれのレコード はすべて同じト ランザクション ID を持ち、シーケンス
ID でもマークされます。この属性はそれぞれ、XML 出力の txn 要素の下の id および msgIdx です( 「XML につい
て」を参照) 。
ト ランザクション ID はト ランザクションがコミット された時点の SCN であり、シーケンス ID はト ランザクション内の行変更の
インデックスです。この 2 つの値は、回復時に JMS キューに再書き込みされた場合、同じであることが保証されます。
必要な場合、次のコマンド を使用して、行の変更レコード すべてに追加のメタデータを含めるようにターゲット を設定できま
す。
target target [queue queuename] set metadata property[, property]
表 4: オプションの JMS メタデータプロパティ
プロパティ

説明

time

操作がソースに適用された時刻。
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プロパティ

説明

userid

操作を実行したデータベースユーザーの ID。

trans

操作を追加したト ランザクションの ID。

size

ト ランザクション内の操作の数。

例：
target x.jms set metadata time, userid, trans, size

メタデータをリセットするには
target x.jms [queue queuename] reset metadata

メタデータを表 示 するには
target x.jms [queue queuename] show metadata

メモリ設定の操作
複数の名前付き Post キューを介して JMS に対する大量のト ランザクションを処理するように Post を設定した場
合、Post JMS ブリッジに追加のメモリの割り当てが必要になる可能性があります。デフォルト 設定は、256 MB および
512 MB です。

JMS ブリッジのメモリを増 やすには
openbridge.ini ファイルを開いて、次の形式でパラメータを設定します。
-Xms=512m
-Xmx=1024m
-XX:PermSize=512m
-XX:MaxPermSize=1024m

デバッグの設定
キューまたはト ピックへの書き込みが成功または失敗のどちらであるかをロギングするように、Post を設定できます。これに
ついては、デバッグ設定で制御します。

デバッグを有 効 にするには
openbridge.ini ファイルを開いて、-OB_debugToLog パラメータを true に設定します。
-OB_debugToLog=true

XML について
XML 形式は、簡単に消費できるように、操作とスキーマ「タイプ」に分割されます。これらは XSD の観点から見ると実際
には同一であり、異なるタイプではありません。テンプレート XML は、可能なすべての属性と要素を表します。個々の
XML は、サポート する操作ごとに最低限の出力を表します。
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起動後、Post は、テーブルの変更レコード を初めて書き込むとき、まずそのテーブルのスキーマレコード を書き込みます。
各スキーマレコード には、テーブル名と、各列の対象の詳細が含まれます。スキーマレコード は、そのスキーマに変更が発
生しない限り、Post 実行中にテーブルごとに 1 回のみ書き込まれます。その後、新しいスキーマレコード が書き込まれ
ます。Post が停止して起動した場合、Post が変更レコード を受信するとテーブルごとに 1 回、スキーマレコード が再び
書き込まれます。

スキーマレコードテンプレート
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?opentarget version="1.0" ?>
<opentarget>
<txn
id="xs:integer"
oracleTxnId="xs:string"
commitTime="xs:dateTimeStamp" />
<tbl
name="xs:string"
utcOffset="xs:integer"
<cmd ops="schema">
<schema>
<col
name="xs:string"
xmlType="xs:string"
key="xs:boolean"
nullable="xs:boolean"
length="xs:integer"
/>
</schema>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

表 5: スキーマテンプレート の説明( * = オプション)
要素

属性

ト ランザクションのメタデータ

txn
id

現在のト ランザクションの ID

oracleTxnId *

Oracle ト ランザクション ID

commitTime*

ト ランザクションのコミット のタイムスタンプ
テーブルのメタデータ

tbl

cmd

説明

name

テーブルの完全修飾名

utcOffset

ログの UTC オフセット
操作のメタデータ( スキーマの場合は、操作なし)
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要素

属性

説明

ops

このテーブルに生成されるレコード のタイプ。スキーマの場合、値は schema

schema

列のメタデータ

col

列のメタデータ( これらのうち 1 つの要素がテーブルのレコード ごとに出現)
name

列の名前

xmlType

XML データ型

key

キーフラグ( true、false)

nullable

Null 許容フラグ

length

列の長さ

操 作 レコードテンプレート
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?opentarget version="1.1" ?>
<opentarget>
<txn
id="xs:integer"
msgIdx="xs:integer"
msgTot="xs:integer"
oracleTxnId="xs:string"
commitTime="xs:dateTimeStamp"
userId="xs:string" />
<tbl
name="xs:string"
<cmd ops="xs:string">
<row id="xs:string">
<col name="xs:string"></col>
<lkup>
<col name="xs:string"></col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>
表 6: 操作テンプレート の説明( * = オプション)
要素

属性

説明
操作のト ランザクションメタデータ

txn
id

現在のト ランザクションの ID

msgIdx

ト ランザクションでの現在のレコード のインデックス

msgTot*

ト ランザクション内のメッセージの合計数
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要素

属性

説明

oracleTxnId *

Oracle ト ランザクション ID( System Change Number( SCN) から取得)

commitTime*

ト ランザクションのコミット のタイムスタンプ

userId *

操作を実行したユーザー ID
テーブルのメタデータ

tble
name
cmd

完全修飾テーブル名
操作のメタデータ

ops

操作のタイプ( 挿入、更新、削除、切り詰め)
操作で変更した行のメタデータ

row
id

Oracle ROWID
列の変更データ( これらのうち 1 つの要素が操作の変更された列ごとに出現)

col
name

列名と、その列の変更後の値

lkup

更新および削除操作で使用する前イメージ

col

列の前イメージ( これらのうち 1 つの要素が操作の変更された列ごとに出現)
name

列名と、その列の前の値またはキー値( 操作によって異なる)

注： id 属性と msgIdx 属性を組み合わせて、操作を一意に識別します。

サポート するデータ型
Oracle データ型を XML に変化する方法を示すチャート について、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

サンプル XML レコード
ソーステーブル
これは、サンプル操作が生成されるテーブルです。
SQL> desc products
Name

Null?

Type

PRODUCT_ID

NOT NULL

NUMBER

DESCRIPTION

VARCHAR2(600)

PRICE

NUMBER

ソース DML 操 作
insert into products values (230117, ‘Hamsberry vintage tee, cherry’, 4099);
commit;
update products set price=3599 where product_id=230117 and price=4099;
commit;
delete products where product_id=230117;
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commit;
truncate table products;

スキーマレコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218316945" commitTime="2014-10-10T13:18:43" userId="85"
oracleTxnId="3.10.1339425" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS" utcOffset="-5:00">
<cmd ops="schema">
<schema>
<col name="PRODUCT_ID" xmlType="decimal" key="true" nullable="false" length="22" />
<col name="DESCRIPTION" xmlType="string" key="false" nullable="true" length="600" />
<col name="PRICE" xmlType="decimal" key="false" nullable="true" length="22" />
</schema>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

挿 入 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218316945" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:18:43"
userId="85" oracleTxnId="3.10.1339425" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="ins">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
<col name="DESCRIPTION">Hamsberry vintage tee, cherry</col>
<col name="PRICE">4099</col>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

更 新 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218318728" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:19:12"
userId="85" oracleTxnId="1.17.970754" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="upd">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<col name="PRICE">3599</col>
<lkup>
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
<col name="PRICE">4099</col>
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</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

削 除 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218319446" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:19:25"
userId="85" oracleTxnId="5.23.1391276" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="del">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<lkup>
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

切 り捨 てレコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218319938" commitTime="1988-01-01T00:00:00" userId="85"
oracleTxnId="11.4.939801" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="trunc" />
</tbl>
</opentarget>
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Kafka ターゲット への複製の設定
概要
SharePlex Post プロセスは、Kafka ブローカーに接続して書き込むことができます。データは、データ定義、操作タイプ、
および変更された列の値を含む、XML レコード として書き込まれます。このデータは、ソースで発生した順番で連続した
一連の操作として書き込まれます。その後、ターゲット データベースに順番に post することも、外部のプロセスやプログラム
によって使用することもできます。

Kafka に post する場合のガイドライン
l

l

l

SharePlex Post プロセスは、Kafka プロデューサーとして機能します。SharePlex Post プロセスは、単一のブロー
カー内のデフォルト パーティンション 0 で単一のト ピックに書き込みます。複数のト ピックまたは複数のブローカーを
サポート するには、名前付き Post キューを使用して、複数の Post プロセスを設定します。詳細については、「名
前付き post キューの設定」を参照してください。
SharePlex Post プロセスは、ト ピックを作成しません。ユーザーが Kafka からト ピックを作成する必要があります。
パフォーマンス上の理由で、Post はメッセージをまとめてバッチ処理してから Kafka ブローカーに送信します。バッチ
サイズを制御する調整用のパラメータが用意されています。このパラメータを使用して、パフォーマンスと遅延のバ
ランスを取ることができます。

注： SharePlex を使用して Kafka に複製する場合にサポート されているプラット フォーム、データ型、および操作について
は、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
データを Kafka に複製する場合は、次のように、ソースシステムでソースデータベースと SharePlex を設定します。

サプリメンタルロギングの有 効 化
ソースシステムで、Oracle ソースデータベース内の PK/UK サプリメンタルロギングを有効にします。ターゲット で適切なキー
を構築するためには、SharePlex に Oracle キー情報が含まれている必要があります。
SQL> ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (PRIMARY KEY, UNIQUE) COLUMNS;

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの設 定
ソースシステムで、SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータの値に 1 を設定します。このパラメータは、行の更新 /
削除時に Oracle の補助ログが設定した列をキー列として使用する場合に使用します。補助ログとこのパラメータの両
方が設定されている場合、常に SharePlex によってキーが構築され、その SharePlex キーが Oracle キーと一致す
ることが保証されます。
このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
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複 製 の設 定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要
とされる構造は複製方法に応じて異なりますが、ここでは、データを Kafka にルーティングする場合に必要な構文を示し
ます。
Datasource:o.SID
src_owner.table

!kafka[:tgt_owner.table]

host

ここで、
l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。

l

!kafka は、SharePlex が Kafka に post することを示す必須キーワード です。

l

l

:tgt_owner.table はオプションであり、ターゲット テーブルの所有者と名前を指定します。使用するのは、いずれか
のコンポーネント がソーステーブルのコンポーネント と異なる場合です。!kafka と :tgt_owner.table の間には、ス
ペースを使用できません。大文字と小文字を正しく区別した名前を入力します。この名前は、
"MySchema"."MyTable" のように二重引用符で囲みます。
host はターゲット システムの名前です。

注： 詳細については、次を参照：69 ページの 「設定ファイルの作成」。

ソース設 定 の例
Datasource:o.ora112
MY_SCHEMA.MY_TABLE

!kafka:"MySchema2"."MyTable2"

sysprod

ターゲット での SharePlex の設定
一連の手順で、SharePlex Post プロセスを設定して、Kafka に接続します。Kafka ブローカーを実行している必要が
あります。

Kafka への post を設 定 するには
1. Kafka ト ピックを作成します。
2. sp_cop を開始します。( 設定はまだアクティベート しないでください)
3. sp_ctrl を実行します。
4. target コマンド を発行して、Kafka ブローカーおよびト ピックへの post を設定します。次にコマンド の例を示し
ます。
sp_ctrl> target x.kafka set kafka broker=localhost:9092
sp_ctrl> target x.kafka set kafka topic=shareplex
コマンド の説明とオプションについては、「Kafka 設定の表示および変更」を参照してください。
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Kafka 設定の表示および変更
Kafka への出力について、現在のプロパティ設定を表示するには、次のコマンド を使用します。
target x.kafka show
プロパティ設定を変更するには、次のコマンド を使用します。
target x.kafka [queue queuename] set kafka property=value
ここで、
l

l

queue queuename は Post キューの名前です。複数の Post プロセスが存在する場合は、このオプションを
使用します。
property および value については、次の表に示します。

表 7: Kafka ターゲット プロパティ
プロパティ

入力値

デフォルト

broker

必須。Kafka ブローカのホスト およびポート 番号、または複数
のブローカのコンマ区切りのリスト 。このリスト は、Kafka クラスタ
へのブート スト ラップです。Post は、これらのブローカのいずれ
かに接続できる限り、クラスタ内の他のブローカを検出します。

localhost:9092

compression.code

オプション。Kafka でデータを圧縮するかどうかを制御します。
オプションは、 none、 gzip、または snappy です。

なし

topic

必須。ターゲット の Kafka ト ピックの名前。

shareplex

この文字列には、特殊なシーケンス %o または %t を含めるこ
とができます。%o シーケンスは、複製されるテーブルの所有
者名で置き換えられます。%t シーケンスは、複製されるテー
ブルのテーブル名で置き換えられます。この機能は、true に設
定した Kafka サーバ設定 auto.create.topics.enabled と一
緒に使用できます。さらに、default.replication.factor および
num.partitions のサーバ設定はト ピックが自動作成されると
きにデフォルト として使用されるため、これらの設定も確認して
ください。
client_id

オプション。呼び出しを追跡するために Post がリクエスト ごとに
送信するユーザー定義の文字列。

なし

partition

オプション。以下のいずれかが必要です。

なし

l

固定パーティション番号：Post に対し、指定された
パーティション番号にのみメッセージを post するよう指
示します。たとえば、0 に設定すると、Post はパーティ
ション 0 にのみ post します。このオプションは、テスト で
使用する場合や、同じ Kafka ト ピックにデータを post
するチャネルが複数ある場合に適しています。
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プロパティ

入力値
l

l

デフォルト
キーワード rotate：Post に対し、ラウンド ロビン方式で
ト ピックのすべてのパーティションにメッセージを適用す
るよう指示します。新しいメッセージごとにパーティショ
ンが変更されます。たとえば、ト ピックに 3 つのパーティ
ションがある場合、メッセージはパーティション 0、1、
2、0、1、2 といった順に post されます。
キーワード rotate trans：これは rotate オプションと似
ていますが、メッセージごとではなくト ランザクションごと
にパーティションが増分される点が異なります。たとえ
ば、ト ピックに 3 つのパーティションがある場合、メッ
セージはコミット されるまではパーティション 0 に、次に
コミット されるまではパーティション 1 に、順に post され
ます。このオプションは、複数のテーブルを単一のト ピッ
クに複製する場合に適しています。このオプションを使
用すると、複数のパーティションにわたってデータを分散
しながら、ト ランザクションのすべての操作を単一の
パーティションで保持できます。このため、単一のパー
ティションから読み取るコンシューマが、完全なト ランザ
クションのスト リームを受け取ることができます。

request.required.acks

オプション。これは Kafka クライアント パラメータです。デフォル
ト では、 すべてを意味する値 -1 に設定されます。 すべてが実
際に意味するのは同期状態のすべてのレプリカであるため、こ
の件については Kafka のド キュメント を参照してください。この
パラメータを min.insync.replicas サーバパラメータと一緒に
使用して、可用性とデータの一貫性に関して動作を調整でき
ます。 重要:これらの設定によっては、Kafka プロデューサ( この
場合は SharePlex) と Kafka クラスタの間でデータが失われる
可能性があります。

なし

threshold_size

オプション。Post が Kafka ブローカに送信するおおよそのネット
ワークパケット サイズ*( キロバイト 単位) 。

10000KB

メモ：
l

最大パケット サイズは 128,000 KB です。

l

パケット サイズは概数です。

* 遅延を避けるために、Post は、着信メッセージがそれ以上ないことを検出すると、しきい値が満たされるのを待たずに即
座にパケット を Kafka に送信します。

回復オプションの設定
Kafka プロセスが突然中止されたり、Kafka プロセスが実行されているマシンが停止したりすると、Kafka ト ピックに行変
更が 2 回書き込まれることがあります。ユーザーは、重複を検出して破棄することにより、この動作を管理する必要があ
ります。
ト ランザクション内の行の変更操作について、それぞれのレコード はすべて同じト ランザクション ID を持ち、シーケンス
ID でもマークされます。この属性はそれぞれ、XML 出力の txn 要素の下の id および msgIdx です( 「XML につい
て」を参照) 。
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ト ランザクション ID はト ランザクションがコミット された時点の SCN であり、シーケンス ID はト ランザクション内の行変更の
インデックスです。この 2 つの値は、回復時に Kafka ト ピックに再書き込みされた場合、同じであることが保証されます。
必要な場合、次のコマンド を使用して、行の変更レコード すべてに追加のメタデータを含めるように Post を設定できま
す。
target x.kafka [queue queuename] set metadata property[, property]
表 8: オプションのメタデータプロパティ
プロパティ

説明

time

操作がソースに適用された時刻。

userid

操作を実行したデータベースユーザーの ID。

trans

操作を追加したト ランザクションの ID。

size

ト ランザクション内の操作の数。

例：
target x.kafka set metadata time, userid, trans, size

メタデータをリセットするには
target x.kafka [queue queuename] reset metadata

メタデータを表 示 するには
target x.kafka [queue queuename] show metadata

XML について
XML 形式は、簡単に消費できるように、操作とスキーマ「タイプ」に分割されます。これらは XSD の観点から見ると実際
には同一であり、異なるタイプではありません。テンプレート XML は、可能なすべての属性と要素を表します。個々の
XML は、サポート する操作ごとに最低限の出力を表します。
起動後、Post は、テーブルの変更レコード を初めて書き込むとき、まずそのテーブルのスキーマレコード を書き込みます。
各スキーマレコード には、テーブル名と、各列の対象の詳細が含まれます。スキーマレコード は、そのスキーマに変更が発
生しない限り、Post 実行中にテーブルごとに 1 回のみ書き込まれます。その後、新しいスキーマレコード が書き込まれ
ます。Post が停止して起動した場合、Post が変更レコード を受信するとテーブルごとに 1 回、スキーマレコード が再び
書き込まれます。

スキーマレコードテンプレート
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?opentarget version="1.0" ?>
<opentarget>
<txn
id="xs:integer"
oracleTxnId="xs:string"
commitTime="xs:dateTimeStamp" />
<tbl
name="xs:string"
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utcOffset="xs:integer"
<cmd ops="schema">
<schema>
<col
name="xs:string"
xmlType="xs:string"
key="xs:boolean"
nullable="xs:boolean"
length="xs:integer"
/>
</schema>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

表 9: スキーマテンプレート の説明( * = オプション)
要素

属性

説明
ト ランザクションのメタデータ

txn
id

現在のト ランザクションの ID

oracleTxnId *

Oracle ト ランザクション ID

commitTime*

ト ランザクションのコミット のタイムスタンプ
テーブルのメタデータ

tbl
name

テーブルの完全修飾名

utcOffset

ログの UTC オフセット
操作のメタデータ( スキーマの場合は、操作なし)

cmd
ops

このテーブルに生成されるレコード のタイプ。スキーマの場合、値は schema

schema

列のメタデータ

col

列のメタデータ( これらのうち 1 つの要素がテーブルのレコード ごとに出現)
name

列の名前

xmlType

XML データ型

key

キーフラグ( true、false)

nullable

Null 許容フラグ

length

列の長さ
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操 作 レコードテンプレート
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?opentarget version="1.1" ?>
<opentarget>
<txn
id="xs:integer"
msgIdx="xs:integer"
msgTot="xs:integer"
oracleTxnId="xs:string"
commitTime="xs:dateTimeStamp"
userId="xs:string" />
<tbl
name="xs:string"
<cmd ops="xs:string">
<row id="xs:string">
<col name="xs:string"></col>
<lkup>
<col name="xs:string"></col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>
表 10: 操作テンプレート の説明( * = オプション)
要素

属性

説明
操作のト ランザクションメタデータ

txn
id

現在のト ランザクションの ID

msgIdx

ト ランザクションでの現在のレコード のインデックス

msgTot*

ト ランザクション内のメッセージの合計数

oracleTxnId *

Oracle ト ランザクション ID( System Change Number( SCN) から取得)

commitTime*

ト ランザクションのコミット のタイムスタンプ

userId *

操作を実行したユーザー ID
テーブルのメタデータ

tble
name
cmd

完全修飾テーブル名
操作のメタデータ

ops

操作のタイプ( 挿入、更新、削除、切り詰め)
操作で変更した行のメタデータ

row
id

Oracle ROWID
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要素

属性

説明
列の変更データ( これらのうち 1 つの要素が操作の変更された列ごとに出現)

col
name

列名と、その列の変更後の値

lkup

更新および削除操作で使用する前イメージ

col

列の前イメージ( これらのうち 1 つの要素が操作の変更された列ごとに出現)
name

列名と、その列の前の値またはキー値( 操作によって異なる)

注： id 属性と msgIdx 属性を組み合わせて、操作を一意に識別します。

サポート するデータ型
Oracle データ型を XML に変化する方法を示すチャート について、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

サンプル XML レコード
ソーステーブル
これは、サンプル操作が生成されるテーブルです。
SQL> desc products
Name

Null?

Type

PRODUCT_ID

NOT NULL

NUMBER

DESCRIPTION

VARCHAR2(600)

PRICE

NUMBER

ソース DML 操 作
insert into products values (230117, ‘Hamsberry vintage tee, cherry’, 4099);
commit;
update products set price=3599 where product_id=230117 and price=4099;
commit;
delete products where product_id=230117;
commit;
truncate table products;

スキーマレコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218316945" commitTime="2014-10-10T13:18:43" userId="85"
oracleTxnId="3.10.1339425" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS" utcOffset="-5:00">
<cmd ops="schema">
<schema>
<col name="PRODUCT_ID" xmlType="decimal" key="true" nullable="false" length="22" />
<col name="DESCRIPTION" xmlType="string" key="false" nullable="true" length="600" />
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<col name="PRICE" xmlType="decimal" key="false" nullable="true" length="22" />
</schema>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

挿 入 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218316945" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:18:43"
userId="85" oracleTxnId="3.10.1339425" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="ins">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
<col name="DESCRIPTION">Hamsberry vintage tee, cherry</col>
<col name="PRICE">4099</col>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

更 新 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218318728" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:19:12"
userId="85" oracleTxnId="1.17.970754" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="upd">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<col name="PRICE">3599</col>
<lkup>
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
<col name="PRICE">4099</col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

削 除 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218319446" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:19:25"
userId="85" oracleTxnId="5.23.1391276" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="del">
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<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<lkup>
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

切 り捨 てレコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218319938" commitTime="1988-01-01T00:00:00" userId="85"
oracleTxnId="11.4.939801" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="trunc" />
</tbl>
</opentarget>
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SQL または XML ファイルのターゲット への
複製の設定
概要
SharePlex は、複製した Oracle データを SQL または XML 形式のファイルに post できます。このデータは、ソースで発生
した順番で連続した一連の操作として書き込まれます。その後、ターゲット データベースに順番に post することも、外部の
プロセスやプログラムによって使用することもできます。
この章では、このターゲット に対する複製をサポート する、一連の設定プロセスを説明します。
注： SharePlex を使用して SQL または XML ファイルに複製する場合にサポート されているプラット フォーム、データ型、お
よび操作については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

ソースでの SharePlex の設定
ソースで、キャプチャおよびルーティング情報を指定する SharePlex 設定ファイルを作成します。設定ファイル内で必要
とされる構造は複製方法に応じて異なりますが、ここでは、データを SQL または XML ファイルにルーティングする場合
に必要な構文を示します。
Datasource:o.SID
src_owner.table

!file[:tgt_owner.table]

host

ここで、
l

SID は、ソース Oracle データベースの Oracle SID です。

l

src_owner.table は、ソーステーブルの所有者名およびテーブル名です。

l

!file は、Post にファイルへの書き込みを指示する必須キーワード です。

l

l

tgt_owner.table はオプションであり、ターゲット テーブルの所有者と名前を指定します。使用するのは、いずれか
のコンポーネント がソーステーブルのコンポーネント と異なる場合です。
host はターゲット システムの名前です。

注： 詳細については、次を参照：69 ページの 「設定ファイルの作成」。

ソース設 定 の例
次の例では、スキーマ PROD 内の parts テーブルを Oracle インスタンス ora112 からターゲット システム sysprod 上の
ファイルに複製しています。
Datasource:o.ora112
PROD.parts

!file

sysprod
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ターゲット での SharePlex の設定
データを XML 形 式 で出 力 するには
デフォルト では、SharePlex が XML 形式でファイルに書き込むデータをフォーマット 処理します。出力ファイルのプロパ
ティを変更する必要がない限り、ユーザーがターゲット のセット アップを実行する必要はありません( 「ターゲット 設定の表示
および変更」を参照) 。

データを SQL 形 式 で出 力 するには
1. sp_cop を開始します。
2. sp_ctrl を起動します。
3. 次の必須の target コマンド を発行して、SQL のレコード を出力します。注：すべて小文字を使用してください。
target x.file [queue queuename] set format record=sql
target x.file [queuequeuename] set sql legacy=yes

ここで、 queue queuename は、指定したキューと関連付けられている SharePlex Post プロセスに対するコマン
ド のアクションを制限します。
これらの設定と、ユーザーが設定できるその他のオプションプロパティの説明については、「ターゲット 設定の表示お
よび変更」を参照してください。

ターゲット 設 定 の表 示 および変 更
ファイルへの出力について、現在のプロパティ設定を表示するには、次のコマンド を使用します。
target x.file show
設定を変更するには、次の target コマンド を使用します。
target x.file [queue queuename] set [category] property=value
カテゴリとそのオプションの説明については、『 SharePlex リファレンスガイド 』の target コマンド に関する記載内容を参
照してください。

SQL について
SQL 形式のファイル内のすべてのト ランザクションの先頭には、SQL ファイル内のト ランザクションシーケンスおよび一意の
ト ランザクション ID を含むコメント があります。SQL ファイルの最後にあるコメント 行には、ファイル内の行数が示されます。
たとえば、次に示しているのは、ト ランザクションが 1 つの SQL ファイルの例です。この例でのト ランザクション ID は 2113319 です。ファイルに含まれる行は 9 行です。
/installed/vardir> cat opx/0000000010_20140305140820_legacy.sql
-- 0000000001 2-113319 03052014140813 03052014140813
DELETE FROM "ROBIN"."TEST_TYPES" WHERE ORA_NUMBER = '22345' AND ROWNUM = 1;
INSERT INTO "ROBIN"."TEST_TYPES" (ORA_NUMBER, ORA_DATE, ORA_RAW, ORA_ROWID,
ORA_FLOAT, ORA_CHAR, ORA_VARCHAR2, ORA_TIMESTAMP, ORA_TIMESTAMP_TZ,
ORA_TIMESTAMP_LTZ) VALUES('22345', '08132066000000', '0123456789ABCDEF'
, 'AAAAAAAAAAAAAAAAAA', '12350', 'Character ', 'Variable data'
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, '10201998021300.22000', '06172002080000.00000', '06172002160000.00000');
COMMIT;
-- EOF 0000000009

XML について
XML 形式は、簡単に消費できるように、操作とスキーマ「タイプ」に分割されます。これらは XSD の観点から見ると実際
には同一であり、異なるタイプではありません。テンプレート XML は、可能なすべての属性と要素を表します。個々の
XML は、サポート する操作ごとに最低限の出力を表します。
起動後、Post は、テーブルの変更レコード を初めて書き込むとき、まずそのテーブルのスキーマレコード を書き込みます。
各スキーマレコード には、テーブル名と、各列の対象の詳細が含まれます。スキーマレコード は、そのスキーマに変更が発
生しない限り、Post 実行中にテーブルごとに 1 回のみ書き込まれます。その後、新しいスキーマレコード が書き込まれ
ます。Post が停止して起動した場合、Post が変更レコード を受信するとテーブルごとに 1 回、スキーマレコード が再び
書き込まれます。

スキーマレコードテンプレート
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?opentarget version="1.0" ?>
<opentarget>
<txn
id="xs:integer"
oracleTxnId="xs:string"
commitTime="xs:dateTimeStamp" />
<tbl
name="xs:string"
utcOffset="xs:integer"
<cmd ops="schema">
<schema>
<col
name="xs:string"
xmlType="xs:string"
key="xs:boolean"
nullable="xs:boolean"
length="xs:integer"
/>
</schema>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

表 11: スキーマテンプレート の説明( * = オプション)
要素
txn

属性

説明
ト ランザクションのメタデータ
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要素

属性

説明

id

現在のト ランザクションの ID

oracleTxnId *

Oracle ト ランザクション ID

commitTime*

ト ランザクションのコミット のタイムスタンプ
テーブルのメタデータ

tbl
name

テーブルの完全修飾名

utcOffset

ログの UTC オフセット
操作のメタデータ( スキーマの場合は、操作なし)

cmd
ops

このテーブルに生成されるレコード のタイプ。スキーマの場合、値は schema

schema

列のメタデータ

col

列のメタデータ( これらのうち 1 つの要素がテーブルのレコード ごとに出現)
name

列の名前

xmlType

XML データ型

key

キーフラグ( true、false)

nullable

Null 許容フラグ

length

列の長さ

操 作 レコードテンプレート
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?opentarget version="1.1" ?>
<opentarget>
<txn
id="xs:integer"
msgIdx="xs:integer"
msgTot="xs:integer"
oracleTxnId="xs:string"
commitTime="xs:dateTimeStamp"
userId="xs:string" />
<tbl
name="xs:string"
<cmd ops="xs:string">
<row id="xs:string">
<col name="xs:string"></col>
<lkup>
<col name="xs:string"></col>
</lkup>
</row>
</cmd>
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</tbl>
</opentarget>
表 12: 操作テンプレート の説明( * = オプション)
要素

属性

説明
操作のト ランザクションメタデータ

txn
id

現在のト ランザクションの ID

msgIdx

ト ランザクションでの現在のレコード のインデックス

msgTot*

ト ランザクション内のメッセージの合計数

oracleTxnId *

Oracle ト ランザクション ID( System Change Number( SCN) から取得)

commitTime*

ト ランザクションのコミット のタイムスタンプ

userId *

操作を実行したユーザー ID
テーブルのメタデータ

tble
name
cmd

完全修飾テーブル名
操作のメタデータ

ops

操作のタイプ( 挿入、更新、削除、切り詰め)
操作で変更した行のメタデータ

row
id

Oracle ROWID
列の変更データ( これらのうち 1 つの要素が操作の変更された列ごとに出現)

col
name

列名と、その列の変更後の値

lkup

更新および削除操作で使用する前イメージ

col

列の前イメージ( これらのうち 1 つの要素が操作の変更された列ごとに出現)
name

列名と、その列の前の値またはキー値( 操作によって異なる)

注： id 属性と msgIdx 属性を組み合わせて、操作を一意に識別します。

サポート するデータ型
Oracle データ型を XML に変化する方法を示すチャート について、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

サンプル XML レコード
ソーステーブル
これは、サンプル操作が生成されるテーブルです。
SQL> desc products
Name

Null?

Type
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PRODUCT_ID

NOT NULL

NUMBER

DESCRIPTION

VARCHAR2(600)

PRICE

NUMBER

ソース DML 操 作
insert into products values (230117, ‘Hamsberry vintage tee, cherry’, 4099);
commit;
update products set price=3599 where product_id=230117 and price=4099;
commit;
delete products where product_id=230117;
commit;
truncate table products;

スキーマレコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218316945" commitTime="2014-10-10T13:18:43" userId="85"
oracleTxnId="3.10.1339425" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS" utcOffset="-5:00">
<cmd ops="schema">
<schema>
<col name="PRODUCT_ID" xmlType="decimal" key="true" nullable="false" length="22" />
<col name="DESCRIPTION" xmlType="string" key="false" nullable="true" length="600" />
<col name="PRICE" xmlType="decimal" key="false" nullable="true" length="22" />
</schema>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

挿 入 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218316945" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:18:43"
userId="85" oracleTxnId="3.10.1339425" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="ins">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
<col name="DESCRIPTION">Hamsberry vintage tee, cherry</col>
<col name="PRICE">4099</col>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>
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更 新 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218318728" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:19:12"
userId="85" oracleTxnId="1.17.970754" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="upd">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<col name="PRICE">3599</col>
<lkup>
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
<col name="PRICE">4099</col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

削 除 レコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218319446" msgIdx="1" msgTot="1" commitTime="2014-10-10T13:19:25"
userId="85" oracleTxnId="5.23.1391276" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="del">
<row id="AAAmDbAAEAAApRrAAA">
<lkup>
<col name="PRODUCT_ID">230117</col>
</lkup>
</row>
</cmd>
</tbl>
</opentarget>

切 り捨 てレコード
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?opentarget version="1.1"?>
<opentarget>
<txn id="2218319938" commitTime="1988-01-01T00:00:00" userId="85"
oracleTxnId="11.4.939801" />
<tbl name="MFG.PRODUCTS">
<cmd ops="trunc" />
</tbl>
</opentarget>
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ファイルスト レージとエージング
Post は一連のファイルに書き込みます。アクティブな作業ファイルには、current_ というラベルが先頭に付加され、変数
データディレクト リの opx/current サブディレクト リに保存されます。
出力形式

現在のファイルの名前

SQL

current_legacy.sql

XML

current_prodsys.XML

重要： current_ ファイルを開いたり、編集したりしないでください。
Post は、max_records、max_size、および max_time パラメータを使用して、新しいアクティブファイルを開始するポイ
ント を決定します。この切り替えが起こると、Post は処理したデータを変数データディレクト リの opx サブディレクト リ内の
シーケンスファイルに移動します。このファイル名には、Post キュー名、日時、および増分 ID が含まれています。
SQL ファイル：
/installed/vardir> ls -1 opx
0000000000_20140305130858_legacy.sql
0000000001_20140305131130_legacy.sql
0000000002_20140305131212_legacy.sql
0000000003_20140305133835_legacy.sql
0000000004_20140305134028_legacy.sql
XML ファイル：
/installed/vardir> ls -1 opx
0000000000_20140305130858_prodsys.XML
0000000001_20140305131130_prodsys.XML
0000000002_20140305131212_prodsys.XML
0000000003_20140305133835_prodsys.XML
0000000004_20140305134028_prodsys.XML

ファイル切 り替 えを強 制 的 に適 用 するには
Post を停止しなければ、current ファイルは表示することも使用することもできません。current ファイル内のデータにアクセ
スするには、target コマンド を switch オプション付きで使用して、データをシーケンスファイルに移動します。これで、使用
も表示も可能になります。このコマンド を発行した後に、Post が新しいレコード を処理してから、切り替えが起こります。
target x.file [queue queuename] switch
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9

複製方法の設定
この章では、異なる複製目的をサポート するための SharePlex の設定手順について説明します。実稼働実装は、ソース
とターゲット を 1 つずつ含む基本の設定から、名前付きキュー、複数のターゲット 、分割データなどを含む SharePlex の
複数のインスタンスまで、幅広い種類があります。
組織における SharePlex のすべての展開方法を予測してド キュメント 化することは困難です。このド キュメント の目的
は、基本的な展開タイプを設定するための手順をわかりやすく示して、ニーズに合わせて展開タイプを組み合わせて展開
できるようにすることにあります。展開に関する追加のサポート は、当社のプロフェッショナルサービス組織から受けることが
できます。

コンテンツ
データを共有または配布するための複製の設定
中央データスト アを維持するための複製の設定
複数のピアデータベースを保持するための複製の設定
中間システムを経由する複製の設定
高可用性を維持するための複製の設定

データを共有または配布するための複製の
設定
ここでは、1 つのソースシステムから 1 つまたは複数のターゲット システムにデータを共有または配布する目的で
SharePlex をセット アップする方法について説明します。この方法では、以下のようなビジネス要件がサポート されます。
l

リアルタイムの意思決定をサポート するためのレポート

l

調査および透過性要件をサポート するためのデータ共有

l

企業全体のデータ統合

l

顧客サービスへの問い合わせおよびその他のクエリ集約型アプリケーション

l

データの監査およびアーカイブ
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サポート されるターゲット
すべて

機能
この複製方法では以下がサポート されます。
l

1 つまたは複数のターゲット システムへの複製

l

同じシステム上のデータベース間の複製

l

同じデータベース内のスキーマ間の複製

l

同一または異なるソースおよびターゲット 名

l

垂直分割レプリケーションの使用

l

水平分割レプリケーションの使用

l

名前付き export キューおよび post キューの使用

l

ト ランスフォーメーションの使用

必要条件
l

l

l

l

『SharePlex インスト ールガイド 』の手順に従って、システムの準備、SharePlex のインスト ール、およびデータ
ベースアカウント の設定を行います。
複製先の環境を用意します。「複製のための Oracle 環境の準備」を参照してください。
ターゲット テーブルで DML または DDL を実行できるのは、SharePlex だけです。複製設定の外部にあるターゲッ
ト システム上のテーブルに対しては、複製に影響を与えることなく DML および DDL 操作を実行できます。
シーケンスがターゲット システムで不要な場合は、複製しないでください。複製を低速する可能性があります。ソー
ステーブルでキーを生成するためにシーケンスを使用した場合でも、シーケンスの値は、複製された行がターゲット
システムに挿入されたときのキー列の一部です。シーケンスそのものは複製する必要がありません。

重要! ここに示す手順は、SharePlex 設定ファイルを完全に理解していることを前提としています。ここに示す手順では、
重要な構文要素の省略表現が使用されています。
詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

構文で使用されている規則
このト ピックの設定構文に使用されているプレースホルダは、以下の項目を表します。
l

source_specification[n] は、ソースオブジェクト ( owner.object) の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

target_specification[n] は、ターゲット オブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

l

host は、SharePlex が実行されるシステムの名前です。それぞれのシステムは、hostB のように名前の末尾に付
加された文字によって識別されます。
db は、データベース指定です。データベース指定は、接続タイプに応じて、Oracle SID の前に付加される o. また
は r.、tns_names エイリアス、またはデータベース名から構成されます。ターゲット が JMS、Kafka、またはファイル
の場合、データベース識別子は必要ありません。
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重要!
l

設定ファイルのコンポーネント の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

ローカルシステム内での複製
同一システムでの複製では、以下の設定がサポート されます。
l

l

1 つの Oracle インスタンス内で、同じスキーマ内の異なるテーブルに複製するか、異なるスキーマの同じテーブ
ルに複製する。
Oracle インスタンスから、同じシステム上の SharePlex でサポート されている任意のターゲット に複製する。

Windows プラット フォームでは、SharePlex は、同じシステム上にある Oracle データベース間での複製をサポート しませ
ん。ただし、同じシステム上にあるオープンターゲット ターゲット には複製できます。

設 定 のオプション
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostA[@db]

source_specification2

target_specification2

hostA[@db]

例：
この例では、同じローカルシステム上にある、同じ Oracle インスタンス、異なる Oracle インスタンス( Unix および Linux の
み) 、および異なるターゲット タイプにデータを複製する方法を示します。
Datasource:o.oraA
hr.emp
hr.emp2
hostA@o.oraA
hr.sal
hr.sal2
hostA@o.oraB
fin.*
fin.*
hostA@r.mss
act.*
!file
hostA

SharePlex Manager 使 用 時 の設 定
同一マシン上での複製では、Export プロセスが省略されます。ただし、SharePlex Manager は、export キューがあること
を想定しています。この設定を SharePlex Manager とともに使用する場合は、以下のように export キューを明示的に設
定する必要があります。ルーティングマップの hostA* コンポーネント によって、export キューと Export プロセスが作成されま
す。Export プロセスによって、データが Import プロセスに送信され、さらに post キューに送信されます。
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostA*hostA[@db]

source_specification2

target_specification2

hostA*hostA[@db]
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リモート ターゲット システムへの複製
設 定 のオプション
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostB[@db]

source_specification2

target_specification2

hostB[@db]

例：
この例の最後の行は、同じリモート ターゲット システム上の異なるターゲット タイプにデータを複製する方法を示していま
す。
Datasource:o.oraA
hr.emp
hr.emp2
hostB@o.oraB
hr.sal
hr.sal2
hostB@o.oraB
fin.*
!file
hostB

複数のターゲット システムへの複製
このト ポロジは、 ブロード キャスト複製 と呼ばれます。このト ポロジは柔軟であり、異なるデータを異なるターゲット システム
に配布することも、すべてのデータをすべてのターゲット システムに配布することもでき、必要に応じて任意の組み合わせを
使用することもできます。このト ポロジは、ソースシステムがすべてのターゲット システムに直接接続できることを前提として
います。ルーティングは、1 つの設定ファイルですべて処理されます。
「中間システムを経由する複製の設定」も参照してください。

設 定 のオプション
ターゲット 指 定 がすべてのターゲット で同 じ場 合
ソースオブジェクト のターゲット 指定がすべてのターゲット システムで同じ場合は、ルート ごとに異なるエント リを入力する代
わりに、複合ルーティングマップを使用できます。ターゲット 指定の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してくだ
さい。
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostB[@db]+hostC[@db][+...]

source_specification2

target_specification2

hostC[@db]+hostD[@db][+...]

ターゲット 指 定 がすべてのターゲット で同 じでない場 合
l

l

ソースオブジェクト のターゲット 指定が一部またはすべてのターゲット システムで異なる場合は、別個の設定エント リ
を使用してターゲット を 1 つずつ指定する必要があります。
複合ルーティングマップは、ターゲット 指定が同じルート に対して使用できます。

datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostB[@db]

source_specification1

target_specification2

hostC[@db]
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例：
注： この例では、ソースとターゲット で可能なすべての組み合わせをカバーしているわけではありません。この例の最後のエ
ント リは、水平分割レプリケーションを使用して sales.accounts テーブルの異なるデータを異なる地域のデータベースに
配布する方法を示しています。詳細については、次を参照：180 ページの 「水平分割レプリケーションの設定」。
Datasource:o.oraA
hr.emp
hr.emp2
hostB@o.oraB
hr.emp
hr."Emp_3"
hostC@r.mssB
hr.emp
!jms
hostX
cust.%
cust.%
hostD@o.oraD+hostE@o.oraE
sales.accounts
sales.accounts
!regions

中央データスト アを維持するための複製の設
定
ここでは、 集約レプリケーションの目的で SharePlex をセット アップする方法について説明します。これにより、複数の
ソースシステムから単一の中央ターゲット システムに複製します。この方法では、以下のようなビジネス要件がサポート さ
れます。
l

リアルタイムのレポート 作成とデータ分析

l

中央データスト ア / マート またはウェアハウスへのビッグデータの蓄積

サポート されるターゲット
Oracle およびオープンターゲット

機能
この複製方法では以下がサポート されます。
l

同一または異なるソースおよびターゲット 名

l

垂直分割レプリケーションの使用

l

水平分割レプリケーションの使用

l

名前付き export キューおよび post キューの使用

必要条件
l

l

l

『SharePlex インスト ールガイド 』の手順に従って、システムの準備、SharePlex のインスト ール、およびデータ
ベースアカウント の設定を行います。
複製先の環境を用意します。「複製のための Oracle 環境の準備」を参照してください。
ターゲット テーブルで DML または DDL を実行できるのは、SharePlex だけです。複製設定の外部にあるターゲッ
ト システム上のテーブルに対しては、複製に影響を与えることなく DML および DDL 操作を実行できます。
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l

l

それぞれのソースシステムは、異なるデータのセット を中央ターゲット に複製する必要があります。いずれかのソー
スシステムが同じデータを中央ターゲット システムに複製した場合、そのデータはアクティブ / アクティブ複製とみなさ
れます。この場合、2 つの異なるソースから同時に同じ行が更新されたときに、conflict resolution ルーチンを使
用してどちらのソースが「競合に勝つ」かを決定する必要があります。アクティブ / アクティブ複製を確立するには、
「複数のピアデータベースを保持するための複製の設定」を参照してください。
シーケンスがターゲット システムで不要な場合は、複製しないでください。複製を低速する可能性があります。ソー
ステーブルでキーを生成するためにシーケンスを使用した場合でも、シーケンスの値は、複製された行がターゲット
システムに挿入されたときのキー列の一部です。シーケンスそのものは複製する必要がありません。

展開オプション
複数のソースシステムから 1 つのターゲット システムに複製するための SharePlex の展開オプションには、次の 2 つが
あります。
l

l

SharePlex の 1 つのインスタンスですべてのソースからのすべての受信データを処理する。「ターゲット システムへの
1 つの SharePlex インスタンスの展開」を参照してください。
SharePlex の複数のインスタンスで異なるソースからのそれぞれの受信データを処理する。「ターゲット システムへ
の複数の SharePlex インスタンスの展開」を参照してください。

どちらの展開でも、ソースシステムがターゲット システムに直接接続できない場合は、そのルート のカスケード レプリケーショ
ンを使用して、ターゲット に接続できる中間システムに SharePlex がデータをカスケード できるようにします。詳細について
は、次を参照：172 ページの 「中間システムを経由する複製の設定」。
注：SharePlex の compare および repair コマンド は、カスケード 設定では使用できません。

ターゲット システムへの 1 つの SharePlex インスタン
スの展開
ターゲット システム上で SharePlex のインスタンスを 1 つ使用して、すべての受信データを処理できます。複製が開始さ
れると、SharePlex は、ソースシステムごとに Import プロセスを中央ターゲット システム上に作成します。次に、ソース /
ターゲット 複製スト リームごとに、1 つの sp_cop プロセスによって制御される post キューおよび Post プロセスを作成しま
す。各ソース / ターゲット スト リームは別個に制御できます。ただし、post キューは、ターゲット システム上の同じ
SharePlex 変数データディレクト リをすべて共有します。
単一の変数データディレクト リを使用する展開には、次の潜在的なリスクがあります。
l

l

l

変数データディレクト リを含むディスクとの間の処理を中断するイベント は、すべての複製スト リームに影響します。
クリーンアップユーティリティを使用すると、すべての複製スト リームが影響を受けます。これは、クリーンアップが変
数データディレクト リ全体で実行されるためです。
1 つのソースシステムで purge config コマンド を発行した場合、他のソースシステムから複製されたデータも削除
されます。これは、パージが変数データディレクト リ全体に影響するためです。名前付き post キューを使用するとこ
のリスクを回避できますが、展開内の SharePlex オブジェクト の名前付け、監視、管理が複雑になります。
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この展 開 を使 用 するには
l

SharePlex を通常どおりにインスト ールします。それぞれのシステム( ソースおよびターゲット ) に、1 つのポート 番
号と 1 つの変数データディレクト リを設定します。

l

SharePlex をインスト ールするときに、インスト ールごとに SharePlex のデータベースアカウント を必ず作成します。

l

重要! すべてのシステムで SharePlex に同じポート 番号を使用してください。

ターゲット システムへの複数の SharePlex インスタン
スの展開
各ソースシステムに対応する SharePlex の複数のインスタンスをターゲット に展開できます。SharePlex インスタンスは、
次の要素で構成されます。
l

一意の sp_cop プロセス

l

一意の変数データディレクト リ

l

sp_cop が実行される一意のポート 番号

l

インスタンスのプロセスがデータベースと対話するために使用する一意のデータベースアカウント

SharePlex の複数の別個のインスタンスを実行すると、ソースとターゲット 間の複製スト リームを相互に分離できます。こ
の結果、次のことが可能になります。
l

l

複数のプロセスで、単一の変数データディレクト リ内の同一キューへのアクセスを競う場合に発生しうる競合の問
題を回避します。
1 つの設定をパージするか、1 つの複製スト リームをクリーンアップして再同期化する一方で、他の複製スト リー
ムで処理を続行します。
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l

変数データディレクト リを別のディスクに配置して、1 つのディスクの問題が他のディスク上の変数データディレクト リ
に影響しないようにします。

この展 開 を使 用 するには
可能であれば、ターゲット システムに最初にインスト ールします。これで、各変数データディレクト リのポート 番号を確立で
きます。このポート 番号は、対応するソースシステム上で SharePlex をセット アップするときに参照できます。

ターゲット システムでの手 順
「複数の SharePlex インスタンスの実行」のいずれかのセット アップオプションを選択します。これらの手順では、ター
ゲット 上に SharePlex の独立したインスタンスを確立する方法を順に説明しています。SharePlex をすでにターゲット に
インスト ールしている場合は、変数データディレクト リ、データベースアカウント 、およびポート 番号がすでに存在します。こ
の SharePlex インスタンスをいずれかのソースシステム専用にした後、手順に従って追加のインスタンスをターゲット に作
成できます。

ソースシステムでの手 順
『SharePlex インスト ールガイド 』の説明に従って、各ソースシステムに SharePlex のインスタンスを 1 つインスト ールしま
す。それらのインスタンスのポート 番号を、関連するターゲット の変数データディレクト リのポート 番号と一致させます。ソー
スシステムに SharePlex をすでにインスト ールしている場合は、必要に応じてポート 番号を変更できます。詳細について
は、次を参照：346 ページの 「SharePlex のポート 番号の設定」。

設定
オブジェクト を中央ターゲット に複製する各ソースシステムに設定ファイルを作成します。設定ファイルの作成については、
「設定ファイルの作成」を参照してください。
datasource_specification
source_specification

target_specification

central_host[@db]

ここで、
l

source_specification は、ソースオブジェクト ( owner.object) の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

target_specification は、ターゲット オブジェクト ( owner.object) の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

central_host は、ターゲット システムです。
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l

db は、データベース指定です。データベース指定は、接続タイプに応じて、Oracle SID の前に付加される o. また
は r.、tns_names エイリアス、またはデータベース名から構成されます。ターゲット が JMS、Kafka、またはファイル
の場合、データベース識別子は必要ありません。

例：
この例では、hostA 上のデータソース oraA と hostB 上のデータソース oraB から hostC システム上の oraC に
データを複製します。

hostA からのデータ
Datasource:o.oraA
hr.*
fin.*

hr.*
fin*

hostC@o.oraC
hostC@o.oraC

hr.*
mfg.*

hostC@o.oraC
hostC@o.oraC

hostB からのデータ
Datasource:o.oraA
cust.*
mfg.*

推奨されるターゲット 設定
集約設定内の各ソースシステムは、別個のデータスト リームを送信します。このデータスト リームは、ターゲット 固有の
Post プロセスに流れます。任意の一意の識別子を各ソースシステムに割り当て、その識別子をターゲット に post する挿
入または更新操作ごとに含めるように Post プロセスを設定できます。
このように行を識別することで、ソースによる行の選択または識別が必要な他の作業と同様に、( ソース ID が必要
な) SharePlex の compare および repair コマンド を環境でサポート する準備が整います。compare および repair プロ
セスは、ソース ID 値を使って、そのソースに対して有効な行のみを選択します。

ソース ID を書 き込 むように各 Post を設 定 するには
1. ターゲット テーブルを作成または変更して、SHAREPLEX_SOURCE_ID という名前の列を含めます。これは、
ソース ID 値が格納される列です。
注：次の手順に進む前に、set metadata オプションを指定した target コマンド を実行してこの名前を変更でき
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。
2. 各ソースシステムの一意の ID を選択します。任意の単一の英数字文字列を使用できます。
3. ターゲット で、Post プロセスごとに sp_ctrl を実行します。
4. Post プロセスごとに、set source オプションを指定した target コマンド を発行します。このコマンド は、Post プロセ
スによって post されるソース ID を設定します。次の例は、3 つの Post プロセスのコマンド を示しています。
sp_ctrl> target sys4 queue Q1 set source east
sp_ctrl> target sys4 queue Q2 set source central
sp_ctrl> target sys4 queue Q3 set source west
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複数のピアデータベースを保持するための複
製の設定
ここでは、複数の Oracle データベースを保持する目的で SharePlex をセット アップする方法について説明します。Oracle
データベースでは、各システム上のアプリケーションが同じデータを変更できると同時に、SharePlex で複製されることに
よって、すべてのデータが同期済みの状態となります。これは、 ピアトゥピアまたはアクティブ / アクティブレプリケーションと呼
ばれています。この方法において、データベースは、通常、相互にミラーイメージであり、すべてのオブジェクト が欠けること
なくすべてのシステムに存在します。ピアト ゥピア方式と高可用性方式には同様のメリット があります。ただし、ピアト ゥピア
方式では同じデータを同時に変更できますが、高可用性方式ではプライマリデータベースがオフラインになった場合にのみ
セカンダリデータベースへの変更が許可される点が異なります。
この方法では、以下のビジネス要件がサポート されます。
l

異なる場所で複数のインスタンスを動作させることによって、ミッションクリティカルなデータの可用性を保つ。

l

オンライント ランザクション処理アプリケーション( OLTP) の大きな負荷を複数のアクセスポイント 間で分散する。

l

重要なデータベースへの直接アクセスを制限する一方で、ファイアウォールの外部のユーザーが自分のデータのコ
ピーを更新できるようにする。

ピアト ゥピアレプリケーションの例として、3 つの同じデータベースを利用している電子商取引会社があります。ユーザーが
Web ブラウザからアプリケーションにアクセスしたとき、Web サーバはこれらのデータベースのいずれかに総当りで順に接続
します。もしそのうち 1 つのデータベースが使用不可の場合、サーバは使用可能な別のデータベースサーバに接続しま
す。したがって、この設定は、フェイルオーバーリソースとしてだけでなく、すべてのピアの間で均一に負荷を分散する手段と
しても役立ちます。会社がビジネスレポート を作成する必要がある場合は、いずれかのデータベースへのユーザーアクセス
を一時的に停止し、そのデータベースを使用してレポート を実行できます。
注：ピアト ゥピアレプリケーションで加えられたデータの変更はマシン間でループバックされません。これは、Post プロ
セスによってローカルシステム上で実行されたト ランザクションは Capture で無視されるためです。
ピアト ゥピアレプリケーションは、すべての複製環境に適していません。データベースデザインに対する大規模なコミット メント
を要するので、パッケージアプリケーションを使用している場合は、実用的でない可能性があります。さらに、conflict
resolution ルーチンを開発する必要もあります。これは、同時刻またはほぼ同時刻に同じデータに対して複数の変更が
加えられた場合に、SharePlex が特定のデータベースに post するト ランザクションを優先順位付けするために使用しま
す。

サポート されるターゲット
Oracle

機能
この複製方法では以下がサポート されます。
l

名前付き export キューおよび post キューの使用

この複製方法では、次の項目はサポート されません。
l

l

LOB の複製。LOB を含むテーブルが複製に含まれている場合、LOB は conflict resolution によってバイパスされ
ます。そのため、データが非同期になる可能性があります。
列マッピングおよび分割レプリケーションは、ピアト ゥピア設定には適していません。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複製方法の設定

154

必要条件
l

l

ピアト ゥピアレプリケーションに関係するすべてのテーブルには、プライマリキーか、null が許容される列を持たない
一意のキーが存在している必要があります。各キーは、複製に関係するすべてのデータベースの同じ
owner.table.row を一意に識別する必要があります。このト ピックの追加の要件を参照してください。
ピアト ゥピア設定のすべてのデータベースでプライマリキー、一意のキー、および外部キーのサプリメンタルロギング
を有効にします。

l

すべてのシステムでアーカイブログを有効にします。

l

複製先の環境を用意します。詳細については、次を参照：52 ページの 「複製のための Oracle 環境の準備」。

l

同期の概念を理解する必要があります。詳細については、次を参照：28 ページの 「同期の概念について」。

概要
ピアト ゥピアレプリケーションでは、DML の変更は、通常別のシステムにある異なるデータベースの同一テーブルのコピーに
対して許可されます。SharePlex は、複製によってすべてのデータベースを最新の状態に保ちます。複数のデータベース
で同時に( またはほぼ同時に) レコード が変更されると競合が発生する可能性があるため、不一致を解決するために
conflict resolution ロジックを適用する必要があります。

競 合 とは
競合は、ソースおよびターゲット テーブルが同一でない非同期状態として定義されます。次の理由によりターゲット テーブ
ルの行に SharePlex が作成した DML メッセージを実行できない場合、非同期( 競合) 状態を予期することができます。
l

Post が複製された INSERT を適用したときに、同じキーを持つ行がすでにターゲット に存在します。Post は、以
下のロジックを適用します。
o

ターゲット 行のすべての現在の値が INSERT の値と同じ場合、Post は行が同期されているとみなし、こ
の操作を破棄します。

o

いずれかの値が INSERT の値と異なる場合、Post はこれを非同期状態とみなします。
注： Post が INSERT を post するときに非キー値を考慮しないように設定できます。『 SharePlex リファレ
ンスガイド 』の SP_OPO_SUPPRESSED_OOS パラメータの説明を参照してください。

l

Post が複製された UPDATE を適用したときに、UPDATE とキー値が同じ行がターゲット に見つからないか、正し
い行が見つかったが行の値が UPDATE の前の値と一致しません。Post は、以下のロジックを適用します。
o

ターゲット 行の現在の値が UPDATE の後の値と一致する場合、Post は行が同期されているとみなし、こ
の操作を破棄します。

o

ターゲット 行の値が UPDATE の前または後の値と一致しない場合、Post はこれを非同期状態とみな
します。
注： ターゲット 行の現在の値が UPDATE の後の値と一致する場合に非同期メッセージを返すように
Post を設定できます。『 SharePlex リファレンスガイド 』の SP_OPO_SUPPRESSED_OOS パラメータの
説明を参照してください。

l

ソースデータに対して DELETE が実行されたが、Post がキーを使用してターゲット 行を見つけられません。Post
は、DELETE 文を作成するときに、キー値のみを WHERE 句に含めます。行がターゲット に存在しない場合、
Post はこの操作を破棄します。
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ピアト ゥピアレプリケーションで競 合 が発 生 する理 由
SharePlex による非同期の決定方法は、次の通常および非同期の例を参照してください。この例では、3 つのシステム
( SysA、SysB、SysC) が使用されています。
例では、次のテーブルが使用されています。
Scott.employee_source
jane.employee_backup
列の名前と定義は同じです。
EmpNo
SocSec
EmpName
Job
Salary
Dept

number(4) not null,
number(11) not null,
char(30),
char(10),
number(7,2),
number(2)

同期状態の両方のテーブルの値は次のとおりです。
EmpNo( キー)

SocSec

EmpName

Job

Salary

Dept

1

111-22-3333

Mary Smith

Manager

50000

1

2

111-33-4444

John Doe

Data Entry

20000

2

3

000-11-2222

Mike Jones

Assistant

30000

3

4

000-44-7777

Dave Brown

Manager

45000

3

非 同 期 のないピアト ゥピアレプリケーションの例
1. 午前 9 時、 SysA の UserA が EmpNo 1 の「Dept」列の数値を 2 に変更します。SharePlex がその変更を
SysB および SysC に複製し、両データベースが同期したままになります。
2. 同日午前 9 時 30 分、SysB の UserB が EmpNo が 1 になっている「Dept」列の数値を 3 に変更します。
SharePlex がその変更を SysA および SysC に複製し、両データベースが同期したままになります。
行は次のように表示されます。
EmpNo( キー)

SocSec

EmpName

Job

Salary

Dept

1

111-22-3333

Mary Smith

Manager

50000

3

UPDATE 非 同 期 のあるピアト ゥピアレプリケーションの例
1. 午前 11 時、SysA の UserA が EmpNo 1 の Dept の数値を 1 に更新します。同日午前 11 時 2 分、ネット
ワークに障害が発生します。キャプチャされた変更は、すべてのシステムの export キューに格納されます。
2. 同日午前 11 時 5 分、ネット ワークが復旧する前に、SysB の UserB が EmpNo 1 の Dept 列の数値を 2 に変
更します。同日午前11時10分、ネット ワークが復旧します。複製データの転送を再開します。
3. SharePlex は、UserA からの変更を SysB のデータベースに post するときに Dept 列の値を 3 と想定します( プリ
イメージ) 。しかし、UserB によって変更されているため、この値は 2 です。プリイメージが一致しないため、
SharePlex は非同期エラーを生成します。
4. SharePlex は、UserB による変更を SysA に post するときに列の値を 3 と想定します。しかし、UserA によって
変更されているため、この値は 1 です。SharePlex が非同期エラーを発生します。
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5. SharePlex が UserA および User B に作成された変更を SysC のデータベースに post しようとする場合、プリイ
メージが一致しないため両方の文が表示されません。SharePlex が非同期エラーを発生します。
注：このシナリオを視覚的に把握するには、付録の「付録 A：ピアト ゥピアの説明図」を参照してください。

展開
ピアト ゥピアレプリケーションを展開するには、次のタスクを実行します。
1. ピアト ゥピア環境への適合性についてデータを評価します。推奨される変更を加えます。「データの評価」を参照
してください。
2. 各システムのデータがピアト ゥピア環境の他のすべてのシステムに複製されるように SharePlex を設定します。「複
製の設定」を参照してください。
3. Post が競合を処理するルールを提供する conflict resolution ルーチンを開発します。「conflict resolution ルー
チンの開発」を参照してください。
4. conflict resolution ファイルを作成します。SharePlex はこのファイルを参照し、競合が発生したときに使用する
適切な手順を決定します。「conflict_resolution.SID を使用したルーチンのリスト の作成」を参照してください。

データの評価
ピアト ゥピア設定で SharePlex を展開するには、次のことができる必要があります。
l

隔離キー

l

キーの変更防止

l

シーケンス生成の制御

l

ト リガ使用の制御

l

カスケード 削除の解消

l

信頼されるホスト の指定

l

優先順位の定義

アプリケーションとの連携が要求されるため、プロジェクト の構造上フェーズの間、これらの要件を考慮する必要がありま
す。その結果、多数のパッケージアプリケーションがガイド ラインに沿って作成されていないため、ピアト ゥピアの展開には適
していません。
各要件の詳細は、次のとおりです。

キー
ピアト ゥピアレプリケーションでは、プライマリキーのみを使用できます。テーブルにプライマリキーがなく、一意の非 NULL
キーがある場合、そのキーをプライマリキーに変換することができます。LONG 列をキーの一部とすることができません。
プライマリキーを配置できない場合、またすべての行が一意であるとわかっている場合は、すべてのテーブルに一意のイン
デックスを作成できます。
プライマリキーは、ピアト ゥピアレプリケーションネット ワークのすべてのデータベースで一意である必要があります。
l

つまり、全データベースにある、対応する各テーブルの同じ列を使用する必要があります。

l

対応する行のキー列は、同じ値を持っている必要があります。
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プライマリキーは、行の一意性が保証されるよう、行に関する十分な情報を含めて作成する必要があります。これで、複
製された操作が一意性に反する場合に競合が発生します。また、プライマリキー値は変更できません。
プライマリキーとしてシーケンスを使用するだけでは、ピアト ゥピアレプリケーションに対して十分ではない場合があります。た
とえば、サンプルテーブルでシーケンスを使用してキー列 EmpNo の値を生成するとします。UserA が SysA 上で次の
シーケンス値を取得し、「Jane Wilson」に対する行を挿入する場合を考えてみましょう。UserB は SysB 上で次の
シーケンス値を取得し、「Jane Wilson」に対する行を挿入します。それぞれのシステムでシーケンス番号が異なり、複製
された INSERT に一意キー違反がない場合でも、データの整合性が損なわれます。これは、それぞれ異なるキーを持
つ「Jane Wilson」のエント リが 2 つデータベースに存在するためです。その後の UPDATE は失敗します。解決策とし
ては、キーに他の一意の列を含めて、一意性を保証し、解決ロジックを介して解決可能な競合を発生させるのに十分な
情報を提供します。

シーケンス
SharePlex は、シーケンスのピアト ゥピアレプリケーションをサポート しません。アプリケーションでシーケンスを使用してキー
の全部または一部を生成する場合、ピアト ゥピア設定の他のすべてのシステムにおいて同じ範囲の数値が生成されない
ようにする必要があります。シーケンスサーバを使用するか、シーケンスを各サーバで別個に管理して、それぞれに一意の
範囲が割り当てられるようにすることができます。Quest は n+1 のシーケンス生成を推奨します( n = 複製のシステム数) 。
アプリケーションのタイプに応じて、一意性を強制するためにプライマリキーのシーケンス値にシステム名など位置の識別子
を追加することができます。

ト リガ
ソースシステム上でト リガが実行された結果である DML 変更は、REDO ログに入力され、SharePlex によってターゲット
システムに複製されます。同じト リガがターゲット システムで実行される場合、非同期エラーを返します。
ピアト ゥピア設定でト リガを処理するには、次のいずれかの操作を行います。
l

l

ト リガを無効にする。
ト リガを有効のままにするが、ピアト ゥピア設定のすべてのインスタンスで SharePlex ユーザーを無視するように変
更する。SharePlex には、この目的のための sp_add_trigger.sql スクリプト が用意されています。このスクリプト
は、ト リガの手続き文に、Post プロセスを無視するように指示する WHEN 句を置きます。ト リガおよびこのスクリプ
ト の詳細については、「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。

ON DELETE CASCADE 制 約
ON DELETE CASCADE 制約は、ピアト ゥピアレプリケーション設定のすべてのインスタンスで有効のままにできます。ただ
し、以下のパラメータを設定して、これらの制約を無視するように Post に指示する必要があります。
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( 他の複製シナリオではこのパラメータを異なるレベルに設定できます
が、ピアト ゥピア設定では 0 に設定する必要があります)

UPDATE を使 用 して維 持 される勘 定 値
UPDATE 文を使用して、在庫や会計バランスなど数量の変更を記録するアプリケーションは、ピアト ゥピアレプリケーション
の問題点を提示します。次に挙げられたオンライン書店についての例で、理由を説明します。
書店の在庫テーブルに、以下の列が含まれています。
Book_ID (primary key)
Quantity
以下の一連のイベント が発生するとします。
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1. 顧客が、1 つのサーバ上のデータベースを通して本を購入します。手元にある数量は 100 冊から 99 冊に減少し
ます。SharePlex は UPDATE 文を他のサーバに複製します(UPDATE inventory SET quantity = 99 WHERE
book_ID = 51295)。
2. 元の UPDATE が到着する前に、他の顧客が他のサーバで同じ本を 2 冊購入します( UPDATE inventory SET
quantity = 98 WHERE book_ID = 51295) 。すると、そのサーバ上の数量は 100 冊から 98 冊に減ります。
3. Post プロセスが最初のト ランザクションを post しようとしたときに、プロセスは最初のシステム上のプリイメージ
( 100 冊) が 2 番目のシステム上の期待された値に一致しないことを認識します( 2 番目のト ランザクションの結
果として、現在 98 冊) 。Post が非同期エラーを返します。
conflict resolution プロシージャを書き込むことはできますが、正しい数値は次のように決定します。2 つのト ランザクショ
ン実行後、両データベース内の正しい数値は 97 冊ですが、2 つの UPDATE 文のどちらを承認しても、結果は不適
切な値になります。
このため、ピアト ゥピアレプリケーションは UPDATE を使用した会計または在庫バランスを維持するアプリケーションには推
奨されません。会計バランスの維持に、借方／信用勘定を使用する場合、UPDATE 文の代わりに INSERT 文
( INSERT into inventory values “n”,...) を使用することができます。INSERT 文は UPDATE 文同様、 WHERE 句との
前後の比較を必要としません。
アプリケーションが UPDATE 文を使用する必要がある場合、conflict resolution プロシージャを書き込んで、異なるシ
ステムの異なる UPDATE 文から発生する絶対( または純) 変動を決定することができます。たとえば、前述のオンライン
書店の場合、最初の顧客の購入が 2 番目のシステムに複製されるとき、次の conflict resolution プロシージャが実
行されます。
if existing_row.quantity <> old.quantity then old.quantity - new.quantity = quantity_change; update
existing_row set quantity = existing_row.quantity - quantity_change;
conflict resolution ロジックは、ターゲット データベース内にある既存の行の数値( 98) が以前の数値( 100 のプリイメー
ジ) を一致しない場合、プリイメージから新しい数値( 複製された数値 99) を引き算して純変動( 1) を取得するよう、
SharePlex に指示します。その後 UPDATE 文を発行し、「Quantity」列が 98-1 が 97 となるよう設定します。
2 番目のユーザーの変更が最初のシステムに複製されるとき、同様の conflict resolution プロシージャが実行されます。
この場合、純変動( プリイメージ 100 から新しい数値 98 を引く) は 2 となります。このシステムの UPDATE 文も 99 ( 最
初の顧客が購入した後の既存行の値) から純変動 2 を引いた値 97 を導きます。手順のロジックの結果として、各シス
テムの「Quantity」列は 97 冊に更新され、3 冊の本を販売した正味効率となります。
財務記録の会計バランスを使用したコンセプト を、次の例で説明しています。
account_number (primary key)
balance
1. SysA のサンプルテーブルの行( 会計) に $1500 の勘定が記載されているとします。CustomerA がそのシステ
ムで $500 の預金をしたとします。アプリケーションは UPDATE 文を使用し、勘定を $2000 に変更します。
変更は SysB に UPDATE 文として (UPDATE...SET balance=$2000 WHERE account_
number=51295 など)複製されます。
2. 変更が到着する前に CustomerA の配偶者が $250 を SysB で引き出すと、アプリケーションはそのシステムの
データベースを $1250 に更新します。CustomerA のト ランザクションが SysA から到着し Post がそれを SysB に
post しようとすると、配偶者のト ランザクションが一致せず、ソースシステムからのプリイメージが $1500 であるのに
対し、ターゲット のプリイメージが $1250 であるため、競合が生じます。
conflict resolution ルーチンを書き込んで取引の絶対( または純) 変動を計算してこの種のト ランザクションに対処し、そ
の値を使用して競合を解決することができます。例：
if existing_row.balance <> old.balance then old.balance - new.balance = balance_change; update
existing_row set balance = existing_row.balance - balance_change;
この手順の結果により、会計バランスを預金 $500 および引き出し $250 の正味効率である $1750 に更新します。
SysB では、ルーチンが SharePlex に、古い勘定 1500 新しい( 複製) 勘定 2000 を引き、純変動の -500 を導くよう指
示します。UPDATE 文は勘定値を正しい値「1250 - (-500) = 1750 」に設定します。
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SysA では、複製された値 1250 が古い勘定 1500 から差し引かれ、純変動の 250 が取得されます。UPDATE 文は既
存の勘定 2000 からその数値を差し引き、正しい値の 1750 を取得します。

優先度
SharePlex が変更する正しい行を検索するとき、競合を回避または解決するために環境が確立される場合、同じ行の
同じ列に対する値が 2 つまたはそれ以上のシステムで異なる場合に変更して承認する「実際の」データにのみ、競合の
可能性を保持します。このため、アプリケーションは「timestamp」および「source」列の追加を承認し、 ソースの名前が
テーブルのローカルシステムとする必要があります。
優先順位を確定する conflict resolution ルーチンを使用するとき、これらの列が果たす重要な役割を、次のとおり説
明します。

信 頼 されたソース
次の2つの理由で、一般的もしくは信頼されたソースとなる特定のデータベースまたはサーバを割り当てる必要がありま
す。
l

l

conflict resolution ルーチンは、多くのシステムを所有するほど、非常に大きく複雑になる可能性があります。いく
つかのポイント で、再同期を要求する失敗が発生する場合があります。設定のシステムの 1 つは、他のシステム
が必要に応じて再同期する真のソースとみなされる必要があります。
conflict resolution ルーチンを書き込み、信頼されたソースシステムからの操作が他のシステムからの競合する
操作に優先順位を持つことができます。たとえば、本社のサーバに行われた変更は、支社が行った同様の変更に
対し優先されます。

タイムスタンプ
テーブルに「timestamp」列を表示し、 conflict resolution ルーチンの優先順位を最初のもしくは最新のタイムスタンプ
に割り当てることが推奨されます。ただし、競合を引き起こす場合があるため、タイムスタンプはキーの一部となることはでき
ません。SharePlex は、キー値が変更する場合は行を検索することができ、列の 1 つがタイムスタンプである場合、
キー値が変更されます。
実行するタイムスタンプの優先順位に対し、すべてのサーバがデータと時間に関し常任されていることを確認する必要が
あります。異なるタイムゾーンのテーブルは、グリニッジ標準時( GMT) を使用することができます。
SharePlex conflict resolution のデフォルト の日付フォーマット は、MMDDYYYY HH24MISS です。デフォルト の日付の
テーブルはそのフォーマット を使用しますが、そうでない場合、conflict resolution ではエラーが返されます。デフォルト の日
付のテーブルを作成する前に、次のコマンド を使用して SQL*Plus の日付フォーマット を変更します。
ALTER SESSION SET nls_date_format = 'MMDDYYYYHH24MISS'

複製の設定
ピアト ゥピア設定内のシステム上の設定ファイルは、データソース指定とルーティングを除き、すべて同じになります。

構 文 で使 用 されている規 則
このト ピックの設定構文に使用されているプレースホルダは、環境内の以下の項目を表します。このド キュメント では 3 つ
のシステムを想定していますが、さらに多くのシステムを使用することもできます。
l

hostA は、1 番目のシステムです。

l

hostB は、2 番目のシステムです。

l

hostC は、3 番目のシステムです。
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l

ownerA.object は、hostA 上のオブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

ownerB.object は、hostB 上のオブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

ownerC.object は、hostC 上のオブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

oraA は、hostA 上の Oracle インスタンスです。

l

oraB は、hostB 上の Oracle インスタンスです。

l

oraC は、hostC 上の Oracle インスタンスです。

重要!
l

設定ファイルのコンポーネント の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

hostA での設 定
Datasource:o.oraA
ownerA.object

ownerB.object

hostB@o.oraB

ownerA.object

ownerB.object

hostB@o.oraB

ownerA.object

ownerC.object

hostC@o.oraC

ownerA.object

ownerC.object

hostC@o.oraC

注：すべてのシステムですべての所有者名とテーブル名が同じ場合は、これらの各設定ファイルに対して複合ルーティング
マップを使用できます。 例として、hostA からの複製の複合ルーティングを次に示します。
Datasource:o.oraA
owner.object

owner.object

hostB@o.oraB+hostC@o.oraC

hostB での設 定
Datasource:o.oraB
ownerB.object

ownerA.object

hostA@o.oraA

ownerB.object

ownerA.object

hostA@o.oraA

ownerB.object

ownerC.object

hostC@o.oraC

ownerB.object

ownerC.object

hostC@o.oraC

ownerC.object

ownerA.object

hostA@o.oraA

ownerC.object

ownerA.object

hostA@o.oraA

ownerC.object

ownerB.object

hostB@o.oraB

ownerC.object

ownerB.object

hostB@o.oraB

hostC での設 定
Datasource:o.oraC
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例：
Datasource:o.oraA
hr.emp
hr.sal
cust.%

hr.emp
hr.sal
cust.%

hostB@o.oraB
hostB@o.oraB
hostB@o.oraB

conflict resolution ルーチンの開発
conflict resolution ルーチンを作成するには、競合が発生したときの SharePlex のアクションを指示する PL/SQL プ
ロシージャを記述します。ビジネスルールは会社ごとに大きく異なるため、あらゆる状況に適用できる conflict resolution
ルールと構文の標準セット を作成するのは不可能です。通常は、自分でルーチンを記述する必要があります。サイト やシ
ステムの優先順位をプライマリルーティンやタイムスタンプをセカンダリルーティンにするなど、2 つ以上の手順を書き込むこ
とは、良い実行例です。SharePlex は、ルーチンが成功するまで、または有効な手順がなくなるまでルーチンを順番に起
動します。
SharePlex には、ルーチンの土台として使用できる以下のツールが用意されています。
l

l

DML 操作タイプに基づいて基本のルーチンを記述するための汎用 PL/SQL インターフェイス。詳細については、
次を参照：162 ページの 「SharePlex 汎用インターフェイスを使用してルーチンを記述する方法」。
カスタムルーチンが失敗した場合のバックアップ手段として使用できる、キーまたは列値に基づいて基本的な
conflict resolution を実行するパッケージ化されたルーチン。詳細については、次を参照：167 ページの
「SharePlex の準備されたルーチンを使用する方法」。

重要!
l

l

l

l

この文書では、ガイド ライン、事例、テンプレート を提供していますが、実際のルーチンとして使用することはできま
せん。
ト ランスフォーメーションルーチンを作成する前に、そのルーチンをテスト して、意図したとおりに機能すること、および
あるルーチンが別のルーチンに対して反作用しないことを確認します。
デフォルト 設定では、SharePlex は非同期条件に対して停止しません。conflict resolution の失敗した志向が
解決していない場合、データベースはより非同期となる場合があります。sp_ctrl で show log コマンド を使用し
て、イベント ログを頻繁にチェックして非同期警告を監視します。show log およびその他の SharePlex コマンド の
詳細は、『 SharePlex リファレンスガイド 』 を参照してください。
conflict resolution ロジックは不定期に更新されます。これらの手順を補足または置き換える追加情報について
は、ご使用の SharePlex のバージョンのリリースノート および文書を参照してください。

SharePlex 汎 用 インターフェイスを使 用 してルーチンを記 述 する方
法
SharePlex には、自分で記述する手続きルーチンとの間で情報をやり取りするための、generic conflict resolution
PL/SQL パッケージが用意されています。作業を開始する前に、次のガイド ラインを理解してください。
l

l

同じ PL/SQL パッケージが generic conflict resolution とト ランスフォーメーションの両方に使用されます( 名前は
sp_cr) 。generic conflict resolution またはト ランスフォーメーションの「どちらか一方」を使用するか、またはどち
らも使用しません。変換されたテーブルは SharePlex で比較できず、conflict resolution は成功しません。両方
を使用した場合、SharePlex はト ランスフォーメーションルーチンのみを呼び出します。適切であれば、generic
conflict resolution およびト ランスフォーメーションを同じ設定の異なるテーブルに使用することができます。ト ランス
フォーメーションの詳細については、「データのト ランスフォーメーション」を参照してください。
conflict resolution を DDL の変更に使用することはできません。
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l

l

ト ランスフォーメーションを行うために PL/SQL を介してアクセスされるテーブルは、SharePlex に対するオブジェクト
の所有者から明示的に許可された権限を必要とします。
Conflict resolution は LONG または LOB 列への変更をサポート していません。

注： 『SharePlex インスト ールガイド 』の SharePlex conflict resolution デモンスト レーションを実行した場合、デモンスト
レーションに使用されるデータベースにインスト ールされた od_employee_gen ルーチンを表示することで、サンプルの
generic conflict resolution ルーチンを表示することができます。

プロシージャインターフェイス
このテンプレート に従ってプロシージャを作成します。
(table_info in outsplex.sp_cr.row_typ, col_values insplex.sp_cr.col_def_tabtyp)
ここで、
l

splex は、SharePlex スキーマです。

l

sp_cr は、PL/SQL レコード およびテーブル構造を含むパッケージの名前です。

l

l

row_typ は、in 変数および out 変数を渡す PL/SQL レコード の名前です( 「パッケージ定義」を参照してくだ
さい) 。
col_def_type は、列情報を格納する PL/SQL テーブルの名前です( 「col_def_type テーブル」を参照してく
ださい) 。

パッケージ定 義
SharePlex は、SharePlex データベーススキーマの sp_cr という名前のパブリックパッケージに PL/SQL レコード および
テーブル構造を定義します。このパッケージは、次のパラメータを使用します。
"CREATE or REPLACE PACKAGE %s.sp_cr AS
"TYPE row_typ IS RECORD
"(src_host VARCHAR2(32),
"src_ora_sid VARCHAR2(32),
"src_ora_time VARCHAR2(20),
"source_rowid VARCHAR2(20),
"target_rowid VARCHAR2(20),
"statement_type VARCHAR2(6),
"source_table VARCHAR2(78),
"target_table VARCHAR2(78), \n\t"
"oracle_err NUMBER,
"status NUMBER,
"action NUMBER,
"reporting NUMBER
");

IN 変 数
競合を引き起こす行操作のたびに、SharePlex はこのメタデータ情報をプロシージャに渡します。
変数

説明

src_host

( 操作が発生した) ソースシステムの名前。これには大文字と小文字の区別が
あり、たとえば SysA というようにソースシステムと同じ大文字／小文字を用い
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変数

説明
て渡されます。指定した post キューがターゲット システムで使用中である場
合、この変数は、たとえば postq1 というように post キュー の名前で構成され
ます。

src_ora_sid

ソースデータベースの ORACLE_SID。これには大文字と小文字の区別があ
り、Windows レジスト リまたは V$PARAMETER テーブルの oratab ファイルと
同じ大文字／小文字を用いて渡されます。

src_ora_time

ソース REDO ログ内の変更レコード のタイムスタンプ。

source_rowid

ソース行の行識別子。これは、たとえば ‘123456’ というように一重引用符で
囲まれたリテラルとして渡されます。

target_rowid

ターゲット データベース内の対応する行の行識別子。SharePlex は、ターゲッ
ト データベースへのクエリによって行識別子を取得します。これは、たとえば
‘123456’ というように一重引用符で囲まれたリテラルとして渡されます。
PRIMARY キーを使用しても行が見つからない場合、値は NULL です。

statement_type

I、U または D のいずれかの文字。操作が INSERT 文、UPDATE 文、
DELETE 文のいずれであるのかを示します。

source_table

ソーステーブルの所有者および名前。 owner.table 形式で記述します。この値
には大文字と小文字の区別があり、データベースでテーブルが指定される方法
に一致します。これは、たとえば "scott"."emp." というように二重引用符で囲ま
れて渡されます。

target_table

ターゲット テーブルの所有者および名前。 owner.table 形式で記述します。こ
の値には大文字と小文字の区別があり、データベースでテーブルが指定される
方法に一致します。これは、たとえば "scott"."emp." というように二重引用符で
囲まれて渡されます。

oracle_err

プロシージャが競合解決とト ランスフォーメーションのどちらに使用されるかに応
じて異なります。
ト ランスフォーメーション：SharePlex はこの変数については 0 の値を渡します。
この変数は、conflict resolution に対してのみ使用します。
競合解決： 競合を引き起こした Oracle エラー番号。

OUT 変 数
これらの変数は、プロシージャが成功したか失敗したかに応じて、SharePlex の動作を指示します。
変数

説明

status

プロシージャが成功したかどうかを定義します。このパラメータについては、値を
指定する必要があります。
l

0 の値は実行に成功したことを意味します。プロシージャが競合解決と
ト ランスフォーメーションのどちらに使用されるかに応じて、動作が異な
ります。
ト ランスフォーメーション：Post は SQL を書き込みません。ト ランス
フォーメーション が成功すると、SharePlex は Event Log にはいかなる
エラーメッセージも書き込みません。post キューの次の複製操作を読
み込んで処理を継続します。
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変数

説明
l

l

l

action

競合解決：0 の値は SharePlex に SQL 文の処理を進めるよう指示
します。conflict resolution が成功すると、SharePlex は Event Log
にはいかなるエラーメッセージも書き込みません。
1 の値はプロシージャが成功しなかったことを示します。この場合、
SharePlex が行う動作は、 action 変数として指定する内容によって
決まります。
( ト ランスフォーメーションのみ) 7 の値は実行に失敗したことを意味し、
Post プロセスの停止を指示します。

SharePlex で実行するアクションを定義します。これは、プロシージャがト ランス
フォーメーションと競合解決のどちらに使用されるかに応じて異なります。
ト ランスフォーメーション：このパラメータについては 0 の値を指定する必要があり
ます。この値は、SQL 文を post しないよう SharePlex に指示します。ト ランス
フォーメーションルーチンは、ト ランスフォーメーションの結果をターゲット テーブル
または別のテーブルのどちらかに post します。この動作の結果は、reporting
変数について指定する内容によって決まります。
競合解決：競合解決プロシージャが失敗 した結果として実行するアクションを
指定します。このパラメータについては、値を指定する必要があります。
l

l

l

reporting

0 の値は SharePlex が SQL 文を post 「しない」よう指示します。この
動作の結果は、reporting 変数について指定する内容によって決まり
ます。
1 の値は SharePlex の内部使用のために保持されます。この値は使
用しないでください。
conflict resolution ファイルが存在する場合、SharePlex がファイルに
一覧化した次の conflict resolution プロシージャを試行するよう指示
します。

プロシージャの失敗をどのように SharePlex が報告するかを決定します。この
パラメータについては、値を指定する必要があります。
l

l

l

0 の値は、エラーを報告したり、失敗した SQL 文を SID_errlog.sql ロ
グに書き込んだりしないよう SharePlex に指示します。
1 と 2 の値は、SharePlex の内部での使用のために保持されます。こ
れらの値は使用しないでください。
3 の値は、失敗した SQL 文を SID_errlog.sql ログに書き込んで、エ
ラーを Event Log に出力するよう SharePlex に指示します。

col_def_type テーブル
SharePlex は、複製した操作ごとに col_def_tabtyp PL/SQL テーブルを作成します。このテーブルには、列情報が格納
されます。これは、プロシージャがト ランスフォーメーションと競合解決のどちらに使用されるかに応じて異なります。
l

ト ランスフォーメーション：SharePlex は行操作ごとに、列情報を col_def_type に書き込みます。

l

競合解決：競合を引き起こす各行操作に対し、SharePlex は列情報を col_def_tabtyp に書き込みます。

SharePlex が行を特定できない場合、すべてのフィールド が値を備えているわけではないにもかかわらず、SharePlex は
ルーチンにすべてのフィールド を渡します。
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col_def_tabtyp テーブルに値を設定するためのデータ型を以下に示します。
type col_def_typ is record
(column_name
user_tab_columns.column_name%type
,datatype
user_tab_columns.datatype%type
,is_key boolean
,is_changed
boolean
,old_value
varchar2(32764)
,new_value
varchar2(32764)
,current_value varchar2(32764)
);
type col_def_tabtyp is table of col_def_typ

col_def_tabtyp の説 明
列

説明

column_name

たとえば emp_last_name というように、ソーステーブルから複製された列の名
前をプロシージャに伝えます。この値には、大文字と小文字の区別はありませ
ん。

datatype

たとえば VARCHAR2 というように、複製された列のデータのデータ型をプロ
シージャに伝えます。この値は常に大文字です。

is_key

列がキー列であるかどうかをプロシージャに伝えます。キー列である場合、
SharePlex は TRUE の値を渡します。キー列の一部でなければ、SharePlex
は FALSE の値を渡します。

is_changed

列の値が変更されたかどうかをプロシージャに伝えます。値が変更されている
場合、SharePlex は TRUE の値を渡します。列が変更されていなければ、
SharePlex は FALSE の値を渡します。
l

l

INSERT の場合、データベースには列が存在しないため、is_
changed は非NULL の値に対してTRUEです。NULL の値が挿入さ
れると、is_changed は FALSE になります。
UPDATE の場合、is_changed は非キー列に対して TRUEです。
キー列の場合、is_changed は通常 FALSE です。ただし、
SharePlex は、変更されたキー列の値を渡します。
競合解決のみ：ターゲット システムでキー値も変更された場合、
SharePlex が正しい行を特定できず、競合解決が失敗することがあり
ます。

l

old_value

DELETE の場合、SharePlex は DELETE 文のキーの値のみを複製
するため、is_changed は常に FALSE です。

複製した列の古い値がソースシステムで変更される前にその値をプロシージャ
に伝えます。INSERT の前にターゲット データベースに行が存在しなかったた
め、この列は INSERT に対して NULL です。
競合解決のみ：これは、SharePlex が UPDATE と DELETE のための同期
チェックの一部としてソースおよびターゲット 列を比較したプリイメージです。
SharePlex によって渡された古い値がターゲット 行から取得した current_
value 値と一致しない場合、競合が存在します。

new_value

複製した列がソースシステムで変更されたときにその新しい値をプロシージャに
伝えます。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複製方法の設定

166

列

説明

current_value

ターゲット テーブルの列の現在の値をプロシージャに伝えます。SharePlex が
ターゲット 行を特定できない場合、値は NULL です。

操 作 タイプごとの col_def_tabtyp テーブルのエント リの例
次のテーブルは、操作のそれぞれのタイプについて起こり得る結果を示しています。

INSERT 操 作
column_name

is_changed

old_value

new_value

current_value1

is_key

C1

TRUE

NULL

bind

NULL

FALSE

C2

TRUE

NULL

bind

NULL

TRUE

C3

FALSE

NULL

NULL

NULL

TRUE | FALSE

1

INSERT が失敗した場合、その原因は同じ PRIMARY キーを持つ行がすでにターゲット データベースに存在することに
あります。SharePlex は INSERT に現在の値を返しません。

UPDATE 操 作
column_name

is_changed

old_value

new_value

current_value1、2

is_key

C1

TRUE

bind

bind

NULL | target_value

FALSE

C2

FALSE

bind

NULL

NULL | target_value

TRUE

C3

TRUE

bind

bind

NULL | target_value

TRUE

1(

競合解決) UPDATE が失敗した場合、その原因は SharePlex が PRIMARY キーおよびプリイメージを使用して行を
見つけられないことにあります。行が見つからない場合、SharePlex は、PRIMARY キーのみを使用して行を検索します。
行が見つかった場合、SharePlex は、変更された列だけでなくキー列についても現在の値を返します。SharePlex が
PRIMARY キーのみを使用して行を見つけることができない場合、SharePlex は NULL を返します。
2(

ト ランスフォーメーション) UPDATE の場合、ト ランスフォーメーションのためにプリイメージが異なっているので、
PRIMARY キーとプリイメージを使用しても SharePlex は行を特定できません。別の方法として、PRIMARY キーのみを
使用して行を検索します。行が見つかった場合、SharePlex は、変更された列だけでなくキー列についても現在の値を返
します。PRIMARY キーのみを使用して行を特定できない場合、current_value は NULL です。

DELETE 操 作
column_name

is_changed

old_value

new_value

current_value1

is_key

C1

FALSE

bind

NULL

NULL

TRUE

1

DELETE が失敗した場合、その原因は SharePlex が PRIMARY キーを使用して行を見つけられないことにあります。
したがって、SharePlex は NULL を返します。

SharePlex の準 備 されたルーチンを使 用 する方 法
SharePlex は、カスタムルーチンと組み合わせて使用する、次のオプションの準備されたルーチンを提供します。これらのオ
プションは基本および generic conflict resolution フォーマット で使用されます。次の準備されたプロシージャでは、列タイ
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プに関する制限はありません。
!UpdateUsingKeyOnly prepared routine
!MostRecentRecord(column_name) prepared routine

!UpdateUsingKeyOnly prepared routine
SharePlex は、UPDATE 操作のために、準備された conflict resolution ルーチンを提供します。変更された行のキー値
に単独で依存する競合解決機能を提供します。
通常、SharePlex が SQL 文を作成してデータを post するとき、WHERE 句は同期を保証するために変更された列の
キーおよびプリイメージを使用します。!UpdateUsingKeyOnly ルーチンは、キーが一致しているにかかわらずプリイメージ
値が一致しない場合であっても、SharePlex がデータを post するように指示します。
適切であれば、このルーチンは UPDATE に対する単独ルーチンとして使用できます。ただし、複数の同時 UPDATE
の場合、システムあるいは時間優先権などの優先順位を割り当てるロジックが含まれないことを理解する必要がありま
す。非同期エラーを回避するために、Quest は、カスタムルーチンが失敗した場合の最後のオプションとして
!UpdateUsingKeyOnly に依存し、!UpdateUsingKeyOnly を他の特定のルーチンと一緒に使用することを推奨し
ます。
重要： !UpdateUsingKeyOnly はルーチンのリスト の最後のエント リである必要があるため、最終優先順位を割り当て
ます。
次の例で、UPDATE 実行中に owner.table1 に対する競合がある場合、SharePlex はまず 2 つのカスタムルーチンを呼
び出し( 優先順位に従って) 、その後 !UpdateUsingKeyOnly ルーチンを呼び出します。
owner.table1
owner.table1
owner.table1

u
u
u

owner.procedure_up_A
owner.procedure_up_B
!UpdateUsingKeyOnly

!UpdateUsingKeyOnly の名前は、大文字、小文字が区別されます。これらの指示に示されているとおり、文字の間にス
ペースを入れず正確に入力する必要があります。このルーチンと所有者名を、設定ファイルに一覧化してはいけません。
「conflict_resolution.SID を使用したルーチンのリスト の作成」を参照してください。
INSERT および DELETE の操作の場合、カスタムロジックを使用する必要があります。

!MostRecentRecord(column_name) prepared routine
SharePlex は、UPDATE および DELETE 操作のために、準備された conflict resolution ルーチンを提供します。
SharePlex は、column_name の値に基づいて conflict resolution を提供します。
通常、SharePlex が SQL 文を作成してデータを post するとき、WHERE 句は同期を保証するために変更された列の
キーおよびプリイメージを使用します。!MostRecentRecord ルーチンは SharePlex に、プリイメージの値が一致しない場
合でもデータを Post するように指示します。このルーチンは、指定された column_name の比較に基づいて、現在の行
を変更します。送信された column_name の値がターゲット の column_name の値より大きい場合、変更が適用され
ます。このルーチンは、時間ベースの複製の競合を解決するために使用できます。
conflict resolution ファイルに指定されたこのルーチンの例を次に示します。「conflict_resolution.SID を使用したルーチン
のリスト の作成」を参照してください。
owner.table1
owner.table1
owner.table1

u
u
u

owner.procedure_up_A
!UpdateUsingKeyOnly
!MostRecentRecord(C2)

C2 はデータ型が TIMESTAMP の column_name です
Table Column Outside Table:
Table Column Outside Table:
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conflict_resolution.SID を使用したルーチンのリスト
の作成
conflict resolution プロシージャを作成した後、conflict resolution ファイルを作成します。このファイルを使用して、どのプ
ロシージャを、どのオブジェクト および操作タイプに、どの順序で使用するかを SharePlex に指示します。

conflict resolution ファイルの場 所
SharePlex がインスト ールされたときに、空の conflict_resolution.SID ファイル( SID はターゲット インスタンスの
ORACLE_SID) が SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リに配置されています。このファイルをターゲッ
ト システム上で使用します。
このファイルが存在しない場合は、ASCII テキスト エディタを用いて ASCII フォーマット で作成します。ファイル名は
conflict_resolution.SID にする必要があります。SID はターゲット インスタンスの ORACLE_SID です。注：SID には、英
大文字と小文字の区別があります。
重要! conflict_resolution.SID ファイルは、アクティブな設定ごとに 1 つだけです。

conflict resolution ファイルにエント リを作 成 する方 法
次のテンプレート を使用して、プロシージャを 1 つまたは複数のオブジェクト および操作タイプにリンクします。
owner.object

{i | u | d | iud}

owner.procedure

ここで、
l

l

l

owner.object は、target オブジェクト の所有者と名前、またはワイルド カード エント リです( 「構文規則」を参照し
てください) 。
i| u | d は、指定したプロシージャで解決する競合を作成する操作のタイプです。任意の操作タイプまたはすべて
の操作タイプを指定できます( たとえば、id、iud) 。大文字と小文字のどちらも有効です。
owner.procedure は、指定したオブジェクト と操作タイプを処理する conflict resolution プロシージャの所有
者と名前です。

構文規則
l

l

l

l

l

オブジェクト 指定、操作タイプ指定、およびプロシージャ指定の間には、1 つ以上のスペースが必要です。
LIKE 演算子と SQL ワイルド カード ( %) を使用して、検索文字列によって複数のオブジェクト を指定できます
( 例を参照) 。
1 文字のワイルド カード を表すには、アンダーライン( _) を使用できます。アンダーライン文字が含まれるテーブル
名の場合( emp_sal など) 、SharePlex は、バックスラッシュ( \) については、アンダーラインをワイルド カード ではな
くリテラルとして表すエスケープ文字として認識します( 例：like:scott.%\_corp\_emp) 。LIKE 演算子を使用しな
い場合は、オブジェクト 名にアンダーラインが含まれていても、バックスラッシュのエスケープ文字は不要です。
conflict resolution ファイルに記述したプロシージャの順序に基づいて、使用する際の優先順位が決まります( 降
順) 。テーブルに固有のプロシージャを記述した場合、SharePlex は、ワイルド カード で指定されたオブジェクト 名
を持つプロシージャよりも先にそのプロシージャを使用します。
コメント 行は、ファイル内のどこにでも記述できます。コメント 行は、ポンド 記号( #) で開始します。
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conflict resolution ファイルの例
scott.sal
like:scott.%\_corp\_emp
like:scott.%\_corp\_emp
like:scott%
scott.cust

IUD
IUD
IUD
IUD
U

scott.sal_cr
scott.emp_cr1
scott.emp_cr2
scott.emp_cr3
scott.sal_cr

動作
l

l

l

scott.sal_cr routine ルーチンが scott.sal テーブルに使用され、その後 scott.emp_cr1 プロシージャがその
テーブルに使用されます。
scott.emp_cr1 プロシージャが使用された後、scott.emp_cr2 プロシージャが検索基準などに一致するすべて
のテーブルに使用されます。
scott.cust の場合、プロシージャが UPDATE のために呼び出され、他のルーチンがすべての操作に使用され
ます。

SharePlex の準 備 されたルーチンを conflict resolution ファイルに指 定 する方 法
SharePlex の準備されたルーチンを複製設定内のすべてのテーブルに対して使用するには、所有者とオブジェクト 名を指
定する代わりに !DEFAULT パラメータを使用します。
カスタムルーチンは SharePlex の準備されたルーチンよりも優先されます。準備されたルーチンは、カスタムルーチンが失
敗した場合のみ使用されます。実際、!DEFAULT 関連ルーチンがファイルに表示される順番とは関係ありません。
!DEFAULT パラメータは大文字、小文字が区別されます。すべて大文字で入力される必要があります。
次の例では、james.table1 に対してリスト されているユーザー定義プロシージャが優先されますが、james.table1 を含
むすべてのテーブルの UPDATE および DELETE には !UpdateUsingKeyOnly プロシージャが使用されます。
!DEFAULT
!DEFAULT
james.table1
james.table1
james.table1

U
D
U
I
D

!UpdateUsingKeyOnly
!UpdateUsingKeyOnly
james.procedure_upd
james.procedure_ins
james.procedure_del

複 製 がアクティブのときに conflict resolution ファイルを変 更 する方 法
conflict resolution ファイルは複製中にいつでも変更して、テーブルやプロシージャを追加したり削除したりできます。
conflict resolution ファイルを変更した後、Post プロセスをいったん停止して再起動します。

解決された競合に関する情報のログへの記録
SharePlex の準備されたルーチンを使用している場合は、成功した conflict resolution 操作に関する情報をログに記録
するように Post プロセスを設定できます。この機能はデフォルト で無効になっています。
Post は、情報を SHAREPLEX_CONF_LOG という名前のテーブルに記録します。このテーブルについて以下に説明し
ます。
列

列定義

ログに記録される情報

CONFLICT_
NO

NUMBER NOT
NULL

解決された競合の一意の識別子。この値は shareplex_conf_log_seq シー
ケンスから生成されます。
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列

列定義

ログに記録される情報

CONFLICT_
TIME

TIMESTAMP
DEFAULT
SYSTIMESTAMP

conflict resolution のタイムスタンプ

SRC_HOST

VARCHAR2(32)

ソースシステムの名前

CURR_HOST

VARCHAR2(32)

ローカルホスト

TRUSTED_
HOST

VARCHAR2(32)

信頼されるホスト

SRC_ORA_
SID

VARCHAR2(32)

ソースデータベースの Oracle SID

SOURCE_
ROWID

VARCHAR2(20)

ソースシステム上の行の rowid

TARGET_
ROWID

VARCHAR2(20)

ターゲット システム上の行の rowid

CONFLICT_
TABLE

VARCHAR2
(100)

競合に関係していたターゲット テーブルの名前

CONFLICT_
TYPE

VARCHAR2(1)

競合のタイプ。I( 挿入) 、U( 更新) 、または D( 削除) のいずれか

CONFLICT_
RESOLVED

VARCHAR2(1)
NOT NULL

競合が解決されたかどうかを示すインジケータ。
Y = はい。競合は解決されました。
N = いいえ。競合は解決されませんでした。解決されない競合は ID_
errlog.sql ファイルに記録されます。ここで、ID はソースデータベース識別子で
す。

ORACLE_
ERR

VARCHAR2(10)

競合を引き起こした Oracle エラー

TIMESTAMP_
COLUMN

VARCHAR2(50)

最新のレコード を判定するために Post が比較したタイムスタンプを含む列の名
前。

INCOMING_
TIMESTAMP

DATE

ソースシステムで行が挿入、更新、または削除されたタイミングを示すタイムスタ
ンプ

EXISTING_
TIMESTAMP

DATE

ターゲット データベース内の行の現在のタイムスタンプ。これは、SP_OPO_
LOG_CONFLICT パラメータが 2( ターゲット データベースにクエリしてこの値を取
得することを Post に指示する値) に設定されている場合にのみ適用されます。

PRIMARY_
KEYS

VARCHAR2
(4000)

プライマリキー列の名前

MESSAGE

VARCHAR2
(400)

「競合に勝った」行を示すメッセージ。どの行が「競合に勝つ」かは、使用された
conflict resolution ルーチンによって決まります。たとえ
ば、!MostRecentRecord ルーチンが使用され、最新のレコード がソースレコー
ド の場合、次のメッセージが返されます。
Incoming timestamp > existing timestamp.Incoming wins,
overwrite existing.
ターゲット レコード が、ソースレコード ではなく最新のレコード であった場合、次の
メッセージが返されます。
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列

列定義

ログに記録される情報
Incoming timestamp < existing timestamp.Existing wins,
discard incoming.

SQL_
STATEMENT

LONG

conflict resolution の結果として実行された最終の SQL 文

CONFLICT_
CHECKED

VARCHAR2(1)

競合を確認されたかどうかを示します。デフォルト は N( No) です。競合を確認
する担当者は、この値を Y に変更できます。

SEQNO

NUMBER

競合の原因となった操作のレコード を含む REDO ログのシーケンス番号。

OFFSET

NUMBER

REDO ログ内のレコード のオフセット 。

SCNSCN

NUMBER

競合の原因となった操作を含むト ランザクションの System Change Number。

USERID

NUMBER

ソースシステムで操作を実行したユーザー。

CONSTRAINT

SHAREPLEX_CONF_LOG の制約の名前( conflict_no_pk) 。

PRIMARY
KEY

SHAREPLEX_CONF_LOG テーブルのプライマリキー列( CONFLICT_NO)

conflict resolution のロギングを有 効 にするには
1. ターゲット システムで sp_ctrl を実行します。
2. 次のコマンド を発行します。
sp_ctrl> set param SP_OPO_LOG_CONFLICT {1 | 2}
l

l

11 に設定すると、SHAREPLEX_CONF_LOG テーブルに対する競合解決のロギングが有効になりま
す。
2 に設定するとロギングが有効になり、ターゲット データベースにクエリしてターゲット 行の現在のタイムスタ
ンプを取得するように Post に指示します。注：2 に設定すると、クエリを実行するために Post のパフォーマ
ンスに影響を及ぼすことがあります。

3. Post を再起動します。

中間システムを経由する複製の設定
ここでは、 カスケード レプリケーション( 多層 複製とも呼ばれます) をセット アップする方法について説明します。この方法で
は、いったんソースシステムから中間システムにデータを複製し、中間システムから 1 つまたは複数のリモート ターゲット シス
テムにデータを複製します。
カスケード レプリケーションは、次のような状況におけるさまざまな複製の目的をサポート する解決策として使用できます。
l

l

複製方法で特定のソースシステムから直接許可されるルート の数が 1024 を超える。いったん中間システムに
データを送信し、そこから追加のターゲット にブロード キャスト できます。
ファイアウォールの制限またはその他の要因により、ソースから最終ターゲット に直接接続できない。ソースシステ
ムからのリモート 接続が可能なシステムをカスケード 先として使用できます。

カスケード 方法を使用するには、ソースマシンが最終的なターゲット のマシン名を解決できる必要があります( 直接接続で
きる必要はありません) 。
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サポート されるターゲット
Oracle( 中間システム)
Oracle およびオープンターゲット ( 最終ターゲット )

機能
この複製方法では以下がサポート されます。
l

1 つまたは複数のターゲット システムへの複製

l

同一または異なるソースおよびターゲット 名

l

垂直分割レプリケーションの使用

l

水平分割レプリケーションの使用

l

名前付き export キューおよび post キューの使用

必要条件
l

『SharePlex インスト ールガイド 』の手順に従って、システムの準備、SharePlex のインスト ール、およびデータ
ベースアカウント の設定を行います。
重要! SharePlex を使用して中間システムのデータベースに post する場合は、すべてのシステムに同じ
SharePlex ユーザーを作成します。

l

複製先の環境を用意します。「複製のための Oracle 環境の準備」を参照してください。

l

ターゲット オブジェクト で DML を実行するト リガを無効にします。

l

l

ターゲット テーブルで DML または DDL を実行できるのは、SharePlex だけです。複製設定の外部にあるターゲッ
ト システム上のテーブルに対しては、複製に影響を与えることなく DML および DDL 操作を実行できます。
シーケンスがターゲット システムで不要な場合は、複製しないでください。複製を低速する可能性があります。ソー
ステーブルでキーを生成するためにシーケンスを使用した場合でも、シーケンスの値は、複製された行がターゲット
システムに挿入されたときのキー列の一部です。シーケンスそのものは複製する必要がありません。

重要! ここに示す手順は、SharePlex 設定ファイルを完全に理解していることを前提としています。ここに示す手順では、
重要な構文要素の省略表現が使用されています。詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

構文で使用されている規則
このト ピックの設定構文に使用されているプレースホルダは、以下の項目を表します。
l

source_specification[n] は、ソースオブジェクト ( owner.object) の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

target_specification[n] は、ターゲット オブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

l

host は、SharePlex が実行されるシステムの名前です。それぞれのシステムは、hostB のように名前の末尾に付
加された文字によって識別されます。
db は、データベース指定です。データベース指定は、接続タイプに応じて、Oracle SID の前に付加される o. また
は r.、tns_names エイリアス、またはデータベース名から構成されます。ターゲット が JMS、Kafka、またはファイル
の場合、データベース識別子は必要ありません。
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重要!
l

設定ファイルのコンポーネント の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

展開オプション
データをカスケード 処理する場合、次のオプションがあります。
l

l

中間システムに Oracle データベースがある場合、そのデータベースに post してからデータを再びキャプチャして、1
つまたは複数のリモート ターゲット に複製するように SharePlex を設定できます。
中間システムにデータベースがない場合は、データをインポート してキューに入力してから 1 つまたは複数のリモー
ト ターゲット にエクスポート するように SharePlex を設定できます。システムに Capture プロセスはありません。これ
はパススルー設定と呼ばれます。この設定では、データがソースシステムからターゲット に直接渡されます。

中 間 システムへの post によるカスケード
この設定を使用するには
l

l

SharePlex データベースアカウント がすべてのシステムに存在し、すべてのシステムで同じ名前である必要がありま
す。このアカウント は、通常、SharePlex をインスト ールすると作成されます。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。
中間データベースおよびターゲット システムでト リガを無効にする必要があります。
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l

l

l

中間システムの Oracle データベースからターゲット システムへの Oracle DDL 複製はサポート されていません。こ
れは、ソースシステムから中間システムのみでサポート されています。中間システムの DDL の複製を無効にするに
は、SP_OCT_REPLICATE_DDL および SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL パラメータを無効にします。
ソースシステムと中間システムにそれぞれ 1 つずつ、合計 2 つの設定ファイルを作成します。
Capture が完了する前に REDO ログがラップされる場合に備えて、ソースシステムと中間システムでアーカイブ
ログを有効にします。

ソースシステムでの設 定 オプション
この設定では、ソースシステムから中間システム上のデータベースに複製します。
注： このテンプレート では、hostB は中間システムです。
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostB@o.SID

source_specification2

target_specification2

hostB@o.SID

ソースシステムでの例
Datasource:o.oraA
hr.emp
hr.sal
cust.%

hr.emp2
hr.sal2
cust.%

hostB@o.oraB
hostB@o.oraB
hostB@o.oraB

注： この同じ設定では、中間システムを介してカスケード 処理することなく、他のソースオブジェクト から他のター
ゲット に直接データをルーティングできました。別の行に適切なルーティングを指定するだけです。

中 間 システムでの設 定 オプション
この設定では、中間システム上のデータベースからデータをキャプチャし、ターゲット システムに複製します。ソース設定で
ターゲット テーブルであったテーブルがこの設定のソーステーブルです。サポート されている SharePlex ターゲット は、すべて
ターゲット として使用できます。
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostC[@db][+...]

source_specification2

target_specification2

hostD[@db][+...]

中 間 システムでの例
Datasource:o.oraB
hr.emp
hr.sal
cust.%

hr.emp2
hr.sal2
cust.%

hostC@o.oraC
hostD@o.oraD+hostE@r.mssE
!cust_partitions

注： この例の最後のエント リは、水平分割レプリケーションを使用して sales.accounts テーブルの異なるデータを異な
る地域のデータベースに配布する方法を示しています。詳細については、次を参照：180 ページの 「水平分割レプリ
ケーションの設定」。

中 間 システムで必 要 なパラメータの設 定
SP_OCT_REPLICATE_POSTER パラメータを 1 に設定します。これにより、中間システムの Capture プロセスで、
SharePlex に post された変更を捕捉し、それらの変更をターゲット システムに複製します。( デフォルト 設定を0にします。
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こうすることで Capture は同一システム上の Post 活動を無視します。)
sp_ctrl 内で、次のコマンド を発行します。Capture starts が次回起動したとき、変更が有効になります。
set param SP_OCT_REPLICATE_POSTER 1

中 間 システムでのパススルーによるカスケード
この設定を使用するには
l

Oracle インスタンスと ORACLE_SID 指定を oratab ファイル( Unix および Linux システム) または Windows レ
ジスト リに作成します。空のデータベースを使用できます。

l

DDL 複製はサポート されていません。

l

1 つの設定ファイルをソースシステム上に作成します。

ソースシステムでの設 定 オプション
注：このテンプレート では、hostB は中間システムです。
datasource_specification
source_specification1

target_specification1

hostB*hostC[@db]

source_specification2

target_specification2

hostB*hostD[@db][+hostB*hostE[@db][+...]

source_specification3

target_specification3

hostB*hostX[@db]+hostY[@db]

l

l

l

hostB*host 構文は、パススルー動作を設定します。
複合ルーティングマップを使用してすべてのデータが最初に中間システムを経由するように設定している場合は、
各ターゲット ルート で hostB* コンポーネント を必ず使用してください。
また、この設定ファイルの 3 行目に示されているように、複合ルーティングマップを使用して、ソースオブジェクト の
データを 1 つのターゲット に直接複製する一方で、中間システム経由で別のターゲット に複製することもできます。

例：
Datasource:o.oraA
hr.emp
hr.emp
cust.%

hr.emp2
hr."Emp_3"
cust.%

hostB*hostC@o.oraC
hostB*hostC@r.mssB
hostB*hostD@o.oraD+hostE@o.oraE

高可用性を維持するための複製の設定
ここでは、 高可用性 を実現するために SharePlex をセット アップする方法( ソースデータベースのミラーであるセカンダリ
Oracle データベースへの複製) について説明します。この方法では、相反する 2 つの SharePlex 設定を持つ双方向レプ
リケーションを使用します。セカンダリ( スタンバイ) マシンの設定はアクティベート された状態のままで、このシステムの
Export プロセスはプライマリマシンに障害が発生した場合にフェイルオーバーする準備が整った状態で停止しています。
この方法では、以下のようなビジネス要件がサポート されます。
l

ディザスタリカバリ

l

メンテナンスサイクルまたは機械的障害発生時のビジネスアプリケーションの継続的な運用

この方法では、SharePlex は以下のように動作します。
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l

l

l

通常の状況では、SharePlex は、プライマリデータベースからセカンダリデータベースに変更を複製します。
プライマリシステムまたはデータベースがオフラインになり、ユーザーがセカンダリシステムに転送されると、
SharePlex は、その変更をキャプチャし、プライマリシステムが回復するまでそのシステムのデータをキューに入れ
ます。
プライマリシステムが回復すると、SharePlex はプライマリシステムをその変更内容で更新し、プライマリデータベー
スからのキャプチャと複製を再開します。

サポート されるターゲット
Oracle

機能
この複製方法では、名前付き export キューおよび post キューの使用がサポート されます。
注： 列マッピングおよび分割レプリケーションは、高可用性設定には適していません。ソースオブジェクト とターゲット オブ
ジェクト を別の名前にすることはできますが、その場合、高可用性構造の管理がより複雑になります。

必要条件
l

『SharePlex インスト ールガイド 』の手順に従って、システムの準備、SharePlex のインスト ール、およびデータ
ベースアカウント の設定を行います。

l

複製先の環境を用意します。「複製のための Oracle 環境の準備」を参照してください。

l

すべてのオブジェクト が欠けることなく両方のシステムに存在している必要があります。

l

ターゲット オブジェクト とソースオブジェクト の構造と修飾名は同じである必要があります。

l

すべてのシステムでアーカイブログを有効にします。

l

SharePlex を除くすべてのユーザーに対して INSERT、 UPDATE および DELETE 操作を拒否するスクリプ
ト を作成します。

フェイルオーバーのために、以下の操作を行う必要があります。
l

プライマリシステム上で使用するアプリケーションを、セカンダリシステム上で利用可能にします。

l

インスタンス外部の複製されていないデータベースおよび重要なファイルをセカンダリシステム上にコピーします。

l

フェイルオーバー手順の間に実行可能な、すべてのユーザーに対して INSERT、UPDATE および DELETE の権
限を許可するスクリプト を作成します。

l

フェイルオーバー実行中、セカンダリシステム上で制約を有効にするスクリプト を作成します

l

ユーザーをセカンダリシステムに再配置するために、フェイルオーバーの手順を開発します。

注： Oracle ホット バックアップを使用してセカンダリインスタンスを作成する場合は、そのスクリプト を保持します。セカンダリ
インスタンスを修正し、プライマリインスタンスを再度作成できます。

構文で使用されている規則
このト ピックの設定構文に使用されているプレースホルダは、以下の項目を表します。
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l

hostA は、プライマリシステムです。

l

hostB は、セカンダリシステムです。

l

ownerA.object は、hostA 上のオブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

ownerB.object は、hostB 上のオブジェクト の完全修飾名またはワイルド カード 指定です。

l

oraA は、hostA 上の Oracle インスタンスです。

l

oraB は、hostB 上の Oracle インスタンスです。

重要!
l

設定ファイルのコンポーネント の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

設定
高可用性設定では、相反する 2 つの設定を使用します。データベース内のすべてのオブジェクト を複製するには、
config.sql スクリプト を使用して設定プロセスを簡略化できます。「スクリプト を使用した設定ファイルの作成」を参照して
ください。

ソースシステム( プライマリシステム) での設 定
Datasource:o.oraA
ownerA.object

ownerB.object

hostB@o.oraB

ターゲット システム( セカンダリシステム) での設 定
Datasource:o.oraB
ownerB.object

ownerA.object

hostA@o.oraA

フェイルオーバー用のシステムの準備
1. セカンダリシステム( 最初はパッシブシステムになるシステム) で sp_ctrl を実行します。次に、以下のコマンド を実
行してセカンダリシステム上の Export プロセスを停止して、セカンダリシステムでの偶発的な操作( スケジュールさ
れたジョブによるデータの変更など) がプライマリシステムに複製されないようにします。システム間の役割の切り替
えが必要になるまで、そのシステム上の SharePlex はこの状態である必要があります。
2. 初期同期と起動を実行します。この手順の間にソース設定をアクティベート します。詳細については、「実稼動環
境での複製のアクティベート 」を参照してください。
3. セカンダリシステムで Export プロセスが停止していることを確認した後、このシステムで設定をアクティベート しま
す。セカンダリマシンの設定はアクティベート された状態のままになりますが、Export プロセスが停止していて、ユー
ザーアクティビティもないため、システムはフェイルオーバーの準備が整った静的な状態のままとなります。
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4. セカンダリ Oracle インスタンスにリンクされている SharePlex インスタンスを監視して、SharePlex 以外の DDL ま
たは DML の変更が行われていないことを確認します。そのためには、以下の操作を実行します。sp_ctrl の
qstatus コマンド を使用して、セカンダリシステム上の export キューの status を表示します。システム上の
Capture プロセスが同一システム上の Post プロセスを無視するため、キューは空である必要があります。export
キューにメッセージがある場合は、セカンダリシステムでト ランザクションが発生したか、または SP_OCT_
REPLICATE_POSTER パラメータが誤って有効に設定されたことを表します。SharePlex のコマンド とパラメータ
の詳細については、SharePlex の『リファレンスガイド 』を参照してください。
5. 複製ファイルのバックアップを維持します。

復旧手順の実行
高可用性環境でシステムに障害が発生した場合は、「高可用性を維持するための手順」を参照してください。これらの
手順は、複製をセカンダリシステムに移動し、プライマリシステムが回復したときに元に戻すのに役立ちます。
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10

分割レプリケーションの設定
この章には、 水平分割 および垂直分割 レプリケーションの高度な SharePlex 設定オプションを使用する手順が記載され
ています。一連のオプションによって、特定の要件を満たすためにデータを柔軟に分割、並列化、フィルタリングできます。
次に進む前に、「設定ファイルの作成」の概念とプロセスについて理解していることを確認してください。

コンテンツ
水平分割レプリケーションの設定
垂直分割レプリケーションの設定

水平分割レプリケーションの設定
水平分割レプリケーションを使用して、テーブルの行を個別の処理スト リームに分割します。水平分割レプリケーションを
使用して、次の操作を実行できます。
l

ソース内の残りの行は保持したまま、行のサブセット をターゲット に複製します。

l

行のサブセット をそれぞれ異なるターゲット に複製します。

l

ソーステーブルの複製を並列 Post プロセスに分割して、ターゲット テーブルへの post を高速化します。

水平分割レプリケーションを使用する場合のガイドライ
ン
次に示すのは、水平分割レプリケーションを垂直分割レプリケーションまたはフルテーブルレプリケーションと組み合わせる
設定を検討している場合に従うガイド ラインです。
l

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を組み合わせると、配布される情報の種類と配布先の場
所を最適に管理できます。
例：
本社と支社で構成される企業について考えてみます。本社は企業データベースを管理し、各支社は地域
データベースを管理しています。本社は垂直分割レプリケーションを使用して、テーブルの列データの一部
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を支社と共有しながら、その他の機密データは本社で保持しています。共有列に対する行変更はさらに
水平分割されて、適切な地域データベースに複製されます。
l

水平分割レプリケーションはフルテーブルレプリケーションと併用することで、選択した行を異なるレポート システム
に、そしてすべての行をフェイルオーバーシステムにルート することができます。ただし、SharePlex では、このような
組み合わせは、垂直分割レプリケーションが同じテーブルでも使用されている場合は、サポート されません。

仕組み
水平分割レプリケーションを実装するには、次の手順を実行します。
1. パーティションの定義
2. パーティションスキームの定義
3. 設定ファイル内のパーティションスキームの指定

パーティションの定 義
パーティションは、複製するテーブル内の行のサブセット です。パーティションを作成するには、目的に応じて、 カラムコンディ
ションまたはハッシュ値 を指定します。次に、これらの概念を説明します。
カラムコンディション： カラムコンディションは、標準の WHERE 句に基づいています。次の目的に応じて、単一または複数
のカラムコンディションを使用します。
o

複製する対象がテーブル内の行のサブセット に限定される場合は、単一のカラムコンディションを使用します。たと
えば、YEAR 列の値が 2000 よりも大きいという条件に該当する行に限定して複製できます。

o

テーブル内の行をパーティションに分割して、行のセット をそれぞれ異なるターゲット に複製するには、複数のカラム
コンディションを使用します。たとえば、変更を複製する際に、REGION 列の値が EAST である場合は特定の支
社に複製し、REGION が WEST である行は別の支社に複製します。
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o

ターゲット テーブルへの post を高速化するため、テーブル内の行を並列処理スト リーム( 並列 Export-ImportPost スト リーム) に分割するには、複数のカラムコンディションを使用します。たとえば、更新頻度の高いターゲット
テーブルに対する複製のフローを改善できます。このような用途でカラムコンディションの使用が適切であるのは、
並列 Post プロセスに処理を均等に分割できる列がテーブルに含まれている場合に限定されます。

ハッシュ値： ハッシュパーティション( ハッシュ水平分割 ) は、ハッシュアルゴリズムを使用して行パーティションを作成するよ
うに、SharePlex に指示します。このような用途でカラムコンディションを使用することが実際的ではない場合は、ハッシュ
値を使用してテーブル内の行を並列 Post 処理スト リームに分割できます。カラムコンディションではなくハッシュパーティ
ションを使用する利点は、ユーザーが WHERE 句でテーブル列を参照する必要がなく、行が自動的に均等に分割され
るという点にあります。
重要： 次の制限が適用されます。
l

l

l

l

ハッシュ分割の使用時には、テーブルを compare コマンド で比較することも、repair コマンド で修復することも
できません。
ハッシュ水平分割は、インデックス編成されたテーブル( IOT) や、LOB または LONG を含むテーブルに対して有効
にすることはできません。
ハッシュ水平分割を、カラムコンディションを使用する水平分割と組み合わせることはできません。
ハッシュ水平分割は、行の移行を引き起こす可能性がある操作を伴うテーブルではサポート されていません。行
の移行を引き起こす操作の例は、次のとおりです。
o

テーブルの export または import

o

MOVE オプション付きの ALTER TABLE

o

SHRINK SPACE オプション付きの ALTER TABLE

o

FLASHBACK TABLE

o

パーティションの分割または 2 つのパーティションの結合

o

新しいパーティションへの移動を伴う値の更新

o

オンラインテーブルの再編成

o

dbms_redefinition によるテーブルの再定義

o

行シフト を引き起こす可能性がある通常の非分割テーブルに適用された DML：行サイズを変更する
UPDATE によって、データが現在のブロックに収まらなくなり、行の DELETE 後に再挿入されます。

注：Windows システムでは、大量のクエリを使用するためにセマフォ数を増やすことが必要な場合があります。Post がエ
ラーメッセージ「shs_SEMERR: an error occurred with the semaphore」を返す場合は、「複製の問題の解
決 」の「Post の停止」ト ピックを参照してください。
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パーティションスキームの定 義
パーティションスキームは関連する行パーティションの論理的なコンテナであるとともに、SharePlex に対して水平分割の使
用を指示するため、設定ファイル内で使用される要素です。たとえば、CORPORATE.SALES という名前のシンプルな
パーティションスキームに、CORPORATE.SALES テーブルの適切なデータサブセット をそれぞれ異なる地域営業所に複
製する 4 つのカラムコンディションが設定されているとします。ハッシュ水平分割オプションを使用する場合( パーティション
は SharePlex によって作成されますが) 、パーティションスキームも指定する必要があります。

設 定 ファイル内 のパーティションスキームの指 定
ソーステーブル固有のパーティションスキームを使用するように SharePlex に指示するには、設定ファイル内でルーティン
グマップとしてパーティションスキームを指定します。SharePlex はパーティションスキームの指定に従って、行のサブセット
を処理します。

パーティションおよびスキームの定義
一連の手順で、パーティションを定義して、パーティションスキームにリンクします。SHAREPLEX_PARTITION テーブルを
使用して、パーティションを定義およびリンクします。
注：このテーブルは、SharePlex のインスト ール時にソースシステム上の SharePlex スキーマにインスト ール済み
です。
同じ Oracle インスタンスからデータを複製するすべての設定に対して、1 つの SHAREPLEX_PARTITION テーブルを使
用します。大文字と小文字を区別した名前を "Scott"."emp" のように二重引用符で囲みます。

カラムコンディションに基 づいてパーティションを定 義 するには
パーティションとして定義する行のサブセット のグループごとに、標準の INSERT 文を使用して、「SHAREPLEX_
PARTITION 列と入力」で説明されている情報を SHAREPLEX_PARTITION テーブルに入力します。

ハッシュに基 づいてパーティションを定 義 するには
標準の INSERT 文を使用して、「SHAREPLEX_PARTITION 列と入力」で説明されている情報を SHAREPLEX_
PARTITION テーブルの 1 行 に入力します。この 1 行は、ハッシュアルゴリズムで自動的にパーティションを構築するために
SharePlex で必要とされる情報をキャプチャします。

パーティションを複 数 のターゲットにルーティングするには
行のパーティションを複数のターゲット テーブルに送信するときに、所有者またはテーブル名が一致しないものがある場合
は、次の手順を実行します。
l

l

l

l

他のターゲット テーブルと異なる所有者または名前を持つターゲット テーブルごとに、個別の INSERT 文を発行
およびコミット します。
各 INSERT は、ROUTE 列で指定したターゲット システムに関して、TARGET_TABLE_OWNER および
TARGET_TABLE_NAME 列で適切な名前の値を指定する以外は同じである必要があります。
このパーティションスキーム用のエント リを設定ファイル内で作成するときは、任意のターゲット テーブルを指定しま
す。設定がアクティベート されると、SharePlex が他のターゲット 名を検出します。
SP_ORD_FIRST_FIND パラメータを 0 に設定します。これで、SharePlex がパーティションスキーム内のカラムコ
ンディションをすべてチェックします。デフォルト では、特定の行変更で満たされるパーティションスキーム内のカラム
コンディションは 1 つだけであると、SharePlex は想定しています。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。
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表 13: SHAREPLEX_PARTITION 列と入力
列

データ型

入力

PARTITION_SCHEME

VARCHAR2(30)

行のパーティションを作成するパーティションス
キームの名前。
次のことを行えます。
l

l

複製設定では、パーティションスキームを
テーブルごとに 1 つだけ定義します。
設定ファイル内のパーティションスキーム
のいずれかまたはすべてを使用します。
アクティブ設定ファイルにリスト されている
もののみアクティブです。

DESCRIPTION

VARCHAR2(61)

パーティションの説明。NULL 値を入力できます
が、多数のパーティションを作成している場合、
それぞれのパーティションに名前を付けると、個
別に特定または説明しやすくなります。

TARGET_TABLE_
OWNER

VARCHAR2(30)

ターゲット テーブルの所有者名。次のいずれかを
指定できます。
l

l

TARGET_TABLE_NAME

VARCHAR2(30)

NULL 値( post を並列化する目的で
パーティション分割を使用している場合
など、すべてのルート でターゲット 所有者
名が 1 つだけである場合) 。
異なる所有者名を持つ複数のターゲット
テーブルにパーティションを送信する場
合、いずれかの所有者名を指定しま
す。大文字と小文字を区別する場合、
名前はデータベースの要求に応じて指
定する必要があります。「パーティションを
複数のターゲット にルーティングするには」
を参照してください。

ターゲット テーブルの名前。これには、次のいず
れかを指定できます。
l

l

NULL 値( post を並列化する目的で
パーティション分割を使用している場合
など、すべてのルート でターゲット テーブ
ル名が 1 つだけである場合) 。
異なる名前を持つ複数のターゲット テー
ブルにパーティションを送信する場合、い
ずれかのターゲット 名を指定します。大
文字と小文字を区別する場合、名前は
データベースの要求に応じて指定する必
要があります。「パーティションを複数の
ターゲット にルーティングするには」を参照
してください。
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列

データ型

入力

ROUTE

VARCHAR2(1024)

このパーティション用のルーティングマップ。カラム
コンディションとハッシュのどちらを使用してパー
ティションを作成しているかによって、次のいずれ
かに該当します。
カラムコンディションでパーティションを作成してい
る場合：
l

l

たとえば、sysB@o.myora のように、標
準の SharePlex ルーティングマップを指
定します。名前付き export キューまたは
名前付き post キューとのルート がサポー
ト されています。名前付きキューの詳細
については、「名前付き export キューの
設定」および「名前付き post キューの
設定」を参照してください。複合ルーティ
ングマップもサポート されています。「設
定ファイルの作成」を参照してください。
ターゲット 所有者またはテーブル( あるい
は、この両方) の名前が異なる複数の
ターゲット システムへのルーティングの場
合、それぞれに対して個別の INSERT
文を使用する必要があります。「パーティ
ションを複数のターゲット にルーティングす
るには」を参照してください。

ハッシュでパーティションを作成している場合：
次の形式を使用して、名前付き post キューを
自動的に生成するように SharePlex に指示しま
す。
host:name|#[o. | r.]database
ここで、
l

l

l

l

host はターゲット システムの名前です。
name は、SharePlex が作成する post
キューのベース名です。それぞれの名前
には、0 から OPTIONS 列で指定した
パーティション数までの整数が付加され
ます。
|# は、キューに連番を割り当てるように
SharePlex に指示します。
database は、( 該当する場合) ターゲッ
ト データベースの SID です。

PRIORITY

NUMBER

NULL。この列は、SharePlex で使用するために
予約されています。

ORDER

NUMBER

NULL。この列は、SharePlex で使用するために
予約されています。
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列

データ型

入力

OPTIONS

VARCHAR2(32)

パーティションの定義方法に応じて、次のいずれ
かを指定します。
カラムコンディションに基づいてパーティションを定
義している場合：
NULL
ハッシュに基づいてパーティションを定義している
場合：
HASH#。ここで、# は SharePlex で使用する必
要があるパーティション数( post キューと post プ
ロセス) です。ナンバリングは、0 から始まります。
たとえば、HASH4 の場合、post キュー
hash00、hash01、hash02、および hash03 が
作成されます。

COL_CONDITIONS

VARCHAR2(1024)

パーティションの定義方法に応じて、次のいずれ
かを指定します。
カラムコンディションに基づいてパーティションを定
義している場合：
((region_id = West) and region_id is not
null) のような、標準の WHERE 条件構文を使
用します。カラムコンディションは、必要な数だけ
指定できます。手順の詳細については、「カラム
コンディションを作成する方法」を参照してくださ
い。
ハッシュに基づいてパーティションを定義している
場合：
ROWID の値を指定します。これで、行が存在
しているブロックに基づいてハッシュを作成するよ
うに、SharePlex に指示します。

カラムコンディションを作 成 する方 法
次に示すのは、カラムコンディションを作成する場合のガイド ラインです。

適 切 な列 の選 択
プライマリキーまたは一意キーの列など、値が変化しない列を使用します。これは、パーティションの条件列に対する変更
によって、異なる( または存在しない) パーティションの条件を基本データが満たす可能性があるような、 パーティションシフト
を避けるためです。

パーティションシフト のケース 1：列 値 が更 新 されて、新 しい値 がカラムコンディションをまったく満 たさなくなった
場合：
l

SharePlex は操作を実行しますが、その行に対する以降の操作は複製されません。理由：行がカラムコンディショ
ンを満たさなくなりました。
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l

l

これで、元のパーティションのソーステーブルとターゲット テーブルは非同期になりますが、Post はエラーを返しませ
ん。
例：
カラムコンディションが「C1=A かつ C2=B」であるとします。
1. 行をデータベースに INSERT します。C1 と C2 の値がカラムコンディションを満足させるので、行がターゲッ
ト システムに複製されます。
C1

C2

C3

C4

A

B

1

2

2. UPDATE ...set C1=B WHERE C1=A and C2=B
3. 変更が複製されます。これで、行はカラムコンディションを満足しなくなるので、その後の行の中のデータへ
の変更は複製されません。
C1

C2

C3

C4

B

B

1

2

パーティションシフト のケース 2：あるカラムコンディションを満 たしている行 が更 新 されて、別 の条 件 を満 たした
場合：
l

一致するターゲット 行を Post が検出できません。理由：元の変更がカラムコンディションを満たしていなかったの
で、複製されませんでした。

l

Post が非同期エラーを返します。

l

例：
カラムコンディションが「C1=A かつ C2=B」であるとします。
1. 行をデータベースに INSERT します。C1 と C2 の値がカラムコンディションを満足させていないので、行が
ターゲット システムに複製され「ません」。
C1

C2

C3

C4

B

B

1

2

2. UPDATE ...set C1=A WHERE C1=B and C2=B
3. これで、行がカラムコンディションを満足させるようになるので、SharePlex がそれを複製しますが、Post
がターゲット で対応する行を探し出すことができないので( 一度もそこに存在していませんでした) 、非同
期エラーを戻します。

カラムコンディションの値 への変 更 によって非 同 期 状 態 になった行 を修 復 する方 法
非同期行を修復するには、次のいずれかの手順を実行します。
l

l

SP_ORD_HP_IN_SYNC パラメータの値に 1 を設定します。この設定は、非同期状態を検出して修正するよ
うに、SharePlex に指示します。このパラメータを有効にすると、水平分割レプリケーションに設定されたテーブル
の数によってパフォーマンスが多少劣化します。このパラメータの詳細については、『SharePlex リファレンスガイ
ド 』を参照してください。
compare コマンド を使用して、非同期行を修復します。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。
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注： カラムコンディションの基準となるキー以外の列を使用しているときに、水平分割レプリケーションが有効な状態でパ
フォーマンスの低下が確認された場合、その列のロググループを追加します。

サポート されているデータ型
SharePlex は、カラムコンディション内で次のデータ型をサポート しています。
CHAR
DATE
NUMBER
LONG VARCHAR
VARCHAR
VARCHAR2
注:
l

DATE データ型については、SharePlex は MMDDSYYYYHH24MISS のように指定される構文で nls_date_
format を使用します。例：
hiredate<‘1111 2011000000’

l

水平分割レプリケーションでは、次の項目はサポート されません。
l

Oracle TO_DATE 関数。

l

VARRAY および抽象データ型。

l

100k 以上の LONG 列に対する UPDATE または INSERT。

l

LOB 列。

l

シーケンス。

l

Oracle パーティションの TRUNCATE。

標 準 の条 件 構 文 の使 用
次のリスト に、SharePlex がカラムコンディション内でサポート している条件構文を示します。ここで、
l

l

value に該当するのは、文字列または数字です。文字列と日付は一重引用符で囲みます( 'west') 。数字( 10)
には引用符を使用しません。
column は、水平分割レプリケーションを使用するために設定しているテーブル内の列の名前です。
column = value
not (column = value)
column > value
value > column
column < value
column <= value
column >= value
column <> value
column != value
column like value
column between value1 and value2
not (column between value1 and value2)
column is null
column is not null

かっこと AND、OR、および NOT 論理連結語で複数の条件を組み合わせて、入れ子状の条件式( ネスト 式) を作成
できます。
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カラムコンディションの例
not (col1 = 5)
(col2 = 5) and not (col3 = 6)
((col1 is not null) and (col2 = 5))

その他 のガイド ライン
l

l

l

l

NULL は 次のような場合に SharePlex で複製されます。not (department_id = 90)。department_id が
NULL の場合は、複製されます。NULL 値を持つレコード が複製されることを防ぐために、条件の一部として
「column is not null」構文を含みます。not (department_id = 90) and department_id is not null.
かっこで演算子の優先順位が示されていない場合は、SharePlex は Oracle でサポート されているとおりに演算
子の優先順位をサポート します。たとえば、NOT x AND y 条件は (NOT x) AND y と同様に処理されます。ま
た、x AND y OR z 条件は (x AND y) OR z と同様に処理されます。条件にかっこが含まれる場合は、明示的な
優先順位が使用されます。
禁止事項：
l

カラムコンディションに他のテーブルへの参照を含めないでください。

l

既定の最大スト レージ容量( 1024 バイト ) を超えないようにしてください。

パーティションスキームを参照する設定のアクティベーション中に、SharePlex は当該スキームのカラムコンディショ
ン内の構文を検証します。構文が正しくない場合は、アクティベーションに失敗します。SharePlex はエラーをイベ
ント ログに出力し、エラーが発生した場所を示します。

設定ファイル内のパーティションスキームの指定
フルテーブルレプリケーションが設定されるテーブルや、分割レプリケーションを使用するテーブルなど、特定のデータソース
から複製する必要がある全データに対して、単一の設定ファイルを使用します。設定ファイルを作成する一般的な手順に
ついては、「設定ファイルの作成」を参照してください。水平分割レプリケーション用のエント リを設定するには、次の構文を
使用します。
datasource_specification
src_owner.table

tgt_owner.table

!partition_scheme
!routing_map

ここで、
l

l

src_owner.table および tgt_owner.table は、それぞれソーステーブルおよびターゲット テーブルの指定です。
!partition_scheme は、指定されたソーステーブルおよびターゲット テーブルに使用するパーティションスキームの名
前です。! は必須です。名前には大文字と小文字の区別があります。!schemeA+schemeB のような複数の
パーティションスキームの複合ルーティングはサポート されていません。同じソーステーブルに対して使用するパー
ティションスキームごとに、個別のエント リを作成します。「例」を参照してください。
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l

!routing_map は、 プレースホルダルーティングマップです。これが必要になるのは、パーティションスキーム内で使
用したルート が設定ファイル内のいずれかの場所でリスト されていない場合に限定されます。SharePlex では、
( パーティションスキーム内にリスト されている場合でも) 各ルート を設定ファイル内に含める必要があります。
注:
l

このコンポーネント が適用されるのは、カラムコンディションを使用しているパーティションに限定されます。

l

これは、異なる名前のキュールート にも、異なるターゲット ホスト へのルート にも適用されます。

l

複合ルーティングマップを使用できるのは、すべてのターゲット テーブルの名前が同じである場合です。
「例」を参照してください。

例
パーティションスキームを指定する設定ファイルのエント リ
Datasource:o.myora
scott.emp

scott.emp_2

!partition_emp

scott.cust

scott.cust_2

!partition_cust

同じソーステーブルに複数のパーティションスキームを正しく指定する方法
Datasource:o.myora
scott.emp

scott.emp_2

!partition_schemeA

scott.emp

scott.emp_3

!partition_schemeB

プレースホルダルーティングマップを正しく指定する方法*
! targsys1
! targsys2@o.ora2+targsys3@o.ora3

*必要になるのは、カラムコンディションに基づくパーティションに限定されます。

ハッシュアルゴリズムの変更
ハッシュベースの水平分割レプリケーションの使用時には、ハッシュアルゴリズムをデフォルト の rowid ベースからブロック
ベースに変更できます。ブロックベースのハッシュオプションを有効にするには、SP_OCF_HASH_BY_BLOCK パラメータ
を 1 に設定します。

垂直分割レプリケーションの設定
垂直分割レプリケーションを使用して、テーブル内の列のサブセット を複製します。たとえば、図に示すように、C1、C2、
C3、および C4 に対するデータ変更は複製できますが、C5 および C6 に対するデータ変更は複製できません。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
分割レプリケーションの設定

190

サポート されるターゲット
すべて

垂直分割レプリケーションを使用する場合のガイドライ
ン
垂直分割レプリケーションを含む、設定ファイルを作成するときには、一連のガイド ラインに従います。
l

l

垂直分割レプリケーションはレポート およびその他のデータ共有方法には適していますが、高可用性環境には適
していません。いったんテーブルを垂直分割パーティションに設定すると、SharePlex は他の列を認識しなくなり、
それらの列のデータは複製されません。
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を組み合わせると、配布される情報の種類と配布先の場
所を最適に管理できます。
例：
本社と支社で構成される企業について考えてみます。本社は企業データベースを管理し、各支社は地域
データベースを管理しています。本社は垂直分割レプリケーションを使用して、テーブルの列データの一部
を支社と共有しながら、その他の機密データは本社で保持しています。共有列に対する行変更はさらに
水平分割されて、適切な地域データベースに複製されます。
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l

l

l

テーブルは、1 つのターゲット システムに対して部分的に、そして別システムに対して全列を複製するように設定す
ること( すなわち、垂直分割レプリケーションとフルテーブルレプリケーションを併用すること) はできません。ただし、
単一のターゲット 上の同じテーブルに対するフルテーブルレプリケーションを設定して、そのターゲット から、パーティ
ションの列だけを必要とするテーブルを含む、別のターゲット に対する垂直分割レプリケーションを設定することはで
きます。
ターゲット テーブルは、すべてソーステーブルと同じ列を含むことができますが、それは必須ではありません。ターゲッ
ト に含むことができるのは、ソーステーブルから複製された列だけです。対応するソースおよびターゲット の列の名
前は、同じである必要はありません。対応する列は同じデータ型( 同じ型、サイズ、精度) を含んでいる必要があ
ります。
ALTER TABLE を使用して垂直分割レプリケーションに設定されたテーブルに列を追加することはサポート され
ていません。

垂直分割レプリケーションの設定
垂直分割レプリケーションを設定するには、設定ファイルにカラムパーティションまたは除外カラムパーティションを指定しま
す。
l

カラムパーティションは、指定された列に対するデータ変更を複製します。

l

除外カラムパーティションは、指定された列に対するデータ変更以外のデータ変更をすべて複製します。

フルテーブルレプリケーションが設定されるテーブルや、分割レプリケーションを使用するテーブルなど、特定のデータソース
から複製する必要がある全データに対して、単一の設定ファイルを使用します。設定ファイルを作成する一般的な手順に
ついては、「設定ファイルの作成」を参照してください。垂直分割レプリケーション用のエント リを設定するには、次の構文を
使用します。
datasource_specification
src_owner.table (src_col,src_col,...)

tgt_owner.table [(tgt_col,tgt_col,...)]

routing_map

src_owner.table !(src_col,src_col,...)

tgt_owner.table

routing_map

設定コンポーネント

説明

src_owner.table および tgt_
owner.table

それぞれ、ソーステーブルとターゲット テーブルの指定。

(src_col, src_col,...)

複製されるソース列。次のいずれかを指定できます。

および

l

!(src_col,src_col,...)
l

(src_col, src_col,...) は、複製する列をリスト するカラムパーティションを
指定します。
!(src_col,src_col,...) は、複製しない列をリスト する除外カラムパーティ
ションを指定します。残りの列は、実際のカラムパーティションを構成し
ます。

注： 除外カラムパーティションの使用時に、対応するソースおよびターゲット の
列の名前は同じである必要があり、除外された列をキー定義で使用すること
はできません。詳細については、次を参照：86 ページの 「一意のキーの定
義」。
次の規則に従って、どちらかのタイプのカラムパーティションを指定します。
l

ソーステーブルごとに 1 つのパーティションを設定できます。
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設定コンポーネント

説明
l

列リスト はかっこで囲む必要があります。

l

列名はコンマで区切ります。コンマの後の空白文字は随意です。

l

l

l

l

(tgt_col,tgt_col,...)

パーティションの最大長は 174820 バイト ( 設定ファイルで許容される
最大行長) です。このため、リスト できる実際の列数は、各名前の長さ
に応じて異なります。
列は、ソーステーブル内で連続している場合と連続していない場合が
あります。たとえば、テーブルの 1 列目、3 列目、そして 7 列目を複製
することができます。
キー列をパーティション内に含める必要はありません。
このテーブルで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を
併用している場合、パーティションスキーム内のすべての列がカラムコン
ディションの一部であることが必要です。

ターゲット の列。このオプションを使用して、所有者や名前が異なるターゲット
の列にソースの列をマッピングします。ソースおよびターゲット の列の所有者や
名前が同じである場合、ターゲット の列を省略できます。
ソースの列をターゲット の列にマッピングするには、次の規則に従います。
l

l

l

routing_map

ソースのカラムパーティションの構文規則は、ターゲット のカラムリスト に
も適用されます。
ターゲット の列は、名前を除いて、ソースの列と同じ定義であることが
必要です。
ターゲット 列は、対応するソース列と同じ論理順でリスト します。
SharePlex がオブジェクト キャッシュ内で正しい相関関係を構築できる
ようにするため、テーブル内のターゲット 列の実際の順序に関係なく、こ
の操作が必要になります。たとえば、ソースリスト の 2 列目への変更は
ターゲット リスト の 2 列目に複製されます。

カラムパーティション用のルーティングマップ。ルーティングマップに該当するのは、
次のいずれかです。
l

ソーステーブルで水平分割レプリケーションを使用している場合は、
パーティションスキームを !partition_scheme のように指定します。詳
細については、「水平分割レプリケーションの設定」 を参照してくださ
い。
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設定コンポーネント

説明
l

ソーステーブルで水平分割レプリケーションを使用していない場合は、
次のようにルーティングマップを指定します。
l

l

カラムパーティションを単一のターゲット に複製する場合は、
sysB@o.myora のようなシンプルなルーティングマップを使用
します。名前付き export キューまたは名前付き post キューと
のルート がサポート されています。名前付きキューの詳細につ
いては、「名前付き export キューの設定」および「名前付き
post キューの設定」を参照してください。
カラムパーティションを複数のターゲット システムに複製する場
合は、sysB@o.myora+sysC@o.myora2 のような複合
ルーティングマップを使用します。重要!設定ファイル内にリスト
できるのは、 ソーステーブルごとに 1 つのカラムコンディションに
限定されます。したがって、複数のターゲット を個別のエント リ
でリスト するのではなく、複合ルーティングマップを使用する必
要があります。複合ルーティングマップを使用するには、すべて
のターゲット テーブルの所有者および名前が同じであることが
必要です。複合ルーティングマップを使用する場合の詳細につ
いては、「設定ファイルでのルーティング指定」を参照してくださ
い。

設 定 の例
次に示すのは、複合ルーティングマップを使用して複数のターゲット に複製する垂直分割レプリケーションの設定です。こ
のソーステーブルで複合ルーティングマップを使用するには、すべてのターゲット の名前が scott.sal であることが必要で
す。
Datasourceo.oraA
scott.emp (c1,c2)

scott.sal

sysB@o.oraB+sysC@o.oraC

次に示すのは、ターゲット とソースで列の名前が異なる、単一のターゲット に複製する垂直分割レプリケーションの設定で
す。
Datasourceo.oraA
scott.emp (c1,c2)

scott.sal (c5,c6)

sysB@o.oraB

次の設定ファイルは同じカラムパーティション scott.emp (c1, c2) を設定ファイル内で 2 回繰り返しているので、無
効です。
Datasourceo.oraA
scott.emp (c1,c2)

scott.cust (c1,c2)

sysB@o.oraB

scott.emp (c1,c2)

scott.sales (c1,c2)

sysC@o.oraC
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11

名前付きキューの設定
この章では、 名前付きキューの高度な SharePlex 設定オプションの使用方法について説明します。これらのオプションに
より、データをより柔軟に分割および並列化できるため、特定の処理およびルーティング要件を満たすことができます。次
に進む前に、「設定ファイルの作成」の概念とプロセスについて理解していることを確認してください。

コンテンツ
名前付き export キューの設定
名前付き post キューの設定

名前付き export キューの設定
名前付き export キューは、独自の Export プロセスにアタッチされた、オプションのユーザー定義の export キューです。
SharePlex は、デフォルト の export キューとプロセスのペアに加えて、それぞれの名前付き export キューとそれに関連す
る Export プロセスを作成します。SharePlex は、名前付き export キューとプロセスのペアを作成するときに、そのデータス
ト リームを格納するための専用の Import プロセス、post キュー、および Post プロセスもターゲット に作成します。
設定ファイルを作成するときに、1 つまたは複数の名前付き export キューを作成するよう SharePlex に指示します。
名前付き export キューを介して処理されるように設定されていないデータは、すべてデフォルト の export キューを介し
て処理されます。
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サポート されるターゲット
すべて

名前付き export キューの利点
名前付き export キューを使用して、以下の項目の複製を分離します。
l

l

個々の設定： SharePlex は、デフォルト でターゲット システムごとに 1 つの export キューとプロセスのペアを介して
すべてのアクティブな設定からデータを送信します。しかし、名前付き export キューを使用すると、それぞれの複
製スト リームを専用の export キューと Export プロセスに分離できます。このため、1 つの設定に対して発行された
purge config コマンド または abort config コマンド が互いに影響を与えないことを保証できます。
選択したデータベースオブジェクト ： 名前付き export キューを使用して、特定のオブジェクト ( たとえば、LOB を含
むテーブル) を分離できます。それぞれの名前付き export キューは独自の Import プロセス、post キュー、および
Post プロセスをターゲット 上に持つため、ソースからターゲット まで完全にデータを分離できます。名前付き post
キューの利点の詳細については、「名前付き post キューの設定」を参照してください。

その他の利点：
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l

l

1 つのデータスト リームの Export プロセスまたは Import プロセスを停止する一方で、他のプロセスの処理を続
行できます。
export キューとプロセスのペアごとに SharePlex パラメータを異なる設定にすることができます。このため、それぞれ
を経由して複製されるオブジェクト に基づいて Export プロセスのパフォーマンスを調整できます。

名前付き export キューの使用についての考慮事項
l

l

それぞれのキュー名が一意であることを確認します。
名前付き export キューはデフォルト の export キューと組み合わせることができます。標準ルーティングマップを
持つ設定内のテーブル( 名前付きキュー指定のない targetsys@database_spec) は、デフォルト の export
キューを介して複製されます。

l

互いに参照整合性を持つすべてのテーブルは、同じ export キューに配置されている必要があります。

l

作成できるキューの数に影響する制限事項については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

注：Windows システムでは、大量のクエリを使用するためにセマフォ数を増やすことが必要な場合があります。Post がエ
ラーメッセージ「shs_SEMERR: an error occurred with the semaphore」を返す場合は、「複製の問題の解
決 」の「Post の停止」ト ピックを参照してください。

名前付き export キューの設定
名前付き export キューを含むルーティングマップを定義するには、以下の構文を使用します。
source_host:export_queuename*target_host[@database]

ルーティングマップに名 前 付 き export キューが含 まれる設 定
Datasource:database_specification
src_owner.table

tgt_owner.table

source_host:export_queue*target_host[@database_specification]

ルーティングコンポーネント

説明

source_host

ソースシステムの名前。

export_queue

export キューの名前。キューの名前には、すべてのプラット フォームで大文字と
小文字の区別があります。1 語のみを使用します。アンダーラインを使用でき
ます。以下に例を示します。
sys1:export_q1*sys2@o.myora

target_host

ターゲット システムの名前。

database specification

データソースの場合：
o.oracle_SID
ターゲット がデータベースの場合は以下のいずれか：
o.oracle_SID
o.tns_alias
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ルーティングコンポーネント

説明
o.PDBname
r.database_name
c.oracle_SID

注：
l

ルーティングマップの構文のコンポーネント の間にはスペースを入れないでください。

l

設定ファイルのコンポーネント の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

例
以下の設定ファイルは、同じターゲット システム上の 2 つの異なるデータベースに複製される 2 つの異なるデータソースを
示しています。それぞれのデータソースは、名前付き export キューを介してルーティングされます。
Datasource:o.oraA
scott.emp
sysA:QueueA*sysB@o.oraC
scott.emp
scott.sales
sysA:QueueA*sysB@o.oraC
scott.sales
Datasource:o.oraB
scott.prod
scott.cust

scott.prod
scott.cust

sysA:QueueB*sysB@o.oraD
sysA:QueueB*sysB@o.oraD

名前付き export キューを使用して LOB を含むテーブルと残りのテーブルとを分離する方法を以下に示します。
Datasource:o.oraA
scott.cust
sysA:QueueA*sysB@o.oraC
scott.cust
scott.sales
sysA:QueueA*sysB@o.oraC
scott.sales
scott.prod
sysA:QueueA*sysB@o.oraC
scott.prod
scott.emp_LOB
sysA:QueueB*sysB@o.oraC
scott.emp_LOB
または、単に LOB テーブルに対して名前付き export キューを定義して、残りのテーブルをデフォルト の export キューで処
理することもできます。
Datasource:o.oraA
scott.cust
sysB@o.oraC
scott.cust
scott.sales
sysB@o.oraC
scott.sales
scott.prod
sysB@o.oraC
scott.prod
scott.emp_LOB
sysA:lobQ*sysB@o.oraC
scott.emp_LOB

名前付き export キューを識別する方法
名前付き export キューは、sp_ctrl を介して表示できます。
l

システム上のすべてのキューを表示するには、qstatus コマンド を使用します。

l

システム上のすべての Export プロセスとそのキューを表示するには、show コマンド を使用します。

これらのコマンド 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。
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名前付き post キューの設定
名前付き post キューは、設定ファイルにおけるルーティングマップのオプションコンポーネント です。名前付き post
キューは、専用の Post プロセスを持つユーザー定義の post キューで、デフォルト の post キューや Post プロセスと
並列に動作します。1 つまたは複数の名前付き post キューとプロセスのペアを定義して、並列 Post 複製スト リーム
のセット を確立できます。

サポート されるターゲット
すべて

名前付き post キューの利点
名前付き post キューを使用すると、異なるテーブルのデータを複数の別個の Post スト リームに分離できます。名前付き
post キューを使用して処理のボト ルネックの原因となる以下のようなオブジェクト を分離することで、post 操作のパフォーマ
ンスを向上させることができます。
l

LOB 列を持つオブジェクト 。LOB を含むオブジェクト には、名前付き post キューをお勧めします。

l

大規模なト ランザクションを行うオブジェクト 。

l

隔離する操作を含むオブジェクト 。

追加の名前付き post キューを介して残りのオブジェクト を処理するか、デフォルト の post キューを使用します。標準ルー
ティングマップを持つ設定内のオブジェクト ( host@target) は、デフォルト の post キューを介して複製されます。
並列処理の追加の手段として、水平分割を使用して、非常に大きなテーブルの行を別個の名前付き post キューに分
割できます。「水平分割レプリケーションの設定」を参照してください。
キューとプロセスのペアごとに SharePlex パラメータを異なる設定にすることができます。このため、それぞれを経由して複
製されるオブジェクト に基づいて Post プロセスのパフォーマンスを調整できます。
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名前付き post キューの使用についての考慮事項
l

l

l

l

l

作成できるキューの数に影響する制限事項については、「設定ファイルでのルーティング指定」を参照してくださ
い。
それぞれの post キューに一意の名前を割り当てます。
オブジェクト がリレーショナルな依存性によってリンクされている場合は、そのすべてのオブジェクト を同じ名前付き
post キューを介して処理します。相互に依存するオブジェクト が同じ post キューを介して複製されない場合、親
および子の操作が順序どおりに適用されず、データベースエラーが発生する可能性があります。同じキューを介し
て相互に依存するオブジェクト を処理する代わりに、ターゲット で参照制約を無効にすることもできます。制約は
ソースシステムで満たされた後にターゲット に複製されるため、この方法を使用することができます。
複数の Post を使用している場合、ターゲット オブジェクト が対応するソースオブジェクト と同じ順序で変更されず、
その結果、特定の時点でターゲット データベースがソースデータベースと不整合になる可能性があります。
名前付き post キューをアクティブ設定のオブジェクト に実装した( その結果ルーティングが変更された) 場合、
SharePlex はそれらのオブジェクト を内部指示を更新するためにロックします。

注：Windows システムでは、大量のクエリを使用するためにセマフォ数を増やすことが必要な場合があります。Post がエ
ラーメッセージ「shs_SEMERR: an error occurred with the semaphore」を返す場合は、「複製の問題の解
決 」の「Post の停止」ト ピックを参照してください。
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名前付き post キューの設定
名前付き export キューを使用している場合、SharePlex は、デフォルト で各キューの名前付き post キューとプロセスの
ペアを作成します。名前付き export キューを使用していない場合は、以下の構文を使用して :queue コンポーネント を
ルーティングマップに追加して、設定ファイルに名前付き post キューを定義します。
host:queue@target

ルーティングマップに名 前 付 き post キューが定 義 された設 定
Datasource:database_specification
src_owner.table

tgt_owner.table

host:queue[@database_specification]

ルーティングコンポーネント

説明

host

ターゲット システムの名前。

queue

post キューの一意の名前。キューの名前には、すべてのプラット フォームで大
文字と小文字の区別があります。1 語のみ。アンダーラインを使用できます。
以下に例を示します。
sys2:post_q1@o.myora

database_specification

データソースの場合：
o.oracle_SID
ターゲット がデータベースの場合は以下のいずれか：
l

o.oracle_SID
o.tns_alias
o.PDBname
r.database_name
c.oracle_SID

注：
l

ルーティングマップの構文のコンポーネント の間にはスペースを入れないでください。

l

設定ファイルのコンポーネント の詳細については、「設定ファイルの作成」を参照してください。

例
以下の設定では、テーブル scott.emp からデータをルーティングする Queue1 という名前の post キューと、テーブル
scott.cust からデータをルーティングする Queue2 という名前の post キューが作成されます。
Datasource:o.oraA
scott.emp
sysB:Queue1@o.oraC
scott.emp
scott.cust
scott.cust
sysB:Queue2@o.oraC
中間システムを使用してパススルー設定でデータをルーティングしている場合の名前付き post キューの指定方法を以下
に示します。この複製方法の詳細については、「データを共有または配布するための複製の設定」を参照してください。
Datasource:o.oraA
scott.emp
sysB*sysC:Queue1@o.oraC
scott.emp
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名前付き post キューを識別する方法
名前付き post キューは、データソース( データの供給元) と以下のいずれかによって識別されます。
l

関連付けられている名前付き export キューの名前( Import が名前付き export キューにリンクされている場合)

l

ユーザーによって割り当てられた post キューの名前( Import がデフォルト の export キューにリンクされている場合)

名前付き post キューは、sp_ctrl を介して表示できます。
l

システム上のすべてのキューを表示するには、qstatus コマンド を使用します。

l

システム上のすべての Post プロセスとそのキューを表示するには、show コマンド を使用します。

これらのコマンド 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。
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12

変更履歴ターゲット を保持するための複
製の設定
この章では、変更履歴ターゲット を保持するための SharePlex の設定手順について説明します。SharePlex では、この
履歴を保持する一方で、同じデータセット を複製して最新のターゲット を維持できます。

コンテンツ
変更履歴ターゲット の概要
変更履歴の設定

変更履歴ターゲット の概要
変更履歴ターゲット は、変更履歴ターゲット が、ソースデータの現在の状態のミラーを保持するのではなく、ソースオブジェ
クト に対して発生するすべての変更の記録を保持するという点で、複製ターゲット とは異なります。通常の複製では、現
在のターゲット データが変更データで上書きされますが、変更履歴では、変更データは新しいレコード としてターゲット に挿
入 されます。古いデータは、変更の段階的な記録として保持されます。履歴データは、データマイニングや顧客の不満の
解決などの目的で照会および分析できます。
SharePlex を使用してセカンダリサーバの変更履歴を保持することにより、実稼働データベースからオーバーヘッド をオフ
ロード できます。このようなオーバーヘッド には、履歴行を追加する SQL 作業、それらの行の余分なスト レージ、および履
歴データに対するクエリアクティビティが含まれます。
注： ファイル、JMS、および Kafka ターゲット は、すべてのソース変更が個別の XML レコード として書き込まれるた
め、デフォルト で変更履歴をサポート します。古いデータが新しいデータに上書きされることはありません。これらの
ターゲット でサポート されているメタデータは、Post が XML を書き込むときに自動的に含まれます。サポート されて
いるメタデータのリスト に一覧については、『SharePlex リファレンスガイド 』の target コマンド を参照してください。

機能
この複製方法では以下がサポート されます。
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l

同一または異なるソースおよびターゲット 名

l

垂直分割レプリケーションの使用

l

水平分割レプリケーションの使用

l

名前付き export キューおよび post キューの使用

l

同じソースオブジェクト の通常の複製と変更履歴の複製の組み合わせ

サポート されるターゲット
Oracle ターゲット

サポート されている操作
SharePlex は、これらの操作の変更履歴行の追加をサポート しています。
l

INSERT

l

UPDATE

l

DELETE

l

TRUNCATE

l

ALTER TABLE による DROP COLUMN( 注： ADD COLUMN の場合、Post は列をテーブルに追加しますが、
変更履歴行は作成しません) 。

サポート されていない操作
l

l

UDT または VARRAY 列の変更
LOB 列の一部を変更するために使用される DBMS_LOB 操作( ターゲット 上でその列に保管される値は完全な
LOB 列にはなりません) 。

SharePlex による変更履歴の保持方法
変更履歴の設定では、各ターゲット テーブルは、ソースデータに対して行われたすべての変更を連続した一連の行として
記録する履歴テーブルとして機能します。SharePlex が挿入する新しい各変更行には、次の内容が含まれます。
l

l

l

キー列の値
変更された列の後イメージ。挿入と更新の場合、後イメージは、変更された( または挿入の場合は、追加され
た) 列の新しい値で構成されます。削除の場合、後イメージは、キー値と null に設定された他の列によって構
成されます。
( 必要に応じて) 変更のコンテキスト を提供する一連のメタデータ値。たとえば、変更を行ったユーザーのユーザー
ID および変更が行われたソースシステムをキャプチャするメタデータがあります( 変更データが、複数のデータベー
スから追跡される場合に役立ちます) 。

SharePlex は、履歴に更新操作の前イメージを含めるように、または履歴に含まれる操作の種類を制御するように構成
できます。たとえば、更新と削除のみを含めることができます。
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変更履歴の設定
変更履歴を設定するには、SharePlex 設定ファイルで特別な構文を使用し、必要に応じて履歴をカスタマイズするため
にフィルタルールやその他の属性を設定します。

変更履歴設定ファイルの作成
1. SharePlex がインスト ールされていること、および『SharePlex インスト ールガイド 』の指示に従ってシステムが準備
されていることを確認します。
2. 履歴を追跡するソーステーブルと同じ名前と構造を持つ Oracle ターゲット 履歴テーブルを作成しますが、 すべて
の列のすべての制約は省略します。
重要： Oracle ターゲット テーブルに、PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、UNIQUE、NOT NULL、または
CHECK 制約を入れてはいけません。また、DEFAULT 値で列を定義することもできません。これは変更の履歴
であるため、行は同じキーを持つ別の行と同じイメージを持つことがあります。Post は、変更履歴ターゲット の整
合性チェックを実行しません。
3. ターゲット テーブルのト リガを無効にします。
4. SharePlex 以外のターゲット テーブルに対して DML または DDL を実行しないでください。
5. ソースシステムで、次の構文を使用して設定ファイルを作成します。設定ファイルの作成方法の詳細については、
「設定ファイルの作成」を参照してください。
datasource_specification
src_owner.table

!cdc:tgt_owner.table

host@c.SID

ここで、
l

Datasource:o.SID は、Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。

l

src_owner.table は、ソースオブジェクト ( owner.object) またはワイルド カード 指定の完全修飾名です。

l

!cdc: は、ターゲット を変更履歴テーブルとして識別します。

l

tgt_owner.table は、ターゲット 履歴テーブルまたはワイルド カード 指定の完全修飾名です。

l

host は、ターゲット システムです。

l

c.SID は、対象の Oracle インスタンスを指定します。

6. ( オプション) ターゲット テーブルで次のスクリプト を実行して、デフォルト のメタデータ列をデフォルト 名で追加しま
す。Post は、追加の設定なしで、デフォルト のメタデータ列を自動的に設定します。要件を満たすようにスクリプト
をカスタマイズできます。
product_dir/util/add_change_tracking_columns.sql
注:
l

l

スクリプト はデフォルト の列のみを追加します。オプションの列を追加する、または列名を変更するには、
target コマンド を使用して、Post 設定に追加します。デフォルト およびオプションのメタデータ列の一覧に
ついては、『SharePlex リファレンスガイド 』の target コマンド を参照してください。
デフォルト の列は、SharePlex 変更履歴の設定に追加された新しいテーブルに自動的に追加されます。

追加の変更履歴の設定オプション
このセクションでは、SharePlex の変更履歴の設定をカスタマイズする方法について説明します。
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列 名 のカスタマイズ
colname オプションを指定した target コマンド を使用すると、ターゲット メタデータ列の名前をカスタマイズできます。手順
については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

各 変 更 行 への前 イメージの追 加
SP_OPO_TRACK_PREIMAGE パラメータ を U に設定すると、更新の前イメージをターゲット テーブルに含めることができ
ます。このパラメータを使用すると、Post は、追跡対象のソーステーブルに対して行われたすべての変更について、ターゲッ
ト テーブルに 2 つの行を挿入します。1 つは後イメージ用で、もう 1 つは前イメージ用です。前イメージは、SP_OCT_
USE_SUPP_KEYS パラメータが使用されていない限り、変更された列のキー値と前の値で構成されます。
前イメージが有効になると、2 つのレコード の SHAREPLEX_SOURCE_OPERATION 列の値は次のようになります。
UPDATE BEFORE
UPDATE AFTER
注：redo ログには LOB の前イメージが含まれていないため、前行には LOB 列の前イメージは含まれません。
target コマンド の set cdc preimage オプションを使用すると、テーブルレベルで SP_OPO_TRACK_PREIMAGE のグ
ローバル設定を上書きできます。
SP_OPO_TRACK_PREIMAGE とターゲット 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。

履 歴 に操 作 のすべての列 を含 める
変更された列だけではなく、各ターゲット の履歴レコード のすべてのテーブル列の値を含めるには、次のように設定します。
1. 追跡対象のソーステーブルのすべての列に対して、サプリメンタルロギングをオンにします。例：
Alter table emp ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;
2. SP_OCT_USE_SUPP_KEYS パラメータを 1 に設定します。
3. SP_OCT_INCLUDE_UNCHANGED_COL を 1 に設定します。
注：SP_OCT_USE_SUPP_KEYS と SP_OPO_TRACK_PREIMAGE の両方を有効にすると、前イメージに、変更前と
同様にすべての列の値が含まれます。

操 作 タイプの変 更 履 歴 の無 効 化
DML 操作タイプの変更履歴を無効にするには、SP_OPO_TRACK_OPERATIONS パラメータに適切な値を設定しま
す。値はスラッシュ( /) で区切ります。たとえば、挿入および更新の変更履歴のみを保持するには、パラメータを I/U に変更
します。デフォルト は、すべての DML 操作タイプを履歴レコード に送信する I/U/D です。

ルールおよびフィルタの設 定
target コマンド の set rule オプションを使用して、列に条件を適用して、変更をターゲット 履歴テーブルに適用するかどう
かを制御できます。たとえば、列 1 と列 3 が変更された場合に、その操作を適用し、他の列に適用される変更を破棄す
るルールを指定できます。手順については、『SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
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コミット を含 める
デフォルト では、COMMIT レコード は履歴テーブルには含まれません。COMMIT ごとに行を挿入するように Post を設定す
るには、SP_OPO_TRACK_COMMITS パラメータを 1 に設定します。
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13

Oracle DDL 複製のセット アップ
この章には、SharePlex がサポート する Oracle DDL 操作を複製するために知っておくべき情報が記載されています。

コンテンツ
SharePlex でサポート される DDL
Oracle DDL 複製の制御
DDL 複製のフィルタ
ALTER TABLE DDL のベスト プラクティス
DDL ロギングおよびエラー処理

SharePlex でサポート される DDL
SharePlex では、Oracle データベースの DDL 複製のみがサポート されます。SharePlex は、REDO ログに書き込まれる
Oracle DDL の特定の変更を複製します。REDO ログをバイパスする変更は複製されません。
SharePlex でサポート される DDL の詳細については、『SharePlexSharePlex リリースノート 』を参照してください。
カスケード 設定では、DDL 複製はソースシステムから中間システムまでしかサポート されていません。中間システムから
ターゲット システムまでの複製はサポート されていません。カスケード レプリケーションの詳細については、「中間システムを
経由する複製の設定」を参照してください。
SharePlex ユーザーが所有するオブジェクト またはシステムが所有するオブジェクト に対する DDL は複製されません。
注：
SharePlex 複製ではソースデータベースとターゲット データベースのバージョンが異なっていても構わないため、ソー
スオブジェクト とターゲット オブジェクト が異なる場合があります。ターゲット に DDL を適用する際に、ターゲット 上で
操作が禁止されているのにソース上では許可されている場合、適用が失敗することがあります。
DDL がサポート されるオブジェクト のリスト については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

Oracle DDL 複製の制御
SharePlex はデフォルト で、( 明示的にまたはワイルド カード によって) アクティブな設定にリスト されているオブジェクト の
Oracle DDL を複製しますが、パラメータ設定を使用してこのサポート を拡張できます。
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重要!
l

l

サポート されている DDL と要件または制限に関する最新情報については、このリリースに付属する『SharePlex リ
リースノート 』を参照してください。ここに記載されている情報よりも、リリースノート の情報の方が優先されます。
すべての SharePlex ターゲット でサポート される ALTER TABLE による ADD COLUMN または
DROP COLUMN を除き、DDL 複製は Oracle ターゲット に対してのみサポート されます。

SharePlex では、設定ファイル内のオブジェクト に対して、DDL がデフォルト でサポート されます。このサポート は、パラメー
タ設定によって拡張できます。
SharePlex でサポート されている DDL 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。

Oracle DDL のデフォルト のサポート
SharePlex では、デフォルト でいくつかの基本的な DDL がサポート されています。

既 存 のオブジェクト の DDL
SharePlex は、次の場合に、デフォルト で TRUNCATE TABLE コマンド と ALTER TABLE コマンド による ADD または
DROP columns を複製します。
l

影響を受けるオブジェクト がアクティベーション時にソースとターゲット に存在する。および、

l

その名前が( 明示的にまたはワイルド カード によって) 設定ファイルにリスト されている。

この機能は、SP_OCT_REPLICATE_DDL パラメータで制御されます。1 に設定した場合、ALTER が複製され、
TRUNCATE は複製されません。2 に設定した場合、TRUNCATE が複製され、ALTER は複製されません。3( デフォル
ト 設定) の場合、ALTER と TRUNCATE が複製されます。

アクティベーション後 に追 加 されたオブジェクト の DDL
デフォルト では SharePlex の Auto-Add 機能も有効であり、アクティベーション後に作成されたテーブルおよびインデックス
で DDL がサポート されます。SharePlex がこれらのいずれかのオブジェクト の CREATE 文を検出し、その名前が設定
ファイル内のワイルド カード を満たす場合、SharePlex は以下の操作を実行します。
l

CREATE を複製してオブジェクト をターゲット に追加します。

l

オブジェクト を複製に追加します。

l

それ以降の DDL および DML の変更でこのオブジェクト を維持します。

Auto-Add 機能は、SP_OCT_AUTOADD_ENABLE パラメータによって制御されます。このパラメータは、デフォルト で 1
( 有効) に設定されます。
このパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複製内のオブジェクト のオプションの DDL
設定ファイル内のオブジェクト に対して発行された以下の DDL の複製を有効にすることができます。DDL コマンド の複製
を有効にするには、関連するパラメータを 1 に設定します。
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DDL コマンド

1 に設定するパラメータ

CREATE / DROP TRIGGER

SP_OCT_REPLICATE_TRIGGER

CREATE / DROP SYNONYM

SP_OCT_REPLICATE_SYNONYM

GRANT

SP_OCT_REPLICATE_GRANT

これらのパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

Oracle DDL のオプションの Auto-Add のサポート
Auto-Add のサポート を拡張して、以下のテーブルにリスト されているすべてのオブジェクト タイプを含めることができます。オ
ブジェクト は、その名前がアクティブな設定ファイル内のワイルド カード 指定を満たすと、複製に追加されます。

個 々 のオブジェクトタイプの Auto-Add を有 効 にするには
1. SP_OCT_AUTOADD_ENABLE パラメータが 1 に設定されていることを確認します。
2. 以下のテーブルを参考にして、適切なパラメータを 1 に設定します。
Auto-Add の対象となる DDL

1 に設定するパラメータ

追加要件

CREATE / DROP
SEQUENCE

SP_OCT_AUTOADD_SEQ

SP_OCT_TARGET_
COMPATIBILITY パラメータを
8.6.3 以上に設定します。

CREATE /DROP
MATERIALIZED VIEW*

SP_OCT_AUTOADD_MV

SP_OCT_TARGET_
COMPATIBILITY パラメータを
8.6.2 以上に設定します。

* 注：SharePlex は、マテリアライズド ビューからマテリアライズド ビューへの複製を行いません。SharePlex は、
CREATE MATERIALIZED VIEW を CREATE TABLE に変換し、CREATE TABLE をターゲット に適用した後、ビューを
設定する DML を複製します。SharePlex は、DROP MATERIALIZED VIEW を複製しますが、
ALTER MATERIALIZED VIEW は複製しません。
これらのパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

複製外のオブジェクト の拡張 DDL のサポート
設定ファイルにリストされていない特定のオブジェクト の DDL を複製するように SharePlex を設定できます。SharePlex
は DDL 文を複製しますが、オブジェクト に対して実行されたデータ変更操作を複製しません。これらの変更がアクティブな
複製の一部ではないためです。したがって、SharePlex は、ターゲット 上のこれらのオブジェクト の同期を維持しません。オ
ブジェクト は、設定のアクティベーション前にソースとターゲット に存在する必要があります。
注：拡張 DDL の複製では、テーブルとシーケンスだけでなく、プロシージャ、関数、ユーザー、ビューなど、複製の一部で
はない広範囲のオブジェクト がサポート されます。これらのオブジェクト の中には、 複製に含まれる基礎オブジェクト を持つも
のがあります。その場合、拡張 DDL の複製は、複製設定外のオブジェクト のほか、複製に含まれる基礎オブジェクト に
も適用されます。

複 製 設 定 外 のオブジェクトの DDL を複 製 するには
SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL パラメータを 1 に設定します。
このパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
Oracle DDL 複製のセットアップ

210

設定ファイルに含まれないオブジェクト でサポート される DDL 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。

DDL 複製のフィルタ
SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL パラメータが有効な場合に DDL が複製されるオブジェクト をフィルタできます。これ
は、複製設定に含まれていない DDL です。
注： DDL フィルタリングは、複製設定外のオブジェクト に対してのみ使用できます。DML が成功するためには、
複製設定内のオブジェクト で実行されるすべての DDL を複製して、ソースとターゲット のメタデータの一貫性を
保つ必要があります。
DDL フィルタリングは、SharePlex スキーマにインスト ールされる SHAREPLEX_DDL_CONTROL テーブルで制御さ
れます。
Name

Type

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

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

DDL_PARAMETER

NUMBER

DDL_CODE

NUMBER

SCHEMA_FILTER

VARCHAR2(32)

OBJECT_FILTER

VARCHAR2(32)

SHAREPLEX_DDL_CONTROL テーブルの各行は、以下の各列で指定される値に基づいてフィルタを定義します。
l

SCHEMA_FILTER は、スキーマ名に基づいて DDL をフィルタします。

l

OBJECT_FILTER は、オブジェクト 名に基づいて DDL をフィルタします。

l

DDL_CODE は、DDL タイプのコード 番号に基づいて DDL をフィルタします。「DDL コード 」を参照してください。

DDL_CODE 列の NULL 値は、フィルタがすべての DDL タイプに適用されることを意味します。SCHEMA_FILTER 列ま
たは OBJECT_FILTER 列の NULL は、フィルタが任意のスキーマ名またはオブジェクト 名に適用されることを意味します。
注： DDL_PARAMETER 列は、SharePlex のこのリリース時点でアクティブな列ではありません。

DDL をフィルタするには
アクティブな列に目的の値が含まれる行をテーブルに挿入します。

例
以下の例では、ALTER TABLE について、DDL の複製をフィルタで除外しています。
INSERT INTO SPLEX.SHAREPLEX_DDL_CONTROL (DDL_CODE, SCHEMA_FILTER, OBJECT_FILTER)
values (‘0x0F’,null,null);
以下の例では、任意のスキーマ内の名前が TEST_ で始まるすべてのオブジェクト について、すべての DDL の複製をフィ
ルタで除外しています。
INSERT INTO SPLEX.SHAREPLEX_DDL_CONTROL (DDL_CODE, SCHEMA_FILTER, OBJECT_FILTER)
values (null,null,'TEST_%');
以下の例では、「Sales」スキーマと名前が「TEST_」で始まるオブジェクト について、CREATE TABLE の DDL の複製を
フィルタで除外しています。
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INSERT INTO SPLEX.SHAREPLEX_DDL_CONTROL (DDL_CODE, SCHEMA_FILTER, OBJECT_FILTER)
values (‘0x01’,'Sales','TEST_%');

DDL コード
DDL タイプ

DDL_CODE

CREATE TABLE

1

ALTER TABLE

15

DROP TABLE

12

ASSOCIATE STATISTICS

168

DISASSOCIATE STATISTICS

169

COMMENT TABLE, COMMENT ON COLUMNS

29

TRUNCATE

85

CREATE INDEX

9

ALTER INDEX

11

DROP INDEX

10

CREATE SEQUENCE

13

ALTER SEQUENCE

14

DROP SEQUENCE

16

CREATE CLUSTER

4

DROP CLUSTER

8

CREATE USER

51

ALTER USER

43

DROP USER

53

CREATE_ROLE

52

ALTER_ROLE

79

DROP_ROLE

54

GRANT

17

REVOKE

18
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DDL タイプ

DDL_CODE

CREATE SYNONYM

19

DROP SYNONYM

20

CREATE VIEW

21

ALTER VIEW

88

DROP VIEW

22

CREATE TYPE

77

ALTER TYPE

80

DROP TYPE

78

CREATE TYPE BODY

81

DROP TYPE BODY

83

CREATE FUNCTION

91

ALTER FUNCTION

92

DROP FUNCTION

93

CREATE PROCEDURE

24

ALTER PROCEDURE

25

DROP PROCEDURE

68

CREATE PACKAGE

94

ALTER PACKAGE

95

DROP PACKAGE

96

CREATE PACKAGE BODY

97

ALTER PACKAGE BODY

98

DROP PACKAGE BODY

99

CREATE DIRECTORY

157

DROP DIRECTORY

158
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ALTER TABLE DDL のベスト プラクティス
Oracle ALTER TABLE 操作の複製に関するベスト プラクティスを以下に示します。

VARRAY または ABSTRACT 型のテーブル
その後間もなく列をド ロップするか列を未使用に設定するために ALTER TABLE を発行するつもりである場合は、
VARRAY 列または抽象データタイプ列を追加しないでください。SharePlex は、データベースをクエリして、このデータ型に
関する情報を取得する必要があります。SharePlex が 1 番目の DDL を処理できる前に 2 番目の DDL が実行された
場合、メタデータがすでに変更されているため、クエリは失敗します。

システムに固有のメタデータを持つテーブル
一部のメタデータがシステムに固有である場合( たとえば、データベースオブジェクト のスト レージパラメータ) 、そのメタデータ
の DDL が複製されたときに予期しない結果が生じる可能性があります。たとえば、SharePlex は、ソース Oracle オ
ブジェクト のスト レージパラメータを、ALTER TABLE コマンド で変更されたのがその中の一部であっても、すべて複製しま
す。ソースおよびターゲット のオブジェクト が同じスト レージパラメータで作成されていない場合は、ターゲット テーブルがソー
ステーブルのスト レージを引き受けるか、その DDL をターゲット がサポート していない場合はエラーが生成される可能性
があります。
例：MAXEXTENTS 525 および MINEXTENTS 20 のソーステーブルと MAXEXTENTS 505 および
MINEXTENTS 4 のターゲット テーブルを考えてみます。source オブジェクト の MAXEXTENTS が unlimited に変
更された場合は、SharePlex は変更された MAXEXTENTS と 20 から変更されていない MINEXTENTS の両方
を複製します。MINEXTENTS は現在割り当てられている範囲よりも大きくできないため、これで Oracle エラーの
01570 が発生します。また、ソースで MINEXTENTS が 1 に変更されたが、MAXEXTENTS が変更されない場
合は、SharePlex が両方を複製し、ターゲット パラメータが MAXEXTENTS 525 と MINEXTENTS 1 になります。

名前が変更されるテーブル
現在複製中のソーステーブルで ALTER TABLE RENAME を発行すると、SharePlex は、古い設定行をコメント アウト
し、設定ファイルの末尾に新しい行を追加して、アクティブな設定ファイル内のテーブル名を変更します。ソーステーブルと
ターゲット テーブルの名前が同じ場合、どちらも新しい名前に変更されます。それ以外の場合は、ソース名のみが変更さ
れます。たとえば、現在複製中のソーステーブルで ALTER TABLE RENAME を発行すると、SharePlex は、古い設定
行をコメント アウト し、設定ファイルの末尾に新しい行を追加して、アクティブな設定ファイル内のテーブル名を変更しま
す。ソーステーブルとターゲット テーブルの名前が同じ場合、どちらも新しい名前に変更されます。それ以外の場合は、
ソース名のみが変更されます。以下に例を示します。
# Table scott.table1 renamed to scott.table2 August 5, 2003 10:14
scott.table2 scott.table2 sysA@o.ora555
Post プロセスが RENAME 操作で停止するかどうかは SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR パラメータの設定によって
決まります。
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システムによって生成される間隔パーティションまたは
サブパーティションを持つテーブル
システムによって生成される間隔パーティションまたはサブパーティションの名前はデータベースによって生成されるため、
ソース上のこれらのパーティションの名前はターゲット 上の対応するパーティションの名前と一致しません。SharePlex が
ALTER TABLE を複製してシステムによって生成される間隔パーティションを TRUNCATE するときに正しいパーティション
が切り捨てられるようにするには、SP_OCT_TRUNC_PARTITION_BY_ID パラメータを 1 に設定します。この設定は、元
の ALTER TABLE コマンド に指定されたパーティション名ではなくパーティション ID を使用してパーティションを識別すること
を SharePlex に指示します。Post により、パーティション ID がターゲット テーブル上の正しいパーティション名にマップされ
ます。詳細については、「SP_OCT_TRUNC_PARTITION_BY_ID」を参照してください。
システムが名前付けした間隔パーティションまたはサブパーティションの複製をサポート するには、ソースとターゲット の両方
が SharePlex バージョン 8.6.4 以降である必要があります。
SharePlex では、システムによって生成されるサブパーティションが空の場合にサブパーティションの TRUNCATE はサ
ポート されず、Post はエラー SP-OPO01002 で停止します。このエラーを無視するように Post を設定するには、Post を
再起動する前に、SP_OPO_CONT_ON_ERR パラメータを 1 に設定し、エラー番号 SP-OPO01002 を oramsglist
ファイルの先頭に追加します。

ALTER TABLE...MOVE
テーブルの rowid を変更する ALTER TABLE DDL コマンド は、複製中のテーブルのプライマリキーまたは一意キーがログ
に記録されていない場合、その後の DML 操作に影響する可能性があります。キーがログに記録されていない場合、
SharePlex は rowid に基づいて値をフェッチします。ALTER TABLE...MOVE などの rowid を変更する操作により、その
後の DML 操作で誤ったキー値が使用される可能性があります。

DDL ロギングおよびエラー処理
Capture と Post のどちらの場合も、処理された DDL がログに記録されます。SharePlex は、複製された DDL を
SharePlex イベント ログにも印字します。ただし、その際にログが切り捨てられる場合があります。完全な DDL 文は、
Post DDL ログにのみ格納されます。SharePlex は、ソースシステムとターゲット システムの変数データディレクト リの log サ
ブディレクト リに DDL ログを格納します。
Post はデフォルト で、DDL エラーで停止します。通常、エラーは DDL がソースシステムで実行されたデータベースコン
ポーネント がターゲット データベースに存在しないことを示します。SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR パラメータのデフォ
ルト 設定では Post が DDL エラーで停止するため、そのオブジェクト に対する後続の DML は失敗しません。このた
め、問題を修正してデータベースの同期を維持できます。このパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガ
イド 』を参照してください。
表 14: SharePlex DDL ログの名付け規約
DDL ログのタイプ

名付け規約

例：

Capture

o.ORACLE_SID_ocap_ddl_log_number.log

o.ora12_ocap_ddl_01.log

Oracle ターゲット

o.ORACLE_SID_machine_name_opo_ddl_log_
number.log

o.ora12_server2_opo_ddl_
01.log

オープンターゲット ター
ゲット

r.database_name_machine_name_xpst_ddl_log_
number.log

r.mssdb1_server3_xpst_ddl_
01.log
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14

エラー処理のセット アップ
この章では、Post プロセスから返されるエラーを処理するために SharePlex に用意されているツールの概要を説明しま
す。

コンテンツ
DML エラーの発生時の post の続行
DDL エラーが存在する場合の Post の続行
エラー時の再試行回数を増やす
非同期操作を含むト ランザクションの処理

DML エラーの発生時の post の続行
SharePlex では、DML エラーが発生したときに Post が処理を停止せずに続行できるようになっています。

Oracle および SharePlex エラーの発生時の post
の続行
Oracle ターゲット に有効
SharePlex で Oracle ターゲット に post する場合、特定の Oracle DML エラーおよび特定の SharePlex エラーメッセー
ジを無視して処理を続行するように Post を設定できます。Post は、oramsglist ファイル内のリスト に基づいて、無視す
るメッセージを判定します。このファイルにはデフォルト でいくつかのエラーのリスト が含まれていますが、必要に応じてそれら
のエラーを削除できます。
Post はエラーを無視した場合、そのエラーを SharePlex イベント ログに書き込みます。また、エラーとその原因となった
SQL 文をエラーログに書き込みます。このログは SID_errlog.sql という名前のログファイルで、SharePlex 変数データ
ディレクト リの data ディレクト リに格納されます。これらのログの詳細については、「イベント およびエラーの表示」を参照し
てください。
注： Post が無視しない特定のエラーもあります。oramsglist ファイルにこれらのエラーがリスト されている場合でも、Post
はこれらのメッセージに対して処理を停止します。
重要： この機能を使用する際には注意が必要です。隠れた非同期状態になることがあります。このパラメータは、複製の
遅延がターゲット ユーザーによって許容されず、一部のデータが非同期になることが許容される場合にのみ有効にします。
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SID_errlog.sql ログを頻繁にチェックして、複製の問題の原因となる可能性のあるエラーがあるかどうかを確認してくださ
い。

エラーの発 生 時 に Post を続 行 するように設 定 するには
1. ターゲット システムで、ディレクト リを SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リに変更します。
2. oramsglist ファイルを見つけます。
3. 複製がアクティブでない場合は、このファイルをテキスト エディタで開きます。複製がアクティブな場合は、このファイ
ルのコピーを作成し、コピーをテキスト エディタで開きます。
4. 1 行目 の数値を、追加するエラーの数に合わせて増やします。この数値は、ファイル内のエラーの合計数と同じで
ある必要があります。たとえば、以下のファイルには 10 個のエラーがリスト されています。
ora@sys1dad > vi oramsglist
10
604
900
902
908
909
910
911
932
960
1026
5. 前の例に示すように、ファイルの末尾 から開始して、1 行に 1 つずつ、各 Oracle または SharePlex エラーの番号
を追加します。メッセージを数字の順に並べる必要はありません。
6. ファイルを保存してクローズします。
7. Post を停止します( 実行されている場合) 。
sp_ctrl> stop post
8. oramsglist ファイルのコピーを編集した場合は、コピーを元の名前の oramsglist として保存します。
9. SP_OPO_CONT_ON_ERR パラメータの値を 1 に変更します。
sp_ctrl> set param SP_OPO_CONT_ON_ERR 1
10. Post を開始します。
sp_ctrl> start post

ODBC エラーの発生時の post の続行
オープンターゲット に有効
SharePlex でオープンターゲット ターゲット に post する場合、特定の ODBC エラーを無視して処理を続行するように Post
を設定できます。Post は、エラーを SharePlex イベント ログに書き込みます。また、エラーとその原因となった SQL 文をエ
ラーログに書き込みます。このログファイルの名前は ID_errlog.sql です。ここで、ID はデータベース識別子です。このファ
イルは、SharePlex 変数データディレクト リの data ディレクト リに格納されます。これらのログの詳細については、「イベント
およびエラーの表示」を参照してください。
重要： この機能を使用する際には注意が必要です。隠れた非同期状態になることがあります。このパラメータは、複製の
遅延がターゲット ユーザーによって許容されず、一部のデータが非同期になることが許容される場合にのみ有効にします。
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SID_errlog.sql ログを頻繁にチェックして、複製の問題の原因となる可能性のあるエラーがあるかどうかを確認してくださ
い。

エラーの発 生 時 に Post を続 行 するように設 定 するには
1. ターゲット システムで、ディレクト リを SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リに変更します。
2. データベースに応じて、以下のいずれかのファイルを見つけます。これらのファイルは内容が空の状態でインスト ー
ルされています。
ファイル名

サポート されるデータベース

postgresmsglist

PostgreSQL

sqlservermsglist

Microsoft SQL Server

sybasemsglist

SAP Adaptive Server Enterprise( ASE)

tdmsglist

Teradata

注： メッセージファイルにリスト されている場合でも Post が停止する特定のエラーがあります。
3. 複製がアクティブでない場合は、このファイルをテキスト エディタで開きます。複製がアクティブな場合は、このファイ
ルのコピーを作成し、コピーをテキスト エディタで開きます。
4. 例に示すように、ファイルの末尾 から開始して、各エラーの番号を追加します。メッセージを数字の順に並べる必
要はありません。
例：
sqlservermsglist:
8102
8180
544
2627
3621
5. ファイルを保存してクローズします。
6. Post を停止します( 実行されている場合) 。
sp_ctrl> stop post
7. 元のファイルをコピーした場合は、元の名前で保存します。
8. SP_OPX_CONT_ON_ERR パラメータの値を 1 に変更します。
sp_ctrl> set param SP_OPX_CONT_ON_ERR 1
9. Post を開始します。
sp_ctrl> start post
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DDL エラーが存在する場合の Post の続行
Post はデフォルト で、DDL エラーで停止します。通常、エラーは DDL がソースシステムで実行されたデータベースコン
ポーネント がターゲット データベースに存在しないことを示します。SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR パラメータのデフォ
ルト 設定では Post が DDL エラーで停止するため、そのオブジェクト に対する後続の DML は失敗しません。このた
め、問題を修正してデータベースの同期を維持できます。このパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガ
イド 』を参照してください。

エラー時の再試行回数を増やす
Post は特定の操作が失敗すると、再試行で成功する可能性がある場合は再試行します。Post が再試行する主な操
作は、TNS 書き込み失敗、接続失敗、Post が TRUNCATE を適用する必要があるときのテーブルへのロックです。
失敗した操作が成功する見込みを増加するには、Post がより多くの回数操作を試行するように、SP_OPO_RETRIES_
MAX パラメータを増加します。同時に、SP_OPO_RETRY_DELAY_TIME パラメータを増加して、試行の間の時間間
隔を増加します。こうすることで、試行の間にロックなどのブロッキング操作を解決する十分な時間を確保できます。
Post プロセスがエラー時に続行するように設定されている場合( SP_SYS_SUSPEND_ON_ERROR=0) 、またはエラー
メッセージが oramsglist ファイルに記載されている場合、Post はキューで次のト ランザクションに移動します。それ以外の
場合、Post は最大試行回数に達した後に停止します。
重要： このパラメータを減少すると、データが queue に蓄積し、使用可能なディスクスペースを超過することがあります。
詳細については、『SharePlex リファレンスガイド 』の SP_OPO_RETRIES_MAX に関する説明を参照してください。

非同期操作を含むト ランザクションの処理
非同期状態を処理するように Post を設定できます。デフォルト の動作と代替の動作を以下に示します。

非同期エラーに対する Post のデフォルト の処理
ト ランザクションに非同期操作が含まれる場合の Post のデフォルト 動作では、ト ランザクション内の他の有効な操作の処
理を続行し、遅延を最小限に抑えて、ターゲット をできるだけ最新の状態に維持しようとします。遅延は、ソースト ランザク
ションが発生してからターゲット に適用されるまでの時間です。異常なト ランザクション量やネット ワークト ラフィックの遮断な
ど、さまざまな要因が複製の遅延時間に影響を及ぼします。
Post は、非同期操作の SQL 文とデータを ID_errlog.sql ログファイルにログとして記録します。ここで、ID はデータベース
の識別子です。このファイルは、ターゲット システム上の変数データディレクト リの log サブディレクト リ内にあります。

非同期エラーの発生時に停止する
次のパラメータを 1 に設定することで、Post の非同期状態が発生したときに Post を停止するように設定できます。
l

Oracle ターゲット ： SP_OPO_OUT_OF_SYNC_SUSPEND

l

オープンターゲット のターゲット ： SP_OPX_OUT_OF_SYNC_SUSPEND

この機能を使用する場合は、複製を頻繁に監視してください。Post が停止すると、遅延が大きくなり、データがキューに
蓄積されます。詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』のパラメータに関するド キュメント を参照してください。
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非同期エラーが発生した場合にト ランザクションをロー
ルバックする
ト ランザクション内のいずれかの操作によって非同期エラーが生成された場合、そのト ランザクションをロールバックおよび破
棄するように Post を設定できます。ト ランザクション全体が SQL ファイルにログとして記録されますが、ターゲット には適用
されません。SQL ファイルを編集して無効な DML を修正してから、SQL ファイルを実行してト ランザクションを適用できま
す。この機能は、SP_OPO_SAVE_OOS_TRANSACTION を 1 に設定すると有効になります。
詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』のパラメータに関するド キュメント を参照してください。
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15

データのト ランスフォーメーション
このト ピックでは、SharePlex のト ランスフォーメーション機能の使用方法を説明します。ト ランスフォーメーションでは、ター
ゲット に post する前に、または post する代わりに、SharePlex がデータを操作できます。

コンテンツ
ト ランスフォーメーションの概要
ト ランスフォーメーションを使用する場合の考慮事項
ト ランスフォーメーションの展開

ト ランスフォーメーションの概要
ト ランスフォーメーションは、SQL 操作をターゲット データベースに適用する代わりに、PL/SQL プロシージャ( ト ランスフォー
メーション ルーチンとして定義) を呼び出すよう Post プロセスに指示します。ト ランスフォーメーションでは、ターゲット に
post する前に、または post する代わりに、複製データを操作できます。
たとえば、ソーステーブルとそのターゲット テーブルの構造が異なっている場合( 人のファースト ネームとラスト ネームがソース
テーブルでは 1 つの列に収まるが、ターゲット テーブルでは別々の列に分かれるというような場合) 、ト ランスフォーメーション
ルーチンを書いて、複製が成功するように列に合わせてデータを変換できます。ト ランスフォーメーションルーチンを使用す
ると、データ型、測定単位、またはキャラクタセット を変換できます。データベースト リガの代わりにこのルーチンを使用する
と、その他の多くのビジネス要件に対しても入出力オーバーヘッド を軽減できます。
テーブルにト ランスフォーメーションを指定すると、Post は複製データに対して何も動作を行いません。その代わり、ト ランス
フォーメーションルーチンにデータ値を渡します。これにより、データの形式とデスティネーションの両方をこのプロシージャで
制御できるようになります。ターゲット テーブルに post するか、または別の場所に post するか、あるいは両方に post できま
す。そのため、ルーチンを書く場合、posting に必要な SQL 操作をプロシージャに含める必要があります。

サポート されるデータベース
Oracle
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サポート される複製方法
ト ランスフォーメーションは、同一の構造やデータの維持を気にせずに、SharePlex を用いてテーブルからテーブルへとデー
タを転送する便利な方法です。これは、レポート 、ブロード キャスト 、データマート およびデータウェアハウスアプリケーション
にとって実用的なものです。
ト ランスフォーメーションは、peer-to-peer または high-availability 複製環境には適していません。High availability に
は、複製によって同期が維持される同一のデータベースが必要です。peer-to-peer 複製の場合、SharePlex は、同じ記
録にいくつかの変更が同時に加えられるときの競合を検出および解決できます。データが変換される場合、同期を確認
して競合を検出する値の前後では SharePlex は比較できません。

サポート される操作
ト ランスフォーメーションは、INSERT、UPDATE および DELETE 操作のみをサポート します。プロシージャを開発するとき
は、次のような作業を実行できます。
l

l

3 種類の操作タイプすべてについて共通の 1 つのプロシージャを作成することも、操作タイプごとに 1 つのプロシー
ジャを作成することもできます。
すべてのテーブルについて共通の 1 つのプロシージャを使用することも、テーブルごとに異なるプロシージャを使用す
ることもできます。SharePlexでは、テーブルを指定するのにワイルド カード を使用できます。

個々のテーブルのト ランスフォーメーションルーチンが指定されており、そのテーブルが別のルーチンが指定されているテーブ
ルのグループの一部である場合、関連の DML 操作が発生すると、そのテーブルにはテーブル固有のルーチンのみが使
用されます。

ト ランスフォーメーションを使用する場合の考
慮事項
ト ランスフォーメーションはデータを変化させ、SharePlex はそのデータを post しないため、ト ランスフォーメーションでは複
製動作に変化はありません。これは、SharePlex 処理のカスタマイズです。ト ランスフォーメーション手順が成功するよう
に、ト ランスフォーメーションを実装する前に、次の考慮事項を確認してください。

権限
ト ランスフォーメーションを行うために PL/SQL を介してアクセスされるテーブルは、SharePlex に対するオブジェクト の所有
者から明示的に許可された権限を必要とします。

キー
ト ランスフォーメーションを使用するすべてのテーブルには PRIMARY または UNIQUE キーが必要です。SharePlex は
キーを用いて UPDATE および DELETE のターゲット 行を特定し、これにより UPDATE のターゲット テーブルからト ランス
フォーメーションルーチンに値を返すことができます。ターゲット システムではキーを変更しないでください。さもないと、
SharePlex はルーチンに値を渡すための行を特定できなくなります。

ルーチンのテスト
ト ランスフォーメーションルーチンを作成する前に、そのルーチンをテスト して、意図したとおりに機能すること、およびある
ルーチンが別のルーチンに対して反作用しないことを確認します。データが変換される場合、SharePlex では前後の値を
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比較して同期を確認することはできません。これはルーチンが正しく実行されているかどうかの目安となります。同期を確
認する唯一の方法は、compare コマンド を key オプションとともに使用することです。このオプションは比較をキー値のみ
に制限し、同期を完全に確認するわけではありません。欠落した行や余分な行を検出するだけです。ターゲット データが
変換されたため、これは非キー列の値がソース列の値と適切な相関関係にあるかどうかは示しません( 示すことができませ
ん) 。
したがって、repair コマンド でデータを再同期することはできません。勤務先の業務規則やデータベース環境に基づいて
独自の再同期プロシージャを考案する必要があります。

日付
SharePlex ト ランスフォーメーションのデフォルト の日付フォーマット は、MMDDYYYY HH24MISS です。デフォルト の日付
のテーブルはそのフォーマット を使用しますが、そうでない場合、ト ランスフォーメーションではエラーが返されます。デフォルト
の日付のテーブルを作成する前に、次のコマンド を使用して SQL*Plus の日付フォーマット を変更します。
ALTER SESSION SET nls_date_format = 'MMDDYYYYHH24MISS'

他 の考 慮 事 項
l

l

l

ト ランスフォーメーションは LOB および LONG 列に対する変更をサポート しません。
プロシージャにデータを渡す場合の処理オーバーヘッド はプロシージャ自体を実行する処理オーバーヘッド と組み
合わされ、通常の複製および posting に比べると、ターゲット システムにおけるパフォーマンス全体を低下させま
す。
同一の PL/SQL パッケージが generic conflict resolution とト ランスフォーメーションの両方に使用されます
( 名前は sp_cr) 。generic conflict resolution またはト ランスフォーメーションの「どちらか一方」を使用する
か、またはどちらも使用しません。変換されたテーブルは SharePlex によって比較できないため、conflict
resolution は成功しません。両方が使用される場合、SharePlex はト ランスフォーメーションルーチンのみを呼び
出します。適切であれば、generic conflict resolution およびト ランスフォーメーションを同じ設定の異なるテー
ブルに使用することができます。conflict resolution の詳細は、「複数のピアデータベースを保持するための複製
の設定」を参照してください。

ト ランスフォーメーションの展開
ト ランスフォーメーションは次の手順で展開します。
l

変換するソーステーブルおよびターゲット テーブルの構成エント リを作成します。ト ランスフォーメーションを使用する
テーブルの特別な構成プロシージャはありません。他のテーブルの場合と同様に構成します。「設定ファイルの作
成方法」を参照してください。

l

ト ランスフォーメーションルーチンの作成。

l

ト ランスフォーメーションファイルの完成。

ト ランスフォーメーションルーチンの作成
動的な PL/SQL 手続き型言語を使用してト ランスフォーメーションルーチンを作成します。パブリックパッケージ sp_cr で
定義されたパラメータとレコード およびテーブルの構造を使用します。このパッケージは、データベースの SharePlex スキー
マにインスト ールされています。このパッケージは、次のパラメータを使用します。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
データのトランスフォーメーション

223

プロシージャインターフェイス
このテンプレート に従ってプロシージャを作成します。
(table_info in outsplex.sp_cr.row_typ, col_values insplex.sp_cr.col_def_tabtyp)
ここで、
l

splex は、SharePlex スキーマです。

l

sp_cr は、PL/SQL レコード およびテーブル構造を含むパッケージの名前です。

l

l

row_typ は、in 変数および out 変数を渡す PL/SQL レコード の名前です( 「パッケージ定義」を参照してくだ
さい) 。
col_def_type は、列情報を格納する PL/SQL テーブルの名前です( 「col_def_type テーブル」を参照してく
ださい) 。

パッケージ定 義
SharePlex は、SharePlex データベーススキーマの sp_cr という名前のパブリックパッケージに PL/SQL レコード および
テーブル構造を定義します。このパッケージは、次のパラメータを使用します。
"CREATE or REPLACE PACKAGE %s.sp_cr AS
"TYPE row_typ IS RECORD
"(src_host VARCHAR2(32),
"src_ora_sid VARCHAR2(32),
"src_ora_time VARCHAR2(20),
"source_rowid VARCHAR2(20),
"target_rowid VARCHAR2(20),
"statement_type VARCHAR2(6),
"source_table VARCHAR2(78),
"target_table VARCHAR2(78), \n\t"
"oracle_err NUMBER,
"status NUMBER,
"action NUMBER,
"reporting NUMBER
");

IN 変 数
競合を引き起こす行操作のたびに、SharePlex はこのメタデータ情報をプロシージャに渡します。
変数

説明

src_host

( 操作が発生した) ソースシステムの名前。これには大文字と小文字の区別が
あり、たとえば SysA というようにソースシステムと同じ大文字／小文字を用い
て渡されます。指定した post キューがターゲット システムで使用中である場
合、この変数は、たとえば postq1 というように post キュー の名前で構成され
ます。

src_ora_sid

ソースデータベースの ORACLE_SID。これには大文字と小文字の区別があ
り、Windows レジスト リまたは V$PARAMETER テーブルの oratab ファイルと
同じ大文字／小文字を用いて渡されます。

src_ora_time

ソース REDO ログ内の変更レコード のタイムスタンプ。

source_rowid

ソース行の行識別子。これは、たとえば ‘123456’ というように一重引用符で
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変数

説明
囲まれたリテラルとして渡されます。

target_rowid

ターゲット データベース内の対応する行の行識別子。SharePlex は、ターゲッ
ト データベースへのクエリによって行識別子を取得します。これは、たとえば
‘123456’ というように一重引用符で囲まれたリテラルとして渡されます。
PRIMARY キーを使用しても行が見つからない場合、値は NULL です。

statement_type

I、U または D のいずれかの文字。操作が INSERT 文、UPDATE 文、
DELETE 文のいずれであるのかを示します。

source_table

ソーステーブルの所有者および名前。 owner.table 形式で記述します。この値
には大文字と小文字の区別があり、データベースでテーブルが指定される方法
に一致します。これは、たとえば "scott"."emp." というように二重引用符で囲ま
れて渡されます。

target_table

ターゲット テーブルの所有者および名前。 owner.table 形式で記述します。こ
の値には大文字と小文字の区別があり、データベースでテーブルが指定される
方法に一致します。これは、たとえば "scott"."emp." というように二重引用符で
囲まれて渡されます。

oracle_err

プロシージャが競合解決とト ランスフォーメーションのどちらに使用されるかに応
じて異なります。
ト ランスフォーメーション：SharePlex はこの変数については 0 の値を渡します。
この変数は、conflict resolution に対してのみ使用します。
競合解決： 競合を引き起こした Oracle エラー番号。

OUT 変 数
これらの変数は、プロシージャが成功したか失敗したかに応じて、SharePlex の動作を指示します。
変数

説明

status

プロシージャが成功したかどうかを定義します。このパラメータについては、値を
指定する必要があります。
l

0 の値は実行に成功したことを意味します。プロシージャが競合解決と
ト ランスフォーメーションのどちらに使用されるかに応じて、動作が異な
ります。
ト ランスフォーメーション：Post は SQL を書き込みません。ト ランス
フォーメーション が成功すると、SharePlex は Event Log にはいかなる
エラーメッセージも書き込みません。post キューの次の複製操作を読
み込んで処理を継続します。

l

l

l

競合解決：0 の値は SharePlex に SQL 文の処理を進めるよう指示
します。conflict resolution が成功すると、SharePlex は Event Log
にはいかなるエラーメッセージも書き込みません。
1 の値はプロシージャが成功しなかったことを示します。この場合、
SharePlex が行う動作は、 action 変数として指定する内容によって
決まります。
( ト ランスフォーメーションのみ) 7 の値は実行に失敗したことを意味し、
Post プロセスの停止を指示します。
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変数

説明

action

SharePlex で実行するアクションを定義します。これは、プロシージャがト ランス
フォーメーションと競合解決のどちらに使用されるかに応じて異なります。
ト ランスフォーメーション：このパラメータについては 0 の値を指定する必要があり
ます。この値は、SQL 文を post しないよう SharePlex に指示します。ト ランス
フォーメーションルーチンは、ト ランスフォーメーションの結果をターゲット テーブル
または別のテーブルのどちらかに post します。この動作の結果は、reporting
変数について指定する内容によって決まります。
競合解決：競合解決プロシージャが失敗 した結果として実行するアクションを
指定します。このパラメータについては、値を指定する必要があります。
l

l

l

reporting

0 の値は SharePlex が SQL 文を post 「しない」よう指示します。この
動作の結果は、reporting 変数について指定する内容によって決まり
ます。
1 の値は SharePlex の内部使用のために保持されます。この値は使
用しないでください。
conflict resolution ファイルが存在する場合、SharePlex がファイルに
一覧化した次の conflict resolution プロシージャを試行するよう指示
します。

プロシージャの失敗をどのように SharePlex が報告するかを決定します。この
パラメータについては、値を指定する必要があります。
l

l

l

0 の値は、エラーを報告したり、失敗した SQL 文を SID_errlog.sql ロ
グに書き込んだりしないよう SharePlex に指示します。
1 と 2 の値は、SharePlex の内部での使用のために保持されます。こ
れらの値は使用しないでください。
3 の値は、失敗した SQL 文を SID_errlog.sql ログに書き込んで、エ
ラーを Event Log に出力するよう SharePlex に指示します。

col_def_type テーブル
SharePlex は、複製した操作ごとに col_def_tabtyp PL/SQL テーブルを作成します。このテーブルには、列情報が格納
されます。これは、プロシージャがト ランスフォーメーションと競合解決のどちらに使用されるかに応じて異なります。
l

ト ランスフォーメーション：SharePlex は行操作ごとに、列情報を col_def_type に書き込みます。

l

競合解決：競合を引き起こす各行操作に対し、SharePlex は列情報を col_def_tabtyp に書き込みます。

SharePlex が行を特定できない場合、すべてのフィールド が値を備えているわけではないにもかかわらず、SharePlex は
ルーチンにすべてのフィールド を渡します。
col_def_tabtyp テーブルに値を設定するためのデータ型を以下に示します。
type col_def_typ is record
(column_name
user_tab_columns.column_name%type
,datatype
user_tab_columns.datatype%type
,is_key boolean
,is_changed
boolean
,old_value
varchar2(32764)
,new_value
varchar2(32764)
,current_value varchar2(32764)
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);
type col_def_tabtyp is table of col_def_typ

col_def_tabtyp の説 明
列

説明

column_name

たとえば emp_last_name というように、ソーステーブルから複製された列の名
前をプロシージャに伝えます。この値には、大文字と小文字の区別はありませ
ん。

datatype

たとえば VARCHAR2 というように、複製された列のデータのデータ型をプロ
シージャに伝えます。この値は常に大文字です。

is_key

列がキー列であるかどうかをプロシージャに伝えます。キー列である場合、
SharePlex は TRUE の値を渡します。キー列の一部でなければ、SharePlex
は FALSE の値を渡します。

is_changed

列の値が変更されたかどうかをプロシージャに伝えます。値が変更されている
場合、SharePlex は TRUE の値を渡します。列が変更されていなければ、
SharePlex は FALSE の値を渡します。
l

l

INSERT の場合、データベースには列が存在しないため、is_
changed は非NULL の値に対してTRUEです。NULL の値が挿入さ
れると、is_changed は FALSE になります。
UPDATE の場合、is_changed は非キー列に対して TRUEです。
キー列の場合、is_changed は通常 FALSE です。ただし、
SharePlex は、変更されたキー列の値を渡します。
競合解決のみ：ターゲット システムでキー値も変更された場合、
SharePlex が正しい行を特定できず、競合解決が失敗することがあり
ます。

l

old_value

DELETE の場合、SharePlex は DELETE 文のキーの値のみを複製
するため、is_changed は常に FALSE です。

複製した列の古い値がソースシステムで変更される前にその値をプロシージャ
に伝えます。INSERT の前にターゲット データベースに行が存在しなかったた
め、この列は INSERT に対して NULL です。
競合解決のみ：これは、SharePlex が UPDATE と DELETE のための同期
チェックの一部としてソースおよびターゲット 列を比較したプリイメージです。
SharePlex によって渡された古い値がターゲット 行から取得した current_
value 値と一致しない場合、競合が存在します。

new_value

複製した列がソースシステムで変更されたときにその新しい値をプロシージャに
伝えます。

current_value

ターゲット テーブルの列の現在の値をプロシージャに伝えます。SharePlex が
ターゲット 行を特定できない場合、値は NULL です。

操 作 タイプごとの col_def_tabtyp テーブルのエント リの例
次のテーブルは、操作のそれぞれのタイプについて起こり得る結果を示しています。
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INSERT 操 作
column_name

is_changed

old_value

new_value

current_value1

is_key

C1

TRUE

NULL

bind

NULL

FALSE

C2

TRUE

NULL

bind

NULL

TRUE

C3

FALSE

NULL

NULL

NULL

TRUE | FALSE

1

INSERT が失敗した場合、その原因は同じ PRIMARY キーを持つ行がすでにターゲット データベースに存在することに
あります。SharePlex は INSERT に現在の値を返しません。

UPDATE 操 作
column_name

is_changed

old_value

new_value

current_value1、2

is_key

C1

TRUE

bind

bind

NULL | target_value

FALSE

C2

FALSE

bind

NULL

NULL | target_value

TRUE

C3

TRUE

bind

bind

NULL | target_value

TRUE

1(

競合解決) UPDATE が失敗した場合、その原因は SharePlex が PRIMARY キーおよびプリイメージを使用して行を
見つけられないことにあります。行が見つからない場合、SharePlex は、PRIMARY キーのみを使用して行を検索します。
行が見つかった場合、SharePlex は、変更された列だけでなくキー列についても現在の値を返します。SharePlex が
PRIMARY キーのみを使用して行を見つけることができない場合、SharePlex は NULL を返します。
2(

ト ランスフォーメーション) UPDATE の場合、ト ランスフォーメーションのためにプリイメージが異なっているので、
PRIMARY キーとプリイメージを使用しても SharePlex は行を特定できません。別の方法として、PRIMARY キーのみを
使用して行を検索します。行が見つかった場合、SharePlex は、変更された列だけでなくキー列についても現在の値を返
します。PRIMARY キーのみを使用して行を特定できない場合、current_value は NULL です。

DELETE 操 作
column_name

is_changed

old_value

new_value

current_value1

is_key

C1

FALSE

bind

NULL

NULL

TRUE

1

DELETE が失敗した場合、その原因は SharePlex が PRIMARY キーを使用して行を見つけられないことにあります。
したがって、SharePlex は NULL を返します。

ト ランスフォーメーションファイルの完成
SQL 操作を post する代わりにト ランスフォーメーションルーチンを呼び出すよう SharePlex に指示するには、
transformation.SID ファイルを使用します。ここで、SID はターゲット データベースの ORACLE_SID です。SQL 操
作を実行する前に、Post はこのファイルを読み込んで、呼び出すト ランスフォーメーションルーチンがあるかどうかを判断し
ます。

このファイルの場 所
空の transformation.SID ファイル( SID はターゲット インスタンスの ORACLE_SID) は、SharePlex がインスト ールされた
ときに、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リに含まれています。ターゲット システム上にあるこのファイ
ルを使用してください。
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このファイルが存在しない場合は、ASCII テキスト エディタを用いて ASCII フォーマット で作成します。
transformation.SID という名前を付けてください。ここで SID はターゲット インスタンスの ORACLE_SID です。注：SID に
は、大文字と小文字の区別があります。
重要! transformation.SID ファイルは、アクティブな設定ごとに 1 つだけです。

ファイル内 にエント リを作 成 する方 法
次のテンプレート を使用して、プロシージャを 1 つまたは複数のオブジェクト および操作タイプにリンクします。
owner.object

{i | u | d | iud}

owner.procedure

ここで、
l

l

l

owner.object は、target オブジェクト の所有者と名前、またはワイルド カード エント リです( 「構文ルール」を参照
してください) 。
i| u | d は、指定された手続きによって変換される操作のタイプです。id や iud のように、任意またはすべての操作
タイプを指定できます。大文字と小文字のどちらも有効です。
owner.procedure は、指定されたオブジェクト および操作タイプを処理するプロシージャの所有者名およびプロ
シージャ名です。

構 文 ルール
l

l

l

l

オブジェクト 指定、操作タイプ指定、およびプロシージャ指定の間には、1 つ以上のスペースが必要です。
LIKE 演算子と SQL ワイルド カード ( %) を使用して、検索文字列によって複数のオブジェクト を指定できます( 例
を参照してください) 。
1 文字のワイルド カード を表すには、アンダーライン( _) を使用できます。アンダーラインが含まれるテーブル名の場
合( emp_sal など) 、SharePlex は、バックスラッシュ( \) については、アンダーラインをワイルド カード ではなくリテラ
ルとして表すエスケープ文字として認識します( 例：like:scott.%\_corp\_emp) 。LIKE 演算子を使用しない場
合は、オブジェクト 名にアンダーラインが含まれていてもバックスラッシュのエスケープ文字は不要です。
コメント 行はファイルの任意の場所に使用できます。コメント 行はパウンド ( #) 記号で開始します。

ト ランスフォーメーションファイルの例
scott.sal
like:scott.%\_corp\_emp
like:scott%
scott.cust

IUD
IUD
IUD
U

scott.sal_tr
scott.emp_tr1
scott.emp_tr2
scott.sal_tr

複 製 中 にファイルを変 更 する方 法
ト ランスフォーメーションファイルは複製中にいつでも変更して、テーブルやプロシージャを追加したり削除したりできます。
ファイルを変更したら、Post プロセスを停止して再起動します。
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16

SharePlexセキュリティ機能の設定
SharePlex には、ローカルシステム上の複製データやネット ワーク上で送信中の複製データを保護する、さまざまなセキュ
リティ機能があります。この章では、これらの機能を設定および使用するためのガイド ラインを説明します。

コンテンツ
SharePlex との接続のセキュリティ保護
SSH によるデータのセキュリティ保護
ネット ワーク上でのデータの暗号化
セキュリティグループへの SharePlex ユーザーの割り当て

SharePlex との接続のセキュリティ保護
SharePlex には、特定のリモート システムの SharePlex プロセスがサービスやコマンド の要求のためにローカルシステムに
接続するのを許可するかどうかを確認するホスト 認証セキュリティ機能があります。ホスト 認証を実装するには、
SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リに auth_hosts という名前の ASCII テキスト ファイルを作成し、
接続許可を付与されているシステムの名前をそのファイルに書き込みます。

必要条件
l

l

l

l

使用する場合は、auth_hosts ファイルに有効なエント リが含まれる必要があります。このファイルが存在していて
も空であったり、不正なエント リが含まれていたりすると、SharePlex はイベント ログに次のようなメッセージを送りま
す。unauthorized connection attempt.
auth_hosts がシステムに存在しない場合、sp_cop への接続を試みるすべてのシステムからのあらゆる要求を
SharePlex は受け入れます。
ローカルシステムの名前は、このファイルの最初の非コメント 行に記載されている必要があります。これに該当しな
い場合、ホスト 認証は機能しません。
コメント を含む、すべてのエント リの末尾は改行であることが必要です。

auth_hosts ファイルを設 定 するには
注： コメント 行の先頭には、ポンド 記号( #) を付けます。
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1. vi( Unix および Linux) 、NotePad( Windows) 、ワード パッド ( Windows) などの ASCII テキスト エディタを起動し
て空白のファイルを開きます。Unix および Linux のテキスト エディタを使用する場合は、エディタを起動する前に
SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リにディレクト リを変更します。
2. 最初の非コメント 行に、Localhost.mycorp.com のように、ローカルシステムのフルマシン名を入力します。
3. 次の非コメント 行に、次のいずれかを入力します。
値

説明

all

すべてのリモート システム上のプロセスに対して接続権限を付与します。

hostname

指定したホスト に対して接続権限を付与します。 remotehost.mycorp.com のように、完
全修飾マシン名を入力します。必要な数だけ( 1 行に 1 つずつ) 、ホスト 名を指定します。

4. このファイルを auth_hosts という名前で、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リ内に保
存します。複数の sp_cop インスタンスを実行している場合、このファイルを必ず正しい変数データディレクト リに
保存します。

例：
ローカルホスト 名は、最初の非コメント 行に記載されています。
#Comment: first line is local host name.
Localhost.mycorp.com
#Comment: remaining lines are remote hosts.
remotehost.mycorp.com
remotehost2.mycorp.com
remotehost3.mycorp.com

SSH によるデータのセキュリティ保護
SharePlex は SSH® Secure ShellTM ユーティリティを使用して、ネット ワークサービス( セキュアでないネット ワークでのセ
キュアなリモート ログインやその他のサービス) を暗号化します。

必要条件
l

l

l

l

SSH ソフト ウェアを購入してインスト ールします。SSH は Shareplex には含まれていません。
SharePlex で SSH を利用する場合は、SSH 構成においてローカルポート フォワーディング( ト ンネリングとも呼ば
れる) を使用する必要があります。ポート フォワーディングにより、安全な SSH セッションを確立し、そのセッションを
介して TCP 接続を行うことができます。
SharePlex は、ソースシステムと 1 つのターゲット システムの間で SSH ソフト ウェアと連携するように設定できま
す。ソースが複数のターゲット に複製される場合、SSH で設定できるルート は 1 つに限定されます。
この機能は、Unix と Linux でサポート されています。
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SSH を使 用 するように SharePlex をセットアップするには
1. ソースおよびターゲット システムで、ト ンネルポート として利用可能なローカルポート を選択します。ピアト ゥピアおよ
び高可用性レプリケーションでは、ポート は両方のシステムで同じ番号であることが必要です。その他の複製方
法では、システムごとに異なるポート を選択します。
2. ソースシステムで、次のコマンド をコマンド プロンプト から発行します。このコマンド は、ターゲット システムに接続して
ト ンネルをセット アップします。
$ ssh -L source_port:target_host:target_port userid@target_host -N -f
ここで、
l

-L は、( クライアント として機能する) ローカルホスト で指定したポート を、リモート ホスト およびポート に転送
することを指定します。

l

source_port は、ソースシステム上のポート 番号です。

l

target_host は、ターゲット システムの名前です。

l

target_port は、ターゲット システム上のポート です。

l

l

l

userid は、Unix および Linux ユーザー ID です。パスワード を指定するように、プロンプト が表示され
ます。
-N は、リモート コマンド を実行しないという指定です。この指定は、ポート の転送( プロト コルバージョン 2
のみ) に限定して使用されます。
-f は、コマンド の実行直前に SSH シェルがバックグラウンド で動作するように強制的に設定します。この
引数を省略した場合、使用しているターミナルウィンド ウを開いたままにする必要があります。SSH は、
nohup では起動できません。

これらのコマンド の詳細については、SSH のド キュメント を参照してください。
3. ( 複数の SharePlex インスタンスを使用している場合) ソースシステムで、SSH をセット アップしている sp_cop の
インスタンス用に正しい変数データディレクト リをエクスポート します。
ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=/full_path_of_variable-data_directory
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
4. ソースシステムで、sp_cop を開始します。SharePlex を起動する場合の詳細については、「SharePlex の実
行」を参照してください。
5. ソースシステムで、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。
6. sp_ctrl で、SP_XPT_USE_LOCALHOST パラメータを次のいずれかの方法で設定します。
l

ターゲット システムが 1 つだけの場合は、次の構文でパラメータを設定します。
sp_ctrl> set param SP_XPT_USE_LOCALHOST 1

l

複数のターゲット が存在する場合は、次のコマンド を使用して、SSH を使用するターゲット へのト ンネルを
セット アップします。別のターゲット システムへの複製は、通常の方法で直接接続します。
sp_ctrl> set param SP_XPT_USE_LOCALHOST to host 1

ここで、host は、ト ンネルを使用するターゲット システムの名前です。
7. sp_ctrl で、list param コマンド を modified オプション付きで使用して、パラメータ設定を確認します。設定が正
しい場合、この時点で設定をアクティベート できます。
sp_ctrl> list param modified
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8. アクティブな設定が存在する場合は、sp_cop をいったん停止してから開始して、新しいパラメータ設定をアクティ
ブにします。
sp_cop を停止するには
sp_ctrl> shutdown /productdir/bin/sp_cop &
sp_cop を開始するには
$ /productdir/bin/sp_cop &

ネット ワーク上でのデータの暗号化
SharePlex の暗号化には、ネット ワーク上の複製データを暗号化する機能があります。SharePlex は、業界標準の
Advanced Encryption Standard( AES) 暗号化を採用しています。
Export プロセスは暗号化が実行されるかどうかと、キーのサイズを制御します。また、これらの要因について、Import プロ
セスと情報をやり取りします。

暗 号 化 を設 定 するには
1. 「暗号化ガイド ライン」を確認してください。
ソースシステム側
2. SP_XPT_ENABLE_AES パラメータを 1 に設定することで、SharePlex での暗号化を有効にします。「ソースシ
ステムでの暗号化の有効化」を参照してください。
3. ( オプション) SP_XPT_AES_KEY_LENGTH パラメータを必要な長さ( 128( デフォルト ) 、192、256 ビット ) に設
定することで、キーのサイズを設定します。「ソースシステムでのキーサイズの設定」を参照してください。
4. create encryption key コマンド を実行することで、暗号化キーを作成します。「ソースシステムでの暗号化キー
の作成」を参照してください。
ソースおよびターゲット システム側
5. set encryption key コマンド を実行します。「ソースおよびターゲット でのキーの設定」を参照してください。
ソースシステム側
6. Export をいったん停止してから開始して、SP_XPT_ENABLE_AES パラメータをアクティベート します。

暗号化ガイドライン
l

l

SharePlex インスタンス内のすべての Export プロセスに対して 1 つの暗号化キーを使用します。
SharePlex のバージョンは、ソースとターゲット の両方で、暗号化をサポート しているバージョン( バージョン 8.6.3
以降) であることが必要です。

ソースシステムでの暗号化の有効化
ソースシステムで、Export パラメータ SP_XPT_ENABLE_AES を 1 に設定します。デフォルト では、このパラメータは 0
( 暗号化は無効) に設定されています。
sp_ctrl> set param sp_xpt_enable_aes 1
暗号化の設定が終了したら、Export を再開して、この設定をアクティベート します。
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ソースシステムでのキーサイズの設定
デフォルト では、AES キーサイズは 128 ビット です。キーサイズを 192 または 256 ビット に増やすには、ソースシステム
で Export パラメータ SP_XPT_AES_KEY_LENGTH を必要な長さに設定します。このパラメータは、Export の次回の
開始時に有効になります。
sp_ctrl> set param sp_xpt_aes_key_length {128 | 192 | 256}

ソースシステムでの暗号化キーの作成
ソースシステムの sp_ctrl で、次のコマンド を発行します。
sp_ctrl> create encryption key
このコマンド は、次の例のように、ランダムに生成された AES キーを返します。
E5F5D4CBA329D2C86B5D7ABA096C18600595490129F55A1422AAB0248B28D0E4
注： このコマンド は、キーを生成するだけです。ユーザーがすべてのシステムでキーを設定 する必要があります。
「ソースおよびターゲット でのキーの設定」を参照してください。

ソースおよびターゲット でのキーの設定
暗号化キーはソースシステムに加えて、すべてのターゲット システムで設定する必要があります。

キーを設 定 するには
ソースおよびターゲット システムの sp_ctrl で、次のコマンド を発行します。
sp_ctrl> set encryption key key
コンポーネント

説明

key

create encryption key コマンド によって生成された暗号化キー。このキーは、create
encryption key によって生成されたすべての値に設定する必要があります。64 バイト 長であるこ
とが必要です。
追加のオプションを指定しなければ、このコマンド はすべてのルート に影響を及ぼします。
例：
sp_ctrl> set encryption key
E5F5D4CBA329D2C86B5D7ABA096C18600595490129F55A1422AAB0248B28D0E4

例：
次の例では、暗号化キーを作成して設定しています。
ソースシステム側：
sp_ctrl> create encryption key
ターゲット 1 側
sp_ctrl> set encryption key
E5F5D4CBA329D2C86B5D7ABA096C18600595490129F55A1422AAB0248B28D0E4
ターゲット 2 側
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sp_ctrl>set encryption key
E5F5D4CBA329D2C86B5D7ABA096C18600595490129F55A1422AAB0248B28D0E4

暗号化の表示およびリセット
暗 号 化 キーを表 示 するには
show encryption key コマンド を使用して、SharePlex で使用されているキーを表示します。
sp_ctrl> show encryption key

暗 号 化 キーをリセットするには
reset encryption key コマンド を使用して、暗号化キーを削除します。
sp_ctrl> reset encryption key

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。

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。

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
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認
証
レ
ベ
ル

ユー ユーザー
ザー グループ
タイ
プ

ユーザーロール

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。
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。
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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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17

実稼動環境での複製のアクティベート
この章では、実稼動システムのソースデータベースからターゲット データベースへの複製の初回起動の手順について説明
します。

コンテンツ
アクティベーションとは
アクティベーションコマンド
設定をアクティベート するための要件
アクティベーション前の設定のテスト
アクティベーションに関するよくある質問
複数の設定ファイルのアクティベート 方法
アクティブデータベースでの Oracle ホット バックアップを使用した複製のアクティベート
静止データベースでの Oracle ホット バックアップを使用した複製のアクティベート
Oracle ト ランスポータブル表領域を使用した複製のアクティベート
コールド コピー / 転送方法を使用した複製のアクティベート
Oracle からオープンターゲット への複製のアクティベート

アクティベーションとは
sp_ctrl の activate config コマンド を使用して設定をアクティベート すると、SharePlex は次の操作を行います。
l

l

l

設定ファイルをアクティベート し( 読み取り) 、オブジェクト やルート を識別する一連の内部構造を構築します。任
意のデータソースに対して一度にアクティブにできる設定は 1 つのみです。システム上の異なるデータソースに対す
る複数の設定は、同時にアクティブにすることができます。たとえば、システムでそれぞれの Oracle インスタンスに
対して設定をアクティベート できます。
ソースト ランザクションのキャプチャと複製を維持するプロセスを開始します。
複製されたデータとコピーされたデータを調整します。SharePlex は、コピーの後で発生したト ランザクションを適
用し、コピーの前に発生した( したがってコピーによって適用され、複製によって適用されると冗長になってしまう) ト
ランザクションを破棄します。この調整プロセスは、ソースデータベースがアクティブなときに複製を開始する手順で
のみ必要です。

一般的な設定のアクティベーションプロセスは次のとおりです。
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1.Activation ID の割 り当 て
SharePlex は、各設定アクティベーションとその関連複製プロセスおよびキューにアクティベーション ID 番号を割り当てま
す。設定は複数回アクティベート でき、この ID によってそれぞれのアクティベーションを追跡します。

2.オブジェクト キャッシュの作 成
SharePlex は、複製をサポート する標準的なメタデータ( 列の名前、サイズ、タイプ、非 NULL 制約、列がキーに含ま
れるかどうかなど) を記録するオブジェクト キャッシュを作成します。分割レプリケーションを使用するテーブルの場合、追加
の情報が保存されます。

3.設 定 変 更 マーカーの追 加
SharePlex は、データスト リームに設定変更マーカーを配置します。このマーカーは sp_cop に対して、一連の新しい複
製プロセスおよびキューを生成するように指示します。同じデータソースに対して他の設定がアクティブである場合は、マー
カーはその設定をディアクティベート し、古いプロセスやキューはデータの post 後に削除されます。

4.テーブルのロック、アクティベーションマーカーの追 加 、ロック解 除
SharePlex は、設定ファイルにリスト されているテーブルをロックして、読み込み一貫性状態であるときに情報を取得でき
るようにします。存在する使用可能なロックスレッド 数と同数のテーブルを同時にロックできます。SharePlex がテーブルを
ロックすると、そのテーブルの複製の開始( または停止) をキャプチャ( Capture) プロセスに知らせるアクティベーションマー
カーがデータスト リームに配置されます。
注：アプリケーションが複製設定の中のテーブルの NOWAIT ロックを使用する場合は、すでにロックされているオブジェク
ト のロックを取得しようと試みた場合に、オブジェクト がすでにアクティベート されているため、NOWAIT が失敗することがあ
ります。
SharePlex は以下の項目をロックします。
l

複製に追加されたすべてのテーブル( 新しい設定と再アクティベート された設定)

l

複製から削除されたすべてのテーブル( 再アクティベート された設定)

l

ルート が変更されたすべてのテーブル( 再アクティベート された設定)

各テーブルは、テーブルのアクティベート に必要なごくわずかな時間だけロックされます。各テーブルの複製は、activation
が完了するとすぐに開始します。1 つ以上のテーブルがアクティベート しなかった場合も、SharePlex は他のテーブルの
activation を継続します。アクティベーションロックが解除されると、ユーザーがソーステーブルのデータにアクセスできます。

アクティベーションコマンド
sp_ctrl コマンド を使用して、設定のアクティベーションに関する情報をアクティベート 、ディアクティベート 、および表示し、
進行中の変更をコピーと調整します。これらのコマンド の詳細は、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
目的

コマンド

設定ファイル
のアクティベー
ト

activate config

アクティベー
ションステータ
スの表示

show activate

アクティベーションを開始し、アクティベーションが終了するまで sp_ctrl コマンド ラインの制御を保持し
ます。

ソースシステム上のすべてのアクティベーション活動のステータスを表示します。複数の activation が同
時に存在する場合は、それらの開始順にステータスが表示されます。
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目的

コマンド

設定統計の
表示

show config

設定ファイル
のディアクティ
ベート

deactivate config または purge config

アクティブ設定の統計情報を表示します。設定のステータス( アクティブまたは非アクティブ) 、データソー
ス、設定がアクティベート された日時、および設定されているオブジェクト の数が表示されます。

これらのコマンド の目的は異なりますが、どちらも設定ファイルをディアクティベート します。
l

l

deactivate config は、アクティブ設定の複製を正常に終了します。このコマンド は、設定のす
べての Capture 活動を停止し、現在キューの中にあるすべてのデータを post し、関連する
SharePlex プロセスおよびキューを削除します。
abort config は、強制的なディアクティベート です。このコマンド は、キューの中のデータが
post されたかどうかに関わらず、ソースおよびターゲット システム上の設定されたデータソースの
ためのすべての複製活動を停止します。

設定をディアクティベート または中断すると、複製が停止します。設定されているオブジェクト にユーザー
が引き続いて変更を加えると、ソースデータとターゲット データは同期しなくなります。
複製された変
更をコピーと
調整する

reconcile

複製ステータ
スの表示

status

キューステータ
スの表示

qstatus

コピー前に発生した変更が破棄されるように、進行中の複製の結果をターゲット システムに適用され
たソースデータのコピーと調整します。

プロセスが実行中であることを確認し、エラー、警告、または通知をチェックするのに役立つ複製の状
態サマリを表示します。

capture、post、および export キューの統計情報を表示します。

設定をアクティベート するための要件
設定のアクティベーションは、一連のアクションをタイムリーに連続して実行する必要があるイベント です。したがって、事前
にあらゆる準備を済ませて、問題がないようにしておくことが重要です。このト ピックの説明に従って、最小限の必要条件を
満たせば、設定をアクティベート できます。

必要な権限レベル
設定をアクティベート できるのは、SharePlex 管理者に限定されます。SharePlex を監視して基本的な操作手順を実行
するユーザーを追加で割り当てることを推奨します。SharePlex ユーザーグループと権限レベルの詳細については、「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。
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必要なセット アップ
l

l

設定をアクティベート する前に、複製対象のオブジェクト がソースデータベース内に存在していることを確認します。
テーブルをパーティションに分割する場合は、設定をアクティベート して複製処理を開始する前に、これらのパー
ティションを作成しておきます。複製中にテーブルを分割すると、SharePlex は作成した識別情報を失い、その
テーブルパーティションからの DML は複製されなくなります。複製中のテーブルにもパーティションを追加できます
が、設定を再アクティベート して、そのテーブルを SharePlex オブジェクト キャッシュ内で更新する必要があります。

前提条件
設定をアクティベート する前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。
要件

参照するド キュメント

sp_cop プログラムを起動および停止する方法を理解しま 「 SharePlex の実行 」
す。
SharePlex コマンド を発行する方法を理解します。

「 sp_ctrl でのコマンド の実行 」

アクティベーション中に使用するコマンド を理解します。

「アクティベーションコマンド 」

SharePlex の設定とセット アップが完了し、任意のオプショ 「 設定ファイルの作成 」
ン機能が設定またはセット アップに含まれていることを確認 「分割レプリケーションの設定」
します。
「名前付きキューの設定」
「SharePlexセキュリティ機能の設定」
「データのト ランスフォーメーション」
「エラー処理のセット アップ」
複製をサポート するデータベースを用意します。

「複製のための Oracle 環境の準備」

複製方法をサポート する SharePlex を計画および設定し
ます。

「複製方法の設定」

ソースとターゲット のデータベースを起動します。

データベースド キュメント

アプリケーションが SharePlex でサポート される DDL を生
成するだけの場合を除き、アクティベーション中に
TRUNCATE などの DDL 操作が実行されないようにしま
す。DML 変更だけがアクティベーション中に実行できる変
更です( 許可されている場合) 。

データベースド キュメント

アクティベーション前の設定のテスト
実稼動環境で設定をアクティベート する前に、verify config コマンド を使用してテスト のアクティベーションを実行してくだ
さい。設定ファイルに構文エラー、スペルミスまたは重複したエント リがあると、アクティベーション全体が失敗します。
このコマンド は、設定をテスト して、次の条件を検索してレポート します。
l

設定ファイル内のエント リの構文を検証する。

l

ソースオブジェクト が SharePlex によって複製でサポート されない場合に、エラーを報告する。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
実稼動環境での複製のアクティベート

241

l

ルート に指定されているホスト 名が到達不可能な場合に報告する。

l

単一のオブジェクト に対して重複指定がある場合に報告する。

l

オブジェクト 指定がスキップされることとその理由を報告する。

l

ワイルド カード 指定に含まれる対象オブジェクト の一覧を表示する。

verify config コマンド では、アクティベーションにかかる時間や、ターゲット オブジェクト または( ルーティングマップにリスト さ
れているデータベース識別子で表される) データベース接続を確認しません。
詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』の verify config コマンド を参照してください。

アクティベーションに関するよくある質問
アクティベーション中 に起 こることは何 ですか?
アクティベーション中に、SharePlex は、複製用に設定されたオブジェクト を識別および認識し、ルーティングマップ
を構築するために必要な情報を取得します。詳細については、「アクティベーションとは」を参照してください。

アクティベーションにはどのくらい時 間 がかかりますか?
アクティベーションにかかる時間は、サイズ、設定オブジェクト 数、オブジェクト の構造などによって異なります。

ユーザーはデータへのアクセスを停 止 する必 要 がありますか?
ソースデータベースはト ランザクション用にそのまま使用できます。各ソーステーブルは短時間ロックされているため、
SharePlex はその内部オブジェクト 情報を構築することができます。その後、ロックが解除されます。この処理は非
常に迅速に行われるため、ユーザーが気付かないこともあります。ただし、ビジネスアプリケーションが NOWAIT ロッ
クを使用する場合、アクティベート されるオブジェクト のロックを取得しようとすると、SharePlex ロックによりアプリ
ケーションに障害が発生することがあります。

アクティベーション中 に DDL を実 行 できますか?
いいえ。オブジェクト の定義はアクティベーション中に変更できません。

同 じデータソースに対 して複 数 の設 定 をアクティベート することはできますか?
いいえ、同じソースデータに対して複数の設定を作成できますが、同時にアクティブにできるものは 1 つだけです。

異 なるデータソースの設 定 を同 時 にアクティベート することはできますか?
はい。「複数の設定ファイルのアクティベート 方法」を参照してください。

設 定 をアクティベート する前 にテスト することはできますか?
はい。これは強くお勧めします。verify config コマンド を使用します。「設定をアクティベート するための要件」を
参照してください。

変 更 を加 えるためにアクティベーションを中 断 することはできますか?
いいえ。アクティベーションは、redo ログに表示されるものと同じ一連のト ランザクションイベント を維持しながら複
製を開始する、中断されないプロシージャになっています。abort config コマンド を使用してアクティベーションを終
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了することはできますが、キューの内容を消去してから、再びソースとターゲット のデータを再同期する必要がありま
す。テスト 済みの設定ファイルをアクティベート して、データベースと SharePlex にコマンド を発行する準備ができて
いることが理想的です。

静 止 データベースに対 してアクティベート することはできますか?
はい。ただし、Oracle データベースをマウント して開く必要があります。

アクティベーションスレッド 数 を増 やすことはできますか?
はい。スレッド 数は、SP_OCF_THREAD_COUNT パラメータによってグローバルに制御されます。このパラメータ
は、activate config コマンド を発行する前に設定する必要があります。activate config コマンド を発行するとき
に threads オプションを使用して、特定のアクティベーションに対してこの値を上書きできます。

複数の設定ファイルのアクティベート 方法
各システムでデータソースごとに 1 つの設定をアクティベート できます。たとえば、同じデータソースについて ConfigA、
ConfigB および ConfigC が存在する場合、一度にアクティベート できるのはそれらの中の 1 つだけです。同じデータソース
で他の設定をアクティベート すると、最初のものが自動的にディアクティベート されます。
ただし、ConfigA が 1 つのデータソースからデータを複製する場合に、ConfigB が別のデータソースからデータを複製する
場合は、これらの設定を同時にアクティベート できます。これらの設定の複製は同時に操作できます。

複 数 の設 定 ファイルをアクティベートするには
activation プロセスは、アクティベーションが終了するまで sp_ctrl インターフェイスの制御を保持します。アクティベーション
にはかなりの時間がかかる場合があるため、sp_ctrl の異なるセッションで異なる設定をアクティベート できます。最初の設
定をアクティベート してから、sp_ctrl の別のセッションを開き、2 番目の設定をアクティベート します。アクティベート する設
定の数だけ、いくつでも sp_ctrl のセッションを開くことができます。
アクティベーションスレッド 数を制御できます。スレッド 数を設定するには、SharePlex のインスタンスのグローバル設定で
ある SP_OCF_THREAD_COUNT パラメータを使用します。複数の設定を同時にアクティベート する場合は、activate
config コマンド を発行するときに threads オプションを使用して、特定のアクティベーションに対してこの値を上書きでき
ます。

アクティブデータベースでの Oracle ホット バッ
クアップを使用した複製のアクティベート
ソースデータベースを休止せずに Oracle ホット バックアップを使用してターゲット Oracle インスタンスを確立して複製を
アクティベート するには、この手順を使用します。この手順では、reconcile コマンド を使用して、バックアップポイント 後に
発生したト ランザクションをターゲット に適用しつつ、バックアップによってキャプチャ済みである複製された冗長ト ランザクショ
ンを排除します。

事前の考慮事項
先に進む前に、以下の点をお読みください。
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サポート されるデータベース
Oracle ソースおよび Oracle ターゲット

サポート される複 製 方 法
すべての複製方法がサポート されますが、次の制限があります。
制限の適
用先：

説明

集約レプリ
ケーション
( 複数の
ソースから 1
つのターゲッ
ト へ)

集約レプリケーションを確立するために、すべてのソースシステムからのホット バックアップを使用できるわ
けではありません。あるソースからのバックアップが別のソースからのバックアップによって適用されたデータ
を上書きします。ソースインスタンスの 1 つのホット バックアップをターゲット インスタンスの確立に使用し
て、それから他のコピー方法を使用して、他のソースインスタンスからのオブジェクト を適用することができ
ます。次の方法を使用できます。
l

l

ピアト ゥピア

エクスポート / インポート ( 「コールド コピー / 転送方法を使用した複製のアクティベート 」を参照し
てください)
ト ランスポータブル表領域( 「Oracle ト ランスポータブル表領域を使用した複製のアクティベート 」
を参照してください)

ピアト ゥピアレプリケーションを確立するには、次のようにする必要があります。
1. この手順中は、信頼されるソースシステムを除くすべてのシステムを非稼動にします。
2. すべてのユーザーを信頼されるソースシステムに移動してから、この手順に従います。
すべてのセカンダリシステムでこの手順を実行した後でのみ、それらのシステムでのユーザー活動を再開
できます。

Windows
システムの
場合

Windows システム間でホット バックアップを行うには、Oracle 作成ツールを使用して、同一の
ORACLE_SID とディレクト リ構造を持つインスタンスをターゲット システムに事前に作成しておく必要があ
ります。Windows では Oracle はサービスとして稼動しており、データベースのリカバリプロセスを開始する
前にレジスト リエント リが存在する必要があります。ホット バックアップによってデータが入力されるため、
データベースは空の状態で開始できます。

必要条件
l

l

l

l

［UNIX および Linux システム］oratab ファイル内の ORACLE_SID および ORACLE_HOME が、ホット バック
アップで確立しようとしているインスタンスに適合していることを確認します。SID はアクティベート する設定ファイル
のルーティングマップで使用されている SID でなければなりません。
この手順を開始する前に、「設定をアクティベート するための要件」の要件を確認してください。
SharePlex データベースアカウント が、ソースデータベース( のみ) に存在することを確認します。通常、このアカウ
ント は SharePlex が初めてインスト ールされるときに作成されます。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。
開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。

プロシージャ
ホット バックアップを使用したアクティベーションには、複製方法に応じて 2 つの手順があります。
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ホット バックアップを使用したアクティベーション：カスケード 以外のすべての方法
ホット バックアップを使用したアクティベーション：カスケード レプリケーション

ホット バックアップを使 用 したアクティベーション：カスケード以 外 のす
べての方 法
この手順は、SharePlex が中間システムのデータベースに post するカスケード レプリケーションを除くすべての複製方法
で使用します。
1. ソースおよびターゲット システムで、SharePlex 製品ディレクト リ下の bin サブディレクト リへ移動し、sp_cop およ
び sp_ctrl を実行します。
2. 両方のシステムで、SharePlex プロセスが実行中であることを確認します。
sp_ctrl> status
3. ターゲット システムで、Post プロセスを停止します。これで複製されたデータは、データベースが回復されて調整さ
れるまで、post キュー内に累積されます。
sp_ctrl> stop post
4. ソースシステムで Oracle ホット バックアップを実行します。
5. バックアップの終了後、ソースシステムで設定をアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
6. ソースシステムで、アクティベーションステータスを監視します。
sp_ctrl> show activate
注： sp_ctrl は、アクティベート が終了するまでこのコマンド で制御されます。
7. 「アクティベート が完了したら」、ソースシステムのログファイルを切り替えます。
svrmgr1> alter system switch logfile;
8. 次のうちのいずれか 1 つを実行します。
l

l

データベースをシーケンス番号に回復するには、最高のアーカイブログのシーケンス番号を記録します。
データベースを Oracle System Change Number( SCN) に回復するには、回復する SCN をターゲット
データベースで選びます。

9. ターゲット システムで、次のいずれかを行います。
l

l

シーケンス番号に回復する場合は、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してホット
バックアップからデータベースを回復し、前のステップのログが Oracle で完全に適用された後、回復を
キャンセルします。
SCN に回復する場合は、RECOVER 句の UNTIL CHANGE scn オプションを使用してホット バック
アップからデータベースを回復し、前のステップから SCN に一致するログが Oracle で適用された後、
回復をキャンセルします。

10. ターゲット システムで、RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
11. ターゲット システムのデータベースで、データベースセット アップ( ora_setup) を実行します。SharePlex データベー
スユーザーに対するプロンプト が表示されたら、n と入力して既存のユーザーおよびパスワード ( バックアップからコ
ピーされています) を選択します。
Would you like to create a new SharePlex user [y]. n
注： SharePlex は、セット アッププロセス中も実行可能です。
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12. ［オプション］名前付き post キューを使用していて、キュー名が不明な場合は、qstatus コマンド を発行します。
sp_ctrl> qstatus
13. ターゲット システムで、選択した回復オプションに応じて次のように reconcile コマンド を発行します。名前付き
post キューを使用している場合、各キューに対してコマンド を発行します。
l

シーケンス番号に回復する場合は、前のステップで記録したログのシーケンス番号に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq
number

sequence_

例:reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA seq 1234
l

SCN に回復する場合は、前のステップで記録した SCN に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest scn scn_number
例:reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA scn 0123456789
注： sp_ctrl は、調整プロセスが終了するまでこのコマンド で制御されます。

14. ターゲット システムで、cleanup.sql スクリプト を実行して SharePlex 内部テーブルを切り詰めます。このスクリプト
を実行する手順については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
15. ターゲット システムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
16. ターゲット システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
17. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、不要な
行や列をそれらのテーブルから削除します。
18. ［高可用性のみ］ターゲット ( セカンダリ) システムで、Export を停止します。
sp_ctrl> stop export
19. ［高可用性およびピアト ゥピアのみ］ターゲット ( セカンダリ) システムで、設定をアクティベート して、SharePlex を
フェイルオーバーに対応できる状態にします。
sp_ctrl> activate config filename
20. ターゲット システムで、Post プロセスを起動します。これで 2 つのインスタンスは同期され、SharePlex で同期が
保持されるように、継続的に複製されます。
sp_ctrl> start post
21. ［オプション］部分バックアップを行った場合は、ホット バックアップ中にコピーされなかったテーブル領域をド ロップして
ください。

ホット バックアップを使 用 したアクティベーション：カスケードレプリケー
ション
この手順は、SharePlex が中間システムのデータベースに post するカスケード レプリケーションで使用します。
バックアップは先に中間システム( 「sysB」) に適用し、その後でターゲット システム( 「sysC」) に適用します。
1. すべてのシステムで、SharePlex 製品ディレクト リ下の bin サブディレクト リへ移動し、sp_cop および sp_ctrl
を実行します。
2. すべてのシステムで、SharePlex プロセスが実行中であることを確認します。
sp_ctrl> status
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3. 中間およびターゲット システムで、Post プロセスを停止します。これで複製されたデータは、データベースが回復さ
れるまで、post キュー内に累積されます。
4.

sp_ctrl> stop post

5. ソースシステムで、中間およびターゲット システムに対する Oracle ホット バックアップを実行します。
6. バックアップの終了後、ソースシステムで設定をアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
7. ソースシステムで、アクティベーションステータスを表示します。
sp_ctrl> show activate
注： sp_ctrl は、アクティベート が終了するまでこのコマンド で制御されます。
8. 「アクティベート が完了したら」、ソースシステムのログファイルを切り替えます。
svrmgr1> alter system switch logfile;
9. アーカイブログの一番大きいシーケンス番号を記録します。
10. 中間システムで、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してホット バックアップからデータベースを回
復し、前のステップのログが Oracle で完全に適用された後、回復をキャンセルします。
11. 中間システムで、RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
12. 中間システムのデータベースで、データベースセット アップ( ora_setup) を実行します。SharePlex データベース
ユーザーに対するプロンプト が表示されたら、n と入力して既存のユーザーおよびパスワード ( バックアップからコピー
されています) を選択します。
Would you like to create a new SharePlex user [y]. n
注： SharePlex は、セット アッププロセス中も実行可能です。
13. ［オプション］名前付き post キューを使用していて、キュー名が不明な場合は、qstatus コマンド を発行します。
sp_ctrl> qstatus
14. 中間システムで、post キューごとに reconcile コマンド を発行します。seq sequence_number は、前のステップ
で記録したログのシーケンス番号に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq sequence_number
例:reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA seq 1234
15. 中間システムで、cleanup.sql スクリプト を実行してすべての SharePlex 内部テーブルを切り詰めます。このスクリ
プト を実行する手順については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
16. 中間システムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行することに
よって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
17. 中間システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
18. 中間システムで、SP_OCT_REPLICATE_POSTER パラメータに 1 を設定します。こうすることにより、当該シス
テム上で Post された変更が捕捉され、ターゲット システムに複製されます。
sp_ctrl> set param SP_OCT_REPLICATE_POSTER 1
19. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、不要な
行や列をそれらのテーブルから削除します。
重要! Post プロセスはまだ開始しないでください。
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20. ターゲット システムで、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してホット バックアップからデータ
ベースを回復し、中間システムの前のステップで調整したログが Oracle で完全に適用された後、回復をキャン
セルします。
21. ターゲット システムで、RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
22. ターゲット システムのデータベースで、データベースセット アップ( ora_setup) を実行します。SharePlex データベー
スユーザーに対するプロンプト が表示されたら、n と入力して既存のユーザーおよびパスワード ( バックアップからコ
ピーされています) を選択します。
Would you like to create a new SharePlex user [y]. n
注： SharePlex は、セット アッププロセス中も実行可能です。
23. ターゲット システムで、cleanup.sql スクリプト を実行して SharePlex 内部テーブルを切り詰めます。このスクリプト
を実行する手順については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
24. ターゲット システムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
25. ターゲット システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
26. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、不要な
行や列をそれらのテーブルから削除します。
27. 中間システムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
28. 中間システムで、アクティベーションステータスを監視します。
sp_ctrl> show activate
注： sp_ctrl は、アクティベート が終了するまでこのコマンド で制御されます。
29. 中間およびターゲット システムで、Post プロセスを起動します。これですべてのインスタンスは同期され、
SharePlex で同期が保持されるように、継続的に複製されます。
sp_ctrl> start post
30. ［オプション］部分バックアップを行った場合は、ホット バックアップ中にコピーされなかったテーブル領域をド ロップして
ください。

静止データベースでの Oracle ホット バック
アップを使用した複製のアクティベート
手順の実行中にユーザー活動を停止できる場合に、Oracle ホット バックアップを使用して、ターゲット の Oracle インスタ
ンスを確立し、複製をアクティベート するには、次の手順を実行します。この手順はすべての複製設定に使用できます。

事前の考慮事項
先に進む前に、以下の点をお読みください。

サポート されるデータベース
Oracle ソースおよび Oracle ターゲット
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サポート される複 製 方 法
高可用性を除くすべて。この手順は、バックアップの実行中および設定ファイルのアクティベート 中にソースデータベースを
停止する必要があるため、高可用性の方法には適していません。
次の特定の制限が適用されます。
制限の適
用先：

説明

集約レプリ
ケーション
( 複数の
ソースから 1
つのターゲッ
ト へ)

集約レプリケーションを確立するために、すべてのソースシステムからのホット バックアップを使用できるわ
けではありません。あるソースからのバックアップが別のソースからのバックアップによって適用されたデータ
を上書きします。ソースインスタンスの 1 つのホット バックアップをターゲット インスタンスの確立に使用し
て、それから他のコピー方法を使用して、他のソースインスタンスからのオブジェクト を適用することができ
ます。次の方法を使用できます。
l

l

Windows
システムの
場合

エクスポート / インポート ( 「コールド コピー / 転送方法を使用した複製のアクティベート 」を参照し
てください)
ト ランスポータブル表領域( 「Oracle ト ランスポータブル表領域を使用した複製のアクティベート 」
を参照してください)

Windows システム間でホット バックアップを行うには、Oracle 作成ツールを使用して、同一の
ORACLE_SID とディレクト リ構造を持つインスタンスをターゲット システムに事前に作成しておく必要があ
ります。Windows では Oracle はサービスとして稼動しており、データベースのリカバリプロセスを開始する
前にレジスト リエント リが存在する必要があります。ホット バックアップによってデータが入力されるため、
データベースは空の状態で開始できます。

必要条件
l

l

l

l

l

［UNIX および Linux システム］oratab ファイル内の ORACLE_SID および ORACLE_HOME が、ホット バック
アップで確立しようとしているインスタンスに適合していることを確認します。SID はアクティベート する設定ファイル
のルーティングマップで使用されている SID でなければなりません。
この手順を開始する前に、「設定をアクティベート するための要件」の要件を確認してください。
ユーザーは、ホット バックアップと設定のアクティベート の実行中は、実稼動データベースへのユーザーアクセスを停
止する必要があります。
SharePlex データベースアカウント が、ソースデータベース( のみ) に存在することを確認します。通常、このアカウ
ント は SharePlex のインスト ール時に作成されます。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。
開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。

手順
注： カスケード レプリケーションを使用しない場合は、 中間 システムに関する記述は無視してかまいません。カスケード レプ
リケーションの詳細については、「中間システムを経由する複製の設定」を参照してください。
1. ソースシステムで Oracle ホット バックアップを完了します。
2. ソースシステムでソースデータベースをシャット ダウンし、制限モード で開くことによって、ユーザーアクセスを停止し
ます。
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3. ソースシステムで、redo ログを切り替えます。
svrmgr1> alter system switch logfile;
4. カレント ログのシーケンス番号を記録します。
5. すべてのシステムで、SharePlex 製品ディレクト リ下の bin サブディレクト リから、sp_cop および sp_ctrl を
実行します。
6. すべてのシステムで、sp_cop および sp_ctrl が実行されていることを確認します。
sp_ctrl> status
7. 中間およびターゲット システムで、Post を停止します。Post を停止すると、複製されたデータは、データベースが
回復されるまで post キュー内に累積されます。
sp_ctrl> stop post
8. ソースシステムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
9. ソースシステムで、アクティベーションステータスを表示します。
sp_ctrl> show activate
注： sp_ctrl は、アクティベート が終了するまでこのコマンド で制御されます。
10. アクティベーションが終了したら、ソースデータベースへのユーザーアクセスの再開を許可します。
11. 中間およびターゲット システムのアーカイブログをリスト します。レコード の作成後に作成されたログをすべて削除し
ます。
12. 中間およびターゲット システムで、データベースを、記録したログ番号まで回復します。完全なリカバリが実行され
ていることを確認します。
13. 中間およびターゲット システムで、データベースを開きます。
14. 中間およびターゲット システムで、 ターゲット インスタンスのデータベースセット アップ( ora_setup) を実行します。
SharePlex データベースユーザーに対するプロンプト が表示されたら、n と入力して既存のユーザーおよびパスワー
ド ( バックアップからコピーされています) を選択します。
Would you like to create a new SharePlex user [y].n
注：SharePlex は、セット アップ中も引き続き実行できます。
15. 中間およびターゲット システムで、cleanup.sql スクリプト を実行して SharePlex 内部テーブルを切り詰めます。こ
のスクリプト を実行する手順については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
16. 中間およびターゲット システムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト
を実行することによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
17. 中間およびターゲット システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にしま
す。
18. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、中間お
よびターゲット システムのそれらのテーブルから、不要な行や列を削除します。
19. ［中間システムのみ］中間システムで、SP_OCT_REPLICATE_POSTER パラメータに 1 を設定します。こうする
ことにより、当該システム上で Post された変更が捕捉され、ターゲット システムに複製されます。
sp_ctrl> set param SP_OCT_REPLICATE_POSTER 1
20. 中間システムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
実稼動環境での複製のアクティベート

250

21. 中間システムで、アクティベーションステータスを監視します。
sp_ctrl> show activate
注： sp_ctrl は、アクティベート が終了するまでこのコマンド で制御されます。
22. アクティベーションが終了したら、中間およびターゲット システムで Post プロセスを開始します。これですべてのイン
スタンスは同期され、SharePlex で同期が保持されるように、継続的に複製されます。
sp_ctrl> start post
23. ［オプション］部分バックアップを行った場合は、ホット バックアップ中にコピーされなかったテーブル領域をド ロップして
ください。

Oracle ト ランスポータブル表領域を使用し
た複製のアクティベート
Oracle ト ランスポータブル表領域機能を使用してターゲット Oracle インスタンスを確立して複製をアクティベート するに
は、この手順を使用します。この機能を使用すると、最小のダウンタイムで多数のオブジェクト をすばやく同期および再同
期できます。また、メタデータ( データディクショナリ) のみをエクスポート し、その後でデータファイルをコピーできます。この方
法ではインデックスも移動されるため、ターゲット データベースでインデックスを再構築する必要がないほか、複数のテーブ
ル領域を一度に移動することもできます。
注： このド キュメント では、ト ランスポータブル表領域の使用手順については説明しません。データベースのコピー方法を
確実に理解しているユーザーがこの手順を実行してください。

事前の考慮事項
先に進む前に、以下の点をお読みください。

サポート されるデータベース
Oracle ソースおよび Oracle ターゲット

サポート される複 製 方 法
すべての複製方法。たとえ短時間であってもソースデータベースを非稼動にできない場合、この手順は高可用性戦略に
適さない可能性があります。

必要条件
l

l

l

この手順を開始する前に、「設定をアクティベート するための要件」の要件を確認してください。
SharePlex データベースアカウント が、ソースデータベース( のみ) に存在することを確認します。通常、このアカウ
ント は SharePlex が初めてインスト ールされるときに作成されます。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。
開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。

使 用 される命 名 規 則
この手順で「ソース」システムとは、次のいずれかを表します。
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l

一方向レプリケーション設定( カスケード レプリケーションを含む) のソースシステム。

l

集約レプリケーション設定のすべてのソースシステム。

l

ピアト ゥピアレプリケーション設定の信頼されたソースシステム。

カスケード 設定で SharePlex が中間システムに対して post したり capture したりする場合は、この手順の一部として「中
間」システムのみが関与する必要があります。
この手順で「ターゲット 」システムとは、次のいずれかを表します。
l

一方向レプリケーション設定( カスケード および集約レプリケーションを含む) のターゲット システム。

l

ピアト ゥピアレプリケーション設定のセカンダリシステム。

この手順で SharePlex コマンド は、使用する複製方法に適用されるすべての sp_cop インスタンスに適用されます( たと
えば、集約レプリケーションのターゲット のすべての sp_cop プロセスなど) 。

手順
1. ソースシステムで、コピーするソース表領域を読み取り専用に設定します。
svrmgr1> alter tablespace name read only;
2. ソースシステムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
3. ソースシステムで、SharePlex 製品ディレクト リ下の bin サブディレクト リから、sp_cop および sp_ctrl を実
行します。
4. ソースシステムで、sp_cop および sp_ctrl が実行中であることを確認します。
sp_ctrl> status
5. 中間およびターゲット システムで、Post を停止します。Post を停止すると、複製されたデータは、データベースが
回復されるまで post キュー内に累積されます。
sp_ctrl> stop post
6. ソースシステムで、メタデータをエクスポート ファイルにエクスポート します。
7. エクスポート が完了したら、データファイルをソースシステム上のもう 1 つのロケーションにコピーします。こうすること
で、ファイルをターゲット システムにコピーするソースデータベースへの影響を最小にできます。
8. ソース表領域を読み取り / 書き込みモード に設定します。
svrmgr1> alter Tablespace name read write;
9. コピーされたデータファイルや表領域が中間またはターゲット データベースに存在する場合は、コピーされたファイル
が適用されるように、それらをド ロップします。
10. ファイルをソースシステム上の新しいロケーションから、中間およびターゲット システムにコピーします。
11. 中間およびターゲット システムで、Oracle のインポート ユーティリティを使用して、メタデータおよび表領域定義を
インポート します。
12. 中間およびターゲット システムで、表領域を読み取り / 書き込みモード に設定します。
13. 中間およびターゲット システムで、Oracle インスタンスを開きます。
14. 中間およびターゲット システムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト
を実行することによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
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15. 中間およびターゲット システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にしま
す。
16. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、中間お
よびターゲット システムのそれらのテーブルから、不要な行や列を削除します。
17. ［中間システムのみ］SP_OCT_REPLICATE_POSTER パラメータに 1 を設定します。こうすることにより、当該シ
ステム上で Post された変更が捕捉され、ターゲット システムに複製されます。
sp_ctrl> set param SP_OCT_REPLICATE_POSTER 1
18. ［中間システムのみ］設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
19. ［高可用性］ターゲット システムで、Export プロセスを停止します。
sp_ctrl> stop export
20. ［高可用性およびピアト ゥピアレプリケーション］ターゲット システムで設定をアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
21. 中間およびターゲット システムで Post を開始します。SharePlex は post キューに蓄積されている SQL 文の実行
を開始し、ソースおよびターゲット データの同期を維持します。
sp_ctrl> start post
22. ［ピアト ゥピアレプリケーション］すべてのシステム上のデータベースへのユーザーアクセスを許可します。

コールド コピー / 転送方法を使用した複製
のアクティベート
次のユーティリティを使用してソースとターゲット のデータを同期するには、以下の手順を使用します。
l

Import/Export/Data Pump

l

Store/ テープからのリスト ア

l

FTP

注： このド キュメント では、選択したコピー方法の実行方法については説明しません。データベースのコピー方法を確実に
理解しているユーザーがこの手順を実行してください。

事前の考慮事項
先に進む前に、以下の点をお読みください。

サポート されるデータベース
Oracle ソースおよび Oracle ターゲット

サポート される複 製 方 法
高可用性を除くすべて。この手順は、高可用性戦略には適していません。高可用性戦略では、設定ファイルのアクティ
ベート 中にソースデータベースに変化がないことが必要です。
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必要条件
l

l

l

l

l

l

［UNIX および Linux システム］oratab ファイル内の ORACLE_SID および ORACLE_HOME が、ホット バック
アップで確立しようとしているインスタンスに適合していることを確認します。SID はアクティベート する設定ファイル
のルーティングマップで使用されている SID でなければなりません。
この手順を開始する前に、「設定をアクティベート するための要件」の要件を確認してください。
ユーザーは、コピーと設定のアクティベーションの実行中は、実稼動データベースへのユーザーアクセスを停止する
必要があります。
ターゲット インスタンスが存在する必要があります。
SharePlex データベースアカウント がソースおよびターゲット のデータベースに存在することを確認します。通常、こ
のアカウント はインスト ール時に作成されます。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。
開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。

使 用 される命 名 規 則
この手順で「ソース」システムとは、次のいずれかを表します。
l

一方向レプリケーション設定( カスケード レプリケーションを含む) のソースシステム。

l

集約レプリケーション設定のすべてのソースシステム。

l

ピアト ゥピアレプリケーション設定の信頼されたソースシステム。

カスケード 設定で SharePlex が中間システムに対して post したり capture したりする場合は、この手順の一部として「中
間」システムのみが関与する必要があります。
この手順で「ターゲット 」システムとは、次のいずれかを表します。
l

一方向レプリケーション設定( カスケード および集約レプリケーションを含む) のターゲット システム。

l

ピアト ゥピアレプリケーション設定のセカンダリシステム。

この手順で SharePlex コマンド は、使用する複製方法に適用されるすべての sp_cop インスタンスに適用されます( たと
えば、集約レプリケーションのターゲット のすべての sp_cop プロセスなど) 。

手順
1. ソースシステムで、複製設定内のオブジェクト に対するユーザーアクセスを停止します。
l

l

集約レプリケーションを展開する場合は、すべてのソースシステムへのアクセスを一斉に停止して同時にそ
れらのコピーを作成するか、または次の手順を使用してソースシステムを 1 つずつ同期します。
ピアト ゥピアレプリケーションを展開する場合は、信頼されるソースも含め、ピアグループ内のすべてのデー
タベースへのアクセスを停止します。

2. ソースシステムから中間およびターゲット システムにファイルをコピーします。
3. ソースシステムにて、sp_cop と sp_ctrl を開始します。
4. ソースシステムで、設定ファイル( 集約レプリケーションを使用する場合はすべてのファイル) をアクティベート しま
す。
sp_ctrl> activate config filename
5. 中間およびターゲット システムで、sp_cop と sp_ctrl を開始します。
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6. 中間およびターゲット システムで、Post を停止します。Post を停止すると、ターゲット データが確立される前に複
製されたデータを、post キューで収集できます。
sp_ctrl> stop post
7. ソースシステムで、ソースデータベースへのユーザーアクセス再開を許可します。
8. ソースシステムで、sp_cop、Capture、および Read プロセスが実行中であることを確認します。
sp_ctrl> status
9. 中間およびターゲット データベースを開始してマウント します。ただし、ユーザーアクセスは許可しないでください。
10. 中間およびターゲット システムで、コピーをデータベースに適用します。
11. 中間およびターゲット システムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト
を実行することによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
12. 中間およびターゲット システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にしま
す。
13. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、中間お
よびターゲット システムのそれらのテーブルから、不要な行や列を削除します。
14. ［中間システムのみ］SP_OCT_REPLICATE_POSTER パラメータに 1 を設定します。こうすることにより、当該シ
ステム上で Post された変更が捕捉され、ターゲット システムに複製されます。
sp_ctrl> set param SP_OCT_REPLICATE_POSTER 1
15. ［中間システムのみ］設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
16. ［ピアト ゥピア］ターゲット システムで設定ファイルをアクティベート します。
17. 以下で Post を開始します。
l

中間システム

l

ピアグループの信頼されたソースおよびその他すべてのターゲット

l

その他すべてのターゲット

注： SharePlex は、post キューに蓄積された SQL 文の実行を開始します。
18. ［ピアト ゥピア］ピアグループのターゲット システムで、データベースへのユーザーアクセス再開を許可します。

Oracle からオープンターゲット への複製のア
クティベート
Oracle ソースデータベースとオープンターゲット データベースを同期するには、次の手順を使用します。Oracle から使用し
ているターゲット のタイプにコピーできるコピーユーティリティを使用する必要があります。SharePlex は、Oracle データの変
更を複製し、コピーでターゲット が確立されるまで Post キューに保持します。ターゲット の準備が整ったら、SharePlex
reconcile 機能を実行します。この機能により、Post はコピー後に発生した操作のみを適用し、コピー前にソースに対し
てコミット された操作を破棄します。
実稼動ソースデータベースでのオーバーヘッド 増加を避けるため、ミラーリングされたセカンダリ Oracle インスタンスから
データをコピーできます。この場合は、Oracle RMAN バックアップシステムを使用してセカンダリインスタンスをコピーの開
始時点まで回復することも、セカンダリインスタンスへの手動バックアップを実行することもできます。手順にはこのオプション
が含まれています。
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重要!セカンダリインスタンスをデータコピーのソースとして使用する場合でも、SharePlex 設定ファイルは実稼動 Oracle
インスタンスからオープンターゲット のターゲット に直接複製してください。セカンダリ Oracle インスタンスへの複製はありま
せん。

事前の考慮事項
先に進む前に、以下の点をお読みください。

サポート されるデータベース
Oracle ソースおよびサポート されるターゲット
セカンダリ Oracle インスタンスをコピーのソースとして使用する場合、そのインスタンスは実稼動ソースインスタンスのミラー
である必要があります。

サポート される複 製 方 法
カスケード 以外のすべて。

必要条件
l

l

l

l

l

このド キュメント では、選択したコピー方法の実行方法については説明しません。データベースのコピー方法に精
通したユーザーがこの手順を実行してください。ターゲット データベースをサポート し、Oracle データベースからデー
タをコピーできるコピー方法を使用してください。
( Linux/UNIX) セカンダリ Oracle インスタンスをコピーのソースとして使用する場合は、バックアップとの間で確立す
るインスタンスの oratab ファイルの ORACLE_SID および ORACLE_HOME が正しいことを確認します。SID は
アクティベート する設定ファイルのルーティングマップで使用されている SID でなければなりません。
設定ファイルをアクティベート するための要件をお読みください。設定をアクティベート するための要件。
SharePlex データベースアカウント がソースおよびターゲット のデータベースに存在することを確認します。通常、こ
のアカウント はインスト ール時に作成されます。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。
開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。

使 用 される命 名 規 則
この手順で、「ソース」は次のいずれかを表します。
l

一方向レプリケーション設定のソースデータベースまたはシステム。

l

集約( 多対 1) レプリケーション設定のすべてのソースデータベースまたはシステム。

この手順で「ターゲット 」システムとは、オープンターゲット データベースまたはターゲット システムを表します。
この手順では、SharePlex コマンド は複製設定のすべての sp_cop インスタンスに適用されます。これには、集約レプリ
ケーションでのターゲット のすべての sp_cop プロセスが含まれます。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
実稼動環境での複製のアクティベート

256

手順
1. ソースおよびターゲット システムで、SharePlex 製品ディレクト リ下の bin サブディレクト リから、sp_cop および sp_
ctrl を実行します。
2. ソースおよびターゲット システムで、SharePlex プロセスが実行中であることを確認します。
sp_ctrl> status
3. ターゲット システムで、Post プロセスを停止します。これで複製されたデータは、ターゲット データベースがインスタン
ス化されて調整されるまで、post キュー内に蓄積されます。
sp_ctrl> stop post
4. セカンダリインスタンスからコピーを作成する場合は、バックアップを開始してそのインスタンスを確立します。バック
アップが完了するまで待機してから、次の手順に進みます。
5. ソースシステム上で設定をアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
6. ソースシステムで、アクティベーションステータスを監視します。
sp_ctrl> show activate
注： sp_ctrl は、アクティベート が終了するまでこのコマンド で制御されます。
7. 「アクティベート が完了したら」、ソースシステムのログファイルを切り替えます。
svrmgr1> alter system switch logfile;
8. 次のうちのいずれか 1 つを実行します。
l

l

ターゲット のシーケンス番号に調整するため、新しいログファイルのログシーケンス番号を書き留めます。
ターゲット の Oracle System Change Number( SCN) に調整するため、新しいログファイルの SCN
を書き留めます。

9. セカンダリインスタンスからコピーを作成する場合は、以下の作業を行います。
a. シーケンス番号または SCN を記録したログを Oracle が完全に適用した時点まで、データベースを回
復します。
b. RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
注： 次の手順では、バックアップ時点後に発生した、複製された変更を適用します。
10. コピーユーティリティを使用して、Oracle データを( 該当する場合はセカンダリインスタンスから、または実稼動ソー
スから直接) オープンターゲット データベースにコピーします。コピーが完了するまで待機してから、次の手順に進み
ます。
11. ［オプション］名前付き post キューを使用していて、キュー名が不明な場合は、qstatus コマンド を発行して名
前を書き留めます。
sp_ctrl> qstatus
12. ターゲット システムで、ターゲット テーブルのト リガを無効にします。
13. ターゲット システムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
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14. ターゲット システムで、sp_ctrl を実行し、次のいずれかの reconcile コマンド を発行します。名前付き post
キューを使用している場合、各キューに対してコマンド を発行します。
l

ログシーケンス番号に回復する場合は、前のステップで記録したログのシーケンス番号に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq
number

sequence_

例：reconcile queue SysA for o.prod1-r.rep1 seq 1234
l

SCN に回復する場合は、前のステップで記録した SCN に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest scn scn_number
例：reconcile queue SysA for o.prod1-r.rep1 scn 0123456789
注： sp_ctrl は、調整プロセスが終了するまでこのコマンド で制御されます。

15. ［分割レプリケーションのみ］テーブルに垂直分割または水平分割レプリケーションを使用している場合は、不要な
行や列をそれらのテーブルから削除します。
16. ターゲット システムで、Post プロセスを起動します。これで 2 つのインスタンスは同期され、SharePlex で同期が
保持されるように、継続的に複製されます。
sp_ctrl> start post
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SharePlex の監視
この章では、エラーを検出し、複製プロセスを監視するために SharePlex に用意されているツールの概要を説明します。
他のミッションクリティカルなソフト ウェアと同様に、SharePlex は処理に干渉する可能性がある状況またはイベント について
定期的に監視する必要があります。データ同期化の消失につながるものについてはなおさらです。

コンテンツ
SharePlex プロセスの表示と終了
イベント およびエラーの表示
sp_ctrl コマンド による監視
Unix での監視スクリプト の実行
Windows での監視スクリプト の実行
SNMP による複製の監視

SharePlex プロセスの表示と終了
以下の手順では、複製をすぐにシャット ダウンする必要がある場合に SharePlex プロセスを強制的に終了する方法を説
明します。通常の状況では、以下のト ピックで説明するシャット ダウン手順に従ってください。
Unix および Linux での SharePlex の実行
Windows での SharePlex の実行

Unix および Linux でのプロセスの表示と終了
UNIX および Linux システムでは、ps -ef | grep sp_ コマンド を使用して、実行中の SharePlex プロセスを表示
できます。
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l

sp_cop プロセスは root プロセスです。

l

以下の子プロセスは、ソースシステム上の sp_cop によって生成されます。

l

o

Command および Control プロセス( sp_cnc)

o

Capture( sp_ocap)

o

Read( sp_ordr)

o

Export (sp_xport)

以下の子プロセスは、ターゲット システム上の sp_cop によって生成されます。
1. Command および Control プロセス( sp_cnc)
2. Import (sp_mport)
3. Post( データベースが Oracle の場合は sp_opst_mt、データベースがオープンターゲット の場合は
sp_xpst)

それぞれの子プロセスの -uidentifier は、親の sp_cop プロセスと同じです。このため、sp_cop の複数のセッションが実
行されているときに、関連するプロセスを簡単に識別できます。

Unix および Linux でプロセスを終 了 するには
$ killPID
または
$ kill -9PID

Windows での SharePlex プロセスの表示と終了
Windows システムで、SharePlex は Windows オペレーティングシステムではなく NuTCRACKER 運用環境によっ
て管理されます。ただし、その他の Windows プログラムの場合と同様に、SharePlex プロセスを通常の方法で表示お
よび終了できます。

Windows での SharePlex プロセスの表 示
Windows システムでは、SharePlex プロセスは次の方法で表示できます。
l

SharePlex ソフト ウェアに付属している tlist プログラムを使用してコマンド プロンプト コンソールから。

l

Windows タスクマネージャから。

Windows タスク マネージャでは、SharePlex は、SharePlex sp_cop プロセスを表す Sp_Copsrv.exe として表示さ
れます。親にあたる Sp_Copsrv.exe サービスは、オペレーティングシステムが制御します。親プロセスの Sp_
Copsrv.exe は、各複製プロセス( Capture、Read、Export、Import、Post、sp_ctrl など) につき、子プロセスの Sp_
Copsrv.exe を 1 つずつ生成します。
デフォルト キューを介して 1 つのターゲット システムに複製を行う標準的な一方向の設定では、Windows システム上に以
下のプロセスがあります。
ソースシステム側：
l

1 つの Sp_Copsrv.exe 親プロセス

l

1 つの Sp_Ocap ( Capture) プロセスと 1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス

l

1 つの Sp_Ordr( Read) プロセスと1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス
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l

l

1 つの Sp_Xport( Export) プロセスと1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス
他にも sp_ctrl などの SharePlex プロセスが実行されている場合は、そのプロセスごとに Sp_Copsrv.exe
プロセスが追加されます。

ターゲット システム側：
l

1 つの Sp_Copsrv.exe 親プロセス

l

1 つの Sp_Mport( Import) プロセスと 1 つの Sp_Copsrv.exe 子プロセス

l

l

1 つの Sp_Opst_Mt( Oracle Post) または Sp_Xpst( オープンターゲット Post) プロセスと 1 つの Sp_
Copsrv.exe 子プロセス
他にも sp_ctrl などの SharePlex プロセスが実行されている場合は、そのプロセスごとに Sp_Copsrv.exe
プロセスが追加されます。

アクティブな複製設定がない場合は、サービスを開始したときに SharePlex プロセスは開始されず、親の Sp_
Copsrv.exe のみが実行されます。
Windows タスクマネージャで親 Sp_Copsrv.exe プロセスを特定するには、使用しているメモリ量が最も大きいプロセスを
探します。子 Sp_Copsrv.exe プロセスが消費するメモリは、親プロセスよりも少なくなります。
ある子 Sp_Copsrv.exe プロセスと関連付けられている複製プロセスを特定するには、その複製プロセスがいつ起動した
かを示すメッセージを SharePlex Event ログで調べます。このエント リには、そのプロセスの PID と、関連付けられている
Sp_copsvr.exe プロセスの PID が記載されています。

Windows での SharePlex プロセスの終 了
Windows システムでは、SharePlex プロセスを次の方法で終了できます。
l

Windows タスクマネージャ：1 回で 1 つの SharePlex プロセスを終了します。

l

KillSharePlex.bat：バッチファイルを使用して、1 回ですべての SharePlex プロセスを終了します。

タスクマネージャでプロセスを終 了 するには
1. Control | Alt | Delete を押します。
2. お使いの Windows バージョンに応じて、タスク マネージャーの起動 または タスク マネージャー を選択します。
3. プロセス タブをクリックします。
4. ( オプション) プロセスを名前でソート します。
5. kill するプロセスを選択します。
6. ［End Process］をクリックします。

KillSharePlex.bat ですべてのプロセスを終 了 するには
SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから KillSharePlex.bat を実行します。
注：このツールは、すべての SharePlex プロセスを表示せずに終了します。ユーザープロンプト や確認メッセージは表示
されません。

イベント およびエラーの表示
SharePlex はエラーやその他の異常終了を、次のように報告します。
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Event ログ
SharePlex では、操作のエラー、注意、および警告条件がイベント ログに報告されます。このログは、常時の複製活
動、エラー、およびイベント の段階的な記録を提供します。イベント ログは、問題が発生した一連のイベント を再生するの
に役立ちます。
複製イベント の例には次のものがあります。
l

l

sp_cop または複製プロセスの起動または停止
sp_ctrl でのコマンド の実行。ユーザーが発行するコマンド は、発行されるすべての SharePlex コマンド で記録
されます。
注： 以下の例のように、ユーザーが発行するコマンド はイベント ログに Notice として記載されます。
Notice 08-07-02 16:13:24.641582 23696 1 User command: rjones activate
config 1route (from mycomp14)

l

データベースエラー

l

ネット ワーク接続または SharePlex プロセスの障害

l

ユーティリティまたはスクリプト の起動または停止

l

ユーザーのログインまたはログアウト

イベント ログの各エント リには以下の情報が含まれます。
l

イベント が発生した日付と時刻。

l

イベント の説明および関連メッセージ( エラーであるか、エラーでないか) 。

l

イベント のプロセス ID 番号( SharePlex プロセスと関連付けられている場合) 。

イベントログを表 示 するには
sp_ctrl で show log コマンド を使用するか、SharePlex 変数データディレクト リの log サブディレクト リ内の event_log と
いう名前のファイルを開きます。
SharePlex には、このログを無人で監視するためのスクリプト が用意されています。「sp_eventmon によるイベント の監
視」を参照してください。

Status Database
Status Database には、sp_ctrl ユーザーインターフェイスでエラーメッセージや警告を生成しなかったイベント を含め
て、イベント ログに報告された条件のサマリが格納されます。この情報は、潜在的な問題を発見したり、既存の問題を解
決したりするのに役立ちます。Status Database からイベント ログを参照して、警告、通知またはイベント のより詳細な
説明が得られます。

Status Database を表 示 するには
sp_ctrl で show statusdb コマンド を使用するか、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リ内の
ファイルを開きます。

エラーログ
Post プロセスによってソースとターゲット のテーブルが非同期であることが検出された場合、非同期のト ランザクションの最
初の 100 個の SQL 文とデータが、ターゲット システムのエラーファイルに記録されます。このログを使用して非同期の
範囲を判断し、状況が深刻でない場合はまず問題の原因を解決した後、SQL 文を使用してターゲット テーブルを修復
することができます。
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エラーログを表 示 するには
SharePlex 変数データディレクト リの log サブディレクト リ内の ID_errlog.sql ファイルを開きます( ここで、ID はターゲット
データベースなどの SharePlex ターゲット の識別子です) 。

プロセスログ
SharePlex プロセスがレコード を処理できない場合、イベント ログに加えてプロセスログファイルにもレコード が記録されま
す。プロセスログは、主にデバッグに使用されます。
プロセスログの名前は、 データソース識別子 ( ORACLE_SID など) 、プロセスの短縮名前 ( ocap、ord、opo、rcl など) 、
ファイル番号 、 ファイル拡張子 ( .log) で構成されます。
例：
Capture:ora10_ocap02.log
Read:ora10_ord01.log
Post:ora10_opo03.log
Reconcile:ora10_rcl01.log
古いログファイルのエージングは循環パターンで実行されます。番号は 01 で始まり、03 で終わります。現在のログを含め
て、いつでも最大 3 つのログが存在できます。3 つのログがすべていっぱいになると( 50 MB) 、プロセスは最も古いログから
上書きを開始します。

プロセスログを表 示 するには
SharePlex 変数データディレクト リの log サブディレクト リ内のファイルを開きます。

アクティベーションログ
設定をアクティベート すると、ログが生成されます。

アクティベーションログを表 示 するには
SharePlex 変数データディレクト リの log サブディレクト リ内の SID_oconf##.log ファイルを開きます。

compare/repair ログ
compare および repair コマンド では、エラー、メッセージ、警告がログに記録されます。これらのログの詳細については、
『SharePlex リファレンスガイド 』の compare コマンド に関する説明を参照してください。

sp_ctrl コマンド による監視
sp_ctrl の情報コマンド を使用することで、複製のさまざまな側面を監視できます。次の目的のために、これらのコマンド を
頻繁に発行してください。
l

非同期状態のテーブルを監視

l

複製プロセスが実行中であることを確認

l

キューの中の複製されたメッセージを表示

l

警告、エラーなどの通知を表示するために Event Log を表示

l

チューニングおよび問題解決に役立つプロセス統計を表示

l

複製プロセスの速度を低下させているテーブルまたは操作を検出
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情 報 コマンド のリスト
コマンド

権限レベル

説明

append status

3

append using および append コマンド のステータスと結果を表示し
ます。

copy status

3

copy using および copy コマンド のステータスと結果を表示します。

compare status

3

compare using および compare コマンド のステータスと結果を表示
します。

lstatus

3

SharePlex 複製の状態について詳細情報を表示します。

job status

3

append、 compare、 copy、および repair コマンド の現在のステータ
スと履歴を表示します。

orainfo

3

Oracle データベース情報を表示します。

qstatus

3

capture、export、post キューの状態を表示します。

repair status

2

repair および repair using コマンド のステータスと結果を表示しま
す。

report

3

テーブルの append、 compare、 copy、または repair の履歴を表示
します。

show

3

システム上の各複製プロセスで処理されているデータのソースおよび
destination を表示し、各プロセスの状態を表示します。

show activate

3

ソースシステム上のすべての設定のアクティベート 活動の状態を表示
します。

show capture

3

チューニングおよび問題解決のために使用する Capture プロセスの簡
略または詳細統計を表示します。

show config

3

アクティブ設定のプロパティを表示します。

show export

3

ターゲット システムに送信されるメッセージの数を表示します。

show import

3

ソースシステムから受信されるメッセージの数を表示します。

show log

3

Event Log、Command Log、Verify Log、Trace Log またはプロセス
ログを表示します。

show post

3

チューニングおよび問題解決のために使用する Post プロセスの簡略
または詳細統計を表示します。

show read

3

チューニングおよび問題解決のために使用する Read プロセスの簡略
または詳細統計を表示します。

show sql

3

Post プロセスが処理した現在または最後の SQL 文を表示します。

show statusdb

3

重要な複製イベント のレコード がある Status Database を表示しま
す。

show sync

3

非同期状態に関する情報を表示します。

status

3

SharePlex 複製の状態について概要を表示します。

これらのコマンド 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。
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Unix での監視スクリプト の実行
SharePlex 監視スクリプト は、Unix または Linux システム上での複製に悪影響を及ぼす可能性のあるイベント および条
件を通知します。これらのスクリプト は、sp_ctrl を介したステータスチェックを頻繁に行う必要のない監視メカニズムとして
機能します。これらのスクリプト は、個別に実行することも、スケジュールされたジョブを介して実行することもできます。
SharePlex には、以下のスクリプト が用意されています。
l

l

l

l

sp_eventmon は SharePlex Event ログを監視し、指定したエラーを専用のファイルに記録します。
sp_logmon は Capture が REDO ログに入ってくる変更と同調しているかを監視します。Capture が指定さ
れた数のログで遅れをとった場合、sp_logmon はログが wrap する前に警告を出し、対処措置が取れるように
します。
sp_ps は SharePlex プロセスを監視し、1 つ以上のプロセスが停止するとそれを通知して、ログがラップされたり、
キューが使用可能なディスクスペースを超過したりする前に、問題を解決できるようにします。
sp_qstatmon は SharePlex のキューのステータスを監視し、定義したしきい値( 制限) をバックログが超過した
場合に警告を出します。これによって、キューが使用可能なディスクスペースに蓄積して複製に悪影響を及ぼす
前に、対処措置を取ることができます。

重要!
l

l

これらのスクリプト は Unix または Linux システムでのみ動作します。
SharePlex でパッチやアップグレード を適用すると、監視スクリプト は新しいスクリプト で上書きされます。スクリプト
のカスタマイズを残したい場合は、パッチまたはアップグレード をインスト ールする前に、既存のスクリプト の名前を
変更してください。パッチの適用後は、新しいスクリプト に自分のカスタマイズを加えて更新します。既存のスクリプ
ト の名前を、更新済みのスクリプト の名前に変更することは避けてください。重要な機能向上や修正が失われる
恐れがあります。

監視スクリプト を使用するための要件
l

l

l

l

l

l

これらのスクリプト は ksh シェルで実行する必要があります。
すべての監視スクリプト は、インスト ール先のディレクト リに配置したままにする必要があります。sp_ps 以外のすべ
てのスクリプト は、SharePlex インスト ールディレクト リの .app-modules ディレクト リにあります。sp_ps スクリプト
は、インスト ールディレクト リの util ディレクト リにあります。
スクリプト は、電子メールの種類や使用可能なページングなどのように、使用環境に合わせてカスタマイズする必
要があります。
監視スクリプト を使用するには、-uname name オプションを付けて sp_cop を起動します。ここで、name はユー
ザーが選択した識別子です。次のような識別子をお勧めします。
l

SharePlex のポート 番号

l

複製の監視対象であるインスタンスの ORACLE_SID

l

SharePlex 管理者名

監視スクリプト を実行する前に、SharePlex を起動しておく必要があります。
監視対象の Oracle インスタンスごとに、ORACLE_HOME( ORACLE_HOME ディレクト リへのパス) を検証し
てください。
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l

l

監視スクリプト は sp_ctrl コマンド を使用します。スクリプト を使用する前に、util サブディレクト リから SharePlex
製品ディレクト リにある bin サブディレクト リの sp_ctrl バイナリにリンクを張ってください。sp_ctrl へのパッチ管理が
難しくなるため、バイナリ自体のコピーはしないでください。
監視ユーティリティを使用するユーザーには、次の権限が必要です。
l

l

l

l

sp_ctrl へのローカルアクセス権と、監視対象の sp_cop が実行されているシステム上でそのスクリプト
を実行する許可

l

Unix または Linux コマンド ラインからの Korn( ksh) シェルへのアクセスと ps の許可

l

スクリプト が置かれたディレクト リに対する読み取り、書き込み、実行許可

l

iwgrepユーティリティに対する許可は 755 である必要があります。

監視ユーティリティは、電子メール通知の送信に mailx プログラムを使用します。スクリプト を使用する前に、監
視スクリプト が展開されるすべてのシステムで、mailx が電子メールを送信できるように設定されていることを確認
してください。
ページングには、使用するサービスプロバイダがページングデバイスでの電子メール受信をサポート している必要が
あります。
これらのスクリプト で生成されたプロセスを kill するには、kill -9 コマンド を使用してください。kill コマンド 単独です
べてのプロセスを kill できるとは限りません。

sp_logmon による Oracle capture の監視
sp_logmon 監視スクリプト によって、Capture の読み込みが終了する前に Oracle REDO ログがラップし、データを再同
期せざるを得なくなる事態を回避できます。このユーティリティは Oracle が現在書き込んでいる REDO ロググループを監
視し、SharePlex が読み込んでいるログを判断します。
Capture が指定された数のログで Oracle から遅れをとった場合、sp_logmon は logmon.log ファイルと、オプションが有
効な場合は電子メールメッセージに、警告を生成します。これによって遅れの原因を解決し、必要に応じてアーカイブログ
をリスト アする時間を確保できます。

sp_logmon の実 行 準 備
スクリプト を実行する前に、次のタスクを実行します。

要 件 を満 たす
このスクリプト を使用する前に、「監視スクリプト を使用するための要件」を参照してください。注：スクリプト は ksh シェルで
実行する必要があります。

電 子 メールアド レスの定 義
電子メール通知機能を使用するには、スクリプト の実行前にスクリプト で電子メールアド レスを定義します。
1. SharePlex 製品ディレクト リの app-modules ディレクト リにあるスクリプト を開きます。
2. MailUserName= 変数の後に任意の数のアド レス文字列を追加します。電子メールアド レスやページャーのアド
レスは、完全な形で使用してください。次の例のように、複数のエント リはカンマで区切ります。
MailUserName=scott@company.com,12345678910@pageservice.com
重要! SharePlex ユーザー以外がスクリプト を修正する場合は、次の Oracle 権限が必要になります。
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l

CONNECT 権限

l

V$LOG テーブルに対する SELECT 権限

l

SharePlex 内部テーブルに対する SELECT 権限

sp_logmon の実 行
SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リからスクリプト を実行します( app-modules ではありません) 。util
ディレクト リから実行すると、実際に、スクリプト 自体の実行前に適切な環境を最初にセット アップするユーティリティへのソ
フト リンクが作成されます。

構文
nohup sp_logmon -p port -t interval -l integer [-m ] [/dev/null] &
表 15: 必須引数
引数

説明

nohup sp_logmon

ユーザーがログアウト してもバックグラウンド で実行を継続するようにスクリプト に指示しま
す。これによって、監視が継続的に行われます。 sp_logmon コンポーネント はスクリプト を
実行します。

-p port

監視する sp_cop インスタンスのポート 番号を設定します。インスタンスごとにこの引数の
値を変えて sp_logmon を実行すると、複数の SharePlex インスタンスを監視できま
す。

-t interval

スキャンの間隔を秒単位で設定します。値は任意の正の整数です。

-l integer

Oracle が書き込む REDO ログ数と Capture が読み込む REDO ログ数との間で、許容
できる最大数を設定します。この値によって、 sp_logmon の警告の生成がト リガされま
す。有効な値は、グループ内の REDO ログの個数を上限とする、1 以上の正の整数で
す。

&

スクリプト をバックグラウンド で実行します。

表 16: オプションの引数
引数

説明

/dev/null

通知の出力をローカルシステムの /dev/null デバイスにリダイレクト し、バックグラウンド で
の監視プロセスの実行と出力の生成を継続できるようにします。出力を画面に表示する
には、この引数を省略します。

-m

電子メール / ページングのオプションを有効にします。このパラメータがない場合、 sp_
logmon はログファイルへのエラーの記録のみを行います。

sp_eventmon によるイベント の監視
sp_eventmon 監視スクリプト は、主要な複製イベント に関連する SharePlex イベント ログ( event_log) のエント リを、
指定された間隔で監視します。スキャンの間隔と、スクリプト で検出するエラーメッセージを定義できます。システムへの影
響を最小限に抑えるとともに警告が重複しないように、スキャンはいずれも以前のスキャンが停止した箇所からスタート し
ます。
sp_eventmon スクリプト は、Event ログをスキャンするたびに、次のアクションを実行します。
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l

l

定義されたエラーを検出すると、sp_eventmon は error.splex ログファイルと、オプションが有効に設定されてい
る場合は電子メールメッセージに、その通知を書き込みます。
各エラー、エラーのエラーイベント ログの行番号、sp_cop のインスタンス名( 通常はポート 番号) 、エラーの日時
も記録します。

このスクリプト は、iwgrep プログラム、error_list ファイル( 後述) 、username.mrk という名前の marker file( username
は sp_eventmon の実行時に -s 引数と一緒に入力する文字列から派生) に依存します。これらの 3 つのコンポーネント
はスクリプト と同じディレクト リに配置します。他のディレクト リに置いた場合、スクリプト は機能しません。
注：username.mrk ファイルは、警告メッセージがログや電子メールまたはページャーに重複して送信されるのを防ぎま
す。このファイルがなくても、スクリプト は起動のたびにイベント ログを最初からスキャンするようになります。前に生成された
警告は再度送信されます。

sp_eventmon の実 行 準 備
スクリプト を実行する前に、次のタスクを実行します。

要 件 を満 たす
このスクリプト を使用する前に、「監視スクリプト を使用するための要件」を参照してください。注：スクリプト は ksh シェルで
実行する必要があります。

エラーメッセージの定 義
sp_eventmon スクリプト は error_list ファイル内のイベント をスキャンします。このファイルはSharePlex 製品ディレクト リ
の util サブディレクト リにあります。サポート されるエラーの詳細については、そのファイルを参照してください。カスタムエラー
文字列は、error_list ファイルをいずれかの ASCII テキスト エディタで編集すれば追加できます。ファイルを開き、エラー文
字列を 1 行ずつ入力してください。

IW_HOME の設 定
スクリプト の IW_HOME 変数は、各マシンで適切な値に設定する必要があります。この変数は、監視スクリプト と iwgrep
が置かれているディレクト リを指し示す必要があります。
パスが正しくない場合：
1. SharePlex 製品ディレクト リの app-modules ディレクト リにあるスクリプト を開きます。
2. 次の例のように、パスを設定します。
IW_HOME=/export/home/splex/monscripts

電 子 メールアド レスの定 義
電子メール通知機能を使用するには、スクリプト の実行前にスクリプト で電子メールアド レスを定義します。
1. SharePlex 製品ディレクト リの app-modules ディレクト リにあるスクリプト を開きます。
2. MailUserName= 変数の後に任意の数のアド レス文字列を追加します。電子メールアド レスやページャーのアド
レスは、完全な形で使用してください。次の例のように、複数のエント リはカンマで区切ります。
MailUserName=scott@company.com,12345678910@pageservice.com
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sp_eventmon の実 行
メモ：
l

l

l

sp_eventmon の複数のインスタンスを実行する場合、各インスタンスは異なるオペレーティングシステムユーザー
名で実行する必要があります。username.mrk ファイルはそれぞれ異なる username になります。
sp_eventmon スクリプト を実行するときに Event ログを頻繁に切り捨てる場合は、sp_ctrl の truncate log コマ
ンド を使用します。ログのサイズが大きすぎると、iwgrep プログラムは正しく grep を実行できません。truncate
log コマンド を発行する場合は、username.mrk ファイルを削除します。sp_eventmon を次回実行するときに、
新しいファイルが作成されます。truncate log コマンド の詳細は、『リファレンスガイド 』を参照してください。
既存のイベント ログにエラーが存在しており、スクリプト が実行中である場合は、truncate log コマンド を発行して
sp_cop_name.mrk ファイルを削除してください。sp_cop_name は、スクリプト を実行したときに -s 引数で使用
した値です。このファイルは SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リにあります。

sp_eventmon を実 行 するには
SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リからスクリプト を実行します( app-modules ではありません) 。util
ディレクト リから実行すると、実際に、スクリプト 自体の実行前に適切な環境を最初にセット アップするユーティリティへのソ
フト リンクが作成されます。

構文
nohup sp_eventmon -s 'sp_copname' -t interval -p path [-n name ] [-m] /dev/null &
表 17: 必須引数
コンポーネント

説明

nohup sp_eventmon

ユーザーがログアウト してもバックグラウンド で実行を継続するようにスクリプト に指示しま
す。これによって、監視が継続的に行われます。 sp_eventmon コンポーネント はスクリ
プト を実行します。

-s 'sp_copname'

-u オプション付きで sp_cop を起動したときに使用した sp_cop の名前を設定します。
sp_cop の名前は一重引用符で囲みます。このパラメータは、システム上の複数の
sp_cop インスタンスを監視するために、2 回以上使用できます。このパラメータがない
場合、 sp_eventmon は起動しません。

&

スクリプト をバックグラウンド で実行します。

-t interval

スキャンの間隔を秒単位で設定します。値は任意の正の整数です。

表 18: オプションのコンポーネント
コンポーネント

説明

-p path

パスを SharePlex 変数データ
ディレクト リに設定します。この
変数がない場合、 sp_
eventmon はデフォルト のパス
を使用します。

/dev/null

通知の出力をローカルシステム
の /dev/null デバイスにリダイレ
クト し、バックグラウンド での監
視プロセスの実行と出力の生
成を継続できるようにします。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
SharePlex の監視

269

コンポーネント

説明
出力を画面に表示するには、
この引数を省略します。

-n name

イベント ログの名前がデフォル
ト の「event_log」とは異なる場
合に、その名前を設定します。

-m

電子メール / ページングのオプ
ションを有効にします。このオプ
ションがない場合、 sp_
eventmon はログファイルへの
エラーの記録のみを行います。

sp_ps によるプロセスの監視
sp_ps 監視ユーティリティは、指定された sp_cop インスタンスに関連するすべての SharePlex プロセスを、子プロセスも
含めて監視します。プロセスを定期的にスキャンし、異常を 1 つ以上のログファイルに報告します。1 つ以上のシステムの
複数の SharePlex インスト ールを監視できるほか、一方向または双方向( ピアト ゥピア) の設定をサポート します。

sp_ps の実 行 準 備
スクリプト を実行する前に、次のタスクを実行します。

要 件 を満 たす
このスクリプト を使用する前に、「監視スクリプト を使用するための要件」を参照してください。注：スクリプト は ksh シェルで
実行する必要があります。

スキャン間 隔 の設 定
スキャン間隔は、sp_ps プログラムがチェックの間に待機する時間を指定します。デフォルト は 2,000 秒です。異なるス
キャン間隔を指定するには、次の手順に従います。
1. SharePlex 製品ディレクト リの app-modules ディレクト リにある sp_ps ファイルを開きます。
2. interval= パラメータを必要なスキャン間隔に設定します。たとえば次のように、任意の正の整数を使用しま
す。
interval=1500

電 子 メールアド レスの定 義
電子メール通知機能を使用するには、スクリプト を実行する前に、スクリプト 内で電子メールアド レスを定義します。
1. SharePlex 製品ディレクト リの util ディレクト リにあるスクリプト を開きます。
2. MailUserName= 変数の後に必要な数のアド レス文字列を追加します。電子メールアド レスやページャーのアド
レスは、完全な形で使用してください。次の例のように、複数のエント リはコンマで区切ります。
MailUserName=scott@company.com,12345678910@pageservice.com
注：sp_ps では電子メール / ページングのオプションがデフォルト で有効になっていますが、変更されていないことを確認し
てください。スクリプト の MAILOPTION=TRUE は電子メール通知を有効にし、MAILOPTION=FALSE は無効にします。
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sp_ps の実 行
SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リにあるスクリプト を実行します。

構文
nohup sp_ps ['sp_cop -u name'] CONFIGURATION [> /dev/null] [ &]
表 19: 必須引数
引数

説明

nohup sp_ps

ユーザーがログアウト してもバックグラウンド で実行を継続するようにスクリプト に指示
します。これによって、監視が継続的に行われます。 sp_ps コンポーネント はスクリプ
ト を実行します。

'sp_cop -u name'

複数の sp_cop プロセスを実行している場合は、このパラメータを使用します。この
パラメータを使用して、監視するプロセスをそれぞれ指定します。この引数には、 -u
オプション付きで sp_cop を起動したときに使用したものと正確に一致する名前を使
用してください。この引数は一重引用符で囲む必要があります。 -uname オプション
を付けないと、 sp_ps は SharePlex のデフォルト ポート である 2100 を使用する
sp_cop を監視します。

CONFIGURATION

監視対象の SharePlex インスタンスの設定タイプを指定します。この値は大文字で
入力してください。有効な値は次のとおりです。
SOURCE ― 一方向レプリケーションに使用し、ソースシステム上の Capture、
Read、Export プロセスを監視します。
TARGET ― 一方向レプリケーションに使用し、ターゲット システム上の Import および
Post プロセスを監視します。
MULTI-SOURCE - ピアト ゥピアレプリケーションに使用します。スクリプト に各システム
上の Capture、Read、Export、Import、および Post プロセスの監視を指示します。
注：同じシステム上のソーステーブルとターゲット テーブルの間で複製する場合、
Export プロセスや Import プロセスはありません。

> /dev/null

通知の出力をローカルシステムの /dev/null デバイスにリダイレクト し、バックグラウン
ド での監視プロセスの実行と出力の生成を継続できるようにします。出力を画面に
表示するには、この引数を省略します。

&

( アンパサンド ) スクリプト をバックグラウンド で実行します。

sp_qstatmon によるキューの監視
sp_qstatmon スクリプト は、capture および post キューのステータスで、メッセージのバックログを監視します。このスクリプ
ト は、キューの中のメッセージ数が定められたしきい値( 制限) を超えた場合に警告を出し、データ、システム、ネット ワーク
のいずれかに問題の恐れがあることを通知するように設定できます。これによって、キューがファイルシステム上の割り当て
られたスペースを超過する前に、問題を解決する時間を確保できます。
キューの分析のたびに、sp_qstatmon スクリプト は通知を capstat.log ファイル( capture キューの場合) または
poststat.log ファイル( post キューの場合) に出力し、電子メールメッセージのオプションが有効な場合は電子メールメッ
セージにも出力します。
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sp_qstatmon の実 行 準 備
スクリプト を実行する前に、次のタスクを実行します。

要 件 を満 たす
このスクリプト を使用する前に、「監視スクリプト を使用するための要件」を参照してください。注：スクリプト は ksh シェルで
実行する必要があります。

一 時 ファイルの作 成 許 可 の割 り当 て
スクリプト は、SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リに一時ファイルを作成します。sp_qstatmon モジュール
に、そのディレクト リへの書き込み許可を割り当てます。

電 子 メールアド レスの定 義
電子メール通知用の sp_qstatmon を実行するには、まずスクリプト で電子メールアド レスを定義する必要があります。
通知メッセージは、スクリプト 内にコーディングされているすべてのアド レスに送信されます。電子メール通知が有効でない
場合、sp_qstatmon はログファイルへのエラーの記録のみを行います。
必要に応じ、任意の数のアド レスを指定できます。
1. 任意の ASCII テキスト エディタで sp_qstatmon スクリプト を開きます。このスクリプト は、SharePlex インスト ール
ディレクト リの .app-modules ディレクト リにあります。
2. MailUserName= 変数の後にアド レス文字列を追加します。電子メールアド レスやページャーのアド レスは、完
全な形で使用してください。次の例のように、複数のエント リはコンマで区切ります。
scott@company.com, 12345678910@pageservice.com
3. ファイルを保存してクローズします。

sp_qstatmon の実 行
SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リからスクリプト を実行します( app-modules ではありません) 。util
ディレクト リから実行すると、実際に、スクリプト 自体の実行前に適切な環境を最初にセット アップするユーティリティへのソ
フト リンクが作成されます。

構文
nohup sp_qstatmon -v path -t n -p port_number [-c integer ] [-d integer ] [-m] > /dev/null &
表 20: 必須引数
引数

説明

nohup sp_qstatmon

ユーザーがログアウト してもバックグラウンド で実行を継続するようにスクリプト に指示しま
す。これによって、監視が継続的に行われます。 sp_qstatmon コンポーネント はスクリプ
ト を実行します。

-v path

監視する sp_cop インスタンスの SharePlex 変数データディレクト リへのパスを設定しま
す。この変数がない場合、 sp_qstatmon は失敗し、有効なパスを要求するエラーメッ
セージが表示されます。

-t n

スキャンの間隔を秒単位で設定します。値は任意の正の整数です。

-p port

監視する sp_cop インスタンスのポート 番号を設定します。インスタンスごとにこの引数
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引数

説明
の値を変えて sp_qstatmon を実行すると、複数の SharePlex インスタンスを監視でき
ます。
スクリプト をバックグラウンド で実行します。

&
表 21: オプションの引数
引数

説明

/dev/null

通知の出力をローカルシステムの /dev/null デバイスにリダイレクト し、バックグラウンド で
の監視プロセスの実行と出力の生成を継続できるようにします。出力を画面に表示する
には、この引数を省略します。

-c integer

スクリプト が警告メッセージを発行する capture キュー内のメッセージ数を設定します。
値は任意の正の整数です。このパラメータがない場合、 sp_qstatmon はデフォルト の
100 メッセージを使用します。

-d integer

スクリプト が警告メッセージを発行する post キュー内のメッセージ数を設定します。値は
任意の正の整数です。このパラメータがない場合、 sp_qstatmon はデフォルト の 100
メッセージを使用します。

-m

電子メール / ページングのオプションを有効にします。このパラメータがない場合、 sp_
qstatmon はログファイルへのエラーの記録のみを行います。

Windows での監視スクリプト の実行
SharePlex には、Windows システム向けの、処理を監視するための Sp_Nt_Mon スクリプト が用意されています。
Sp_Nt_Mon は、バックグラウンド で動作して SharePlex を監視し、複製に悪影響を及ぼす可能性のあるイベント およ
び条件を通知します。このスクリプト は、sp_ctrl を介したステータスチェックを頻繁に行う必要のない監視メカニズムとして
機能します。
重要! このスクリプト の名前を変更しないでください。
Sp_Nt_Mon スクリプト は、以下の条件を検出し、電子メールで報告します。
l

Capture、Read、Export、Import、Post、Sp_Copsrv.exe プロセスのステータス

l

capture および post queue の容量

l

Oracle と SharePlex によって処理されるト ランザクション間の遅延

l

イベント ログの特定のメッセージ( このト ピックの後半で説明します)

Sp_Nt_Mon を設 定 および実 行 するには
1. SharePlex プログラムグループから SpClient ユーティリティを実行します。
2. ［SpClient］ツールバーの［SpMonitor］ボタンをクリックします。
3. 監視する SharePlex のインスタンスのポート 番号を選択し、Configure Monitor をクリックします。
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4. 以下のテーブルを参考にして sp_nt_mon.txt ファイル内のプロパティを変更します。Sp_Nt_Mon は、このファイ
ルから入力を読み込みます。このファイルにコメント を付けるには、各コメント 行を # 記号で開始します。
プロパティ

デフォルト
値

説明

Time Interval

60 秒

監視ポーリングの間隔を秒単位で設定します。

Send Email
alert

1( 有効)

電子メールアラート を有効または無効にします。電子メールが唯一のレポート
オプションです。
0 = 無効
1 = 有効

SMTP Server
Name

なし

電子メールアカウント の SMTP サーバの名前を指定します。

Email Address

なし

監視通知を受信する電子メールアド レスを 1 つ以上指定します。以下のよ
うに、それぞれの電子メールアド レスをスペースで区切ります。
Email Address:Your.Name@YourCompany.com
Other.Name@YourCompany.com

Cop
Capture

0( 監視し
ない)

Read

監視するプロセスを指定します。値 1 を指定すると、監視が有効になりま
す。監視するプロセスごとに、この値を設定する必要があります。たとえば、
Capture と Export を監視するには、以下のようにプロパティを設定します。
Cop:0

Export

Capture:1

Import

Read:0

Post

Export:1
Import:0
Post:0
Capture
Threshold

0( 監視し
ない)

監視するそれぞれのキューに対して正の数値を設定します。このキューに割り
当てられているディスクスペースを十分に下回る値を設定します。こうすること
で、ディスクスペースを追加したり、バックログを招いた問題を解決したりする
時間を確保できます。

Post Threshold

Monitor the
Event Log

アラート メッセージがト リガされるまでにキューに格納できるメッセージの最大
数を設定します。

0( 監視し
ない)

サポート されているイベント ログメッセージの監視を有効または無効にします。
0 = 無効
1 = 有効
以下のメッセージが監視されます。
SharePlex was shutdown
System call error
Queue partition is full
Host is down
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プロパティ

デフォルト
値

説明

Internal error
Out of sync
Poster failure
Parameter was changed Activate config
Deactivate config
Bad config file
sp_cop was shutdown
Child process failed
Error
ORA-error number errors
Monitor Redo
Logs

0( 監視し
ない)

( Oracle のみ) Capture の遅延の監視を有効または無効にします。
0 = 無効
1 = 有効

Redo
Threshold

2 ログ

( Oracle のみ) Oracle が REDO スト リーム内の SharePlex よりも先行する
ために許容されるログの最大値を設定します。この値に達すると、アラート が
ト リガされます。 Monitor Redo Logs が有効な場合に使用します。

5. Start をクリックして、スクリプト を実行します。スクリプト が起動され、Start という語句が Stop に変わります。Stop
をクリックするまで、スクリプト の実行が継続され、SharePlex が監視されます。

SNMP による複製の監視
SharePlex は、SharePlex の複製がサポート する Unix、Linux、および Windows のすべてのプラット フォーム上で、
Simple Network Management Protocol( SNMP) エージェント をサポート します。
注： SharePlex は SNMP エージェント のみをサポート し、SNMP ト ラップのみを送信します。ト ラップを横取りする
SNMP シグナルデーモン( SNMP マネージャ) は用意されていません。SNMP シグナルを管理するために Network
Management Station( NMS) がある場合のみ、SharePlex の SNMP 機能を使用してください。SharePlex
SNMP エージェント は、snmptrap という名前で、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リに SharePlex
と一緒にインスト ールされます。このプログラムは実行しないでください。

SNMP の有効化
SharePlex 複製の SNMP 監視を有効にするには、SP_SLG_SNMP_ACTIVE パラメータを 1 に設定します。デフォルト
では、このパラメータは 0( 無効) に設定されています。
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SNMP エージェント の設定
次のパラメータによって、NMS と通信するように SNMP エージェント が設定されます。SP_SLG_SNMP_ACTIVE を有効
にした場合は、それぞれのパラメータに値が必要です。
パラメータ

値

SP_SLG_SNMP_HOST

ト ラップの送信先のシステム( ホスト ) の名前

SP_SLG_SNMP_COMMUNITY

コミュニティのセキュリティ文字列

SP_SLG_SNMP_MJR_ERRNUM

ト ラップが使用するメジャーエラーナンバー

SP_SLG_SNMP_MNR_ERRNUM

ト ラップが使用するマイナーエラーナンバー

カスタム MIB パラメータ
以下のパラメータは、カスタム MIB の必須情報を指定します。
パラメータ

値

SP_SLG_SNMP_
ENTERPRISE_OID

ト ラップで送信されるエンタープライズオブジェクト 識別子。デフォルト は
1.3.6.1.4.1.3.1.1 です。

SP_SLG_SNMP_TRAP_OID

ト ラップにバインド されるカスタムオブジェクト 識別子。デフォルト は
1.3.6.1.2.1.1.1.0 です。

SP_SLG_SNMP_TRAP_
PROGRAM

ト ラッププログラムの名前。デフォルト は iwsnmptrap です。

SNMP ト ラップの設定
次のパラメータによって、特定の複製イベント のト ラップを送信するように SNMP エージェント が設定されます。イベント の
メッセージまたはエラーのテキスト はト ラップに含まれていますが、これはイベント ログに含まれるエラーと同じです。
イベント の SNMP ト ラップを有効にするには、対応するパラメータ値を 1 に設定します。デフォルト では、すべてのト ラップが
無効です( パラメータ値 0) 。
パラメータ

SharePlex イベント

SP_SLG_SNMP_INT_ERROR

プロセス終了の原因となる SharePlex 論理エラー

SP_SLG_SNMP_SYS_ERROR

SharePlex が遭遇するシステム関連のエラー

SP_SLG_SNMP_ERROR

その他の SharePlex エラー

SP_SLG_SNMP_OUT_OF_SYNC

複製の非同期

SP_SLG_SNMP_STARTUP

SharePlex の起動

SP_SLG_SNMP_SHUTDOWN

SharePlex のシャット ダウン

SP_SLG_SNMP_LAUNCH

SharePlex プロセスの開始

SP_SLG_SNMP_EXIT

SharePlex プロセスの停止
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複製上の問題の防止および解決方法
このセクションでは、多くの一般的な質問および複製中に発生する可能性がある問題に関する解決方法を説明し、また
問題を回避するための予防措置も提案します。

コンテンツ
SharePlex ナレッジベースでの解決策の調査
データベースのセット アップに関する問題の解決
設定ファイルの問題の解決
アクティベーションの問題の解決
複製の問題の解決
Oracle DDL 複製の問題の解決
キューの問題の解決
同期の問題の解決
compare コマンド エラーの解決
その他の問題の解決
ソーステーブルとターゲット テーブルの再同期方法
Oracle アーカイブログのリスト ア方法
プロセス障害後のセマフォのリリース方法
ディスクスペース不足の解決方法
ORACLE_SID および ORACLE_HOME の確認方法

SharePlex ナレッジベースでの解決策の調
査
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。
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データベースのセット アップに関する問題の解
決
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。

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。

Oracle を起動して、インスタンスを
開きます。
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問題

説明

解決策

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。
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

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
[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。
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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。

設定ファイルの問題の解決
このセクションでは、設定ファイルの管理に関連する問題と解決策を説明します。「アクティベーションの問題の解決」も参
照してください。
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。

設定ファイルが誤って削除された
設定ファイルを誤って削除してしまった場合は、その設定が以前にアクティブであったことがあり、それをアクティベート してか
ら db_cleansp を実行していない場合は、その設定を回復できる可能性があります。
解決策：イベント ログを表示して、その設定ファイルのアクティベーション ID を特定してから、SharePlex 変数データディ
レクト リの save サブディレクト リで .conf.actid ファイルを探します。ここで、actid はイベント ログから取得したアクティ
ベーション ID です。

設定ファイルのエラーの解決
エラーメッセージ

説明

解決策

The parameter for ‘create
config’ must be a new
file name.
or...Destination file
exists - file must not
exist prior to operation.

この設定に付けた名前は、他の設定
ファイル用にすでに存在しています。

異なる名前を使用してください。システ
ム上の設定のリスト を表示するには、
list config コマンド を使用します。

Couldn’t fork editor. or…
Editor execution failed.

SharePlex がデフォルト のテキスト エ
ディタを開くことができませんでした。

そのエディタがまだシステム上に存在する
ことを確認してください。デフォルト のエ
ディタは、Unix および Linux では vi、
Windows ではワード パッド です。デフォ
ルト のテキスト エディタの変更について
は、「 sp_ctrl のデフォルト エディタの設
定 」を参照してください。

Destination file exists file must not exist prior
to operation.

設定ファイルをコピーするときに指定
した名前は、この SharePlex インスタ
ンスにすでに存在します。

異なる名前を使用してください。システ
ム上の設定のリスト を表示するには、
list config コマンド を使用します。

Problems in reading or

edit config コマンド で、指定された

大文字と小文字の区別を含めて、編集
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エラーメッセージ

説明

解決策

writing file used in edit
-- command aborted.

ファイルを開けませんでした。

しようとしているファイルの名前を確認
し、ファイルが破損しているかどうか調べ
てください。

Edit config file is not
allowed for an active
config file.

SharePlex では、アクティブ設定を編
集できません。

1. copy config コマンド を使用し
て、設定をコピーします。
2. edit config コマンド を使用し
て、コピーを編集します。
3. 新しい設定ファイルをアクティ
ベート します。

Destination file exists file must not exist prior
to operation.

この設定に与えた新しい名前は、他
のファイルのためにすでに存在してい
ます。

異なる名前を使用してください。システ
ム上の設定のリスト を表示するには、
list config コマンド を使用します。

Invalid file name passed
to command. or… File does
not exist.

設定の名前の綴りを間違っている
か、大文字と小文字の区別を誤って
いる可能性があります。

大文字と小文字の区別を含めて、名前
と綴りを確認し、名前を再入力してくだ
さい。システム上の設定のリスト を表示
するには、 list config コマンド を使用し
ます。

File access denied check file permissions.

コマンド を発行する権限を与えられて
いません。

sp_ctrl の authlevel コマンド を使用し
て権限レベルを表示してから、このコマン
ド で最低限の権限レベルを判断する方
法について、「 SharePlex セキュリティグ
ループの概要 」を参照してください。権
限レベルは SharePlex 管理者が割り
当てます。

アクティベーションの問題の解決
このセクションでは、設定ファイルのアクティベーションに関連する可能性がある問題と解決策を説明します。
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。
注： 設定問題の多くは、設定をアクティベート したり、新規または変更されたオブジェクト がある設定を再アクティベート した
りする前に、sp_ctrl の中で verify config コマンド を使用することで防止できます。verify config コマンド は、設定を見
直して、activation および複製の基本要件が満たされていることを確認するために役立ちます。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。

SharePlex が設定ファイルの場所を見つけられない
SharePlex がアクティベート する設定ファイルの場所を見つけられない場合は、その場所を確認します。アクティベーション
が成功するには、設定ファイルが SharePlex 変数データディレクト リの config サブディレクト リの中にある必要があります。
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sp_ctrl の create config コマンド は、そのディレクト リに設定ファイルを自動的に配置します。誰かが設定ファイルを移動
した可能性があります。
また、create config コマンド を使用せずに設定ファイルを作成した場合にも問題が発生します。ファイルがオペレーティン
グシステム経由で直接作成された場合や、config.sql または build_config.sql スクリプト によって作成された場合に発生
する可能性があります。その時点の作業ディレクト リが config サブディレクト リではなかった場合、またはファイルが別のディ
レクト リに保存された場合、アクティベーションでは見つかりません。
解決策：設定ファイルを SharePlex 変数データディレクト リの config サブディレクト リに移動します。

一部のオブジェクト がアクティベーションに失敗する
SharePlex が設定ファイルにリスト されている 1 つ以上のオブジェクト をアクティベート できない場合は、他のテーブルのアク
ティベーションを続行して、SID_oconf##.log ファイルまたは show activate コマンド ディスプレイに、失敗したオブジェクト
の名前を表示します。
次に、個々のオブジェクト が activation に失敗する理由を説明します。
問題

説明

解決策

無効なオブ
ジェクト

SharePlex でサポート されないオブジェクト の複製
を試行している可能性があります。

SharePlex がサポート するオブジェクト や操作を
理解するには、このリリースに付属する
『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

無効なター
ゲット システ
ム

SharePlex がルーティング情報を取得できない

ターゲット の名前を確認し、ルーティングマップの
構文エラーを修正します。データベースによって、
インスタンス名を指定するものと、実際のデータ
ベース名を指定するものがあります。
「設定ファイルでのデータベース指定」および「設
定ファイルでのルーティング指定」を参照してくださ
い。その後、影響を受ける設定を再度アクティ
ベート します。

構文エラー
およびスペリ
ングの間違
いがある単
語

スペリングの間違いがある名前、所有者名なしで
指定されたオブジェクト 名、設定の指定におけるそ
の他の不適切な構文により、オブジェクト のアクティ
ベーションに失敗することがあります。

verify config コマンド を実行して、エラーを表示
します。設定の構文については、「 設定ファイルの
作成 」を参照してください。

SharePlex
がテーブル
をロックでき
ない

アクティベーションで設定ファイルのテーブルをロック
できない場合、そのテーブルのアクティベーションは
失敗します。

SharePlex データベースユーザーにテーブルのロッ
ク権限を割り当てます。

アクティベーション全体が失敗する
設定のアクティベーション全体が失敗する理由はいくつかあります。設定のアクティベート に関する一般的なエラーメッセー
ジは次のとおりです。
「Bad configuration file」
「The Oracle sid SID specified in the config file is invalid.」
次に、activation 失敗の原因および解決方法を説明します。
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問題

説明

解決策

パスワード の
問題

SharePlex でソースデータベースへの接続に問題があ
り、SharePlex アカウント が存在する場合は、パスワー
ド が変更されているかどうかを調べます。

接続情報を更新します。「 SharePlex デー
タベースアカウント の変更 」を参照してくださ
い。

deactivation
直後の
activation

まれな場合ですが、deactivation の直後に設定をアク
ティベート した場合は、activation が失敗します。

設定をディアクティベート した後、新しい設
定をアクティベート する前に、イベント ログに
以下のメッセージが表示されるまでお待ちく
ださい。 Notice: sp_ordr (for
o.ora10 queue o.ora10)
Deactivated.

データソース指
定がない

データソース指定が間違っているか不完全です。以下
のようなエラーが返されます。

次のように指定します。

The datasource specified in the config
file is invalid.

または

ORACLE_
SID が正しくな
い

Datasource:o.SID 行で、間違った ORACLE_SID が
指定されています。

設定ファイルを編集して、正しい
ORACLE_SID を指定します。
「 ORACLE_SID および ORACLE_HOME
の確認方法 」を参照してください。

不十分な
PROCESSES
設定

Oracle Error 20( ORA-00020 maximum number
of processes (string) exceeded) がアクティ
ベーション失敗の原因である場合は、Oracle がソース
システム上の、1 つ以上のスレッド にログオンできるよう
にするための、リソースを使い尽くしてしまっているためで
す。

Oracle で PROCESSES パラメータを増や
すか、使用しているアクティベーションスレッ
ド の数を減らします。スレッド 数は、
activate config コマンド の threads オプ
ションで制御されます。

ORA-00942:
table or view
does not
exist.

SharePlex がデータディクショナリにアクセスできませ
ん。

init.ora ファイルの O7_DICTIONARY_
ACCESSIBILITY パラメータが TRUE に設
定されていることを確認します。( これがデ
フォルト です。) このパラメータを変更した場
合は、データベースは再起動する必要があ
ります。

Datasource:o.SID
Datasource:r.database_name

activation が長すぎます
ユーザーがアクティベーション中にソーステーブルにアクセスしている場合は、SharePlex は必要なロックを取得するため
に、待機が必要な場合があります。
解決策：show activate コマンド を使用して、各テーブルの activation 状態を表示します。SharePlex がテーブルのロッ
クを待機している場合は、コマンド 出力で警告メッセージが表示されます。show activate コマンド の詳細は、『
SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

reconcile コマンドの完了が遅い
ソースデータベースの活動が低いときに reconcile コマンド を発行した場合は、一部の状況では、コマンド のプロセスがス
ト ールしたように見えることがあります。これは、reconcile がソースシステムから到着し続けるデータに依存するために発生
します。ホット バックアップまたはコピーの後で、ソースシステムで複製活動がない場合は、reconcile プロセスは、ソースの
活動が再開するまで待機します。これは正常です。
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一般的なアクティベーションエラー
次に、設定をアクティベート するときに発生しうる一般的なエラーメッセージを説明します。
ACTIVATE CONFIG エラーメッセージ

原因

解決策

line n, source object name
(T_HFL_1) not of form
OWNER.TABLE

設定ファイルにリスト されている
1 つ以上のオブジェクト で、所
有者名が見つからない可能性
があります。

オブジェクト 名を
ownername.objectname の形式で指
定します。

syntax error in line n.

設定ファイルの指定した行に
構文エラーがあります。

正しくない構文を修正します。「 設定ファ
イルの作成 」を参照してください。

line n, bad routing spec
(o.ora10)

ルーティングマップに構文エラー
があります。

ルーティングマップが正しく記述されている
ことを確認します。「 設定ファイルでのルー
ティング指定 」を参照してください。

File does not exist.

SharePlex が設定ファイルを
見つけられません。

list config コマンド を発行します。アク
ティベート するファイルがリスト にない場合
は、変数データディレクト リの config サブ
ディレクト リ内にない可能性があります。
ファイルを探してそのディレクト リに移動し
てから、 activate config コマンド を再度
発行します。

Attempt to run sp_conf when
sp_conf is already active

設定がアクティベート するプロセ
スの中にすでにあります。

何も必要ありません。

Login parameters not set...

SharePlex アカウント および内
部テーブルがソースデータベー
スに存在しません。

データベースセット アッププログラムを実行
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。

WARNING, not all objects
activated successfully.Check
activation log.

1 つ以上のテーブルでアクティ
ベート に失敗しました。

解決策については、「 一部のオブジェクト
がアクティベーションに失敗する」を参照し
てください。

Deactivate/flush a nonactive
datasource

アクティブでない設定をディアク
ティベート しようと試みていま
す。

これがディアクティベート したい設定である
場合は、何もする必要がありません。設
定のリスト を表示するには、 list config コ
マンド を使用します。

(Oracle) Currently involved
in transaction.

設定ファイルのオブジェクト が
ロックされています。

別のプロセスが Oracle テーブルをロックし
ている場合、SharePlex は Oracle テー
ブルをロックして分析できません。ロックが
ソースト ランザクション活動による場合
は、データベースの負荷が低いときにアク
ティベーションを試します。

複製の問題の解決
このセクションでは、データの複製時に発生しうる一般的な問題を説明します。
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
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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。

一般的な問題
問
題

説明

解決策

ネッ
ト
ワー
クの
問
題

ネット ワーク的な要因によって、
ターゲット システムへのデータ転
送速度が低下したり、完全に
転送できなかったりする場合が
あります。

すべての Export および Import プロセスが実行中であることを確認し、ネット
ワークの速度低下の原因確認をネット ワーク管理者に依頼します。

パラ
メー
タの
設
定

一部の SharePlex パラメータ
は、デフォルト 設定から変更さ
れると、複製のパフォーマンスを
阻害するものがあります。

何らかのパラメータ設定が、パフォーマンス低下に関係しているかどうかを判断
するには、list param modified コマンド を発行して、デフォルト ではないパラ
メータを表示します。『 SharePlex リファレンスガイド 』でこれらのパラメータにつ
いての記載を確認し、特定の設定が複製速度に影響しているかどうかを判
断します。

Oracle Capture 関連の問題
Capture が停止した場合は、sp_ctrl で status コマンド を発行して、権限のある SharePlex ユーザーによって意図
的に停止されたかどうかを確認します。SharePlex ユーザーに停止された場合は、その理由を調べて、停止が長くなりす
ぎないことを確認します。
次に Capture が予期せず速度低下または停止する、その他の理由を示します。

問題

説明

解決策

過剰な連
鎖

Oracle が単一行の複数のブロックを読み取る必 連鎖したテーブルを再編成します。
要があるために、ソースデータベースのパフォーマ
ンスが低下します。データベースのブロック断片化
により Post が SQL 文を適用する速度が遅くなる
ために、ターゲット システムで Post のパフォーマン
スが低下します。

非効率な
REDO ロ
グの設定

Capture が REDO ログを読み取る前にそれが
ラップした場合は、Capture はアーカイブログを読
み取りますが、このために複製速度が低下し、
ディスク領域が消費される可能性があります。ほ
とんどの場合、SharePlex がアーカイブログを使
用しないで済むように、REDO ログを設定する必
要があります。

詳細については、次を参照：52 ページの
「SharePlex をサポート するための Oracle redo ロギ
ングのセット アップ」。

SharePlex
のプロセス
優先順位
が低い

Capture や Read などの速度が、ホット バックアッ
プなどの Oracle が重点的に動作する操作の中
で低下した場合は、システム上のプロセス優先

理想的には、SharePlex の優先度は Oracle の優
先度と同じにするべきです。
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問題

説明

解決策

度設定を表示して、SharePlex により多くのリ
ソースを割り当てることができるかどうかを判断し
ます。
キーが記
録されてい
ない

複製でテーブルの PK/UK ロギングが有効でない
場合、SharePlex はデータベースに対してクエリ
を実行して、更新および削除操作のキー値を取
得する必要があります。

PK/UK ロギングを有効にします。

一時テーブ 一時テーブルは、複製のオーバーヘッド やパ
ルおよび
フォーマンスの低下を招く膨大な変更を受信しま
FND テー
す。
ブル

一時テーブルを複製から削除します。

アーカイブ
ログが使用
できない

Capture が最後に処理したログからアーカイブログを
復元するか、SP_OCT_ARCH_LOC パラメータを使
用してログの場所を SharePlex に指し示します。
Capture が必要とするログを判断するには、show
capture コマンド を detail オプションと併せて使用し
ます。「Oracle アーカイブログのリスト ア方法」も参照
してください。

Capture がログラップを検出し、アーカイブログが
使用できないときは、Capture が停止して、
「Log wrap detected」エラーを戻します。これ
は、一定時間待機して、それから再び起動しま
す。ログがリスト アされるまでこのプロセスを継続し
ます。

圧縮された Capture は圧縮されたアーカイブログを読み取る
アーカイブ
ことができません。
ログ

Capture が必要とする現在のログと、そのログ以降の
すべてのログを解凍して、Capture が処理できるよう
にします。Capture が必要とするログを判断するに
は、show capture コマンド を detail オプションと併
せて使用します。

予期せぬ
必要なアーカイブログの場所が分からない場合
場所にある は、Capture が停止します。REDO ログがラップ
アーカイブ
したときは、Capture は Oracle の archived-log
ログ
リスト の中でアーカイブを探しますが、ログがリスト
内にない場合は、Capture は SP_OCT_
ARCH_LOC パラメータで指定された場所を探し
ます。

通常の Oracle のロケーション以外の場所にアーカイ
ブログを保存している場合は、このパラメータが、アー
カイブログがあるディレクト リのフルパス名に設定され
ていることを確認してください。

REDO ロ
グにアクセ
スできませ
ん

Capture は、ログが読み取れないか、見つからな
いときは停止し、それからログを再び読み取ろうと
試みます。

SharePlex に REDO ログの読み取り権限がないな
ど、他のユーザーによって権限が変更されたかどうか
調べます。

変数データ
ディレクト リ
にアクセス
できません

変数データディレクト リの state サブディレクト リに
対する制限的許可のために、SharePlex ログに
書き込むことができない場合、またはそのディレク
ト リに領域制限がある場合は、Capture が停止
します。

変数データディレクト リに対する許可および領域を調
べてください。

Oracle Post 関連の問題
Post プロセスの速度を低下させる原因は多数あります。SharePlex は、SQL 文をターゲット インスタンスに適用するまで
に許容される内部制御の待機時間を Post が超えると、「operation taking too long」というメッセージを生成しま
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す。多くの場合、1 つのテーブルだけでもボト ルネックとなります。show sql または show post コマンド を使用すると、どの
テーブルを Post が処理しているかが分かるので、次の項目をチェックします。
問題

説明

解決策

フルテーブルスキャン

ターゲット テーブルにキーがない場合、
Post はフルテーブルスキャンを実行して
正しい行を見つけます。このため、Post
プロセスが低速になります。

次のうちのいずれか 1 つを実行します。
l

l

l

ターゲット テーブル上の
ビット マップインデックス

可能な場合はインデックスまたはキーを
追加し、ヒント ファイルを使用します。
「Oracle INDEX ヒント の使用」を参照
してください。
キーを追加できない場合は、キー定義
を作成します。「一意のキーの定義」を
参照してください。
Oracle の DB_FILE_MULTIBLOCK_
READ_COUNT パラメータを、1 回の
I/O 要求で読み込むことができる最大
ブロック数に設定します。これは、システ
ム設定 MAX_IO_SIZE/DB_BLOCK_
SIZE で定義します。DB_BLOCK_
BUFFERS パラメータも同様に増加で
きます。

ビット マップインデックスはクエリに役立ち
ますが、Post によって適用される DML
操作が遅くなります。詳細については、
「ビット マップインデックス」を参照してくだ
さい。

複製でターゲット テーブル上のビット マップイン
デックスの使用を避けるか、または頻繁な DML
活動がないテーブルのみで使用します。

ディスク I/O のボト ルネック ターゲット システムでのディスク I/O のボト
ルネックは、Post のパフォーマンスが低下
する一般的な原因です。Post は、その
時間のかなりの割合で、Oracle がデー
タをコミット するのを待機しています。ピア
ト ゥピアレプリケーションで同じログデバイ
スから読み出している Capture プロセス
が存在する場合は、効果は悪くなりま
す。

ディスク I/O はデータベース環境の性質ですが、
REDO ログを高速なハード ディスクまたは半導
体デバイス上に配置することで、ボト ルネックを
軽減できます。

多数のバッファ取得

多数のバッファ取得を起こしている SQL
文のあるテーブルを確認します。サイズ
および一意のインデックスであるかどうか
によって、インデックスでは 2 つから 4 つの
バッファ取得にするべきです。

4 を超えるバッファ取得が存在する場合は、お
そらくインデックスの再構築が必要です。設定
ファイルを再度アクティベート しなくても、インデッ
クスを再構築できます。

Oracle の書き込み速度
のボト ルネック

デフォルト では、1 つのバッファライタが、
この問題が解決しない場合は、ライタの数を増
すべてのダーティな Oracle ブロックをディ やすことを検討します。データベースのマニュア
スクに書き込みます。そのバッファライター ルを参照してください。
プロセスは、起動して書き込みするときに
はいつでも、共有メモリの一部をロックし
て、実際上、Post プロセスを含めて、
データブロックを変更または読み取るプロ
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問題

説明

解決策

セスをブロックします。
ト ランザクションのサイズ
が小さい

通常、Post は、各 COMMIT を受信し
た後に 1 回内部 read/release を行いま
す。つまり、チェックポイント 復旧プロセス
の一部としてキューからそのデータをパー
ジします。小さなト ランザクションでは、こ
うすることでターゲット システムで I/O が過
剰になり Post プロセスが妨害されます。

ほとんどのト ランザクションが小さい場合は、
Post の SP_OPO_READRELEASE_
INTERVAL パラメータの値を変更してみます。
このパラメータの詳細については、『 SharePlex
リファレンスガイド 』を参照してください。

シーケンスがキャッシュさ
れない

複製のシーケンスがキャッシュされない場
合は、複製ボリュームにシーケンスが不
必要に追加されています。

シーケンスをキャッシュします。複製されたシー
ケンスがキーの一部である場合は、それらの
キーがあるテーブルを複製して、そのシーケンス
を複製設定から削除します。大幅にパフォーマ
ンスが向上するはずです。

ulimit が低い

次のようなエラーは、ターゲット システムで 解決策：ulimit を最適な値である 1024 にでき
システムファイル記述子設定を増やす必 るだけ近い値に設定します。
要があることを意味します。
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
Error 07-24-08
す。
12:11:40.360226 8693 12345
Poster error:/var/quest/
vardir/log/event_log:Too many
open files (posting from
ora102, queue prodsys, to
ora10b)

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。

Compare プロセスのロッ
ク

repair コマンド は、修復プロセス中に修
復が必要なすべての行をロックします。ま
た、非同期状態の行が 1000 件以上あ
る場合は、テーブル全体をロックします。
Post が修復されているテーブルにデータ
を適用しようとした場合は、これで Post
がブロックされることがあります。

repair プロセスが完了するまで Post を待機さ
せたくない場合は、compare プロセスを kill し
ます。repair プロセスで起こるロックの問題を回
避するには、repair をピーク時間外に実行する
ことを考慮してください。

Capture と Post の速度
の違い

SharePlex は、標準の SQL 文でター
ゲット データベースに操作を post するよ
りも速く、レコード を REDO ログから読み
取って処理します。

「Post プロセスのチューニング」を参照してくださ
い。

アーカイブログディレクト リ
が一杯である

Post がスト ールしたように見えたが、正

古いアーカイブログをいくつか他のデバイスに移
動するか削除して、新しいログ用の空き容量を
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問題

説明

解決策

常にシャット ダウンせず、Event Log の中
のエラーが「sp_opst_mt operation taking too long」だけ
である場合は、ターゲット システム上の
アーカイブログのディレクト リが一杯になっ
ていることがあります。この場合は、
Oracle は新しいログを作成できず、処
理を一時停止します。Oracle の動作を
待機しているために、Post はスト ールし
ます。

確保します。

コミット 削減の問題
コミット 削減が機能しない場合は、レコード のディスパッチ速度が遅いため、コミット 後に有効なメッセージを利用できない
可能性があります。コミット メッセージ後に有効なメッセージが見つかった場合、Post はコミット をスキップできます。それ以
外の場合はコミット を発行します。
これが Post プロセスを完全に停止させてしまうほどの問題かどうかを調べるには、複製を通じて小さなト ランザクションを
大量に実行してから、Post プロセスを起動します。コミット 削減がまったく見られない場合は、この問題が原因ではないと
いうことです。

Post の停止
Post が停止した場合は、sp_ctrl で status コマンド を発行して、理由を見つけます。
• idle 状態は、post するデータが post キューにないことを意味します。
• stopped by user ステータスは、SharePlex ユーザーが Post プロセスを停止したことを意味します。停止したユーザーを
調べるには、Event Log 内のユーザー発行コマンド を参照してください。
• stopped due to error ステータスは、複製またはデータベースエラーのために Post が停止したことを意味します。
次に、予期せずに Post が停止する原因の一部を説明します。
問題

説明

解決策

修正可
能な
データ
ベース
エラー

Post は修正可能なデータベースエラーで停止しま
す。このため、データが非同期になるリスクなしに問題
を解決できます。エラーおよび不正な SQL 文は、
ターゲット システム上の変数データディレクト リの log
サブディレクト リの中にある databaseID_errlog.sql
ファイルに記録されます。

ログファイル内の情報を使用して問題を解決してか
ら、Post を再び起動します。post が停止された場
所から再開します。

修正不
可能な
データ
ベース
エラー

非同期状態など一部のエラーは修正できません。そ
の場合、SharePlex はエラーをイベント ログに報告
し、エラーおよび SQL 文を databaseID_errlog.sql
ファイルに書き込んで、処理を継続します。時には、
修正できないエラーのために、Post が停止することが
あります。

エラーを修正できなくても Post の処理は続行したい
場合は、databasemsglist ファイル内のエラーをリ
スト し、SP_OPO_CONT_ON_ERR または SP_
OPX_CONT_ON_ERR パラメータを 1 に設定しま
す。これで、SharePlex はエラーを無視して Post
処理を続行します。詳細については、「DML エラー
の発生時の post の続行」を参照してください。
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問題

説明

解決策

ターゲッ
ト テーブ
ルのロッ
ク

ターゲット テーブルがロックされた場合は、Post プロセ
スは SQL 文を適用できず、エラーメッセージを生成し
ます。このメッセージは、ユーザー、アプリケーション、
またはジョブがテーブルにアクセスしており、非同期状
態を起こしていることを意味することがあります。また、
Oracle ターゲット の場合は、repair コマンド がテーブ
ルをロックしたことを意味することもあります。

テーブルがロックされた理由を調べ、アクセスの問題
を解決します( repair コマンド が原因である場合を
除く) 。DML がテーブルで実行されている場合は、
データを再同期する必要があることがあります。
「ソーステーブルとターゲット テーブルの再同期方
法」を参照してください。

名前付
き
export
キュー
が存在
するとき
の設定
のディア
クティ
ベート

名前付き export キューを使用しており、設定をディア Post を起動して複製を終了するには、SharePlex
クティベート したときは、キューから残りのデータを post をシャット ダウンしてから、再起動します。
する代わりに、Post が次のエラーで停止することがあ
ります。

キュー
の名前
が長す
ぎます

キューの名前が長すぎる場合は、Post が停止しま
す。

Post が
セマフォ
エラーを
生成す
る

Windows システムで Post が「 shs_SEMERR: an
error occurred with the semaphore」という
エラーメッセージを返す場合、SharePlex は使用可
能な数以上のセマフォを必要としています。これは通
常、名前付きキューまたは水平分割レプリケーション
が使用されているときに発生します。MKS Toolkit を
使用してセマフォの数を増やすことができます。

「sp_opst_mt (for o.qa920-o.qa920 queue
q5) 15007 - Can't open poster queue
que_NOEXIST:Queue does not exist.」

設定ファイルで名前付きキューに割り当てられてい
る名前が、15 文字以下であることを確認します。

1. Windows の コント ロールパネル で、
Configure PTC MKS Toolkit を開きます。
2. 実行時の設定 を選択します。
3. カテゴリ から セマフォ を選択します。
4. 次のセマフォを設定します。
Max Number of Semaphore IDs：10
Max Number of Semaphores：512
Max Number of Semaphore Undo
entries：90

新しい
テーブ
ルが追
加され
ない

Oracle ソースの場合、アクティベーション後に作成さ
れたテーブルは複製に自動で追加されます。

オープン 次のエラーが表示された場合は、Post が使用可能
カーソル なオープンカーソルを超えています。
がありま
Warning: sp_opst_mt (for
せん
o.oracle-o.oracle queue oracle)
Post has opened number
cursors.No more available
cursors!Exiting」

この自動追加機能はパラメータで制御されます。目
標を達成するために適切に設定されていることを確
認してください。「Oracle DDL 複製の制御」を参照
してください。
次の SQL 文を使用して、現在のデータベースの
OPEN_CURSORS の値を表示します。
select value from V$PARAMETER
where name = 'open_cursors' ;
SharePlex に適した OPEN_CURSORS の値を判
断するには、「オープンカ―ソルの調整」を参照して
ください。

Post は一定数のオープンカーソルをターゲット データ
ベースに必要とします。
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その他の問題と解決策
問題

説明

解決策

SharePlex Unix または Linux システムと Windows シス
がマシン名 テム間でマシン名を解決できないことがあり
を解決でき ます。
ない

複製ネット ワークの中のすべてのサーバ( Unix、Linux、お
よび Windows) の IP アド レスおよび名前を、すべての
Unix および Linux マシン上の /etc/hosts ファイルに追加
し、同じ情報をすべての Windows マシン上の hosts ファ
イルに追加します。

sp_cop が
CPU 時間
を使いすぎ
ます

SharePlex によるオーバーヘッド 活動が、頻
繁すぎる可能性があります。

SP_COP_IDLETIME パラメータで sp_cop のアイド ル時
間を増やします。『 SharePlex リファレンスガイド 』でこの
パラメータの説明を参照してください。

破損した
ソーステー
ブル

ソーステーブルが破壊されているか、複製さ
れたデータをターゲット データベースに post し
たくない他の理由がある場合は、そのテーブ
ルをアクティブ設定から削除せず、他のオブ
ジェクト の post に影響を与えずに、そのテー
ブルの post を防止できます。

1 つ以上のテーブルの post を無効にするには、SP_
OPO_DISABLE_OBJECT_NUM または SP_OPX_
DISABLE_OBJECT_NUM パラメータを使用します。これ
で、指定されたオブジェクト ID の DML および DDL 操作
の post を無効にするように設定できます。このパラメータ
はデフォルト で無効になっています。再びターゲット テーブ
ルに post を開始する準備が整ったときは、このパラメータ
を 0 に設定して再び無効にします。詳細については、『
SharePlex リファレンスガイド 』でこのパラメータの説明を
参照してください。

一部の列
のみが複
製された

テーブルが垂直分割レプリケーション用に設 指定された列の複製に問題がない場合、何もする必要
定されている場合、そのテーブル名がワイル はありません。詳細については、「 垂直分割レプリケーショ
ンの設定 」を参照してください。
ド カード も満たすと、( 垂直分割レプリケー
ションを使った) 特定のリスト が、ワイルド カー
ド を使用したリスト より優先されます。同一
のテーブルで、垂直分割とフルテーブルレプリ
ケーションを併用することはできません。

競合解決
でコンパイ
ルエラーが
生成されま
す

競合解決ルーチンでコンパイルの問題が発
生する場合は、いずれかのテーブルの名前
がその所有者と同じでないかどうかをチェック
します。PL/SQL 内の既知の問題により、
SharePlex 競合解決ロジックは、名前が所
有者と同じテーブルの PL/SQL コンパイルが
できません。Oracle 社は、この問題の修復
を予定していないことを表明しました。詳細
は、「Oracle TAR 2577886.996」を参照し
てください。

この問題は複製には影響ありません。SharePlex は、所
有者名とテーブル名が同じテーブルのデータを複製しま
す。

一般的な複製エラー
次のテーブルは、複製中に発生する可能性がある一般的なエラーメッセージの多くに関する説明です。
sp_cop エラーメッセージ

原因

解決策

sp_cop cannot setup; memory
segment n in use.

最後に sp_cop をシャット ダウ
ンしたときに、キューにアクセス
するプロセスがまだ実行されて

それらのプロセスを kill してください。
SharePlex プロセスの先頭には sp_
が付きます。すべて kill すると、 sp_
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sp_cop エラーメッセージ

Error: sp_cop can't setup shared
memory statistics capability exiting Error: sp_cop(shs)
Cannot delete previous memory
segment 303.Please check to see
if any Shareplex processes are
running (ps -ef | grep sp_).If
there are some processes running
then kill them and restart sp_
cop.

原因

解決策

いました。

cop は起動するはずです。

同じ変数データディレクト リを指 複数の SharePlex のセッションを実
し示す sp_cop が、すでに 1 つ 行するには、それぞれのために別々
以上存在します。
の変数データディレクト リを使用する
必要があります。「 複数の
SharePlex インスタンスの実行 」を参
照してください。

Capture エラーメッセージ
Capture time limit (300 sec)
exceeded.

Capture がレコード を処理して
いません。REDO ログに問題が
あることを示している場合があり
ます。特定の秒数が経過する
と、Capture はレコード を処理
できずに停止し、レコード をログ
に記録して、このメッセージを返
します。

考えられる原因については、「 Oracle
Capture 関連の問題 」を参照してく
ださい。問題の原因を判断できない
場合は、ログラップが発生する前に
Quest サポート にお問い合わせくださ
い。

(Oracle)Log wrap detected

REDO ログがラップして、
Capture がアーカイブログを見
つけられません。

アーカイブログを使用できる場合は、
解凍してアーカイブログディレクト リに
復元します。SharePlex は、アーカイ
ブログをまず Oracle アーカイブログリ
スト で探してから、SP_OCT_
ARCH_LOC パラメータで指定され
た場所を探します。このパラメータ
は、常に正しい archived log
directory に設定しておく必要があり
ます。アーカイブログに圧縮を使用す
る場合は、SharePlex が処理を終
了するまで、それらを圧縮しないでく
ださい。SharePlex のカレント ログを
判断するには、ソースシステム上の
sp_ctrl の中で、[detail] オプションを
つけて show capture コマンド を発
行します。カレント ログ以前に生成さ
れたどのログも圧縮できます。ただ
し、このエラーは、アーカイブログが壊
れているときにも発生します。

operation taking too long.

ターゲット インスタンスに対する
SQL 文の適用時間が、内部
の許容時間を超えています。

「 Oracle Post 関連の問題 」を参照
してください。

Rowid not found

SharePlex がターゲット データ
ベースでアップデート する正しい
行を見つけられません。

ターゲット で行を削除した可能性の
あるト リガ、プロセス、またはユーザー
を確認します。「 同期の問題の解
決 」も参照してください。

Database not available.

Post がターゲット データベース
にログインできません。

データベースが実行されていることを
確認し、SharePlex データベースア

Post エラーメッセージ
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sp_cop エラーメッセージ

原因

解決策
カウント のパスワード が変更されてい
ないかどうかを確認します。

Oracle 関連エラーメッセージ
Can’t access OBJ$Table

SharePlex がデータディクショナ
リにアクセスできません。複製す
るためには、アクセスできる必要
があります。

O7_DICTIONARY_
ACCESSIBILITY Oracle チューニン
グパラメータをチェックして、それが
TRUE ( デフォルト ) に設定されてい
ることを確認します。

Forward and backward operation
counts do not match...

メッセージの順序が正しくない
可能性があります。

SharePlex の前に Oracle をシャット
ダウンしたかどうかを確認します。こ
れは、SharePlex がエラーを戻す原
因となることがあり、まれなケースで
は、キューが破壊されます。正しい手
順は、SharePlex をシャット ダウン
し、それから Oracle をシャット ダウン
することです。この問題を解決するに
は、Quest サポート に連絡してくださ
い。

Error: sp_opst_mt (for
o.blues920-o.ora9 queue bluesky)
15033 - Failed to execute SQL on
table:QA.T_DEST_1:ORA-00001:
unique constraint (.) violated.

ソースシステムで一意性制約
違反が発生しました。変更は
REDO ログに記録されました
が、Oracle がロールバックしま
した。このロールバックも REDO
ログに記録されました。
SharePlex がターゲット で制約
違反を検出しました。

このメッセージは無視してください。
Oracle が違反した動作をロールバッ
クしているために、テーブルは同期し
たままです。Oracle が違反を処理す
る方法のために、これは回避できな
いエラーです。

Warning:Too many concurrent
transactions.Will disable the
SQL Cache capability.

SQL Cache サイズが 1 に設定
されていますが、より多くのカー
ソルがまだ必要です。この場
合、SharePlex は SQL
Cache 機能を無効にします。

意図的な設定である場合は、何も
する必要がありません。SQL Cache
の詳細については、「 SQL Cache の
チューニング」を参照してください。

Warning:Running out of
cursors.Number of cursors opened
so far is number.Will attempt to
decrease SQL Cache size.

Post は、カーソルの最大数の
超過を検出し、SQL Cache の
サイズを削減しようとしていま
す。

この値が 1 になってもまだ十分なカー
ソルがない場合を除いては、何もす
る必要がありません。SQL Cache の
詳細については、「 SQL Cache の
チューニング」を参照してください。

SQL Cache 機能が無効で
す。

意図的な設定である場合は、何も
する必要がありません。SQL Cache
の詳細については、「 SQL Cache の
チューニング」を参照してください。

SQL Cacheエラーメッセージ

または
Notice:Shrinking SQL Cache size
to number per session.
SQL Cache disabled.

ヒント ファイルのエラーメッセージ( Oracle の
み)
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sp_cop エラーメッセージ

原因

解決策

15050 – hint file not found

SharePlex は、使用しているか
どうかに関わらず、hints.SID
ファイルを探します。このファイ
ルの場所は、SharePlex 変数
データディレクト リの data サブ
ディレクト リです。このファイルが
移動または削除されると、
SharePlex はこのエラーメッ
セージを返します。

このメッセージを防ぐには、空のヒント
ファイルを変数データディレクト リの
data サブディレクト リに作成します。
そのファイルに hints.SID という名前
を付けます。

15051 – missing column in the
hint file (either table of index
name)

ヒント ファイルが正しく設定され
ていません。

INDEX ヒント の使用の詳細について
は、「 Oracle INDEX ヒント の使用 」
を参照してください。

15054 – source table’s object_id
not found in object cache

ヒント ファイルに、アクティブ設定
の中にないソーステーブルが含
まれています。ヒント ファイルの
中のテーブルは、すべてアクティ
ブ設定の中にリスト されている
必要があります。

このテーブルが設定に含まれる場合
は、ヒント ファイル中の所有者名と
テーブル名が、設定内と同一である
ことを確認してください。

15055 – more than n valid
entries were entered into the
hints file

ヒント ファイルでは、SP_OPO_
HINTS_LIMIT パラメータで設
定された値と同数のテーブルと
インデックスの組み合わせだけ
が許可されます。

テーブルとインデックスの組み合わせ
をいくつか削除するか、SP_OPO_
HINTS_LIMIT の値を増やします。こ
のパラメータの詳細については、『
SharePlex リファレンスガイド 』の
Post パラメータの説明を参照してくだ
さい。

15056 – error allocation memory
for hints

これは、システムレベルのメモリ
の問題を示しています。ヒント
ファイル自体は、多量のメモリを
必要としません。

システムメモリが十分であると考える
場合は、Post プロセスを停止して、
再び起動してください。ヒント ファイル
を使用していない場合は、このメッ
セージは無視できます。

17000 – error opening hint file

SharePlex がヒント ファイルを
開くことができません。

ファイルが破損していないかどうかを
確認します。ファイルが有効な場合
は、Post プロセスに十分な読み取り
権限があることを確認します。
INDEX ヒント の使用の詳細について
は、「 Oracle INDEX ヒント の使用 」
を参照してください。

システムファイル記述子の設定
が 1024 ではありません。

ulimit を 1024 に設定します。

15052 – syntax error for
tablename
15053 – syntax error for
indexname

環境関連のエラーメッセージ
sp_opst_mt: pid=num date/time
src host/ sid=db01:N2PB
/var/quest/vardir/log/ event_
log:Too many open files

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 として設定できます。
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sp_cop エラーメッセージ

原因

解決策
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。

06/29/00 08:05 System call
error: sp_ocap(que) (for o.QA11
queue o.QA11) No space left on
device devname 06/29/00 08:05
Internal error: sp_ocap (for
o.QA11 queue o.QA11) 10705 writecommit failed que_
BUFWRTERR:Error writing buffer
to file 06/29/00 08:05 Process
exited sp_ocap (for o.QA11 queue
o.QA11) [pid = 8692] -exit(1)

SharePlex がキューのために使
用する領域がディスク上からな
くなっています。

「 ディスクスペース不足の解決方法 」
を参照してください。

gethostbyname name failed exiting

ローカル hosts ファイルが正しく
設定されていません。

ホスト 名が hosts ファイル( Unix およ
び Linux では /etc/hosts、
Windows では hosts) で正しく指定
されていません。このシステムがクラス
タの一部でない場合は、ファイルで
名前を修正してください。このシステ
ムがクラスタの一部である場合は、
仮想 IP アド レスが hosts ファイルで
ホスト のエイリアスにマッピングされて
いる必要があります。クラスタで
SharePlex を設定する方法について
は、『SharePlex インスト ールガイド 』
を参照してください。

Snapshot too old

SharePlex で必要な読み込み
一貫性ビューが使用できなく
なっています。

ロールバックセグメント のサイズを増や
します。

Parameter paramname does not
exist in the paramdefaults
file.Using hard coded default

SharePlex が参照に必要なパ
ラメータを見つけられません。実

SharePlex を手動で更新するとき
は、更新後の param-defaults ファ
イルを必ず確認してください。

その他のエラーメッセージ
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sp_cop エラーメッセージ

原因

解決策

value.Please make sure that your
param-defaults file is the
correct version.

行している SharePlex のバー
ジョンよりも古いバージョンの
param-defaults ファイルがあり
ます。誰かが、ダウンロード した
パッチを使用して SharePlex
のバイナリをアップデート しなが
ら、最新の param-default ファ
イルをインスト ールしていない可
能性があります。

Invalid DATE format detected in
record with rowid=rowid, on obj
object_id.See capture log for
detail.

ユーザーまたはアプリケーション
が無効な日付の値を Oracle
データベースに入力し、それが
データベースの有効性チェックを
バイパスしています。

データベースチェックによって見つから
ない場合は、SharePlex が日時の
形式を修正できるように SP_OCT_
DEF_ パラメータを設定します。『
SharePlex リファレンスガイド 』で
SP_OCT_DEF パラメータの説明を
参照してください。

shs_SHMERR: an error occurred
with shared memory.

SharePlex( sp_cop) をシャッ
ト ダウンせずに qview ユーティリ
ティを実行しました。

SharePlex をシャット ダウンして、
qview を再実行します。

Oracle DDL 複製の問題の解決
このセクションでは、Oracle DDL の複製がアクティブなときに発生する多くの一般的な問題および解決方法を説明しま
す。SharePlex の DDL サポート の詳細については、「Oracle DDL 複製のセット アップ」を参照してください。
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。

DDL が複製しません
デフォルト では一部の Oracle DDL のみが有効になっています。その他の DDL サポート は、パラメータ設定で明示的に有
効にする必要があります。
SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR は、問題を解決してデータベースの同期を保つことができるように、DDL を適用すると
きにエラーがある場合は、デフォルト で Post プロセスに停止するように指示します。このパラメータは 1 ( オン) に設定しま
す。有効にすると、以下のようなメッセージで DDL がスキップされたことが通知されます。
Skipping generic 9i DDL operation, schema (bob) could not be set.
FAILED DDL Replication for "create user bob."
解決策：以下のパラメータが適切に設定されていることを確認します。これらのパラメータを使用して DDL 複製を設定す
る方法の詳細については、「Oracle DDL 複製の制御」を参照してください。
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パラメータ

説明

デ
フォ
ル
ト

SP_OCT_
REPLICATE_
DDL

以下の場合に、TRUNCATE TABLE コマンド および ALTER TABLE コマンド を ADD または
DROP 列に複製します。

オ
ン

l

l

影響を受けるオブジェクト がアクティベーション時にソースとターゲット に存在する、および
その名前が設定ファイルに( 明示的に、またはワイルド カード を使用して) リスト されてい
る。

SP_OCT_
AUTOADD_
ENABLE

アクティベーション後に作成されたテーブルとインデックスを複製に自動的に追加します。

オ
ン

Set SP_
OCT_
AUTOADD_
MV

アクティベーション後に作成されたマテリアライズド ビューを複製に自動的に追加します。

オ
フ

SP_OCT_
AUTOADD_
SEQ

アクティベーション後に作成されたシーケンスを複製に自動的に追加します。

オ
フ

SP_OCT_
REPLICATE_
ALL_DDL

設定ファイルにリストされていないテーブルとインデックスの DDL を複製します。SharePlex はこ オ
れらのオブジェクト のメタデータ変更を複製しますが、オブジェクト に対するデータ変更は維持しま フ
す。オブジェクト は、設定のアクティベーション前にソースとターゲット に存在する必要があります。

複製された DDL が Event Log に不完全に表示さ
れます
SharePlex は複製した DDL を Event Log に出力しますが、2,000 文字を超えるステート メント は切り捨てられます。最
初の 2,000 文字のみがログに記録されます。
解決策： 何も必要ありません。

キューの問題の解決
このト ピックは、SharePlex キューに関連する可能性がある複製の問題を解決するのに役立ちます。
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。

SharePlex がディスク領域を使い尽くしています
キューに蓄積するデータのために、SharePlex がディスク領域を使い尽くしてしまうことがあります。次に、考えられる原因
および解決方法を説明します。
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問題

説明

解決策

停止した複製プロ
セス

複製プロセスを停止すると、
データがキューに蓄積されま
す。

ユーザーがプロセスを停止した場合は、SharePlex が蓄積した
データを処理できるように、理由を調べて、できるだけ早くそれを
起動します。エラーのためにプロセスが停止した場合は、Event
Log を show log コマンド で表示して、何が起こったかを調べ
て、それから問題を解決して、処理を再開してキューのバックロ
グを減少できるようにします。

大規模な操作

まだ COMMIT されていない大
きなト ランザクションを保存す
る場合は、Post キューが大き
くなることがあります。ロール
バックおよびデータ回復ができ
るように、COMMIT を受信す
るまで、SharePlex はデータを
post キューに保持します。

qstatus コマンド で、post キューを表示します。Backlog
(messages) フィールド の値が、一定であるか減少している一
方、Number of messages フィールド の値が増加している場
合は、Post はデータをリリースする前に、COMMIT を待機してい
ます。
show post detail コマンド を使用して、Post がト ランザクション
を正常に処理していることを確認してください。可能な場合は、
アプリケーションの COMMIT ポイント を 500 に設定して、
SharePlex が処理するためにより小さな SQL 文を生成してくだ
さい。また、長いト ランザクションであることが分かっているテーブ
ルを隔離するために、名前付き post キューを使用する設定を
作成することも検討してください。詳細については、「名前付き
post キューの設定」を参照してください。
Post キューにメッセージが蓄積されるために、ディスクスペースの
問題が発生しそうな場合は、Post が他のト ランザクションによる
操作の一部をクリアできるようになるまで、Import を停止できま
す。「ディスクスペース不足の解決方法」を参照してください。

( Oracle) Capture
がアーカイブログを
処理しています。

Caputre がアーカイブログを処
理している場合、アーカイブさ
れたレコード を処理していると
きは、capture キューはディスク
領域を消費します。

ログの中で Capture がデータベースのずっと後にあると、ソース
データとターゲット データの間の遅延が大きくなりすぎてターゲット
ユーザーに受け入れられない可能性があります。ora_cleansp
を実行して複製環境とキューをクリーンアップし、データを再同期
して、設定を再アクティベート するほうが、変数データディレクト リ
にディスク領域を追加するよりも実際的なことがあります。
Capture がアーカイブログを処理しているために SharePlex の
ディスク領域が常態的に不足する場合は、SharePlex サポート
チームが Capture のパフォーマンスや REDO 設定の調整を支
援できます。複製のための REDO ログの設定方法の詳細につ
いては、「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。

ソースト ランザク
ション活動での計
画外の増加

ソースシステム上の活動での
計画外の増加により、Post
キューにデータが蓄積し、割り
当てられたディスク領域の最
大量に達することがあります。

「ディスクスペース不足の解決方法」を参照してください。

「failure to write and open queue」エラーが存在
します
次のものに似た一連のメッセージが Event Log にある場合は、sp_cop を停止して起動してください。
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1 08-06-12 13:20:17.089485 2384 1 sp_ordr(rim) (for o.user queue o.user) Error
opening output queue rv=9 que_open(-,writeuser+ X,0x0a02d364+PR+o.user+sp_
ordr+o.user)
Notice 08-06-12 13:20:17.089485 2384 1 sp_ordr (for o.user queue o.user) data
route to a02d364.48.7e failed err=100
Error 08-06-12 13:20:17.089485 2384 1 sp_ordr (for o.user queue o.user) 11004 sp_ordr failure writing to queue(s)
Notice 08-06-12 13:20:17.089485 2384 1 sp_ordr (for o.user queue o.user) Exit sp_
ordr to retry rim-write.
Info 08-06-12 13:20:17.089485 2384 1 Process exited sp_ordr (for o.user queue
o.user) [pid = 8183] - exit(1)

キューが破壊されています
SharePlex をホスト するシステムで障害が発生すると、1 つ以上の SharePlex キューが破損することがあり、これらの
キューからの読み取りや書き込みでエラーが発生します。この場合は、動作がキューに依存しているために、purge
config および abort config コマンド は使用できません。
解決策：キューの破損の問題を解決するには、SharePlex サポート に問い合わせてください。

post キューが大きすぎるようです
post キューのサイズが、その中にあるメッセージ数と比較して大きすぎるような場合は、異常ではありません。SharePlex
の post キューは、実際には多数のサブキューから構成されており、それぞれがソースシステム上のユーザーセッションにお
およそ対応しています。サブキューにはそれに関連付けられた 1 つ以上のファイルがあり、それぞれのデフォルト サイズは 8
MB です。8 MB のサイズ全体が使用されていない場合は、データが post され read-release が行われた後も、ファイ
ルはシステムに残ります。
解決策：ステータスディスプレイの post キューのサイズは、すべてのキューファイルが使用している実際のディスク領域で
す。すでに read-release されている古いファイルは、SharePlex qview ユーティリティの中の trim コマンド を使用して削
除できます。このコマンド は、ターゲット データベースにまだ post およびコミット されていないデータがあるファイルは、削除し
ません。qview ユーティリティの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。

同期の問題の解決
このセクションでは、一般的な同期の問題の原因および解決方法を説明します。こうした解決方法を試しても問題が解
決しない場合は、Quest サポート に連絡してください。
詳細については、次を参照：28 ページの 「同期の概念について」。
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。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複製上の問題の防止および解決方法

299

SharePlex が非同期状態を報告するしくみ
SharePlex は、ト ランスフォーメーションに関与するものを除き、すべてのオブジェクト について、複製されたデータをターゲッ
ト に post する前に、所定の操作でソースおよびターゲット のデータが同期されていることを確認します。ト ランスフォーメー
ションが使用中の場合、次の理由から、SharePlex は同期を検証しません。
l

ト ランスフォーメーションがターゲット データを変更するために、変更前と変更後のイメージを比較できない。

l

SharePlex ではなく、ト ランスフォーメーションルーチンがデータを post する。

SharePlex は、ソースとターゲット のデータが異なると判断した場合は、エラー状態を生成しますが、post キューからの他
のデータの post は継続します。非同期状態が検出されたときに Post で処理を停止するようにするには、SP_OPO_
OUT_OF_SYNC_SUSPEND( Oracle) または SP_OPX_OUT_OF_SYNC_SUSPEND( オープンターゲット ) パラメータ
を変更します。『 SharePlex リファレンスガイド 』で Post パラメータの説明を参照してください。
非同期状態が発生すると、Post プロセスは Status Database およびイベント ログにメッセージを記録します。これらのファ
イルを sp_ctrl で表示するには
l

Status Database：show statusdb または show sync コマンド を使用します。

l

イベント ログ：show log コマンド を使用します。

非同期状態エラーを監視するために、これらのコマンド を頻繁に使用してください。
次は、SharePlex が非同期状態を報告する様子の例です。
sp_ctrl (irvspxu14:8567)> show sync
Out Of Sync Status Database irvspxu14
Count Details
----- -------------------3 Table "SCOTT"."TG_TEST1" out of sync for queue irvspxu14 since 16-Jun08 17:06:33
3 Table "SCOTT"."TG_TEST2" out of sync for queue irvspxu14 since 17-Jun08 15:47:58
1 Table "SCOTT"."TG_TEST3" out of sync for queue irvspxu14 since 17-Jun08 15:52:03
データが非同期になった場合、SharePlex は、SharePlex 変数データディレクト リの data サブディレクト リにある
database_ID_errlog.sql ファイルに失敗した SQL 文を記録します。
重要： Status Database およびイベント ログで非同期メッセージが表示されたが、ト ランザクションの database_ID_
errlog.sql ファイルにはレコード がない場合でも、これらのメッセージを無視しないでください。これらは、ROLLBACK. に関
連付けられていることがあります。ト ランザクションがロールバックされるかどうかに関わらず、SharePlex はソースおよびター
ゲット 行のプリイメージを依然として比較します。それらが異なる場合は、データが非同期になっていることを示します。ト ラ
ンザクションがソースでコミット されたが、ターゲット で失敗したときにのみ、SharePlex はそれを database_ID_errlog.sql
ファイルに記録して、問題解決のツールとして、また必要に応じて文を手動で適用するために、適用されているべきであっ
た文の記録を残します。ロールバックされた文は、取り消された操作なので、ターゲット には記録されません。

誤った非同期状態の検出
非同期メッセージが誤っており、実際にはデータが非同期状態ではないことがあります。compare コマンド を使用してソー
スデータとターゲット データを比較したり、以下の比較を手動で実行したりすることができます。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複製上の問題の防止および解決方法

300

compare コマンド で比 較 するには
『 SharePlex リファレンスガイド 』で compare コマンド を参照してください。

データが非 同 期 状 態 であることを確 認 するには
1. ターゲット システムの変数データディレクト リにある database_ID_errlog.sql ファイルから、影響を受ける行の
rowid を取得します。
2. WHERE 句で rowid を使用して、ソーステーブルで SELECT クエリを実行し、この rowid の行データを取
得します。
3. ソースのクエリから取得した行データを WHERE 句で使用して、ターゲット テーブルで SELECT クエリを実行し
ます。
4. クエリの結果を比較します。異なる場合は、行が非同期状態です。同じ場合は、行が同期されています。

一般的な非同期状態と解決方法
次に、データが非同期になる一般的な状態を説明します。ほとんどの場合で、SharePlex が非同期状態を検出し、エ
ラーメッセージを戻しますが、非同期状態が隠れていて、SharePlex がエラーを戻さない状況もあります。
非同
期状
態

説明

解決策

不正
確なク
リーン
アップ
手順

いずれかの database_cleansp クリーンアップユー
ティリティが、( すべてではなく) 一部のアクティブ設定
に関係するシステムで実行されると、SharePlex は
非同期状態と認識します。

イベント ログを確認して、クリーンアップユーティリティが
すべてのシステムで実行されたかどうかを判断します。
ログから、各システムで実行されたかどうかと、その実
行時期が分かります。また、設定がアクティベート され
たかどうか、およびその時期も分かります。これらのイ
ベント の時間を比較することで、何が起こったかを判
断できます。
この設定のすべての複製システムでクリーンアップが完
了していない場合は、クリーンアップユーティリティをす
べてのシステムで実行します。クリーンアップでは、複
製キューおよびプロセスを削除して、設定をディアク
ティベート するために、最初の同期を再び実行する必
要があります。

DDL
変更

DDL に関連する非同期状態の原因には次のような
ものがあります。

サポート される DDL のリスト については、『SharePlex
リリースノート 』を参照してください。

ソースオブジェクト に対して複製されていない
DDL 変更が行われたが、設定が再アクティ
ベート されておらず、オブジェクト を再分析で
きない。

手動および SharePlex による重複した DDL 変更を
取り消すには

l

l

SharePlex が複製する DDL が、ターゲット
でも手動で実行されている。

1. Post プロセスを停止します( すでに停止され
ていることがあります) 。
sp_ctrl(sysB)> stop post
2. DDL 変更を取り消すために、ターゲット テーブ
ルを変更します。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複製上の問題の防止および解決方法

301

非同
期状
態

説明

解決策

3. Post を開始して、SharePlex に複製された
DDL を post させます( これはまだ post キュー
にあります) 。
sp_ctrl(sysB)> start post

ター
ゲット に
直接
加えら
れた
DML
変更

アプリケーションまたはユーザーがターゲット のテーブ
ルに DML 変更を加えると、その変更の結果によっ
て、Post が影響を受ける行に複製された変更を適
用しようとするまで隠れた非同期状態が生じます。
変更が適用されると、SharePlex は非同期エラーを
返します。

複製中のターゲット テーブルに対するすべての DML ア
クセスを防止します。

ター
ト リガはターゲット オブジェクト で無効にする必要があ
ゲット オ ります。ト リガはソースシステムで起動され、
ブジェク
SharePlex はその影響をターゲット に複製します。
ト のト リ
ガ

ト リガがターゲット システムで起動された場合は、ト リ
ガで変更されたオブジェクト は非同期になるので、再
同期する必要があります。「ソーステーブルとターゲット
テーブルの再同期方法」を参照してください。

compare および repair コマンド を使用し、テーブル
で非同期行を比較し、該当する行を修復します。詳
細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』でコマ
ンド の説明を参照してください。

Oracle ターゲットでトリガの効 果 を無 効 にする
には
データを再同期した後でターゲット Oracle オブジェク
ト 上のト リガの効果を無効にするには、次のいずれか
を実行します。
l

l

不要な
制約

一方向の複製設定において、ターゲット テーブルで
必要な制約は、プライマリキーおよび一意キー制約
だけです。チェック制約はソースで満たされるため、
ターゲット では不要です。外部キーおよび
ON DELETE CASCADE 制約もソースで満たされ
るため、SharePlex はターゲット の適切なテーブルに
子操作を複製します。

SharePlex Oracle ユーザーを無視するように
ト リガに指示する sp_add_trigger.sql スクリ
プト を実行します。ト リガスクリプト の詳細につ
いては、『 SharePlex リファレンスガイド 』で
ユーティリティの説明を参照してください。
不要な場合はト リガを無効にします。

複製されるオブジェクト で制約を処理する方法につい
ては、 「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。

Oracle ターゲット で ON DELETE CASCADE 制約
を無視するように SharePlex を設定する場合は、こ
の制約を有効にしておくことができます。
設定
重複エント リ( ソース、ターゲット 、およびルーティング
ファイル マップが同一) によって、ターゲット での post が重複
の重複 します。
エント リ

設定ファイルを新しいファイルにコピーします。
新しいファイルで重複を探し、削除します。
「ソーステーブルとターゲット テーブルの再同期方法」
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非同
期状
態

説明

解決策

の指示に従って、再同期および再アクティベート を実
行します。
ディスク SharePlex にデータをキューに格納するために十分
領域の な場所がないときに、ユーザート ランザクションが継
不足
続した場合は、データが非同期になります。この状
態は次の場合に発生します。
l

l

l

l

l

ネット ワークまたはターゲット システムが使用
不能になり、export キューに蓄積したデータ
が多すぎた場合。
ターゲット が使用不能になり、Post キューに
蓄積したデータが多すぎた場合。
Capture がソースト ランザクションのロギング
のペースに追い付かなくなった場合。この場
合、Capture キューにデータが蓄積されま
す。
SharePlex プロセスが停止されたが、再起
動されていない場合。
flush コマンド が発行されたが、Post が再起
動されなかった場合。

水平
分割レ
プリ
ケー
ション
でのカ
ラムコ
ンディ
ション
の変更

非同期状態は、次の場合に水平分割レプリケー
ションを使用すると発生する可能性があります。

設定
変更
後に再
アクティ
ベート
されて
いな
い。

テーブルが設定に追加されたが、設定を再アクティ
ベート しなかった場合は、そのテーブルの操作は複
製されません。

キュー
の破損

システム障害時など、SharePlex キューが破損して
いる場合は、その中のデータが消失することがありま
す。この場合は、再同期が必要です。

l

l

「 ディスクスペース不足の解決方法 」を参照してくださ
い。

カラムコンディション値が更新され、新しい値
が行選択条件を満たさなくなった。

パーティションシフト が発生しないようにカラムコンディ
ションを作成する方法の詳細については、該当の資
料を参照してください。

カラムコンディションを満たしていなかった行
が、更新されて条件を満たすようになった。

注：Oracle ソーステーブルの場合、自動追加機能
はデフォルト で有効であり、設定ファイルで名前がワ
イルド カード を満たす新しいテーブルは、複製に自
動で追加されます。詳細については、次を参
照：208 ページの 「Oracle DDL 複製の制御」。

SharePlex がそのオブジェクト キャッシュをアップデート
できるように、影響を受けたテーブルを再同期してか
ら、設定を再アクティベート します。テーブルを再同期
するには、「ソーステーブルとターゲット テーブルの再同
期方法」を参照してください。

テーブルを再同期するには、「ソーステーブルとターゲッ
ト テーブルの再同期方法」を参照してください。
( Oracle) システム障害によるキューの破損を防ぐに
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は、SP_QUE_SYNC パラメータを使用できます。『
SharePlex リファレンスガイド 』で Queue パラメータの
説明を参照してください。

Oracle 関連の非同期状態と解決方法
次に、特に Oracle データベース間の複製に関連する、一般的な同期の問題を示します。ほとんどの場合で、
SharePlex が非同期状態を検出し、エラーメッセージを戻しますが、非同期状態が隠れていて、SharePlex がエラーを
戻さない状況もあります。
非同期状態

説明

解決策

DDL 変更

DDL に関連する非同期状態の原因には
次のようなものがあります。

サポート される DDL のリスト については、『SharePlex
リリースノート 』を参照してください。

l

l

ソースオブジェクト に対して複製され
ていない DDL 変更が行われたが、
設定が再アクティベート されておら
ず、オブジェクト を再分析できない。
SharePlex が複製する DDL が、
ターゲット でも手動で実行されてい
る。

手動および SharePlex による重複した DDL 変更を
取り消すには
1. Post プロセスを停止します( すでに停止されて
いることがあります) 。
sp_ctrl(sysB)> stop post
2. DDL 変更を取り消すために、ターゲット テーブ
ルを変更します。
3. Post を開始して、SharePlex に複製された
DDL を post させます( これはまだ post キュー
にあります) 。
sp_ctrl(sysB)> start post

不適切または
存在しない競
合解決ルーチ
ン

ピアト ゥピア( active-active) 設定では、競
合解決手順が必要です。SharePlex は、
同じデータ変更を異なるシステムから受信
したときに、どの操作を post するかを判断
するために、競合解決手順を使用します。

ログラップ

Capture が必要なデータを処理できる前に
REDO ログがラップした場合は、アーカイブ
ログが有効になっていない場合、または
Capture が必要とするアーカイブログが削除
されている場合に、データが非同期になるこ
とがあります( 通常、Capture はアーカイブロ
グにアクセスして、複製を継続します) 。

競合解決手順を修正およびテスト してから、「 ソース
テーブルとターゲット テーブルの再同期方法 」を参照し
てください。

l

アーカイブが有効になっていない場合は、
SharePlex が読み取るアーカイブログはありま
せん。ログラップの後で消失したデータは、回
復できません。アーカイブログを有効にして、
データを再同期してください。「ソーステーブル
とターゲット テーブルの再同期方法」を参照し
てください。

「問題を先に解決する」を参照してくださ
い。
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l

l

LONG 列

SharePlex が多数のログで Oracle より遅れ
ている場合は、ログをリスト アする代わりにデー
タを再同期することを検討してください。
Capture がアーカイブログから消失したレコー
ド を処理するためにかかる時間よりも、この方
が短いことがあります。さらに、こうすることで、
アーカイブログを処理中に capture キューが空
きディスク領域を超過する可能性がなくなりま
す。REDO ログのサイズおよび複製するテーブ
ルの数に基づいて判断することができます。両
方が Capture が処理する必要がある情報の
量を決定します。また、ターゲット データのユー
ザーが許容できる遅延も考慮してください。
アーカイブログが利用可能な場合は、適切な
ログをソースシステムのアーカイブログディレクト
リにコピーして戻すか、SP_OCT_ARCH_
LOC パラメータを使用して、SharePlex にその
場所を示します。

テーブルに主キーまたは一意キーがない場
合は、SharePlex は「LONG および LOB
列を除いて」すべての列にシミュレーションさ
れたキーを構築します。ターゲット 行の
LONG 列が一意の値を含む唯一の列であ
る場合、シミュレーションされたキーの条件
を複数の行が満たすことがあります。
SharePlex は、エラーを検出せずに、違う
行に UPDATE または DELETE を適用する
ことがあり、これにより、エラーメッセージを表
示せずにテーブルが非同期になります。

ターゲット テーブルの一意性を確保する列からキーを
作成できる場合は、この種類の非同期状態を防止で
きます。キーを作成した後で、これらのオブジェクト を再
同期して再アクティベート すると、SharePlex はそのオ
ブジェクト キャッシュをアップデート できます。

キーの変更

テーブルがキーとして自動生成された数値
シーケンスを使用しており、キーの値が変更
される場合は、結果的にターゲット システム
で重複が生じる可能性があります。新しい
値が、ターゲット システムの他の行にキーと
してすでに存在している場合は、
SharePlex が一意キー制約違反および非
同期エラーを戻します。これは、x +n 式を
使用して値をアップデート したときに発生す
ることがあります。ここで n は増分です。x
+n の値の 1 つが既存の値に等しい可能性
があります。

ターゲット システムで更新によるキーの重複が発生し
ないように、シーケンスを作成します。詳細について
は、「 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。

ソースシステム
やターゲット シ
ステムで実行
中の DBMS_
SCHEDULER
手順

これらの手順の影響( オブジェクト の作成、
複製外での操作や削除など) は、複製で
認識されなかったりサポート されなかったりし
ます。そのため、非同期状態の原因となる
データ変更が発生します。

ジョブからソースオブジェクト とターゲット オブジェクト を除
外します。

主キーまたは一意キーを追加できない場合は( パッ
ケージアプリケーションを使用している場合など) 、ター
ゲット システム上の行の一意性は保証できません。
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仮想プライ
ベート データ
ベース

仮想プライベート データベースとして設定さ
れたデータを複製する場合、SharePlex
データベースユーザーにデータをキャプチャす
るアクセス権限がないことがあります。その
データの変更は、ターゲット に反映されませ
ん。

そのデータがターゲット に複製される必要がない場合
は、分割レプリケーションによって SharePlex 設定から
フィルタで除外できます。

キーの値をログに記録することで、特定の複
製の問題を防止できます。SharePlex は、
rowid に基づいてキーの値を取得します。
ALTER TABLE...MOVE など、rowid を変
更するあらゆる操作が、その後の DML 操
作で間違ったキーの値が使用される原因と
なる可能性があります。

SharePlex は、プライマリキーと一意のキーの両方の
サプリメンタルロギングを設定するか、複製内のすべて
のテーブルで一意の列にサプリメンタルロググループを
定義することをお勧めします。

PK/UK ロギン
グが有効でな
い

データを複製する場合は、SharePlex ユーザーに適
切なアクセス権限を割り当てます。

問題を先に解決する
データが非同期になっている場合は、データを再同期する前に以下の手順を実行します。
1. 非同期が発生した原因を特定してから、データを再同期してください。そうしない場合は、問題自体が繰り返さ
れ、より多くのデータが非同期になります。
2. Post プロセスを停止して、エラーがこれ以上発生しないようにします。Post キューにメッセージが蓄積されるため
に、ディスクスペースの問題が発生しそうな場合、およびソースシステムに十分なディスクスペースがある場合は、
Post が他のト ランザクションによる操作の一部をクリアできるようになるまで、Import を停止できます。この手順に
ついては、「ディスクスペース不足の解決方法」を参照してください。
3. Status Database とイベント ログを表示して、問題の原因を特定します。
4. 問題を解決します。

データの再同期
「ソーステーブルとターゲット テーブルの再同期方法」を参照して、データを再同期します。

compare コマンド エラーの解決
compare または repair コマンド に関する問題がある場合は、次の説明を参照してください。
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。
問題

説明

解決策

Oracle
エラー

「Error 904 calling oexec in de_select_
prepare_to_fetch.」

両方のテーブルに DESCRIBE を実行します。おそ
らくテーブルで、列の数が同じでないか、データ型が
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問題

説明

解決策

比較対象のソーステーブルとターゲット テーブルの構造
が異なるため、比較が失敗しました。compare および
repair コマンド は、非同期の DDL 操作または構造的
に同一でないテーブルによって生じた非同期状態を検
出して修復しません。

異なることが表示されます。DDL の問題を解決し
た後で、repair を実行し、行の中の値を再同期で
きます。

「ユー
ザー数
が多す
ぎる」
エラー

「Can not add DataEquator queue reader
que_TOOMANYUSERS:User table is full.」

回避策やこの制限を調整する方法はなく、制限を
超過せずに同時に実行できる compare プロセスの
数を判断する方法もありません。

クライ
アント
プロセ
スが終
了しま
せん

sp_desvr サーバプロセスが終了すると、関連する
sp_declt クライアント プロセスユーティリティも終了しま
す。プロセスが終了しない場合は、kill できます。

「 compare プロセスの kill」を参照してください。

サー
バープ
ロセス
が終
了しま
せん

sp_declt クライアント プロセスを kill するとき、またはそ
れが勝手に終了したとき、または sp_desvr サーバー
プロセスがクライアント と通信していない場合は、 sp_
desvr サーバープロセスは、通常 SP_DEQ_
TIMEOUT パラメータで制御する一定の時間後に終
了します。

「 compare プロセスの kill」を参照してください。

SharePlex キューに対して読み書きするプロセスの最
大数を超過しています。複製プロセスと compare お
よび repair プロセスを含めて、同時に post キューから
読み取り、および書き込みできるプロセスは 20 以下
です。修復は修復のない比較よりもずっと長い時間
キューにアクセスするために、エラーは、修復オプション
を使用しているときに、よく起こります。

ヒント ： プロセスの限度に制限されずに同時に複数
のテーブルを比較するには、compare using コマン
ド を使用します。比較するテーブルを制限するに
は、比較したいものだけがある新しい設定を作成し
て、それを比較に使用します( その設定はアクティ
ベート しません) 。すべてのテーブルが、1 つの
compare using プロセスで比較されます。

compare プロセスの kill
クライアントプロセスを kill するには
sp_declt クライアント プロセスを kill する必要があり、複数の compare が実行中の場合は、次の方法のいずれかで kill
するものを判断できます。
l

sp_declt ログファイルを表示 － このファイルで、sp_declt プロセスの Session ID を探して、終了した sp_
desvr プロセスの PID に一致するものを見つけます。これが、kill する sp_declt プロセスです。sp_declt の
Session ID は、関連付けられた sp_desvr プロセスの PID と同じです。
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l

Event Log を表示 －Event Log は、各 sp_declt クライアント プロセスの起動とその PID を記録します。ログの
中のその後のエント リは、プロセスが待機している compare ログファイルを記録します。そのエント リの compare
ログファイルの名前の中に、サーバープロセスの PID があります。たとえば、次のサンプルエント リで sp_declt プロ
セスの PID は 2450 です。このプロセスはログ ../o734v32a_declt- 1228-01.log に書き込みます。1228 は、サー
バープロセスの PID です。
05/04/01 17:01 Process launched: sp_declt (for o.o734v32a-o.o734v32a- 87056
queue all) [pid = 2450]
05/04/01 17:01 Notice: sp_declt(deq) (for o.o734v32a-o.o734v32a-87056 queue all)
Opened DataEquator session log file /u10/julia30014/var7/ log/o734v32a_declt1228-01.log
終了したサーバープロセスでログファイル名を検索して、そのログファイルに関連付けられたクライアント プロセスを
探すことで、終了する正しい PID を判断できます。

Windows システムでは、ログは、関連付けられた sp_cop プロセスの起動も記録します。

サーバプロセスを kill するには
sp_declt クライアント プロセスが終了したときに、sp_desvr サーバープロセスを kill する必要がある場合は、Event Log
を調べて、どのログに sp_declt クライアント プロセスが書き込んでいたかを見つけます。イベント ログは、各クライアント プロ
セスの起動およびその PID を記録します。ログの中のその後のエント リは、プロセスが待機している compare ログファイル
を記録します。そのエント リの compare ログファイルの名前の中に、サーバープロセスの PID があります。たとえば、次のサ
ンプルエント リで sp_declt プロセスの PID は 2450 です。このプロセスはログ ../o734v32a_declt-1228-01.log に書き込
みます。1228 はサーバープロセスの PID であり、これが kill するプロセスです。
05/04/01 17:01 Process launched: sp_declt (for o.o734v32a-o.o734v32a- 87056 queue all)
[pid = 2450]
05/04/01 17:01 Notice: sp_declt(deq) (for o.o734v32a-o.o734v32a-87056 queue all)
Opened DataEquator session log file /u10/julia30014/var7/ log/o734v32a_declt-122801.log
Windows システムでは、ログは、関連付けられた sp_cop プロセスの起動も記録します。

その他の問題の解決
このセクションでは、他の複製問題の解決方法を説明します。
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。

SharePlex が Windows システムで実行できません
SharePlex は Windows システムで動作するために、Parametric Technology Corporation( PTC) の MKS
Toolkit®( NuTCRACKER とも呼ばれます) 運用環境を使用します。NuTCRACKER サービスが停止または無効にさ
れている場合、または NuTCRACKER ファイルが削除または移動されている場合は、SharePlex を実行しようとしたと
きにエラーが発生します。
解決策：
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1. Windows タスクマネージャを実行して、［プロセス］タブをクリックします。
2. NuTCRACKER サービスが実行されているか調べます。プロセス名は、nutsrvx です。ここで x は、
NuTCRACKER ソフト ウェアのバージョンです。
3. このプロセスが実行中でない場合、管理ツール コント ロールパネルの サービス パネルを使用して、
NuTCRACKER サービスを起動します。
l

l

NuTCRACKER サービスが表示されない場合は、SharePlex を再インスト ールします。
NuTCRACKER サービスを起動できても、まだ SharePlex がエラーを返す場合は、NuTCRACKER
ファイルの場所を調べてください。正しいインスト ール先を特定するには、Windows レジスト リの次の項
目を探します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Data Focus\Runtime

l

Runtime ノード の右ペインにある InstallDir 文字列に、そのファイルの正しいロケーションが示されます。
MKS Toolkit フォルダを検索し、InstallDir エント リで指定されている場所にファイルを復元します。

ファイルが見つからない場合、または正しい場所に復元できない場合は、以下の操作を実行します。
1. SharePlex および NuTCRACKER サービスが実行中の場合は、それらを停止します。
2. regedit を実行して、レジスト リエディタを開きます。
3. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ の下にある Data Focus および Mortice Kern Systems レジスト リ
フォルダを削除します。
4. レジスト リエディタを閉じます。
5. システムを再起動します。
6. SharePlex を再インスト ールします。必ず同じロケーションに SharePlex を再インスト ールして、プロンプト が表示
されたときに NuTCRACKER コンポーネント をインスト ールします。
7. 新しい NuTCRACKER 環境を有効にするために、システムを再起動します。

「Can’t unlink file」エラーが Windows システム上
で発生します
下のもののような厄介なエラーが、時折 Windows システムで発生します。結果として、ファイルはリンク解除します。
Text file busy Unlinking file:'r:\splex2102/rim/o.SERV+C+0.0000000
または
System call error: sp_ordr.exe(osp) (for o.SERV queue o.SERV) Text file busy
17003 - Can't unlink file R:\Splex2100/state/o.SERVlog_ sp_ordr.30

一般的な接続エラー
sp_ctrl の起動、または sp_ctrl で host、port、または [on host] コマンド による接続で発生する一般的なエラーの
解決策は次のとおりです。
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接 続 エラーメッセージの説 明
エラー

原因

解決策

Host unknown: cannot form
connection

host コマンド または [on host] オプ
ションを発行したときに、表示され
ます。

接続先のシステムが実行中であるこ
と、および正しいシステム名を使用し
ていることを確認してください。

Network unreachable

ネット ワークがダウンしています。

この状態の継続時間について、ネット
ワーク管理者に確認します。ダウンタ
イムのために、SharePlex キューがディ
スク領域を超過する可能性がある場
合は、データを再同期しなくて済むよ
うに手段を講じてください「 ディスクス
ペース不足の解決方法 」を参照してく
ださい。

User is not authorized as a
SharePlex user -- check
/etc/group

操作を実行するためのユーザー許
可がありません。

SharePlex ユーザーは、 /etc/group
ファイル( Unix および Linux) または
ユーザーリスト ( Windows) で
SharePlex Admin グループ、
spoper、spview という SharePlex
ユーザーグループの 1 つにリスト される
必要があります。

unauthorized connection
attempt from host hostname.
net

リモート マシンの名前が auth_
hosts ファイルにリスト されていな
いため、そのマシンからの接続が
拒否されました。

システム名については、エラーメッセー
ジを参照してください。そのシステムが
ローカルシステム上の sp_cop に接続
できるようにするために、その名前を
auth_hosts ファイルに追加します。

一般的なコマンドエラー
エラー

原因

解決策

Deactivate/flush a nonactive
datasource

アクティブでない設定をフラッシュし
ようと試みています。

何も必要ありません。

Bad routing specification

ルーティングマップの構文が正しくあ
りません。

「 設定ファイルでのルーティング指
定 」を参照してください。

Status db file is corrupt.

Status Database が破壊されていま SharePlex をシャット ダウンし、
statusdb ファイルを削除します。こ
す。
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
リにあります。 sp_cop を再起動す
ると、SharePlex が新しいファイル
を作成します。

Parameter does not exist in
database.

パラメータを設定しようとしました
が、間違った名前を入力したか、パ
ラメータがお使いの SharePlex
バージョンで廃止されています。

list param コマンド を使用して、使
用中のバージョン用の SharePlex
パラメータを表示し、綴りを確認し
ます。

Parameter type checking failed
- look in param - defaults
file.

パラメータに入力したデータ型が
誤っている可能性があります。

list param コマンド を使用して、有
効なデータ型を特定します。
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エラー

原因

解決策

Unknown service specified.

有効なサービス( プロセス) の名前
は、 capture、read、 export、
import、 post です。

正しい名前でコマンド をもう一度発
行します。

コマンド に無効な入力が含まれて
います。

help コマンド を発行して、コマンド
の有効な入力を表示します。

Permission denied for command
- check your authorization
level.

このコマンド を発行できるユーザー
グループのメンバではありません。

authlevel コマンド を発行して権限
レベルを表示します。

Default host is not defined:
use the ‘host’ command or [on
host] option.

SharePlex が、コマンド の対象シス
テムを特定できません。

host コマンド でデフォルト ホスト を
確立するか、発行するコマンド に
[on host] オプションを使用します
( 使用可能な場合) 。

または
No such module.
または
Service may be only one of:
post, read, import, export,
capture, all.
Command was called with an
invalid argument.
または...
Unknown keyword used in
command.

ソーステーブルとターゲット テーブルの再同期
方法
次の手順は、非同期テーブルの再同期方法の決定に役立ちます。
l

l

l

Oracle テーブルの場合、非同期のテーブルが数個のみであり、それらのサイズが大きくない場合は、sp_ctrl で
compare コマンド を使用して、各テーブルで非同期行の数を確認できます。非同期行の数が少ない場合は、
repair コマンド を実行して再同期できます。非同期テーブルの数が多い場合は、compare および repair コマン
ド を使用して修復するよりも、データベースを再同期するほうが短時間で済むことがあります。詳細については、
「Compare および Repair の概要」を参照してください。
Oracle データベースとオープンターゲット データベースでは、ID_errlog.sql ファイル内で SQL 文を使用して、問題
を修正した後に、テーブルに手動でパッチを適用できます。「非同期テーブルの手動パッチ」を参照してください。
さまざまな方法でデータを再同期できます。次のト ピックを参照してください。
l

「非同期テーブルの手動パッチ」

l

「ソーステーブルのコピーによる再同期」

l

「Oracle ト ランスポータブル表領域による再同期 」

l

「アクティブデータベースでの Oracle ホット バックアップによる再同期」

非 同 期 テーブルの手 動 パッチ
対象：すべてのデータベースタイプ
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同期エラーの数が少ない場合は、手動による非同期テーブルの修復を試行できます。Post プロセスは非同期状態を検
出しても、そのエラーを無視して、post キュー内の次の操作の適用を続行します。ただし、Post は非同期エラーを引き起
こしたソースの SQL 文を、エラーファイル calleID_errlog.sql にログとして記録します( ID は、ORACLE_SID やデータ
ベース名など、SharePlex がターゲット インスタンスに対して使用する識別子です) 。データベースのネイティブ SQL イン
ターフェイスを介して、これらの SQL 文をターゲット テーブルに適用できます。この手順では、Post による比較を省略して
いるので、ターゲット テーブルの構造が変わらなければ操作が成功します。
SharePlex は ID_errlog.sql をターゲット システム上の変数データディレクト リの data サブディレクト リに保存します。ファイ
ル内のエント リは、次の例とほぼ同じです。
-- Host (irvlabua) Sid (al920u64)
-- session 2, 1 error ---- [1] Tue Dec 11 13:31:32 2007
-- redolog seq#/offset 26622/26980368
-- redolog timestamp 641050290 (12/11/15 13:31:30)
-- original rowid AAE0m8AAWAAAAFEAAA
-- -- NOT FOUND
delete from “SP_5”.”QA_LOB_DISABLE_INROW” t where rownum = 1 and “KEY”='01';

SQL を手 動 で適 用 するには
1. 影響を受けたソーステーブルへのユーザーアクセスを停止します。
2. ターゲット システムで ID_errlog.sql ファイルを開きます。
3. SQL 文をターゲット テーブルに適用します。
4. 設定に変更を加える必要があった場合は、その設定を再アクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
5. ソーステーブルへのユーザーアクセスを許可します。

ソーステーブルのコピーによる再 同 期
対象：すべてのデータベースタイプ
この手順で、ソーステーブルのコピーを適用することで、非同期ターゲット テーブルの同期がリスト アされます。非同期の
テーブルの再同期だけが必要なので、ユーザーは他のすべてのテーブルへのアクセスを継続できます。
重要! 開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。
1. ソースおよびターゲット システムで、sp_cop が実行中であることを確認します。
2. ターゲット システムで、sp_ctrl を実行します。
3. ［必要に応じて］ターゲット システムで、show sync コマンド を発行して、非同期になっているテーブルを特定し
ます。
sp_ctrl> show sync
4. 「ソース」システムで、非同期テーブルの活動を停止します。
5. ソースシステムで、sp_ctrl を実行します。
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6. ソースシステムで、flush コマンド を発行します。注： このコマンド には、名前付きキューまたは複数のターゲット
で使用するための追加のオプションがあります。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。
sp_ctrl> flush datasource
7. 「ソース」システムで、テーブルをコピーします。
8. ソースシステムで、何らかの変更を加える必要があった場合は、設定ファイルを再アクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
9. 「ソース」システムで、ユーザーの「ソース」テーブルへのアクセスを許可します。
10. ターゲット システムで、Post が停止したことが示されるまで、status コマンド を発行します。
sp_ctrl> status
11. ターゲット システムで、テーブルをリスト アします。
12. ターゲット システムで、複製方法の要件に従って、ト リガ、参照整合性制約、チェック制約を無効化または変更し
ます。
13.

ターゲット システムで、Status Database を表示して、各メッセージのステータス ID を特定します。
sp_ctrl> show statusdb detail

14. ターゲット システムで、次のコマンド で各メッセージをクリアします。
sp_ctrl> clear status statusID
15. ターゲット システムで、Post プロセスを再開します。
sp_ctrl> start post

Oracle ト ランスポータブル表 領 域 による再 同 期
対象：Oracle データベース
ト ランスポータブル表領域機能を使用すると、最小のダウンタイムで多数の非同期テーブルをすばやく再同期できます。ト
ランスポータブル表領域機能を使用するには、Oracle マニュアルの中の指示に従って、表領域セット を作成し、表領域
セット をターゲット データベースに移動し、セット をデータベースにプラグします。次の指示は、データを再同期するためだけ
にこの機能を使用するステップです。ト ランスポータブル表領域機能の使用に習熟していることを前提としています。
重要! 開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。
1. ソースシステムで、ソース表領域を READ ONLY に設定します。
SQL> ALTER TABLESPACE name READ ONLY;
2. ソースシステムで、sp_ctrl を実行します。
3. ソースシステムの sp_ctrl の中で flush コマンド を発行します。注： このコマンド には、名前付きキューまたは
複数のターゲット で使用するための追加のオプションがあります。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。
sp_ctrl> flush datasource
4. Oracle のド キュメント に従って、メタデータをエクスポート ファイルにエクスポート します。
5. export が完了したら、データファイルを「ソース」システム上の二次ロケーションにコピーします。こうすることで、ファ
イルをターゲット システムにコピーするソースデータベースへの影響を最小にできます。
6. ソースシステムで、ソース表領域を READ WRITE モード に設定します。
SQL> ALTER TABLESPACE name READ WRITE;
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7. 「ターゲット 」システムで、ターゲット データベースから既存のデータファイルおよび表領域をド ロップして、コピーされ
たファイルを適用できるようにします。
8. ファイルを「ソース」システム上の二次ロケーションから、「ターゲット 」システムにコピーします。
9. 「ターゲット 」システムで、Oracle のインポート ユーティリティを使用して、メタデータおよび表領域定義をインポート
します。
10. ターゲット システムで、表領域を READ WRITE モード に設定します。
SQL> ALTER TABLESPACE name READ WRITE;
注： SharePlex は、ピアト ゥピアレプリケーションを使用しているのでない限り、ターゲット テーブルへの書き込みア
クセスを許可された唯一のユーザーである必要があります。
11. ソースシステムで、設定ファイルに何らかの変更を加える必要があった場合は、その設定ファイルを再アクティベー
ト します。
sp_ctrl> activate config filename
12. ターゲット システムで、sp_ctrl を実行します。
13. ターゲット システムで、Post プロセスを再開します。
sp_ctrl> start post

アクティブデータベースでの Oracle ホット バックアップによる再 同 期
対象：Oracle データベース
ターゲット インスタンスを再同期するために、Oracle ホット バックアップ、reconcile コマンド を使用するときは、バックアップを
実行し適用している間も、ユーザーは実稼動データにアクセスを継続できます。

重要：
l

l

l

データウェアハウスなどの「集中レポーティング」を再同期するには、すべてのソースシステムからホット バックアップは
使用できません。1 つのバックアップが以前のものからのデータを上書きするためです。ソースインスタンスの 1 つの
ホット バックアップを使用してターゲット インスタンスを確立してから、export/import やト ランスポータブル表領域な
どの他の方法を使用して、他のインスタンスからテーブルをコピーできます。
「ピアト ゥピア」レプリケーションを再同期するには、この手順の間「すべての」二次ソースシステムを沈静化する必
要があります。すべてのユーザーを一時システムに移動してから、手順に従います。「すべての」二次システムで手
順を実行した後で、ユーザーはそれらのシステムでの活動を再開できます。
開始する前にこの手順を確認してください。使用するコマンド 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。

ホットバックアップで再 同 期 するには
1. ソースおよびターゲット システムで、sp_ctrl を実行します。
2. ターゲット システムで、Post プロセスを停止します。こうすることで、ターゲット インスタンスが回復し調和されるま
で、複製されたデータが post キューに蓄積します。
sp_ctrl> stop post
3. ソースシステムで Oracle ホット バックアップを実行します。
4. ソースおよびターゲット システムで、sp_cop、sp_ctrl、およびすべての SharePlex プロセス( Capture、Read、
Export、Import、Post) が実行中であることを確認します。
sp_ctrl> status
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5. ソースシステムのログファイルを切り替えます。
l

l

データベースをシーケンス番号に回復するには、最高のアーカイブログのシーケンス番号を記録します。
データベースを Oracle System Change Number( SCN) に回復するには、回復する SCN をターゲット
データベースで選びます。

6. 次のように、ホット バックアップから「ターゲット 」データベースを回復します。
l

l

シーケンス番号に回復する場合は、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してホット
バックアップからデータベースを回復し、前のステップのログが Oracle で完全に適用された後、回復を
キャンセルします。
SCN に回復する場合は、RECOVER 句の UNTIL CHANGE SCN オプションを使用してホット バック
アップからデータベースを回復し、前のステップから SCN に一致するログが Oracle で適用された後、
回復をキャンセルします。

7. RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
8. ターゲット システムで、reconcile コマンド を発行します。named post queues を使用している場合は、各キュー
に対してコマンド を発行します。キューの名前が分からない場合は、qstatus コマンド を発行してください。
l

シーケンス番号に回復する場合は、ステップ 5 で記録したログのシーケンス番号に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq
number

sequence_

例:reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA seq 1234
l

SCN に回復する場合は、ステップ 5 で記録した SCN に置き換えます。
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest scn scn_number
例:reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA scn 0123456789

sp_ctrl は reconcile プロセスが完了するまでプロセスによって制御され、完了すると sp_ctrl のプロンプト が
戻ります。
9. ターゲット システムで、SharePlex の Oracle ユーザーとして SQL*Plus にログオンし、SharePlex 製品ディレクト リ
の bin サブディレクト リの中にある cleanup.sql スクリプト を実行します。このスクリプト は、SharePlex ユーザーが
所有している SharePlex テーブルを切り詰めてアップデート します。複数の変数データディレクト リで複数の sp_
cop のインスタンスを実行している場合は、それぞれのために SharePlex Oracle ユーザーが存在します。必ずリ
スト アするテーブルを所有する SharePlex ユーザーとしてこのスクリプト を実行してください。スクリプト から、
SharePlex ユーザー名およびパスワード を入力するように促すプロンプト が表示されます。
SQL> @/productdir/bin/cleanup.sql
10. ターゲット システムで、複製方法に従って、次の項目を無効化または変更します。
l

ト リガ

l

外部キー制約

l

カスケード 削除の制約( または、これらを無視するように SharePlex を設定)

l

チェック制約

l

DML を実行するスケージュールされたジョブ

11. ソースシステムで、設定ファイルに何らかの変更を加える必要があった場合は、その設定ファイルを再アクティベー
ト します。
sp_ctrl> activate config filename
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12.

ターゲット システムで、Post プロセスを再開します。これで 2 つのインスタンスは同期され、SharePlex が複
製を継続します。
sp_ctrl> start post

Oracle アーカイブログのリスト ア方法
SharePlex を有効にしてキャプチャおよび複製を再開するためにアーカイブログをリスト アする場合は、次の手順を使用し
て、必要なアーカイブログを特定します。
1. そこから処理を再開するために Capture が必要とするシーケンス番号を判断します。Capture はログラップが発生
したときに停止して、それが必要な REDO ログのシーケンス番号があるメッセージを Event Log ( event_log) に
印字します。この番号は、次の例で示されているように、SHAREPLEX_ACTID テーブルをクエリして、SEQNO
列を調べることでも見つけることができます。
SQL> select * from splex.shareplex_actid;
ACTID

SEQNO

OFFSET

AB_
FLAG

QUE_SEQ_NO_1

QUE_SEQ_
NO_2

COMMAND

-----

------

--------

-------

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

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

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

14

114

9757200

0

672101000

0

2. Oracle の V$LOG_HISTORY テーブルをクエリして、そのシーケンス番号がアーカイブされたときを見つけて、その
時点から先のログをソースシステムにコピーします。
SQL> select * from V$LOG_HISTORY;
RECID

STAMP

THREAD#

SEQUENCE#

FIRST_CHANGE#

FIRST_TIM NEXT_CHANGE#

-----

------

-------

--------

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

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

111

402941650

1

111

2729501

14-JUL-00 2729548

112

402941737

1

112

2729548

14-JUL-00 2729633

113

402941930

1

113

2729633

14-JUL-00 2781791

114

402942019

1

114

2781791

14-JUL-00 2836155

115

402942106

1

115

2836155

14-JUL-00 2890539

プロセス障害後のセマフォのリリース方法
データベースの破損やその他のシステム上の問題によって、SharePlex を強制的にシャット ダウンした場合、SharePlex
によって使用されていたセマフォと共有メモリがリリースされたことを確認します。

セマフォを確 認 してリリースするには
1. シャット ダウンしていない SharePlex プロセスを探して、それらを kill します。
$ ps -ef | grep sp_
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$ kill -9 PID
2. ディレクト リを SharePlex 変数データディレクト リの rim サブディレクト リに変更してから、shmaddr.loc および
shstinfo.ipc ファイルに od -x コマンド を発行します。
# od -x shmaddr.loc
0000000 0000 00e1 ed40 0000 4400 9328 0080 0000
0000020 0002 0021
0000024
# od -x shstinfo.ipc
0000000 0000 00e0 ee90 0000 4100 9328 0010 0000
0000020 0002 0020
0000024
3. 次の値を記録します。
l

l

l

上のファイルのそれぞれの最初の 32 ビット ワード は、共有メモリセグメント の ID の 16 進値です。この値を
10 進値に変換します。たとえば、ステップ 2 に記載されている shmaddr.loc ファイルで、最初のワード
0000 00e1 は整数値 225 と等しい値です。shstinfo.ipc ファイルで、最初のワード は 0000 00e0 で、こ
れは整数値 224 と等しい値です。
shmaddr.loc および shstinfo.ipc ファイルの第 3 ワード は、共有メモリセグメント およびセマフォの KEY
の 16 進値です( 各セット が同じキーの値になります) 。この値は 10 進値に変換「しないで」ください。たと
えば、shmaddr.loc ファイルで、3 番目のワード は 4400 9328 です。shstinfo.ipc ファイルで、3 番目の
ワード は 4100 9328 です。
各ファイルの第 5 ワード は、SEMAPHORE ID です。この値を 10 進値に変換します。例にあるセマ
フォ ID は hex 0002 0021 および 0020 0020 であり、こらは 10 進値ではそれぞれ 131105 およ
び 131104 です。
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4. ipcs -smaa コマンド を発行して、すべての共有メモリセグメント およびセマフォを表示します。(共有メモリセグメン
ト が最初に表示され、「m.」で表されます。セマフォは「s.」で表されます。)。表示内容は次のようになりますが、実
際にはもっと長くなります。

5. shmaddr.loc および shstinfo.ipc からの共有メモリ ID がリスト の中にあり、キーが一致することを確認します。
6. 各共有メモリセグメント に対して、NATTCH 列の値が 0 であることを確認してください。こうすることによって、kill し
た SharePlex プロセスが確実にメモリセグメント を解放します。
7. セマフォについては、セマフォ ID およびキーがファイルの値に一致することを確認します。
8. ルート として、ID の値( この例では 224 および 225) に ipcrm -m コマンド を発行して、メモリセグメント を削
除します。
# ipcrm -m 224
# ipcrm -m 225
9. ルート として、キーの値( この例では 131104 および 131105) に ipcrm -s コマンド を発行して、セマフォを削
除します。
# ipcrm -s 131104
# ipcrm -s 131105

ディスクスペース不足の解決方法
このト ピックを参考にして、何かが複製と干渉したときに発生する可能性がある、ディスクスペースの問題を解決します。
考えられる原因については、「複製の問題の解決 」を参照してください。
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ターゲット でのディスクスペースの節約方法
SharePlex では、SQL 文でターゲット システムに post する場合よりもはるかに高速に、データをキャプチャして処理しま
す。このため、ネット ワークが稼働中で、データがソースから送信されるという前提の場合、ディスクの問題のほとんどは、
ターゲット で発生すると考えられます。post キューがそのディスクスペースを超えても、Post キューがクリアするまで、データ
の一時的な保存に十分な空き領域がソースシステムに存在する可能性はあります。
1. Import プロセスを停止します。
2. Post が post キューをクリアするのに十分なメッセージを処理するまで、ソースシステム上にデータを蓄積します。
3. Import を開始します。
4. post キューに蓄積されるデータ量が安定するまで、Import をいったん停止してから開始する手順を続行します。
この方法を実装するときは、ソースシステム上の複製サービスおよびディスク使用率を監視します。Unix および Linux シ
ステムでは、sp_ps スクリプト でプロセスを監視し、sp_qstatmon 監視スクリプト でキューを監視できます。Windows シ
ステムでは、Sp_Nt_Mon ユーティリティを使用して、これらのコンポーネント を監視できます。詳細については、SharePlex
の監視を参照してください。

ディスクスペースのリスト ア方法
キューのディスクでディスク領域がなくなった場合は、次のものに似たメッセージが Event Log に表示されます。
11/22/07 14:14 System call error:No space left on device bu_wt.write [sp_mport
(que)/1937472]
11/22/07 14:14 System call error:No space left on device bu_rls.bu_wt [sp_mport
(que)/1937472]
11/22/07 14:14 Error: que_BUFWRTERR:Error writing buffer to file que_writecommit
(irvspxuz+P+o.a920a64z-o.a102a64z) [sp_mport(rim)/1937472] 11/22/07 14:14 Error:
sp_mport: rim_writecommit failed 30 - exiting [sp_mport/ 1937472]
11/22/07 14:14 Process exited sp_mport (from irvspxuz.domain.com queue irvspxuz)
[pid = 1937472] - exit(1)
キューのディスクの空き領域がほとんどない場合は、データを再同期しなくてもディスク領域を追加できることがあります。

ディスクスペースをリストアするには
1. 影響を受けたシステムで SharePlex を停止します。
2. ディスク領域を追加します。
3. SharePlex を起動します。
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4. イベント ログを表示して、「queue recovery started」および「queue recovery complete」というメッ
セージを調べます。
l

l

両方のメッセージがある場合は、SharePlex は停止されて復元に成功した場所から処理を再開します。
アプリケーションが大量のト ランザクションを生成する場合、多数のバックログ状態のメッセージがキューに
存在する可能性があります。ト ランザクションの性質、ターゲット データベースおよび Post プロセスをチュー
ニングする方法、遅延を我慢できる程度によっては、複製でト ランザクション処理との均衡が回復するの
を待つ代わりに、データを再同期するほうが実際的なことがあります。
1 つまたは複数のキューが壊れている場合、イベント ログには「Bad header magic...」または
「peekahead failure」のようなメッセージが記録されます。または、「queue recovery
started」というメッセージが表示されることがありますが、キューの回復が成功したことを意味する
「queue recovery complete」というメッセージは表示されません。この場合、複製を初期状態にリ
スト アする必要があります。

複 製 を初 期 状 態 にリストアするには
1. 変数データディレクト リと SharePlex テーブルをリスト アするには、db_cleansp を実行します。影響を受ける複製
設定に含まれるすべてのシステムで実行する必要があります。 SharePlex リファレンスガイド のユーティリティの説
明を参照してください。
2. 選択した方法を使用してデータを同期してから、設定を再アクティベート します。「実稼動環境での複製のアク
ティベート 」を参照してください。
3. SharePlex 監視ユーティリティを使用して、キューの量に関する警告を含めて、主要複製イベント の無人監視を
開始することで、この問題の再発を防止できます。「SharePlex の監視」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

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
複製上の問題の防止および解決方法

320

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。

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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非同期データの修復
この章では、SharePlex の Compare および Repair 機能の概要について説明します。SharePlex は、ソースおよび
ターゲット システム間で同期されるデータを維持するのに役立つ、Oracle テーブルのビルト インサポート としてこの機能を
提供します。

コンテンツ
Compare および Repair の概要
Compare および Repair を使用する前に
repair および compare コマンド の使用方法

Compare および Repair の概要
複製の正常性とパフォーマンスの定期的な監視に加え、定期的にソースとターゲット のデータを比較して、すべてのデータ
が同期されているのを確認することが重要です。Post は、処理対象の行の非同期状態を検出しますが、隠れた非同期
状態が存在する可能性もあります。このような例としては、ターゲット に適用された DML や、不完全なバックアップの復元
があります。こうした状況は、非同期の行に影響を与える操作を Post が適用するまで検出されない場合があります。
SharePlex の Compare および Repair 機能を使用すると、隠れた非同期状態を検出して修復できます。
SharePlex では、次のコマンド を使用して非同期データを比較および修復できます。
l

l

l

l

compare：個々のソーステーブルとそのターゲット テーブルを比較するか、同じスキーマ内のワイルド カード を使用
した一連のテーブルを比較します。
compare using：ファイルからの入力を取得して、アクティブな複製設定の中のテーブルの一部またはすべてを比
較します。
repair：個々のターゲット テーブル、または同じスキーマ内のワイルド カード を使用した一連のテーブルを修復しま
す。
repair using：ファイルからの入力を取得して、アクティブな複製設定の中のテーブルの一部またはすべてを修復
します。

サポート されるターゲット
Oracle
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サーバおよびクライアント プロセスの概要
比較および修復コマンド は、常にソースシステムで発行されます。このコマンド は、ソースシステム上のサーバプロセスを生
成し、SharePlex キューを通してメッセージを送信して、ターゲット システム上にクライアント プロセスを生成します。

次に、サーバおよびクライアント のプロセスが、相互に通信を開始します。コマンド に含まれる構文オプションによっては、プ
ロセスがターゲット 上でマルチスレッド 化される可能性があります。2 つのプロセスは、ソーステーブルとターゲット テーブルを
比較し、その結果をログファイルに書き込みます。

ロックの管理方法
比較時に、SharePlex はソーステーブルに対して短時間の排他ロックを取得し、行選択の読み取りの一貫性を確保しま
す。ターゲット システムでは、SharePlex はターゲット テーブルの排他ロックを取得し、そのテーブルの比較中、ロックを保
持します。これで、SharePlex がテーブルを処理している間にテーブルが変更されることを防ぎます。
テーブルのロック後、ソースとターゲット の両方で、行が同じ方法で読み取られ、並び替えられます。次に、行のバッチが読
み込まれ、チェックサムが実行されます。チェックサムが一致した場合、別の行のバッチが同じ方法で処理されます。チェッ
クサムが一致しない場合、プロセスは非同期になっている行を特定し、それらを修復するための SQL 文を作成します。
修復コマンド が発行されると、SharePlex は行を修復します。

Compare および Repair を使用する前に
compare または repair コマンド を実行する前に、次のガイド ラインを確認してください。
l

l

l

l

l

比較または repair コマンド を実行するときは、SharePlex のすべてのプロセス( Capture、Read、Export、
Import、Post) が実行されている必要があります。
比較または修復するテーブルは、アクティブな設定ファイルの一部である必要があります。
ソーステーブルのコミット されていないト ランザクションにより、比較および修復プロセスが、読み取りの一貫性のた
めに必要な短時間のロックをできなくなります。比較または修復を実行する前に、すべてのト ランザクションがコミッ
ト されていることを確認します。
テーブルが大きい場合は、TEMP 表領域での並び替えが必要な可能性があります。compare または repair コマ
ンド を実行する前に、TEMP 表領域を大きくする必要があります。サイズは、コマンド 構文内の SP_DEQ_
THREADS パラメータまたは threads オプションの設定に依存します。どちらもターゲット 上の SharePlex が使用
する処理スレッド の数を制御します。各スレッド はテーブルを処理します。2 つのスレッド のデフォルト では、表領域
のサイズを、2 つの最大のテーブルの合計サイズよりも大きくする必要があります。スレッド 数を大きく設定した場
合は、最大のテーブルの数に対応できるように表領域のサイズを大きくします。ただし、
UNDO 表領域を大きくすることが必要な場合もあります。ト ランザクションの量および最大テーブルの比較にかか
る時間に基づいて、UNDO 表領域のサイズを増やし、undo_retention データベースパラメータを大きくして、
ORA-1555 Snapshot too old error を回避します。LOB のあるテーブルは、LOB のないテーブルよりも比較また
は修復にかなり時間がかかります。
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一般的に変更される比較および修復パラメータは次のとおりです。必要な場合を除き、値を増やさないでください。これら
のパラメータの詳細については、『 SharePlex リファレンスガイド 』のド キュメント を参照してください。
パラメータ

説明

SP_DEQ_
MALLOC

このパラメータは、フェッチバッチサイズを制御するためにソース側で使用されます。バッチサイズは、
SharePlex が比較のために一度に選択する行数を制御します。バッチサイズを大きくすると、処理速
度が向上しますが、より多くのメモリが必要です。

SP_DEQ_
PARRALLISM

このパラメータは、SELECT 文の並列処理の次数のヒント を管理します。コマンド の parallelism オ
プションは、この設定を上書きします。

SP_DEQ_
PART_
TABLE_
UPDATE

このパラメータは、行の移動が可能かどうかに応じて、Oracle パーティションテーブルで repair コマンド
がどのように機能するかを制御します。

SP_DEQ_
READ_
BUFFER_
SIZE

このパラメータは、フェッチされた LONG および LOB データを保持するバッファのサイズを制御し、使
用可能なシステムメモリに基づいて調整できます。

SP_DEQ_
ROW_LOCK_
THRESHOLD

このパラメータは、 where オプションが使用されているときに、SharePlex が行レベルまたはテーブルレ
ベルのロックを使用するかどうかを制御するしきい値を設定します。

SP_DEQ_
SKIP_LOB

このパラメータは、LOB が compare/repair 処理に含まれるかどうかを決定します。LOB を挿入して
も変更されない場合は、このパラメータを 0 に設定して処理を高速化し、非 LOB 列のみを処理に
含めるようにすることができます。

SP_DEQ_
TIMEOUT

このパラメータは、キューバックログのしきい値を設定します。高バックログの場合、ソースとターゲット の
compare/repair プロセス間の接続の確立が遅くなります。バックログがこの値以上になると、ソースで
発行された compare または repair コマンド が終了し、エラーが返されます。このような場合は、シス
テムがビジーではないときに、比較または修復を実行することを検討してください。

repair および compare コマンド の使用方
法
比較および修復コマンド を使用して同期したデータを維持するには、最初に compare または compare using コマンド
を実行してから、repair status コマンド で結果を表示することをお勧めします。このコマンド は、非同期になっている行お
よび考えられる原因を示します。非同期状態の原因を修正しない限り、この時点で行を修復しても、複製は再び非同
期になります。問題を修正したら、repair または repair using コマンド を発行します。
事前の比較を行わずに、repair または repair using コマンド を実行できます。このコマンド は、最初に比較を実行して、
非同期行を特定し、それらの行を修復します。ただし今後の非同期状態を防ぐために、非同期状態の根本的な原因を
修正する必要があります。
非同期状態の原因および解決方法については、『SharePlex 管理ガイド 』の「同期の問題の解決」を参照してください。
比較のステータスまたは結果を表示するには、sp_ctrl の中の compare status コマンド を使用します。
修復のステータスまたは結果を表示するには、sp_ctrl の中の repair status コマンド を使用します。
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修復を実行するとき
ターゲット テーブルを修復する最良の時期は、テーブルのサイズ、問題の原因、非同期行の範囲、およびどれだけの時
間ユーザーをロックアウト できるかによって異なります。修復を開始する前に、次の条件を考慮します。
l

l

l

l

l

テーブルのユーザーは通常、テーブルを比較するときに適用される短時間のロックの影響を受けませんが、repair
プロセスの間は、ターゲット テーブルからロックアウト されます。小さなテーブルの場合は、これは大問題になりませ
んが、広汎な修復が必要な大きなテーブルの場合は、待ち時間は大問題になることがあります。
ターゲット テーブルをロックすると、そのテーブルに変更を加えて他のテーブルに移動する前に Post が修復の終了
を待つ必要がある場合に、post のパフォーマンスが低下する可能性があります。このため、ターゲット データの遅
延が増加し、post キューに操作が蓄積されます。変更が必要なオブジェクト の Post が修復するオブジェクト と異
なる場合は、2 つのプロセスを同時に実行できます。
テーブルをすぐに修復する必要があるが、ロックまたは複製の遅延を許容できない場合は、修復を特定の行に限
定するために、where オプションを使用できます。代わりに key オプションも使用できますが、修復で一部の非同
期行が消失する可能性があります。
修復まで待つことができる場合は、問題の原因をすぐに修正してから、ピーク時間外に修復を実行します。
複製の遅延により、比較および修復プロセスの速度が低下する可能性があります。ターゲット のコマンド プロセス
を生成するためにソースから送信されたメッセージは、通常の複製されたデータとともにキューを通して送信されま
す。データバックログによって引き起こされる遅延は、生成メッセージを遅延させ、ソース上のプロセスで読み取りの
一貫性が失われるため、エラーが発生します。可能な場合は、オフピーク時に比較と修復を実行します。

比較および修復コマンドの実行方法
比較および修復コマンド の追加情報と構文を取得するには、『 SharePlex リファレンスガイド 』のコマンド のマニュアルを
参照してください。
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高可用性を維持するための手順
この章では、高可用性環境でのフェイルオーバー中に複製をデータベースおよびアプリケーションとともに復旧する手順につ
いて説明します。これらの手順をサポート するには、高可用性をサポート するように SharePlex が適切に設定されている
必要があります。「高可用性を維持するための複製の設定」を参照してください。

コンテンツ
プライマリシステムに障害が発生した場合の複製の復旧
セカンダリ Oracle インスタンスに障害が発生した場合の複製の復旧
計画的フェイルオーバーおよびフェイルバック時の複製の移動

プライマリシステムに障害が発生した場合の
複製の復旧
「プライマリ」( ソース) マシンに障害が発生した場合、SharePlex キューに残っている複製されたデータは、バッファ上の問
題やキューが破損している可能性があることから、回復不可能となります。高可用性環境では、複製をデータベースユー
ザーとともにセカンダリ( ターゲット ) マシンに移動して、データの可用性を維持することができます。プライマリシステムが回
復されたら、セカンダリインスタンスのホット バックアップを使用して、最小限のダウンタイムでユーザーおよび複製を元のプラ
イマリシステムに移動することができます。
この手順では、コピーされたインスタンスが復旧された後、設定ファイルをアクティベート し、reconcile コマンド を使用して
バックアップの結果を現行の複製されたユーザー変更と同期させます。

サポート されるデータベース
Unix または Linux 上の Oracle データベース
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必要条件
l

高可用性をサポート するように SharePlex が適切に設定されている必要があります。「高可用性を維持するため
の複製の設定」を参照してください。

l

SharePlex 複製環境のバックアップを作成している必要があります。

l

SharePlex の実行方法を理解している必要があります。「SharePlex の実行」を参照してください。

l

activate config、reconcile、および delete queue コマンド を理解している必要があります。『 SharePlex リファ
レンスガイド 』を参照してください。

手順 1：複製をセカンダリシステムに移動する
この手順では、プライマリシステムに予期せずに障害が発生した後に複製をセカンダリシステムに移動します。
1. セカンダリシステムで Export が停止されていることを確認します。
sp_ctrl> stop export
2. qstatus コマンド を使用して post キューを表示します。このコマンド を繰り返し発行して、 バックログメッセージの
数が 0 になるのを確認します。注：実際のメッセージ数 が 0 になるまで待たないでください。特定のト ランザクショ
ンのコミット が受信される前にプライマリシステムに障害が発生した場合、これらの部分ト ランザクションのメッセー
ジは、この手順の後半でクリアするまでキューに入ったままになります。
sp_ctrl> qstatus
3. INSERT、UPDATE、DELETE のアクセスをセカンダリシステムのすべてのユーザーに許可するスクリプト を実行し
ます。
4. ユーザーがセカンダリシステムを使い始めるときにト リガと制約をこのシステムで有効にするスクリプト を実行します。
5. アプリケーションの起動など、ユーザーをセカンダリシステムに移動するフェイルオーバー手順を実装します。
6. セカンダリシステムにユーザーを移動し、ユーザーが仕事を再開できるようにします。ただし、Export は開始しない
でください。この時点より、ユーザーのト ランザクションは export queue に蓄積され､ソースデータベースの回復待
ちの状態となります。注：もし開始された場合、Export が繰り返しプライマリシステムに接続しようとし、システムリ
ソースの無駄になります。
7. 「手順 2：回復されたプライマリシステムに複製を移動する」に進みます。

手順 2：回復されたプライマリシステムに複製を移動
する
この手順では、予期せずに発生した障害からプライマリマシンが復旧された後に、ユーザーを元のプライマリマシンに移動
します。ここに示されている順序に従って各セグメント を実行してください。

プライマリシステムでの複 製 環 境 の回 復
1. プライマリシステムで、バックアップとアーカイブから SharePlex ディレクト リ、システムファイル、Oracle ファイルを
復旧します。
2. プライマリシステムで、sp_cop を -s オプション付きで開始して、SharePlex プロセス( Capture、Read、Export、
Import、Post) が開始されないようにします。
$ /productdir/bin/sp_cop -s &
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3. プライマリシステムにて、sp_ctrl を開始します。
4. プライマリシステムで、設定ファイルをディアクティベート します。アーカイブされた SharePlex 変数データディレクト
リをプライマリシステムにコピーしたとき、システム障害が起きた前にアクティブであった設定をコピーしたことになりま
す。これにより、プライマリシステムでの複製が再開したとき、Capture プロセスはト ランザクション番号を「1」に設
定します。
sp_ctrl> deactivate config filename

キューの消 去
1. プライマリシステムとセカンダリシステムで、sp_ctrl を実行します。
2. プライマリシステムで、capture キューを削除します。
sp_ctrl> delete queue datasource:C
例：sp_ctrl> delete queue o.oraA:C
3. プライマリシステムで、export キューを削除します。
sp_ctrl> delete queue queuename:X
例：sp_ctrl> delete queue sysA:X
4. セカンダリシステムで、post キューを削除します。
sp_ctrl> delete queue queuename:P for datasource-datadest
例：sp_ctrl> delete queue sysA:P for o.oraA-o.oraB
注：
l

l

プライマリシステムで delete queue コマンド を発行するのは、アーカイブされた SharePlex ディレクト リを
回復したことで、古い capture キューと export キューが回復されたためです。
また、セカンダリシステムで delete queue コマンド を発行するのは、post キューに残っているデータを post
できないからです。プライマリシステムの障害は、Post が残りのト ランザクションに対する COMMIT を受信
する前に発生しています。設定を再アクティベート し、2 つのシステムが reconcile されると、SharePlex で
キューが再構築されます。

セカンダリからプライマリへの複 製 の開 始
1. プライマリシステムで、すべての SharePlex プロセスが停止していることを確認します。
sp_ctrl> status
2. プライマリシステムで、Post を停止します。
sp_ctrl> stop post
3. セカンダリシステムで、Export を起動します。これで、プライマリとセカンダリシステムの間の通信が確立されます。
sp_ctrl> start export

ソースデータとターゲット データの同 期
1. セカンダリシステムで、Oracle ホット バックアップを実行します。
2. ホット バックアップが完了したら、セカンダリシステムでログファイルを切り替え、アーカイブログの最大のシーケンス番
号を書き留めておきます。
3. プライマリシステムで、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してバックアップからプライマリデータ
ベースを復旧し、書き留めた番号のログが完全に適用された後、復旧をキャンセルします。
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4. RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
注： これにより、起動時にプライマリシステムのシーケンスがキャッシュの最高位にリセット されます。
5. プライマリシステムで、前の手順で記録したログのシーケンス番号を使用して reconcile コマンド を発行します。
named post queues を使用している場合、各キューに対してコマンド を発行します。キューの名前が分からない
場合は、最初に qstatus コマンド を発行します。
sp_ctrl> qstatus
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq sequence_number
例：reconcile queue SysB for o.oraA-o.oraA seq 1234
6. プライマリシステムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
7. プライマリシステムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
8. プライマリシステムで、SharePlex Oracle ユーザーとして SQL*Plus にログオンし、SharePlex 製品ディレクト リの
bin サブディレクト リから cleanup.sql ユーティリティを実行します。これにより、SharePlex テーブルが切り詰めら
れ、SHAREPLEX_ACTID テーブルが更新されます。
9. セカンダリシステムで、SHAREPLEX_TRANS テーブルを切り捨てます。このテーブルには、プライマリシステムが
障害を起こす前に Post プロセスによって使用されていたト ランザクション情報が含まれています。したがってこの
情報は陳腐です。テーブルを切り捨てることで、2 つのシステム間でト ランザクションの一貫性を回復することがで
きます。

プライマリシステムでの複 製 のアクティベート
1. プライマリシステムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
2. プライマリシステムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post

オブジェクト キャッシュのリスト ア
1. プライマリシステムで、SharePlex プロセスのステータスを表示します。
sp_ctrl> status
注：このコマンド を実行すると、オブジェクト キャッシュが見つからないためにエラーが発生して Post が停止したこと
が示されます。
2. プライマリシステムで、filter オプションにキーワード 「objcache」を指定した show log コマンド を発行します。
sp_ctrl> show log filter=objcache
3. 以下の例のような名前のファイルが示された Post エラーメッセージを見つけます。
0x0a0100c5+PP+sys4+sp_opst_mt+o.quest-o.ov-objcache_sp_opst_mt.18
文字列「objcache_sp_opst_mt」の後に数字が続く文字列を見つけます。これが、Post プロセスが必要な
object-cache ファイルです。named post queues を使用している場合は、複数のエラーメッセージがあり、それぞ
れ異なる object-cache ファイルを参照し、同一の番号で終わります( 下記の例では「.18」) 。
4. エラーメッセージに示されている Post object-cache ファイルの完全なパス名を記録します。パスは、SharePlex
変数データディレクト リ内のstate ディレクト リとなります。例:
splex_vardir/state/0x0a0100c5+PP+sys4+sp_opst_mt+o.quest-o.ov-objcache_sp_
opst_mt.18
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5. セカンダリシステムで、SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
6. セカンダリシステムで、ディレクト リを SharePlex 変数データディレクト リの state サブディレクト リに変更し、
Capture object-cache ファイルを見つけます。このファイルは、次の例にある名前と同じような名前を持ちます。
o.quest-objcache_sp_ocap.18
重要! もし、これらのファイルが複数ある場合は、ファイル名末端の番号が一番最近のものを使用します。この番
号は、Post object-cache ファイルの末端に該当します( 例: 「.18」) 。
7. Capture object-cache ファイルをプライマリシステムにコピーし、前の手順で記録した Post object-cache ファイル
の完全なパス名に名前を変更します。
8. プライマリシステムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post

プライマリシステムへのユーザー切 替 え
1. セカンダリシステムで、データベースへのユーザーアクセスを停止します。
2. プライマリシステムで、post キューを表示します。メッセージの数が 0 になるまで、このコマンド を継続的に発行
します。
sp_ctrl> qstatus
3. セカンダリシステムで、Oracle インスタンスをシャット ダウンします。
svrmgr1> shutdown
4. セカンダリシステムで、Oracle インスタンスを起動します。
svrmgr1> startup
注： これにより、プライマリシステムに同期させるため、セカンダリシステムのシーケンスがキャッシュの最高位にリ
セット されます。
5. プライマリシステムで、無効になっていたデータベースオブジェクト を有効にします。
6. セカンダリシステムで、SharePlex を起動します。
7. セカンダリシステムで、Post を停止します。
sp_ctrl> stop post
8. セカンダリシステムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
9. セカンダリシステムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
10. セカンダリシステムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post
11. プライマリシステムで、post キュー内のメッセージの数を表示します。メッセージの数が 0 になるまで、継続的に
チェックします。
sp_ctrl> qstatus
12. メッセージ数が 0 になったら、ユーザーをプライマリシステムに切替えます。
13. セカンダリシステムで、Export を停止して、システムへの誤った変更がプライマリシステムに複製されないようにしま
す。
sp_ctrl> stop export
注： これで、以下の状態になり、セカンダリシステムをフェイルオーバーする準備ができました。
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l

ユーザーがいない

l

アクティブ設定

l

ト リガ、制約、およびスケジュールされたジョブが無効になっているか変更されている

l

Export プロセスが停止している

セカンダリ Oracle インスタンスに障害が発
生した場合の複製の復旧
セカンダリ( ターゲット ) Oracle インスタンスで予期せずに障害が発生した場合、そのシステムからプライマリシステムへの
複製環境は破損しています。この手順を実行すると、プライマリシステムのデータベースユーザーに影響を与えることなく、
およびプライマリシステム上で設定ファイル再アクティベート する必要なく、複製設定を復元できます。影響を受けるのはセ
カンダリ設定のみです。
この手順では、SharePlex キューを空にし、ソースシステムのホット バックアップを使用してターゲット インスタンスを復元し
ます。ここでは、コピーされたインスタンスが復旧された後、reconcile コマンド を使用してバックアップの結果を現行の複
製されたユーザー変更と同期させます。

サポート されるデータベース
Unix または Linux 上の Oracle データベース

必要条件
l

l

l

l

高可用性をサポート するように SharePlex が適切に設定されている必要があります。「高可用性を維持するため
の複製の設定」を参照してください。
SharePlex の実行方法を理解している必要があります。「SharePlex の実行」を参照してください。
activate config、reconcile、および delete queue コマンド を理解している必要があります。『 SharePlex リファ
レンスガイド 』を参照してください。
この手順では、セカンダリシステム自体が動作していて、このシステム上の SharePlex と対話できることを想定し
ています。

手順
この手順は、いくつかの論理セグメント に分けられます。ここに示されている順序に従ってください。

キューの消 去
1. セカンダリシステムで、Post を停止します。
sp_ctrl> stop post
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2. セカンダリシステムで、設定ファイルをディアクティベート します。
sp_ctrl> deactivate config filename
注： ディアクティベート すると、エラー「Error in sp_cnc」がイベント ログに記録されます。これは、無視して手
順を続けてください。
3. プライマリシステムで、sp_ctrl を実行します。
4. プライマリシステムで、post キューを削除します。
sp_ctrl> delete queue queuename:P for datasource-datadest
例：sp_ctrl> delete queue sysB:P for o.oraA-o.oraB
注： プライマリシステムでキューを削除するのは、障害が起きる前にセカンダリインスタンスが送信した、コミット され
ていないト ランザクションのメッセージが残っている可能性があるからです。
5. プライマリシステムで、SharePlex スキーマの SHAREPLEX_TRANS 内部テーブルを切り捨てます。このテーブ
ルには、セカンダリシステムが障害を起こす前に Post プロセスによって使用されていたト ランザクション情報が含ま
れています。したがってこの情報は陳腐です。テーブルを切り詰めることで、ト ランザクションの一貫性を回復するこ
とができます。
6. セカンダリシステムで、sp_ctrl を実行します。
7. セカンダリシステムで、capture キューを削除します。
sp_ctrl> delete queue datasource:C
例：sp_ctrl> delete queue o.oraB:C
8. セカンダリシステムで、export キューを削除します。
sp_ctrl> delete queue queuename:X
例：sp_ctrl> delete queue sysB:X
注： セカンダリシステムでキューを削除するのは、このシステムの capture キューと export キューにすでに処理が完
了しているト ランザクションの記録が保持されている可能性があるからです。

データの同 期 化
1. プライマリシステムで、プライマリ Oracle インスタンスのホット バックアップを開始します。
2. プライマリシステムで、ログファイルを切り替えます。
svrmgr1> alter system switch logfile;
3. アーカイブログの最大シーケンス番号を書き留めておきます。
4. セカンダリシステムで、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してホット バックアップからセカンダリ
データベースを復旧します。Oracle によって前の手順のログが完全に適用されたら、復旧をキャンセルします。
5. セカンダリシステムで、RESETLOGS オプションでセカンダリデータベースを開きます。これにより、起動時にセカン
ダリシステムのシーケンスがキャッシュの最高位にリセット されます。
6. セカンダリシステムで、SQL*Plus を SharePlex データベースユーザーとして実行します。
7. SQL*Plus で、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから cleanup.sql スクリプト を実行します。
8. セカンダリシステムで、前の手順で記録したログのシーケンス番号を使用して reconcile コマンド を発行します。
named post queues を使用している場合、各キューに対してコマンド を発行します。キューの名前が分からない
場合は、最初に qstatus コマンド を発行します。
sp_ctrl> qstatus
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq sequence_number
例:reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA seq 1234
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9. セカンダリシステムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
10. セカンダリシステムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
11. セカンダリシステムで、sp_ctrl プロンプト に戻ったら、Export を停止します。これで、セカンダリシステムで設定をア
クティベート しても、プライマリシステムには何も複製されません。
sp_ctrl> stop export

セカンダリシステムで複 製 を起 動 する
1. セカンダリシステムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
2. セカンダリシステムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post
3. status コマンド を使用して「Stopped due to Error」ステータスである他の SharePlex プロセスがあるかどう
かを確認した後、それらのプロセスを起動します。
sp_ctrl> status
sp_ctrl> start process
注： これで、将来のフェイルオーバーに対するセカンダリシステムの準備が完了しました。

計画的フェイルオーバーおよびフェイルバック
時の複製の移動
セカンダリ Oracle インスタンスへのデータベースアクティビティの計画的フェイルオーバーでは、SharePlex を迅速にセカンダ
リシステムに移動できます。ユーザーがこのシステム上でト ランザクションを続行している間、SharePlex は、プライマリシス
テムがオンラインに戻り、アクティビティが元のシステムに移動されるまで、その変更をキャプチャして保存します。

サポート されるデータベース
Unix または Linux 上の Oracle データベース

必要条件
l

l

高可用性をサポート するように SharePlex が適切に設定されている必要があります。「高可用性を維持するため
の複製の設定」を参照してください。
セカンダリシステムでの作業中に蓄積されるデータを格納するためのキューが存在する十分なディスク領域が、セ
カンダリシステムにある必要があります。

l

SharePlex の実行方法を理解している必要があります。「SharePlex の実行」を参照してください。

l

SharePlex flush コマンド を理解している必要があります。『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
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手順
この手順は、いくつかの論理セグメント に分けられます。ここに示されている順序に従ってください。手順で要求されない限
り、プライマリインスタンスをシャット ダウンしないでください。

セカンダリシステムへのユーザーの切 替 え
1. プライマリシステムで、プライマリインスタンスへのユーザーアクセスを停止します。
2. プライマリシステムで、キュー内のデータをセカンダリシステムにフラッシュします。このコマンド は、セカンダリシステム
で Post を停止し、プライマリデータとセカンダリデータ間の同期点を確立するためのマーカーをデータスト リームに
置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、プライマリ Oracle インスタンス( たとえば、o.OraA) のデータソース指定です。
3. セカンダリシステムで、Post が停止していることを確認します( このコマンド を繰り返し発行して、Post が停止して
いることを確認します) 。
sp_ctrl> status
4. プライマリシステムで、capture キューと export キューにメッセージがないことを確認します。Number of
Messages フィールド と Backlog (messages) フィールド が共に 0 である必要があります。
sp_ctrl> qstatus
5. セカンダリシステムで、post キューにメッセージがないことを確認します。Number of Messages フィールド と
Backlog (messages) フィールド が共に 0 である必要があります。
sp_ctrl> qstatus
6. プライマリシステムで、SharePlex をシャット ダウンします。
7. プライマリシステムで、abort オプションを使用して Oracle インスタンスをシャット ダウンします。immediate オプショ
ンは使用しないでください。
svrmgr1> shutdown abort
注： これで、データベースの起動時にプライマリシステムのシーケンスがキャッシュの最高位にリセット されます。
8. セカンダリシステムで、Export が停止していることを確認します。これで、プライマリシステムがオンラインに戻り
SharePlex で受信準備が完了するまで、ユーザーによる変更がプライマリシステムに複製されるのを防ぐことがで
きます。必要に応じて Export を停止します。
sp_ctrl> status
sp_ctrl> stop export
9.

セカンダリシステムで、INSERT、UPDATE、DELETE のアクセスをすべてのユーザーに許可するスクリプト を実
行します。

10. セカンダリシステムで、セカンダリインスタンスでト リガと制約を有効にするスクリプト を実行します。
11. アプリケーションの起動やプライマリシステムで実行していたジョブの開始など、ユーザーをセカンダリシステムに移
動する、フェイルオーバー手順を実行します。
12. セカンダリシステムにユーザーを移動して作業を再開できるようにします。ただし、Export は開始しないでください。

プライマリシステムへのユーザー切 替 え
1. プライマリシステムで、Oracle インスタンスを開きます。このシステムのシーケンスはこの時点でキャッシュの最高位
にあります。
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2. プライマリシステムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
3. プライマリシステムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
4. プライマリシステムで、SharePlex を起動します。
5. セカンダリシステムで、SharePlex が蓄積された複製されたデータをプライマリシステムに送信するように、Export
を起動します。
sp_ctrl> start export
注： Export を開始すると、SharePlex はいかなるシーケンス更新もセカンダリシステムからプライマリシステムに
渡します。
6. プライマリシステムで、Export を停止します。
sp_ctrl> stop export
7. プライマリシステムで、プライマリシステムから送信されたメッセージバックログを Post が処理することを許可します。
8. セカンダリシステムで、Oracle インスタンスへのユーザーアクセスを停止します。
9. セカンダリシステムで、キュー内のデータをプライマリシステムにフラッシュします。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、セカンダリ Oracle インスタンス( たとえば、o.OraB) のデータソース指定です。
10. プライマリシステムで、Post が停止していることを確認します( このコマンド を繰り返し発行して、Post が停止して
いることを確認します) 。
sp_ctrl> status
11. セカンダリシステムで、capture キューと export キューにメッセージがないことを確認します。Number of
Messages フィールド と Backlog (messages) フィールド が共に 0 である必要があります。
sp_ctrl> qstatus
12. プライマリシステムで、post キューにメッセージがないことを確認します。Number of Messages フィールド と
Backlog (messages) フィールド が共に 0 である必要があります。
sp_ctrl> qstatus
13. セカンダリシステムで、SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
14. セカンダリシステムで、abort オプションを使用して Oracle インスタンスをシャット ダウンします。immediate オプ
ションは使用しないでください。
svrmgr1> shutdown abort
注： これで、データベースの起動時にセカンダリシステムのシーケンスがキャッシュの最高位にリセット されます。
15. セカンダリシステムで、Oracle インスタンスを起動します。
svrmgr1> startup
注： プライマリシステムのシーケンスはこの時点でキャッシュの最高位にあります。プライマリシステムで次の値が選
択されたら、新規キャッシュが取得できセカンダリシステムに複製されます。プライマリシステムはキャッシュの開始
時であり、セカンダリシステムがキャッシュの最高位です。
16. プライマリシステムで、INSERT、UPDATE、DELETE のアクセスをすべてのユーザーに許可するスクリプト を実行
します。
17. プライマリシステムで、ユーザーがプライマリシステムを使い始めるときにト リガと制約をこのシステムで有効にするス
クリプト を実行します。
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18. アプリケーションの起動やセカンダリシステムで実行していたジョブの開始など、ユーザーを元のプライマリシステムに
移動する、フェイルオーバー手順を実行します。
19. プライマリシステムにユーザーを切り替えて作業を再開できるようにします。ただし、Export プロセスは開始しない
でください。これで、SharePlex で受信準備が完了するまで、複製されたデータがセカンダリシステムに送信される
のを防ぐことができます。

セカンダリインスタンスを保 持 するための複 製 の再 開
1. セカンダリシステムで、テーブルのト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行するこ
とによって、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
2. セカンダリシステムで、チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブを無効にします。
3. セカンダリシステムで、SharePlex を起動します。
4. セカンダリシステムで、Export を停止します。これで、そのシステム上の誤った DML がプライマリシステムに複製さ
れるのを防ぐことができます。
sp_ctrl> stop export
5. プライマリシステムで、export を起動します。
sp_ctrl> start export
6. セカンダリシステムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post
プライマリインスタンスからセカンダリインスタンスへの複製がアクティブになり、2 つのデータベースが同期されます。
これで、将来フェイルオーバーが必要となる場合のための準備が完了しました。
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アクティブな複製環境の変更
この章では、SharePlex の複製がアクティブなシステムで、データベースの変更を行ったり、システムおよびソフト ウェアの保
守を実行したりする方法について説明します。

コンテンツ
アクティブ設定ファイルの変更
アクティブな設定でのテーブル指定の追加または変更
分割レプリケーションの変更
アクティブな複製設定への Oracle シーケンスの追加
複製からのソースオブジェクト の削除
アクティブな複製設定での DDL の変更
複製に影響する Oracle の変更
SharePlex データベースアカウント の変更
複製ホスト の名前または IP アド レスの変更
SharePlex のポート 番号の設定

アクティブ設定ファイルの変更
複製環境の要素を変更する多くの手順には、SharePlex 設定ファイルの変更も含まれます。SharePlex では、すべて
のユーザーがアクティブな設定ファイルを編集できないようになっています。最初に、コピーを作成する必要があります。ファ
イルを最初にコピーしておくと、元のファイルが再び必要になった場合や、新しいファイルに問題が発生した場合に備えて
元のファイルを保持できます。ファイルを最初にコピーすることで、新しい設定ファイルをアクティベート するタイミングを制御
することもできます。

元の設定をディアクティベートしないでおくと、ほとんどの場合、編集済みの設定を、元のアクティベーションよりも短時間で
アクティベート できます。新しい設定のアクティベーションにより、元の設定が自動的にディアクティベート され、SharePlex
は新しいオブジェクト 、変更されたオブジェクト 、および削除されたオブジェクト を分析するだけで済みます。元の設定をディ
アクティベート してから新しい設定をアクティベート すると、SharePlex はすべてのオブジェクト を再度分析します。
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アクティブな設定でのテーブル指定の追加ま
たは変更
このセクションでは、複製がアクティブな間に、テーブル指定を追加または変更する方法について説明します。

サポート されるデータベース
Oracle ソース
すべてのターゲット

手順
ワイルド カード を使用しており、追加するオブジェクト がワイルド カード 指定を満たす場合、ソースが Oracle の場合は、そ
のオブジェクト を設定ファイルに追加する必要はありません。ワイルド カード の条件を満たす任意の新規オブジェクト が、複
製に自動的に追加されます。名前で明示的に指定する必要があるオブジェクト のみを追加します。
重要! オリジナルの設定をディアクティベート しないでください。
1. 新しいテーブルを追加する場合は、同期された初期状態を確立するために、それらのテーブルをソースとターゲッ
ト に追加します( 該当する場合は、両方の場所に投入されます) 。ソーステーブルへのト ランザクションアクセスは、
まだ許可しないでください。
2. sp_ctrl で、copy config コマンド を発行して、アクティブな設定ファイルのコピーを作成します。
sp_ctrl> copy config filename to newname
ここで、filename はアクティブなファイルの名前で、newname は新しいファイルの名前です。
3. edit config コマンド を発行して、デフォルト のテキスト エディタで新しい設定ファイルを開きます。
sp_ctrl> edit config newname
4. 新しいテーブルのエント リを追加するか、既存のエント リを変更します。分割レプリケーションを変更するには、「分
割レプリケーションの変更」を参照してください。
5. 設定ファイルを保存します。
6. 新しい設定をアクティベート します。これで、元の設定がディアクティベート されます。新規または変更されたテーブ
ルのみがアクティベート されるため、このアクティベーションは初期アクティベーションより短くなります。
sp_ctrl> activate config newname
7. 新しく追加されたテーブルへのアクセスを許可します。

分割レプリケーションの変更
複製がアクティブな間に、水平分割レプリケーションまたは垂直分割レプリケーションの設定を変更できます。これらの手
順ではアクティブな複製設定の再アクティベーションが必要ですが、SharePlex は、これらの変更に関連付けられている
テーブルのみをロックします。 設定ファイルの変更の詳細については、「アクティブ設定ファイルの変更」を参照してくださ
い。
分割レプリケーションの詳細については、次を参照してください。
水平分割レプリケーションの設定
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垂直分割レプリケーションの設定

サポート されるデータベース
Oracle ソース
すべてのターゲット

水 平 分 割 レプリケーションを変 更 するには
1. sp_ctrl を実行します。
2. 次のいずれかのコマンド を実行して、パーティションまたはパーティションスキームを変更します。構文およびその他
の情報については、 SharePlex リファレンスガイド のアルファベット 順のコマンド リスト を参照してください。
コマンド

権限レベル

説明

add partition

2

パーティションスキームと行パーティションを作成します。

drop partition

2

パーティションスキームから行パーティションを削除します。

drop partition
scheme

2

パーティションスキームを削除します。

modify partition

2

パーティションスキームの行パーティションを変更します。

3. パーティションスキームを削除した場合
a. アクティブな設定ファイルを新しいファイルにコピーします( ただし、ディアクティベート しないでください) 。
sp_ctrl> copy config filename to newname
b. コピーを編集して、パーティションスキームが指定されているルーティングマップを削除または変更します。
sp_ctrl> edit config filename
4. 新しい設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename

垂 直 分 割 レプリケーションを変 更 するには
1. アクティブな設定ファイルのコピーを作成します( ただし、ディアクティベート しないでください) 。
sp_ctrl> copy config filename to newname
2. コピーを編集して、適切な列パーティションを変更します。
sp_ctrl> edit config filename
3. 新しい設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
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アクティブな複製設定への Oracle シーケン
スの追加
アクティブな設定ファイルにシーケンスを追加するための手順は、シーケンスを使用するオブジェクト へのユーザーアクセスを
停止できるかどうかによって異なります。そのシーケンスを使用してテーブルの列にデータを投入する場合、ユーザーアクセ
スを停止できない場合があります。
ご使用の環境でどの手順が最適かを判断するには、次の手順を確認してください。
シーケンスの自動追加の有効化
自動追加が有効でない場合のシーケンスの追加

サポート されるデータベース
Oracle ソースおよびターゲット

シーケンスの自動追加の有効化
設定ファイルで名前がワイルド カード を満たす場合、シーケンスを複製に自動的に追加するように SharePlex を設定でき
ます。詳細については、「Oracle DDL 複製の制御」を参照してください。

自動追加が有効でない場合のシーケンスの追加
シーケンスの自動追加機能が有効でない場合は、以下の手順が適用されます。

シーケンスで列 にデータを投 入 しない場 合 の、シーケンスの追 加
1. ソースシステム上のオブジェクト に対するユーザー活動を停止します。
2. sp_ctrl で、copy config コマンド を発行して、アクティブな設定ファイルのコピーを作成します。
sp_ctrl> copy config filename to newname
ここで、filename はアクティブなファイルの名前で、newname は新しいファイルの名前です。
3. edit config コマンド を発行して、デフォルト のテキスト エディタで新しい設定ファイルを開きます。
sp_ctrl> edit config newname
4. 新しいシーケンスを設定ファイルに追加します。
5. ファイルを保存してクローズします。
6. ターゲット システムにターゲット シーケンスを作成します。ターゲット システムでの一意性を保証するには、ターゲット
シーケンスの開始値が「ソース」シーケンスの開始点より大きくなければなりません。次の公式を使って、ターゲット
の START_WITH の値を求めます。
source_INCREMENT_BY_value = START_WITH_value
7. 新しい設定をアクティベート します。これで、元の設定がディアクティベート されます。
sp_ctrl> activate config newname
8. オブジェクト へのユーザーアクセスを許可します。
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シーケンスで列 にデータを投 入 する場 合 の、シーケンスの追 加
1. sp_ctrl で、copy config コマンド を発行して、アクティブな設定ファイルのコピーを作成します。
sp_ctrl> copy config filename to newname
ここで、filename はアクティブなファイルの名前で、newname は新しいファイルの名前です。
2. edit config コマンド を発行して、デフォルト のテキスト エディタで新しい設定ファイルを開きます。
sp_ctrl> edit config newname
3. 新しいシーケンスを設定ファイルに追加します。
4. ファイルを保存してクローズします。
5. 新しい設定をアクティベート します。これで、元の設定がディアクティベート されます。
sp_ctrl> activate config newname
6. ソースシステムで、データをソースシステムからターゲット システムにフラッシュします。このコマンド は Post を停止
し、ソースデータとターゲット データ間の同期点を確立するマーカーを、データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソースインスタンスの o.ORACLE_SID です( 例： o.oraA) 。
7. Post の停止後、ターゲット システムに次の Oracle コマンド を発行し、シーケンスの最後の既知の値を探しま
す。この値を記録します。
select max(column_name) = last known value
8. 次の式の値を計算します。
source_INCREMENT_BY_value x source_CACHE_value
たとえば、ソースシーケンスの増分値が 2 であり、キャッシュサイズが 10 である場合は、値は 20 になります。
9. select max (column_name) コマンド で記録した値を起点として、次に高い (source_INCREMENT_BY_
value x source_CACHE_value) の倍数を決定します。
例：
INCREMENT_BY = 2
CACHE = 10
select max(column_name) = 24
(2×10)の倍数で、24 より大きい値 = 40
10. 前のステップで得られた値に、別の (source_INCREMENT_BY_value x source_CACHE_value) の倍数を加
算します。その結果がターゲット シーケンスの START WITH の値になります。たとえば、前の式では START WITH
の値は次のようになります。40 + (2 x 10) = 60
11. 計算した START WITH の値を使用して、ターゲット シーケンスを作成します。
12. ターゲット で Post を起動します。
sp_ctrl> start post
SharePlex は、ターゲット シーケンスを、ソースシーケンスよりも (source_INCREMENT_BY_value x source_
CACHE_value) の 1 倍以上前に保ちながら、データの複製を継続します。
重要！
シーケンスはト ランザクションがロールバックされた場合も加算されていきます。複製されたシーケンスを使用するソーステー
ブルに対して多数のロールバックが発行されると、テーブル内の列では、実際に使用されずにシーケンス値が増加します。
その結果、Post が次の有効な操作を適用すると、ターゲット システム上のシーケンス値が、複製された行の値よりも小さく
なる場合があります。
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ロールバックが何度も発生した場合は、ターゲット テーブルを定期的に確認して、ターゲット シーケンスの現在値が、テーブ
ルの最大値よりも大きいことを確認してください。ターゲット シーケンスの現在値がテーブルの最大値よりも小さい場合は、
前述の手順を繰り返して、シーケンス関係を再度確立してください。

複製からのソースオブジェクト の削除
複製からソースオブジェクト を削除するには、設定を再アクティベート する必要があります。
注： 削除されるオブジェクト は設定がアクティベート されるときにロックされますが、ロックされるのはそれらのオブジェクト のみ
であるため、元のアクティベーションよりも短時間で済みます。
設定ファイルからテーブルを削除することなく、そのテーブルへの post を禁止できます。たとえば破損したデータがあり、
DML または DDL 操作をそのテーブルに適用したくない場合などは、この操作が必要です。テーブルへの post を禁止す
るには、SP_OPO_DISABLE_OBJECT_NUM パラメータを使用します。このパラメータの詳細については、『 SharePlex
リファレンスガイド 』を参照してください。

サポート されるデータベース
SharePlex によってサポート されているすべてのデータベース

手順
1. sp_ctrl で、copy config コマンド を発行して、アクティブな設定ファイルのコピーを作成します。
sp_ctrl> copy config filename to newname
ここで、filename はアクティブなファイルの名前であり、newname は新しいファイルの名前です。
2. edit config コマンド を発行して、新しい設定ファイルをデフォルト のテキスト エディタで開きます。
sp_ctrl> edit config newname
3. 新しい設定ファイルで、複製から削除したいオブジェクト のエント リを削除します。複製から削除するオブジェクト が
ワイルド カード の条件を満たしている場合は、not 表記を使用して、そのオブジェクト を除外します。詳細について
は、「ワイルド カード による複数のオブジェクト の指定」を参照してください。
4. ファイルを保存してクローズします。
5. 新しい設定をアクティベート します。これで、元の設定はディアクティベート されます。
sp_ctrl> activate config newname
6. 削除したオブジェクト へのユーザーアクセスを許可します。

アクティブな複製設定での DDL の変更
この手順は、SharePlex によってサポート されているタイプではない DDL 変更に適用されます。SharePlex によってサ
ポート されている DDL は、該当する SharePlex パラメータが正しく設定されているという前提に基づき、設定ファイルの
再アクティベート やオブジェクト に対するユーザーアクセスの停止を行わずにソースデータベースに適用できます。サポート さ
れている DDL は SharePlex によってターゲット に複製され、Post によって適用されます。サポート されている DDL 操作と
必須パラメータのリスト 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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この手順を使用して、SharePlex によってサポート されているタイプではない DDL を適用します。DDL は、ソースシステム
とターゲット システムの両方で SharePlex の外部に適用する必要があります。この手順では、設定ファイル内のオブジェク
ト へのアクセスと設定ファイルの再アクティベーションを停止して、内部テーブルを更新する必要があります。ただし、変更さ
れたオブジェクト のみが分析されるので、アクティベーション時間はフルアクティベーションで必要な時間よりも短くなります。

サポート されるデータベース
Oracle

必要条件
l

SharePlex の実行方法を知っている必要があります。「SharePlex の実行」を参照してください。

l

activate config コマンド で設定ファイルをアクティベート する方法を理解している必要があります。

l

SharePlex の flush コマンド を理解している必要があります。『 SharePlex リファレンスガイド 』を参照してくだ
さい。

手順
1.

ソースシステム( ピアト ゥピアレプリケーションを使用している場合はすべてのシステム) で、ソースオブジェクト へのア
クセスを停止します。

2. ソースシステム( ピアト ゥピアで信頼されるソース) で、データをソースシステムからターゲット システムにフラッシュしま
す。このコマンド は Post プロセスを停止し、ソースデータとターゲット データ間の同期点を確立するマーカーを、
データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソースインスタンスのデータベース指定です。たとえば、o.oraA のようになります。
3. ターゲット システム( ピアト ゥピアですべてのセカンダリシステム) は、post キュー内のメッセージ数が各システムで 0
であることと、Post が停止していることを確認します。
sp_ctrl> lstatus
4. ソースシステムで、DDL 変更を行います。
5. ソースシステムで、設定ファイルを再アクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
6. ソースシステムで、ユーザーアクティビティの再開を許可します。複製された変更内容が post キューに蓄積され
ます。
7. ターゲット システムで、対応する DDL 変更を行います。
8. ［高可用性およびピアト ゥピアのみ］セカンダリシステムで、設定ファイルを再アクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
9. ターゲット システムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post
SharePlex は最後の停止ポイント から複製を再開するので、データは同期したままになります。
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複製に影響する Oracle の変更
このト ピックは、複製がアクティブな間に Oracle 環境に一般的な変更を加える場合に役立ちます。

サポート されるデータベース
Linux および UNIX 上の Oracle

ORACLE_HOME の場所の移動
ORACLE_HOME を変更する場合は、SharePlex を Oracle ライブラリに再リンクする必要があります。
1. SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
2. ORACLE_HOME を移動します。
3. oratab ファイルを編集して、新しい ORACLE_HOME を指定します。
4. defaults.yaml ファイルを編集して、新しい ORACLE_HOME を指定します。このファイルは SharePlex 製品
ディレクト リの data サブディレクト リにあります。
5. SharePlex を起動します。

ターゲット ORACLE_SID の変更
1. ソースシステムで sp_ctrl を実行します。
2. ソースシステムでは、アクティブな設定ファイルを新しい名前にコピーしますが、ディアクティベート しないでください。
sp_ctrl> copy config filename to newname
3. ソースシステムで、新しい設定ファイルを開きます。
sp_ctrl> edit config filename
4. このターゲット データベースおよびターゲット システムを含む、すべてのルーティングマップの ORACLE_SID を新しい
ORACLE_SID に変更します。
5. 設定ファイルを保存して閉じますが、ディアクティベート しないでください。
6. ソースシステムで、複製に関与するオブジェクト へのユーザーアクセスを停止します。
7. ソースシステムで、キューの中のデータをターゲット にフラッシュします。このコマンド は Post プロセスを停止し、ソー
スとターゲット データベース間の同期点を確立し、Post プロセスを停止します。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソースインスタンスのデータベース指定です。たとえば、o.oraA のようになります。
8. ソースシステムで、新しい設定ファイルをアクティベート します。これで、元の設定ファイルがディアクティベート されま
す。
sp_ctrl> activate config filename
注： SharePlex はテーブルを分析する必要がないので、アクティベーションが短時間で完了します。
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9. ソースシステムで、複製に関与するオブジェクト へのユーザーアクセスを許可します。
10. ターゲット システムで、Post が停止したことを確認します。Post が停止していない場合は、Post の停止が表示さ
れるまで、コマンド を発行し続けます。
sp_ctrl> status
11. ターゲット システムで、データベースをシャット ダウンし、ORACLE_SID の名前を変更します。
12. ターゲット システムで、Post を開始します。
sp_ctrl> start post

SharePlex データベースアカウント の変更
SharePlex データベースアカウント では、ユーザー名( スキーマまたはデータベース) 、パスワード 、またはその両方を変更で
きます。データベースアカウント は、SharePlex のインスト ール中に確立されています。次の手順を正しい順序で実行する
ことで、アクティブな複製設定を保持できます。

サポート されるデータベース
すべての SharePlex サポート データベース

手順
この手順では、データベース内の SharePlex ユーザーアカウント のユーザーアカウント 名およびパスワード を変更します。こ
のユーザーアカウント は、複製作業の実行時に SharePlex プロセスがデータベースへの接続に使用するアカウント です。
重要! 複数の変数データディレクト リを使用する場合は、変更するディレクト リごとに、この手順を実行する必要がありま
す。
1. ( Unix および Linux のみ) 複数の変数データディレクト リを使用する場合は、アカウント 名またはパスワード を変更
する 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
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
2. パスワード を変更するシステムで sp_ctrl を実行します。
3. アカウント 情報を変更するシステム上の SharePlex プロセスを停止します。たとえば、ソースデータベースの
SharePlex アカウント を変更する場合は、Capture および Read を停止します。ターゲット データベースのアカウン
ト を変更する場合は、Post を停止します。
sp_ctrl> stop service
4. この SharePlex インスタンスのすべての SharePlex レプリケーションプロセスが停止していることを確認します。
sp_ctrl> status
5. DBA ユーザーとしてデータベースにログインし、SharePlex アカウント 名およびパスワード を新しいものに変更しま
す。重要!SharePlex オブジェクト を削除しないでください。
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6. アカウント 名を変更した場合は、すべての SharePlex データベースオブジェクト を古いアカウント から新しいアカウ
ント にコピーします。
注： 特定の複製が適切に再開されるまで、古いアカウント と SharePlex オブジェクト をバックアップとして保持し
ます。
7. sp_crtl で、次のコマンド を実行して、SharePlex 内部レコード のアカウント 名およびパスワード を変更します。
ユーザーアカウント を変更するには
sp_ctrl> connection {o.SID | r.database} set user=username
パスワード を変更するには
sp_ctrl> connection {o.SID | r.database} set password=password
ここで、
l

データベースが Oracle の場合、SID はデータベースの ORACLE_SID です。

l

database は、データベースが非 Oracle の場合、データベースの名前です( DSN ではありません) 。

l

username は、新しいアカウント 名です。

l

password は、新しいパスワード です。

8. SharePlex プロセスを開始します。
sp_ctrl> start service

複製ホスト の名前または IP アド レスの変更
SharePlex のポート 番号の設定
SharePlex プロセスは TCP および UDP ポート を使用して、異なるシステム上で相互に通信します。SharePlex の TCP
と UDP のデフォルト のポート 番号は、インスト ール時にどちらも 2100 に設定されます。SharePlex の展開によっては、
ポート 番号の変更や追加が必要になる可能性があります。
ポート 番号を選択する前に、次の点を確認します。
l

l

l

複製方法で sp_cop の複数のインスタンスがシステム上に必要な場合、それぞれに一意のポート 番号を設定す
る必要があります。「複数の SharePlex インスタンスの実行」を参照してください。
デフォルト 以外のポート が必要な場合、TCP および UDP ポート の両方に同じ番号を使用する必要があり、ま
た、同じ複製設定に関連するその他のすべての sp_cop インスタンスの TCP および UDP ポート にも使用する必
要があります。ポート が異なっている場合、あるシステム上の sp_cop は、別のシステム上の sp_cop に接続して
メッセージおよびデータの送受信ができません。
Windows プラット フォームでは、SharePlex は、1 システムに最大 64 個のポート 番号( SharePlex インスタ
ンス) を許可します。

サポート されるデータベース
サポート されているすべてのプラット フォーム上で SharePlex によってサポート されているすべてのデータベース
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Unix および Linux システムでの SharePlex ポート
の設定
Unix および Linux システムでポート 番号を設定するには、SharePlex の管理者は TCP と UDP の両方のポート パラメー
タを SharePlex 環境に設定する必要があります。アクティブな設定がある場合は、ソースオブジェクト へのアクセスを停止
して、sp_cop をシャット ダウンするように指示されます。
1. ( 複数の変数データディレクト リを使用している場合のみ) SP_SYS_VARDIR を export して、設定するポート の
変数データディレクト リを指し示します。
ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=/full_path_of_variable-data_directory
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR /full_path_of_variable-data_directory
2. 次の環境変数を export します。
ksh シェルの場合：
export SP_COP_TPORT=port
export SP_COP_UPORT=port
csh シェルの場合：
setenv SP_COP_TPORT port
setenv SP_COP_UPORT port
ここで、port は、新しいポート 番号です。
3. ディレクト リを SharePlex 製品ディレクト リに変更します。
4. sp_cop および sp_ctrl を開始します。注：複数の変数データディレクト リを使用している場合、sp_cop を uport オプション付きで開始します。ここで、port はエクスポート した変数データディレクト リ用に選択したポート 番
号です。
./sp_cop [-uport] &
5. sp_ctrl を実行します。
./sp_ctrl
6. sp_ctrl 内で、次の SharePlex パラメータを設定します。
sp_ctrl> set param SP_COP_TPORT port
sp_ctrl> set param SP_COP_UPORT port
7. 次の 2 つのどちらかを行います。
l

アクティブな設定がない場合は、sp_ctrl で shutdown コマンド を使用して、sp_cop を停止します。次に
sp_cop を起動すると、新しいポート 番号が有効になります。
メモ： アクティブな設定がない場合は、これでポート 番号の設定は終了です。

l

アクティブな設定がある場合は、次のステップに進みます。

アクティブな設 定 のポートの設 定 を終 了 するには
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8. ソースシステムの複製オブジェクト へのアクセスを停止し、ソースシステムの sp_ctrl で flush コマンド を発行して
キューをクリアします。
sp_ctrl> flush o.database_identifier
ここで、database_identifier は、o. の後に Oracle SID、tns_alias、または PDB 名が続きます。これは、
SharePlex がソースデータベースへの接続に使用したものです( データベースが通常の Oracle インスタンス、
RAC、またはコンテナデータベース内の PDB であるかどうかによって異なります) 。
9. ソースシステムで、qstatus コマンド を発行して、すべてのメッセージがターゲット システムに到達したことを確認し
ます。
sp_ctrl> qstatus
export キューが空になるまでコマンド を発行し続けます。
10. ターゲット システムで、qstatus コマンド を発行して、すべてのメッセージがデータベースに post されたことを確認し
ます。post キューが空になるまでコマンド を発行し続けます。
11. ターゲット システムで status コマンド を発行し、Post が停止したことを確認します。
sp_ctrl> status
12. ソースおよびターゲット システムで SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
13. ソースおよびターゲット システムで sp_cop を開始します。注：複数の変数データディレクト リを使用している場
合、sp_cop を -uport オプション付きで開始します。ここで、port は export した変数データディレクト リ用に
選択したポート 番号です。
./sp_cop [-uport] &
14. ターゲット システムで sp_ctrl を実行します。
15. Post プロセスを起動します。
sp_ctrl> start post
16. 複製オブジェクト へのユーザーアクセスを許可します。
17. ソースおよびターゲット システムで status コマンド を使用して、すべての SharePlex プロセスが実行中であるこ
とを確認します。
sp_ctrl> status

Windows システムでの SharePlex ポート の設定
Windows システムでは、SharePlex のポート 番号は Windows レジスト リに格納されます。ポート 番号を変更する必要
が生じた場合、ポート 番号は次の SharePlex エント リロケーションに格納されています。
\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Quest Software\SharePlex.
1. システムパスワード とユーザー名を使用して SharePlex Administrator として Windows にログオンします。ユー
ザー名は、SharePlex Admin グループに割り当てられている必要があります。
2. SpUtils ユーティリティを実行します。
3. SharePlex Services タブを選択します。
4. Port で、変更するポート の SharePlex のインスタンスのポート 番号を選択します。
5. SharePlex Service Status で、Stop をクリックします。
6. Close をクリックします。

SharePlex 8.6.6 管理者ガイド
アクティブな複製環境の変更

348

7. Start メニューから、Run を選択します。
8. Run ダイアログボックスで、「regedit」を入力してレジスト リエディタを開きます。
9. レジスト リエディタで、\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Quest Software\SharePlex の
下の現在のポート 番号を右クリックし、名前の変更 を選択します。
10. 強調表示されたポート 番号を新しい番号に置き換えます。
11. 新しいポート 番号をクリックして強調表示します。
12. 右側のペインの 名前 列で、新しいポート 番号に関連する SP_SYS_VARDIR エント リを右クリックし、変更
を選択します。
13. 文字列の編集 ダイアログで、パスのポート 番号( ポート 番号 のみ) を新しいポート 番号に変更して、OK をクリッ
クします。
14. レジスト リエディタを終了します。
15. Windows エクスプローラーで、ポート 番号を変更した変数データディレクト リに移動します( その名前は古いポー
ト 番号のままです) 。
16. 名前を右クリックし、名前の変更 コマンド を使用して、名前のポート 番号 のみを新しいポート 番号に変更しま
す。
17. SpUtils ユーティリティを実行して、SharePlex Services タブを選択します。
18. Port で、新しいポート 番号を選択します。
19. SharePlex Service Status で、Install をクリックして、新しいポート の SharePlex サービスを確立します。
20. サービスがインスト ールされることが Current State テキスト ボックスに表示されたら、Start をクリックしてサービ
スを開始します。
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23

Oracle アプリケーションのパッチまたはアッ
プグレード の適用
この章では、アプリケーションのパッチまたはアップグレード を適用する必要があり、アクティブな複製設定がある場合に従う
手順について説明します。これらの手順は、Oracle データベースに適用されます。

コンテンツ
アプリケーションをパッチまたはアップグレード する前に
ソースへのパッチ / アップグレード の適用と、ターゲット へのコピー
ソースおよびターゲット へのパッチ / アップグレード の適用
ソースへのパッチの適用と、ターゲット への複製

アプリケーションをパッチまたはアップグレード
する前に
SharePlex 複製がアクティブなシステム上でアプリケーションをパッチまたはアップグレード する前に、次のト ピックを確認し
てください。

使用する手順
複製処理の進行中にアプリケーションパッチを適用したり、Oracle データベースにアップグレード したりするためのさまざまな
手順があります。どの手順を選択するかは、パッチまたはアップグレード で行う変更によって異なります。
パッチ / アップグレード による変更

使用する手順

パッチ / アップグレード が次のいずれかを実行する場合

次のいずれかの手順に従って、手動でパッチまた
はアップグレード をソースおよびターゲット に適用
します。

l

SharePlex でサポート されていない DDL を適用する

ソースへのパッチ / アップグレード の適用と、ター
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パッチ / アップグレード による変更
l

l

使用する手順

新しいテーブルを追加する( 永続的なテーブルに名前を変
更した一時テーブルを含む)
ト リガまたは制約を作成または変更する

次のいずれかを実行します。
l

l

インデックス、スト アド プロシージャ、またはパッケージをソー
スシステムに追加する
ソースシステムのユーザーやセキュリティを変更する
( SharePlex 以外)

l

DML 変更を実行する。

l

SharePlex が複製する DDL 変更を実行する。

ゲット へのコピー
ソースおよびターゲット へのパッチ / アップグレード
の適用
手動でパッチ / アップグレード をソースに適用し、
SharePlex がターゲット への変更を複製できる
ようにします。次の手順に従います。
ソースへのパッチの適用と、ターゲット への複製
注： この手順では、パッチまたはアップグレード が
適用するすべての変更を SharePlex が複製で
きることを前提としているため、パッチ / アップグ
レード はターゲット に適用されません。

および
この表の以前の行に表示されている変更は行いません。

分割レプリケーションに対するパッチとアップグレードの
影響
パッチまたはアップグレード による変更は、複製設定内のカラムパーティションやカラムコンディションに影響を及ぼすことがあ
ります。この手順を実行するときは、次の点を考慮します。

パッチまたはアップグレード による垂 直 分 割 レプリケーションへの影 響
詳細については、「垂直分割レプリケーションの設定」を参照してください。
パッチまたはアップグレード によるテーブルへの
影響

対処方法

テーブルのカラムパーティションを満たしていな
い列の追加

( オプション) パッチまたはアップグレード の適用後に、ターゲット テーブ
ルから列をド ロップします。

テーブルのカラムパーティション内に存在する必
要がある列の追加

該当する列を設定ファイル内のソースおよびターゲット カラムパーティ
ションのリスト に追加します。

テーブルのカラムパーティションの一部である列
のド ロップ

該当する列を設定ファイル内のソースおよびターゲット カラムパーティ
ションのリスト から削除します。

テーブルのカラムパーティション内に存在する列
の名前の変更

設定ファイル内のソースおよびターゲット カラムパーティションのリスト で
列名を変更します。

パッチまたはアップグレード による水 平 分 割 レプリケーションへの影 響
詳細については、「水平分割レプリケーションの設定」を参照してください。
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パッチまたはアップグレード によるテーブル
への影響

対処方法

パーティションスキーム内に存在する必要
がある行の追加

該当する行のカラムコンディションを SHAREPLEX_PARTITION テーブル
に追加します。

パーティションスキームの一部である行の
削除

SHAREPLEX_PARTITION テーブル内のパーティションスキームからカラム
コンディションを削除します。

使用される名付け規約
これらの手順では、「ソース」システムは次のいずれかです。
l

一方向レプリケーション設定( カスケード レプリケーションを含む) のソースシステム。

l

集約レプリケーション設定のすべてのソースシステム。

l

ピアト ゥピアレプリケーション設定の信頼されたソースシステム。

これらの手順では、「ターゲット 」システムは次のいずれかです。
l

一方向レプリケーション設定( カスケード および集約レプリケーションを含む) のターゲット システム。

l

ピアト ゥピアレプリケーション設定のセカンダリシステム。

この手順で SharePlex コマンド は、使用する複製方法に適用されるすべての sp_cop インスタンスに適用されます( たと
えば、集約レプリケーションのターゲット のすべての sp_cop プロセスなど) 。

ソースへのパッチ / アップグレード の適用と、
ターゲット へのコピー
サポート されるデータベース
サポート されているすべてのプラット フォーム上の Oracle

この手順を使用する場合
この手順は、パッチまたはアップグレード で次のいずれかを実行する場合に使用します。
l

SharePlex によって複製されないタイプの DDL 変更を行う。

l

複製に含める必要がある永続的なテーブルに名前を変更した一時テーブルを使用した( 再編成など) 。

l

複製する必要があるオブジェクト が追加された。

手順の概要
この手順を使用して、パッチまたはアップグレード をターゲット システムに直接適用するのではなく、ソースシステムからター
ゲット システムにパッチまたはアップグレード をコピーする Oracle ホット バックアップを実行します。パッチまたはアップグレード
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によって SharePlex による複製がサポート していない多くの変更が行われる場合や、その変更内容が明確でない場合
は、この方法が有効です。
この手順では、設定ファイルをソースシステム上でアクティブなままにすることができます。reconcile コマンド を使用して、
次のような項目を特定し排除します。
l

複製され、またバックアップでも適用されたパッチまたはアップグレード 操作による重複する DML および DDL。

l

複製され、またバックアップでも適用された実稼働ト ランザクション。

注：場合によってはホット バックアップを使用するよりも、手動でパッチまたはアップグレード をターゲット システムに適用する
方が時間がかからないこともあります。たとえば、インデックスまたはスト アド プロシージャのみが追加される場合、またはセ
キュリティのみが変更される場合です。「ソースおよびターゲット へのパッチ / アップグレード の適用」を参照してください。

パッチ / アップグレードの適用
1. ソースとターゲット システムで複製に関わるインスタンスへのユーザーアクセスを停止しますが、SharePlex はシャッ
ト ダウンしないでください。
2. ソースシステムで sp_ctrl を実行します。
3. ソースシステムで、データをターゲット システムにフラッシュします。このコマンド は Post を停止し、ソースデータとター
ゲット データ間の同期点を確立するマーカーを、データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソースインスタンスのデータソースです( 例： o.oraA) 。
4. ソースシステムで、パッチまたはアップグレード を適用します。
5. ソースシステムで、ソースインスタンスへのユーザーアクセスを回復します。
6. ［パッチ / アップグレード で複製する必要があるオブジェクト が追加された場合］設定ファイルを次のように編集し
ます( ディアクティベート しないでください) 。パッチまたはアップグレード が、分割レプリケーションのカラムパーティショ
ンまたはカラムコンディションに影響を与えている可能性があります。「アクティブ設定ファイルの変更」を参照してく
ださい。
l

設定ファイルをコピーします。
sp_ctrl> copy config filename to newname

l

コピーを編集します。
sp_ctrl> edit config newname
ファイルを保存します。

7. 次のうちのいずれか 1 つを実行します。
l

前の手順でオブジェクト を追加した場合は、新しい設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config newname

l

元の設定ファイルを変更しなかった場合は、その設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename

8. ソースで Oracle ホット バックアップを実行します。
9. ソースで、ログファイルを切り替えて、アーカイブログの一番大きいシーケンス番号を書き留めておきます。
svrmgr1> alter system switch logfile;
10. ターゲット で、RECOVER 句の UNTIL CANCEL オプションを使用してホット バックアップからターゲット データベー
スを回復し、前のステップで記録したログが Oracle で完全に適用された後、回復をキャンセルします。
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11. ターゲット システムで、RESETLOGS オプションでデータベースを開きます。
12. ターゲット インスタンスで ora_setup を実行しますが、 新しいユーザーは作成しないでください。既存の
SharePlex ユーザーとパスワード を選択します( バックアップにコピーされます) 。ora_setup の手順については、『
SharePlex リファレンスガイド 』を参照してください。
13. ターゲット システムで、以前に記録したログのシーケンス番号を使用して reconcile コマンド を発行します。
named post queues を使用している場合、各キューに対してコマンド を発行します。キュー名がわからない場合
は、最初に qstatus コマンド を発行します。
sp_ctrl> qstatus
sp_ctrl> reconcile queue queuename for datasource-datadest seq sequence_number
例：reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraA seq 1234
注： reconcile プロセスは、プロセスが終了するまで sp_ctrl の制御を保持します。
14. ターゲット システムで、パッチまたはアップグレード が複製中のテーブルにト リガをインスト ールした場合は、それらの
ト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行して、ト リガが SharePlex ユーザーを
無視するようにします。
15. ターゲット システムで、パッチまたはアップグレード で チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブ
が追加された場合、それらを無効にします。
16. ターゲット システムで、分割レプリケーションに必要なクリーンアップを実行します。
17. ターゲット システムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post
これで 2 つのインスタンスは同期され、SharePlex で複製が再開されます。

ソースおよびターゲット へのパッチ / アップグ
レード の適用
サポート されるデータベース
サポート されているすべてのプラット フォーム上の Oracle

この手順を使用する場合
この手順は、パッチまたはアップグレード で次のいずれかを実行する場合に使用します。
l

l

l

SharePlex によって複製されないタイプの DDL 変更を行う。
永続的なテーブルに名前を変更した一時テーブルを使用した( たとえば、再編成でオブジェクト ID が変更され
た) 。
複製する必要があるオブジェクト が追加された。
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手順の概要
この手順を使用して、アプリケーションのパッチまたはアップグレード を適用し( SharePlex によって複製されていないデータ
ベースへの変更が含まれる場合) 、ソースデータベースへのユーザーアクセスを停止して、設定ファイルをディアクティベート
および再アクティベート できます。SharePlex がオブジェクト 情報を再構築して、パッチまたはアップグレード が適用した変
更を組み込めるように、設定ファイルをディアクティベート する必要があります。設定を再アクティベート すると、SharePlex
ではすべてのオブジェクト が再分析されます。パッチまたはアップグレード がターゲット システムに適用されている間に、ユー
ザーがソースデータにアクセスできるようにすることができます。

パッチ / アップグレードの適用
1. ソースとターゲット システムで複製に関わるインスタンスへのユーザーアクセスを停止しますが、SharePlex はシャッ
ト ダウンしないでください。
2. ソースシステムで、データをターゲット システムにフラッシュします。このコマンド は Post を停止し、ソースデータとター
ゲット データ間の同期点を確立するマーカーを、データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソースインスタンスのデータソースです( 例：o.oraA) 。
3. ソースシステムで、設定をディアクティベート します。
sp_ctrl> deactivate config filename
4. ソースシステムで、パッチまたはアップグレード を適用します。
5. ［パッチ / アップグレード で複製する必要があるオブジェクト が追加された場合］ソースシステムで、分割レプリケー
ションを使用している場合は、カラムパーティションまたはカラムコンディションを変更するなど、設定ファイルを編集
します。「アクティブ設定ファイルの変更」を参照してください。
sp_ctrl> edit config filename
6. ソースシステムで、設定ファイルをアクティベート します。
sp_ctrl> activate config filename
7. ソースシステムで、ソースインスタンスへのユーザーアクセスを回復します。
8. ターゲット システムで、パッチまたはアップグレード を適用します。
9. ターゲット システムで、パッチまたはアップグレード が複製中のテーブルにト リガをインスト ールした場合は、それらの
ト リガを無効にするか、sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行して、ト リガが SharePlex ユーザーを
無視するようにします。
10. ターゲット システムで、パッチまたはアップグレード で チェック制約、および DML を実行するスケジュールされたジョブ
が追加された場合、それらを無効にします。
11. ターゲット システムで、分割レプリケーションに必要なクリーンアップを実行します。
12. ターゲット システムで、Post を起動します。
sp_ctrl> start post
これで 2 つのインスタンスは同期され、SharePlex で複製が再開されます。
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ソースへのパッチの適用と、ターゲット への複
製
サポート されるデータベース
サポート されているすべてのプラット フォーム上の Oracle

この手順を使用する場合
パッチまたはアップグレード によって適用されるすべての操作が SharePlex でサポート されていて、ターゲット に複製できる
場合は、この手順を使用します。これには、SharePlex でサポート されている DML 変更と DDL が含まれます。パッチま
たはアップグレード が SharePlex でサポート されていない操作を実行するかどうかわからない場合は、「ソースへのパッチ /
アップグレード の適用と、ターゲット へのコピー」を使用してください。
注：SharePlex がサポート する操作の一覧については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。

パッチ / アップグレードの適用
1. ソースシステムとターゲット システム上の Oracle インスタンスへのユーザーアクセスを停止します。
2. ソースシステムで、データをターゲット システムにフラッシュします。このコマンド は Post を停止し、ソースデータとター
ゲット データ間の同期点を確立するマーカーを、データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソースインスタンスのデータソースです( 例：o.oraA) 。
3. ソースシステムで、パッチまたはアップグレード を適用します。
4. ソースシステムで、ソースインスタンスへのユーザーアクセスを回復します。
5. ターゲット システムで、パッチまたはアップグレード がト リガを作成または変更した場合は、それらを無効にするか、
sp_add_trigger.sql ユーティリティスクリプト を実行して、ト リガが SharePlex ユーザーを無視するようにします。
6. ターゲット システムで、ターゲット インスタンスへのユーザーアクセスを回復します。
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ソースまたはターゲット 上の Oracle デー
タのバックアップ
このト ピックでは、複製がアクティブな間に、ソースおよびターゲット の Oracle データのバックアップを作成する手順につい
て説明します。

コンテンツ
ソースシステムの部分バックアップの実行
ソースシステムの完全バックアップの実行

ソースシステムの部分バックアップの実行
( データを抽出したり、データウェアハウスへ投入したりするために) データの複製中にソースシステムの部分バックアップを行
うには、代わりにターゲット システム上で部分バックアップをすることで、ソースシステム上と同様に同じデータをコピーできま
す。
この手順では、ソースデータへのユーザーアクセスは中断されず、設定ファイルのディアクティベート または再アクティベート は
行われません。
1. ソースシステムで sp_ctrl を開始します。
2. ソースシステムで、データをターゲット システムにフラッシュします。このコマンド は Post プロセスを停止し、ソース
データとターゲット データ間の同期点を確立するマーカーを、データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソース Oracle インスタンスのデータソース指定です( 例：o.oraA) 。
3. ターゲット システムで、データをバックアップします。注：データは、フラッシュマーカーのソースデータと一致するように
なりました。
4. ターゲット システムで、Post プロセスを起動します。
sp_ctrl> start post
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ソースシステムの完全バックアップの実行
SharePlex を含む、ソースシステム全体をバックアップするには、バックアップの実行中に SharePlex の複製をシャット ダウ
ンする必要があります。
この手順では、ソースデータへのユーザーアクセスを停止しますが、設定ファイルのディアクティベート または再アクティベート
は行われません。バックアップ後に開始されると、複製が再開されます。

ソースシステムで次 の手 順 を実 行 します。
1. すべてのシステムアクティビティを停止します。
2. sp_ctrl を起動します。
3. データをターゲット システムにフラッシュします。このコマンド は Post プロセスを停止し、ソースデータとターゲット デー
タ間の同期点を確立するマーカーを、データスト リームに置きます。
sp_ctrl> flush datasource
ここで、datasource は、ソース Oracle インスタンスのデータソース指定です( 例：o.oraA) 。
4. SharePlex をシャット ダウンします。このコマンド は SharePlex をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
5. ネット ワークと Oracle インスタンスをシャット ダウンします。
6. バックアップを実行します。
7. ネット ワークと Oracle インスタンスを起動します。
8. sp_cop( Unix および Linux) または SharePlex サービス( Windows) を起動します。
9. sp_ctrl を起動します。
10. ユーザーがソース Oracle インスタンスにアクセスできるようにします。
11. SharePlex プロセスが開始されたことを確認します。
sp_ctrl> status

ターゲット システムで次 の手 順 を実 行 します。
1. Post を開始します。
sp_ctrl> start post
2. Post が開始されたことを確認します。
sp_ctrl> status
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Capture プロセスのチューニング
この章では、Oracle ソースデータベースが生成する REDO の量に追い付けるように、Capture プロセスのパフォーマンスを
上げるための手順を説明します。

コンテンツ
LOB マッピングの無効化
Exadata での Capture のチューニング
チェックポイント のチューニング

LOB マッピングの無効化
ソースデータベースで PK/UK ロギング( SharePlex のより多くの機能と処理の高速化をサポート するためにお勧めしま
す) を有効にしている場合は、SP_OCT_ENABLE_LOBMAP パラメータの設定をチェックします。 このパラメータは、行
外の LOB 列が含まれるテーブルを複製するときに SharePlex が LOB マップを使用するかどうかを制御します。LOB
マップは、PK/UK ロギングが有効でない場合に、Capture プロセスでの LOBID と行のマッピングに使用されます。LOB
マッピングはデフォルト で有効です。これらのマッピングは SHAREPLEX_LOBMAP テーブルに格納されます。Capture
がマッピングを維持および参照する必要があるため、大量の LOB 操作によるト ランザクションによって Capture の速度
が低下することがあります。データベースで PK/UK ロギングが有効な場合は、このパラメータを 0 に設定して LOB マッ
ピングを無効にできます。

アクティブな複 製 中 に LOB マッピングを無 効 にするには
1. ソースシステムで sp_ctrl を実行します。
2. SP_OCT_ENABLE_LOBMAP を 0 に設定します。
sp_ctrl> set param SP_OCT_ENABLE_LOBMAP 0
3. Capture を停止します。
sp_ctrl> stop capture
4. SHAREPLEX_LOBMAP テーブルを切り捨てます。
5. Capture を再起動します。
sp_ctrl> start capture
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Exadata での Capture のチューニング
Exadata システムでのパフォーマンスを高めるため、複数の Capture スレッド を使用するように Capture プロセスを設定で
きます。Capture は、Exadata ASM ディスク上のログから直接読み取ります。
SP_OCT_ASM_MULTI_OCI パラメータは、Capture が REDO ログを読み取るために使用するスレッド 数を制御しま
す。
このパラメータに設定する値は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
l

l

l

1 を超えること。
redo ログを格納する ASM ディスクグループのディスク数に対して偶数の約数になること。たとえば、ディスク数が
16 の場合、値 2、4、8、および 16 が有効です。
redo ログを格納する ASM ディスクグループのディスク数以下であること。

大量のスレッド は不要です。実際にスレッド 数が必要以上に多いとパフォーマンスが低下します。スレッド 数が多くなるほ
ど Capture で必要になるメモリ量が多くなります。
少数のスレッド で始めてパフォーマンスを監視し、パフォーマンス上のメリット とメモリ使用量のバランスが最適になるまでス
レッド を適宜追加してください。たとえば、ディスク数が 16 の場合、値 2 から始めてみます。

Exadata でマルチスレッド capture 向 けに SharePlex を設 定 するには
1. sp_ctrl を実行します。
2. SP_OCT_ASM_MULTI_OCI パラメータを、Capture で使用するスレッド 数に設定します。
sp_ctrl> set param SP_OCT_ASM_MULTI_OCI 3
3. Capture を再起動します。
注：Capture はバッファサイズを、ログが存在するディスクグループに設定された AU_SIZE パラメータの値に自動的に調整
します。これはパフォーマンスを最大化するための推奨バッファサイズであるため、変更しないでください。SP_OCT_ASM_
MULTI_OCI_BLOCK_SIZE パラメータは、必要に応じてデフォルト の動作を上書きできます。

チェックポイント のチューニング
回復をサポート するため、Capture はディスクに対して定期的にその状態のチェックポイント を行います。この情報には、ロ
グと、最近処理されたデータのログ内での位置が含まれています。頻繁にログが切り替わるデータベース環境では、
SharePlex がチェックポイント を書き込む前に切り替えが発生することがあります。SP_OCT_CHECKPOINT_LOG パラ
メータを使用すると、ログの切り替え前に Capture が確実にチェックポイント を発行できます。
Capture が指定された数のログで Oracle に遅れをとったときに、チェックポイント がト リガされます。たとえば、デフォルト の 2
の場合は、Oracle から 2 以上のログで遅れをとったときに、Capture はチェックポイント を行います。
このパラメータに指定可能な値の範囲は、2( デフォルト ) から使用しているログの数に等しい値までです。0 の値を指定す
ると、この機能は無効になります。
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Post プロセスのチューニング
この章では、Post プロセスのパフォーマンスを向上させるための手順が含まれています。複製されたデータは標準的な
SQL メカニズムを介して適用されるため、Post プロセスはパフォーマンスのチューニングに最適です。

コンテンツ
Oracle INDEX ヒント の使用
SQL Cache のチューニング
オープンカ―ソルの調整
大規模なメンテナンスト ランザクションのスキップ
小さいト ランザクションの高速化
大きなト ランザクションの小さなト ランザクションへの分割
キューのパフォーマンスのチューニング
ハッシュベースの水平分割レプリケーションのチューニング

Oracle INDEX ヒント の使用
対象：Oracle ターゲット
SharePlex がターゲット テーブルで UPDATE や DELETE を実行すると、Oracle は SharePlex にとって最も効率的なイ
ンデックスを選ばない場合もあります。正しいインデックスがない場合、複数の UPDATE や DELETE が実行されると
Post プロセスは速度が低下します。SharePlex では、Oracle の INDEX ヒント を利用して、強制的にターゲット オブジェク
ト で正しいインデックスを使用できます。
INDEX ヒント を使用するには、hints.SID ファイルを使用します。ここで、SID はターゲット インスタンスの ORACLE_SID
です。Post は、SQL 文を適用するときにヒント ファイルを読み込みます。ファイルがエント リを備えている場合、Post はデー
タをメモリに読み込んで、処理するそれぞれの UPDATE および DELETE 文をチェックします。このような操作のいずれか
においてヒント ファイルに記載されているテーブルが必要になる場合、Post は Oracle にヒント を送ります。
ヒント を必要とするテーブルにのみヒント を使用します。たとえば、定義済みのインデックスがあるテーブルに対して Post が
フルテーブルスキャンを行っている場合は、そのテーブルに対してのみヒント を使用します。ヒント を使用すると、Post は、
ファイルにリスト されている各操作の hints.SID ファイルを読み取ります。大量のテーブルがリスト されている場合、これで
処理速度が低下する可能性があります。
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デフォルト のヒント ( テーブルとインデックスのペア) の最大数は 100 です。この値は、SP_OPO_HINTS_LIMIT パラメータを
使って調整できます。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。
すべてのインデックスが有効であることを確認します。SharePlex はインデックスが無効であってもヒント として使用します
が、Oracle は無効なヒント を無視し、エラーを返します。SharePlex は、指定されたヒント に関する異常を検出した場合
に以下の情報を event_Log に書き込みます。
15050 – hint file not found
17000 – error opening hint file
15051 – missing column in the hint file (either table or index name)
15052 – syntax error for tablename
15053 – syntax error for indexname
15054 – source table’s object_id not found in object cache
15055 – more than 20 valid entries were entered into the hints file

ヒントファイルを使 用 するには
各システムの SharePlex 変数データディレクト リに空の hints.SID ファイルがあります。ターゲット システム上に常駐する
hints.SID ファイルを使用します。ヒント ファイルが存在しない場合は、このディレクト リ内にヒント ファイルを作成し、
hints.SID 形式の名前を付けます。
1. Post を停止します( 実行されている場合) 。
2. ファイルを開きます。
3. コメント 行は、ファイル内のどこにでも追加できます。コメント 行は、ポンド 記号( #) で開始します。
4. 非コメント 行で、以下のテンプレート を使用して、ソーステーブルとそのテーブルに使用するインデックスを指定しま
す。テーブル名とインデックス名の間にはスペースを 1 つ以上挿入します。それぞれの指定は別個の行に配置し
ます。
src_owner.table

tgt_owner.index

例：
scott.emp

scott.emp_index

SQL Cache のチューニング
SharePlex は、頻繁に使用される SQL 文を再利用に備えてキャッシュします。そのため、反復のたびに解析してバインド
する必要がありません。これは SharePlex の調整可能な機能であり、SQL Cache と呼ばれます。この機能は、アプリ
ケーションが繰り返し生成する文の量に基づく利点を最大限に活用するようにチューニングできます。
SQL Cache は、データ値以外の変更なしで同じ SQL 文が何度も発行される場合にのみ Post のパフォーマンスを改善
します。それが作業環境に当てはまらない場合、SQL Cache は Post プロセスに不要なオーバーヘッド を付け加えるた
め、それを無効にします。

サポート されるターゲット
すべて
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SQL Cache の有効化または無効化
SQL Cache は以下のように制御します。

Oracle
パラメータ

説明

SP_OPO_
SQL_
CACHE_
DISABLE

SQL Cache を有効化または無効化します。デフォルト は有効であり、値は 0 です。SQL Cache を無
効にするには、パラメータを 1 に設定します。バッチ操作の場合にのみ SQL Cache を無効にするには、
パラメータを 3 に設定します。これで、Post によるメモリ使用量を削減できます。

SP_OPO_
MAX_CDA

Post セッションごとにキャッシュするアクティブな文の数を決定します。Post はデフォルト でセッション当たり
50 個のカーソルを開きます。この設定は、必要ならば増減できます。その他の重要な情報については、
「 オープンカ―ソルの調整 」を参照してください。

オープンターゲット
パラメータ

説明

SP_OPX_SQL_CACHE_
DISABLE

SQL Cache を有効化または無効化します。デフォルト は有効であり、値 0 です。SQL
Cache を無効にするには、パラメータを 1 に設定します。

target コマンド を使用しま
す。

Post セッションごとにキャッシュするアクティブな文の数を決定します。オープンターゲット
データベースの場合、Post は許可されるアクティブな文の数を ODBC ド ライバから取得
します。その値が max_active_statements の設定よりも小さい場合、Post は停止し
てエラーを返します。SQL Cache 機能を無効にするか、max_active_statements の
値を減らすことができます。

target r.database [queue
queuename] set
resources max_active_
statements=number_
of_active_statements

SQL Cache のチューニングによるパフォーマンスの最
大化
アクティブな文の数を、複製される操作向けに最適化するには、次の手順を実行します。
1. sp_ctrl を実行して show post detail コマンド を発行し、キャッシュした文のヒット 率を判断します。
2. SQL cache hit count フィールド を探します。このフィールド には、「解析およびバインド なしに実行されるメッセー
ジの総数」を「INSERT、UPDATE、DELETE 操作の総数」で割った比率が表示されます。たとえばヒット 率 36%
とは、キャッシュした文を時間全体の 36% において Post が使用していることを示します。
3. 代表的な複製活動の数日後にヒット 率を表示して、アクティブな文の数に最適な設定を判断します。ヒット 率が
50% 未満の場合は、だいたい 5 文ずつ小刻みにパラメータ値を増やします。
4.

数日間ヒット 率を監視します。ヒット 率が増加した場合は、アプリケーションがアクティブな文に利用可能なすべて
のカーソルを使用していることを意味します。ヒット 率が一定になるまで、さらにパラメータ値を小刻みに増やしま
す。
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オープンカ―ソルの調整
対象：Oracle ターゲット
Oracle パラメータ OPEN_CURSORS の値は、Post プロセスの想定パフォーマンスレベルに十分対応できるように高く設
定する必要があります。このパラメータは、プロセス( Post など) が開くことができるカーソルの最大数を定義します。
Post は、ルーチンコールに必要な 10 を引いた OPEN_CURSORS の値からオープンカーソルの合計最大数を内部で確
立します。この値を event_log に表示します。次の例の場合、OPEN_CURSORS は 512 に設定されています。
Notice: sp_opst_mt (for o.oracle-o.oracle queue oracle) Post will not open more
than 502 cursors (OPEN_CURSORS – 10).
Post はオープンなカーソルの数の記録を維持します。カーソルの最大数を上回ることを Post が検出すると、Post は直前
に使用したセッションで直前に使用したカーソルを閉じます。
カーソルの不足を防止するために、Post プロセスはプロセス開始時に OPEN_CURSORS 値を問い合わせます。この値
が十分に高くない場合、Post は event_log に次の警告を書き込みます。
Warning:(sp_opst_mt for o.oracle-o.oracle queue oracle)Oracle parameter 'OPEN_CURSORS'
is < number.Check 'OPEN_CURSORS' setting.
OPEN_CURSORS の値が存在しない場合、変更または追加できます。
OPEN_CURSORS の値を表示するには、次の SQL 文を使用してデータベースをクエリします。
select value from v$parameter where name = 'open_cursors' ;

Post プロセス用 に十 分 な OPEN_CURSORS の値 を推 定 するには
1. ターゲット インスタンスについて予測される並行ト ランザクション( セッション) のピーク数を推定します。Post は、
ソースシステムのセッションごとにターゲット システムのセッションを開きます。実稼働が最大レベルにあるときに sp_
ctrl で show post detail コマンド を発行すると、適切に推定できます。ディスプレイの Number of Open
Transactions フィールド は、並行ト ランザクション数を表示します。
2. 次の式を使用して、OPEN_CURSORS で SharePlex( およびターゲット データにアクセスする可能性があるその
他のアプリケーション) をサポート するための正しい設定を決定します。
SQL Cache が有効な場合( デフォルト ) ：デフォルト では、Post は、終了時にいったん閉じるルーチンコールに備
えて 10 個のカーソルを、さらにト ランザクション当たり少なくとも 7 個のカーソルを確保しておく必要があります( 基
本最小数 2 個に加えてさらに 5 個) 。式は次のとおりです。
10 +( 並行ト ランザクションのピーク数 x 7) = 必要最小オープンカーソル数
SQL Cache を無効にした場合： Post プロセスは、終了時にいったん閉じるルーチンコールに備えて 10 個の
カーソルを、さらにト ランザクション当たり少なくとも 2 個のカーソルを確保しておく必要があります。式は次のとおり
です。
10 +( 並行ト ランザクションのピーク数 x 2) = 必要最小オープンカーソル数

大規模なメンテナンスト ランザクションのスキッ
プ
対象：Oracle ターゲット
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アプリケーションパッチやその他の内部 Oracle 操作によって適用される大規模ト ランザクションがユーザーアプリケーション
で必要なデータと無関係である場合は、複製から除外できます。このような操作は、SharePlex の数千または数百万も
の個別の UPDATE または DELETE 文に変換される場合があります。これらの文はすべて Post により適用されます。この
ようなト ランザクションは Post のパフォーマンスに悪影響を与え、ユーザーアプリケーションでの処理に必要なソースデータと
ターゲット データ間の遅延を増加させる可能性があります。何らかの理由で、その他の DML 操作がターゲット データベー
スにポスト されないようにすることが必要な場合もあります。
そのようなト ランザクションを処理する方法は 2 つあります。
l

l

そのような操作とユーザーデータの間に参照関係がない場合は、専用の名前付き post キューを経由して処理す
るように操作を設定します。詳細については、「名前付き post キューの設定」を参照してください。
操作をスキップするように Post を設定し、Oracle から SQL 文を直接適用します。次の手順を参照してください。

メンテナンス DML をスキップするには
1. ソースシステムで、SharePlex 製品ディレクト リ下の util サブディレクト リから、create_ignore.sql スクリプト を実
行します。このスクリプト は、データベース内に SHAREPLEX_IGNORE_TRANS パブリックプロシージャを作成し
ます。ト ランザクション開始時にプロシージャを実行すると、ト ランザクションがコミット またはロールバックされるまで
の間に発生した DML 操作を無視するように、Capture プロセスに指示が行われます。したがって、影響された操
作は複製されません。スクリプト とその制限、および実行方法の詳細については、『 SharePlex リファレンスガイ
ド 』の create_ignore.sql を参照してください。
2. UPDATE または DELETE 操作前に SHAREPLEX_IGNORE_TRANS を呼び出すように、パッチスクリプト を編
集します。これにより、SharePlex はト ランザクションを無視し、ターゲット には送信しません。データベースを同期
状態に戻すために、このスクリプト はターゲット 上でも実行する必要があります。
注：DML 操作のみがこの SHAREPLEX_IGNORE_TRANS プロシージャによって影響されます。TRUNCATE を含む
DDL 操作は SharePlex によってスキップされません。DDL 操作は暗黙的に Oracle によってコミット されているので、プロ
シージャを無効にします。

小さいト ランザクションの高速化
対象：Oracle
ほとんどの小さなト ランザクション( OLTP の最も一般的なト ランザクションなど) を処理するときの Post の速度を上げる
ことができます。
サポート されるデータベースによって、使用できる機能が 2 つあります。
l

並列性レベルの向上

l

コミット 数の削減

これらの機能を合わせて Post 拡張パフォーマンス( PEP) と呼びます。

並列性レベルの向上
ト ランザクションの並列処理機能では、ト ランザクションを並列に適用するように Post を設定することで、全体のスループッ
ト を上げることができます。ト ランザクションが小さいほど、パフォーマンス上のメリット が大きくなります。
この並列処理機能を有効にするには、SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK パラメータを 1 に設定します。
注：この機能によって複数 Post プロセスを実行する必要性を減らす( またはなくす) ことができます。ただし、複数の Post
プロセスを使用すると単一障害点がなくなるというメリット はあります。Post プロセスでエラーが発生しても他の Post プロセ
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スは継続するため、問題解決後の復旧時間が短くなります。複数プロセスの使用ルール( たとえば、同一プロセススト リー
ムに参照整合性を持つすべてのテーブルを含める) に従っている限り、この機能を複数 Post 設定で使用できます。複数
Post プロセスの使用の詳細については、「名前付き post キューの設定」を参照してください。

コミット 数の削減
コミット 削減機能を使用すると、小さなト ランザクションを大きなト ランザクションに結合するように Post を設定できます。
これで、処理が必要なコミット や承認の数が減少します。ト ランザクションが小さいほど、パフォーマンス上のメリット が大き
くなります。
並列処理機能を有効にすると、コミット 削減機能はデフォルト で有効になります。並列処理が有効でないと、この機能を
有効にできません。結合後のト ランザクションのサイズは、SP_OPO_COMMIT_REDUCE_MSGS パラメータで制御しま
す。
このパラメータは、ト ランザクション内のメッセージ( 操作) の最小数を設定します。Post は、指定の範囲内に境界がある
小さなト ランザクションのコミット をスキップし、代わりに結合済みト ランザクションで操作をすべて適用します。結合済みト ラ
ンザクションのデフォルト サイズは 100 メッセージです。コミット 削減を無効にするには、このパラメータ値を 1 に設定しま
す。
パラメータ設定は、絶対的なしきい値ではありません。1 つのト ランザクションが、複数の結合済みト ランザクションに分割
されることはありません。そのため、Post はすべての操作とグループの最後のト ランザクションのコミット を含めるために、この
しきい値を超えなければならないこともあります。
テスト の結果、並列処理とコミット 削減の両方が有効な場合、パフォーマンスが SharePlex の従来の post 速度の 2 ～
3 倍も向上する可能性があることがわかっています。

大きなト ランザクションの小さなト ランザクショ
ンへの分割
対象：現在は Teradata でサポート
大きなト ランザクションを一連の小さなト ランザクションに分割するように Post を設定できます。このオプションによって、ト ラ
ンザクションあたりで可能な行ロックの数といった、大きなト ランザクションに影響するリソース制限に対処できます。

大 きなトランザクションを小 さなトランザクションに分 割 するには
target コマンド を使用して commit_frequency パラメータを設定します。
target r.database [queue queuename] set resources commit_frequency=number_of_operations
このパラメータは、Post がコミット を発行した後の操作の最大数を指定します。1 より大きい任意の整数を指定できます。

例：
target r.mydb queue q1 set resources commit_frequency=10000

キューのパフォーマンスのチューニング
post キューのパフォーマンスをチューニングすることで、Post のパフォーマンスをチューニングできます。
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キュー競合の低減
SharePlex キュー競合の低減機能を使用すれば、post キューが満杯になっても、共有メモリがディスクにスワップされない
ようにすることができます。この機能は、SP_IMP_QUEUE_PAUSE パラメータによって有効になります。
このパラメータは、post キューに指定された数のメッセージ数が含まれている場合、そのキューへのデータ書き込みを一時
停止します。Post はチェックポイント を発行するまでキューメッセージを共有メモリに保存し、その後メモリからデータを解
放します。
post キューで共有メモリが不足している場合、読み書き機能がファイル IO を開始してメモリバッファを解放します。このパ
ラメータはキューの書き込みを一時停止します。このためディスクスト レージが不要になり、その結果生じる IO の速度低
下がなくなるため、Post のパフォーマンスを維持できます。
SP_IMP_QUEUE_RESUME パラメータを使用して、Import が post キューへの書き込みを再開する条件のメッセージ数
を設定します。 このパラメータは、SP_IMP_QUEUE_PAUSE パラメータと一緒に機能します。post キュー内のメッセージ
数がこのパラメータの設定値以下である場合、Import は post キューへの書き込みを再開します。
この機能を使用するには、SP_IMP_QUEUE_PAUSE と SP_IMP_QUEUE_RESUME の両方がゼロよりも大きく、かつ
SP_IMP_QUEUE_PAUSE が SP_IMP_QUEUE_RESUME よりも大きい必要があります。

サブキューのインデックス作成のチューニング
サブキューのインデックス作成を有効にして、ト ランザクションセッションを表すサブキュー構造にアクセスすることで、Post
キューのパフォーマンスを改善できます。このパラメータが有効になっている Post キューごとに、メッセージ「Subqueue
index enabled queuename」がイベント ログに書き込まれます。
この機能を有効にするには、SP_QUE_USE_SUBQUE_INDEX パラメータを 1 に設定します。このパラメータは、
VARRAY をサポート していません。VARRAY の複製時にこのパラメータが有効になっていると、このパラメータは無視さ
れます。

ハッシュベースの水平分割レプリケーションの
チューニング
ハッシュベースの水平分割レプリケーションは、デフォルト で rowid に基づいたハッシュアルゴリズムを使用します。行が存
在するブロックに基づくハッシュアルゴリズムを切り替えることで、ハッシュベースの水平分割レプリケーションを使用するテー
ブルの処理を改善できることがあります。
アルゴリズムの変更はルーティングの変更と同じ効果がある( パーティションを切り替える可能性がある) ため、設定ファイル
を再びアクティベート する必要があります。アクティベーションではこの変更の影響を受けるテーブルをロックするため、オープ
ント ランザクションがないときにハッシュの変更が適用されます。ロックにより、新しいハッシュアルゴリズムで処理されるデー
タが古いアルゴリズムで処理された使用中のデータよりも前に post されることはないため、非同期状態が発生しなくなり
ます。

ブロックベースのハッシュに切 り替 えるには
1. SP_OCF_HASH_BY_BLOCK パラメータを 1 に設定します。
2. 設定ファイルを再びアクティベート します。
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付録 A：ピアト ゥピアの説明図
この図は、ピアト ゥピアレプリケーションの概念を視覚的に説明しています。詳細については、「複数のピアデータベースを
保持するための複製の設定」を参照してください。
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付録 B： SharePlex 変数
SharePlex は、次の環境変数を使用します。環境変数は、特定の状況で必要に応じてユーザーが設定できます。通
常、変数を設定する前または後に追加の手順を実行する必要があるので、SharePlex 変数を設定する前に、推奨手
順を参照してください。
環境変数

説明

EDITOR

たとえば、 create config コマンド を使用する、 sp_ctrl コマンド 用のデフォルト
の ASCII テキスト エディタを設定します。「 sp_ctrl のデフォルト エディタの設定 」
を参照してください。

HOST

sp_ctrl のすべてのローカル実行セッションのホスト 名を設定します。セッション
ごとのホスト を設定するには、「 sp_ctrl でのコマンド の実行 」を参照してくださ
い。

SP_COP_TPORT

SharePlex インスタンスのデフォルト 以外のポート 番号を設定します。デフォル
ト ポート 番号は 2100 です。 sp_cop の追加インスタンスを設定している場合
( 「 複数の SharePlex インスタンスの実行 」を参照) や、2100 以外のポート 番
号を使用する必要がある場合( 「 SharePlex のポート 番号の設定 」を参照) 、
必要に応じて異なるポート 番号を設定します。

SP_SYS_HOST_NAME

Oracle RAC など、クラスタ化システムに仮想 IP アド レス( 「グローバルクラスタ
パッケージ名」とも呼ばれる) を設定します。この変数は、すべてのクラスタノー
ド に対して設定する必要があります。クラスタ内で SharePlex を設定する方法
の詳細については、『SharePlex インスト ールガイド 』を参照してください。

SP_SYS_VARDIR

sp_cop が構成データ、キュー、ログおよびその他の情報を特定できるように、
SharePlex 変数データディレクト リへのフルパスを設定します。ローカルシステム
上に sp_cop インスタンスが 1 つしか存在しない場合は、この変数はデフォル
ト で設定されます*。ローカルシステム上に sp_cop インスタンスが複数存在す
る場合は常に、インスタンスの他の SharePlex 変数を設定する前に、インスタ
ンスの正しい変数データディレクト リを指し示すように、この変数を設定します。
詳細については、「 複数の SharePlex インスタンスの実行 」を参照してくださ
い。

SP_SYS_SECURE_MODE

現在の SharePlex インスタンスの実行中は、すべての compare および repair
の実行で、compare および repair SQL ログファイルの出力を抑制します。こ
の変数は、SharePlex を起動する前に設定する必要があります。したがって、
sp_cop プロセスが実行中の場合は、この変数を設定した後に、再開する必
要があります。この環境変数を使用して sp_cop が実行されている場合、
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環境変数

説明
compare および repair コマンド はデータを SQL ファイルに追加せず、Post プ
ロセスはデータを SharePlex エラーログに追加しません。

* UNIX および Linux では、変数データディレクト リは proddir/data/defaults.yaml ファイル内に設定されています。
Windows では、Windows レジスト リ内に設定されています。

UNIX または Linux で環 境 変 数 を設 定 するには
ksh シェルの場合：
export variable_name=value
csh シェルの場合：
setenv variable_name value

ksh シェルの場合：
export SP_SYS_VARDIR=full_path_of_variable-data_directory
csh シェルの場合：
setenv SP_SYS_VARDIR full_path_of_variable-data_directory

Windows で環 境 変 数 を設 定 するには
Windows レジスト リの SharePlex ノード に追加することにより、環境変数を設定します。
重要！ 誤ったレジスト リ設定は、SharePlex の動作に悪影響を及ぼす可能性があります。この手順に関するヘルプが必
要な場合は、システム管理者に相談してください。
1. SharePlex サービスをシャット ダウンします。
2. ファイル名を指定して実行 ダイアログを開きます。場所は Windows のバージョンによって異なります。
3. ファイル名を指定して実行 ダイアログで、regedit を入力してレジスト リエディタを実行します。
4. SharePlex ノード を展開します。
\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432node\Quest Software\SharePlex
5. 変数を追加する SharePlex インスタンスのポート 番号を右クリックし、新規、文字列値 の順にクリックします。
6. 名前 列で、新しい変数を右クリックし、名前の変更 を選択します。
7. 正しい名前を入力します。
8. 新しい変数をダブルクリックします。
9. 値のデータ に新しい変数の文字列を入力し、OK をクリックします。
10. レジスト リを終了します。
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