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このガイド について
このド キュメント は、以下の事項に関するリファレンスガイド です。
l

l

SharePlex コマンド — sp_ctrl を介して複製を制御するコマンド の概要、コマンド の権限レベルの説明、およ
び各コマンド の詳細。
SharePlex パラメータ — SharePlex チューニングパラメータの概要、パラメータの設定、保存方法、SharePlex
ユーザーが変更できるパラメータの詳細。

l

SharePlex ユーティリティ — SharePlex ユーティリティとその使用。

l

SharePlex エラーメッセージ — 一般的なエラーコード 、原因、および推奨される解決方法。

SharePlex リファレンスガイド のユーザーは、コマンド の使用、パラメータの変更、または問題の解決を実施する前に、
SharePlex を完全に理解しておく必要があります。

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

l

l

l

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

SharePlex の運用

l

複製方法の計画

l

複製先の環境の準備

l

複製の設定

l

複製の開始

l

複製の監視、調整、ト ラブルシューティング

l

高可用性環境でのフェイルオーバー / フェイルバック

l

複製システムでの管理操作の実行

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。
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l

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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1

SharePlex コマンド
SharePlex コマンド は、複製プロセスを設定、開始、停止、制御、および監視します。SharePlex コマンド は、sp_ctrl
インターフェイスから発行します。

コンテンツ
一目で分かる SharePlex コマンド
SharePlex セキュリティグループの概要
SharePlex コマンド のアルファベット 順リファレンス

一目で分かる SharePlex コマンド
この節では、すべての SharePlex コマンド を、制御するプロセスまたは機能に従ってグループ分けして、説明します。

設定コマンド
設定コマンド は、SharePlex 設定ファイルを管理するすべての局面を制御します。

設 定 コマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

abort config

1

すべて

データが post されているかどうかに関わらず、指定
された設定のための複製をすぐに終了します。設定
をディアクティベート して、キューおよびプロセスを削
除します。

activate config

1

すべて

設定で指定されたデータの複製を開始します。

copy config

2

すべて

新しいファイルを編集し保存するために設定を重
複させます。

create config

2

すべて

複製するオブジェクト に関する情報を入力するため
に、新しい設定ファイルを作成します。
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コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

deactivate config

1

すべて

キューを削除する前にキューの中のデータがター
ゲット データベースに post されるように、設定で指
定されたデータの複製をやさしく終了します。

edit config

2

すべて

デフォルト のテキスト エディタを使用して既存の設定
ファイルを修正します。

list config

3

すべて

アクティブなものと非アクティブなものの両方につい
て、ソースシステム上のすべての設定ファイルを表
示します。

purge config

1

すべて

キューからアクティブ設定が生成したデータを削除し
ますが、設定をディアクティベート したり、キュー自体
を削除したりはしません。

remove config

2

すべて

システムから恒久的に設定ファイルを削除します。

rename config

2

すべて

設定ファイルに異なる名前を割り当てます。

2

すべて

ターゲット データベースをサポート するために Post を
設定します。これは、 ターゲット設定 と呼ばれていま
す。

verify config

3

すべて

activation および複製が必ず成功するように、設
定の中のオブジェクト が有効であること、および設
定が正しく構造化されていることを検証します。

view config

3

すべて

設定ファイルの中の内容を表示します。

接続コマンド
接続コマンド は、sp_ctrl インターフェイスを通じて複製システムに作られる接続を制御します。

接 続 コマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

connection

2

すべて

ソースまたはターゲット データベースに接続するため
の接続設定を指定します。

exit

3

すべて

sp_ctrl コマンド ラインセッションを終了し、 TCP/IP
リンクを接続解除します( quit と互いに交換して使
用できます) 。

host

3

すべて

現在の sp_ctrl 接続のデフォルト マシンを設定し
ます。

port

3

すべて

現在の sp_ctrl セッションのデフォルト sp_cop
ポート 番号を設定します。

quit

3

すべて

sp_ctrl コマンド ラインセッションを終了し、TCP/IP
リンクを接続解除します( exit と互いに交換して使
用できます) 。
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暗号化コマンド
暗号化コマンド によって、ネット ワーク上で送信されるデータを暗号化できます。

暗 号 化 コマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

create encryption
key

2

すべて

ネット ワーク上のデータを暗号化するための暗号
化キーを作成します。

reset encryption
key

2

すべて

暗号化キーを削除します。

set encryption key

2

すべて

Export-Import ペア用の暗号化キーを設定しま
す。

情報コマンド
情報コマンド は、複製環境に関する情報を提示します。複製問題を解決したいとき、または特定のプロセス状態を表示
したいときに、これらのコマンド を使用します。

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。
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コマンド

権限レベル

説明

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。

メンテナンスコマンド
メンテナンスコマンド はコマンド 表示およびファイルを制御します。

メンテナンスコマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

clear history

2

Oracle

compare、 compare using、 repair、 copy、およ
び append コマンド の実行に関するジョブ情報およ
びソースログを削除します。

clear status

2

すべて

Status Database から警告メッセージを削除しま
す。

remove log

3

Oracle

システムから古い比較レポート およびログを削除し
ます。

set log

3

すべて

show log コマンド のデフォルト 値を設定します。

truncate log

1

すべて

ログに記録されたコマンド を除いて、レコード を
Event Log からクリアします。

パラメータコマンド
パラメータコマンド は、SharePlex の動作方法を定義する環境パラメータを制御します。
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パラメータコマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

list param

3

すべて

SharePlex パラメータのリスト を、現在値、デフォル
ト 値、set-at ポイント とともに表示します。

reset param

1

すべて

SharePlex パラメータの値をデフォルト 設定にリスト
アします。

set param

1

すべて

SharePlex パラメータの値を、グローバルベースでま
たは特定の複製プロセスのために、変更します。

プロパティコマンド
プロパティコマンド は、ユーザーの権限レベル、ローカルシステム、ローカルの SharePlex インスト ールに関する情報を表
示します。

プロパティコマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

authlevel

3

すべて

sp_ctrl にログインするユーザーの SharePlex 権
限レベルを表示します。

hostinfo

3

すべて

マシン名およびオペレーティングシステムを表示しま
す。

version

3

すべて

マシンにインスト ールされた SharePlex のバージョン
を表示します。

実行コマンド
実行コマンド は、SharePlex の動作を制御します。プロセスの起動および停止、複製の開始およびシャット ダウン、データ
の再同期、および確認メッセージの有効と無効の切り替えのオプションがあります。

実 行 コマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

abort service

2 または 1

すべて

処理を終了せずに、1 つまたはすべての複製プロセ
スをすぐに停止します( Capture には Level 1 が必
要) 。

clear status

3

すべて

Status Database から警告メッセージを削除しま
す。

shutdown

1

すべて

sp_cop およびすべての複製プロセスをシャット ダウ
ンします。

start

2 または 1

すべて

複製プロセスを開始します( Capture には Level 1
が必要) 。

startup

1

すべて

SharePlex 複製プロセスを停止させつづけるために
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コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明
-s オプションつきで sp_cop が起動されている場合
は、複製を開始します。

2 または 1

stop

すべて

そのキューからの読み取りまたは書き込みが終了し
た後で、複製プロセスをやさしく停止します
( Capture には Level 1 が必要) 。

同期コマンド
同期コマンド は、データ同期の側面を制御します。

同 期 コマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

cancel

2

Oracle

compare、 repair、 copy、または append コマ
ンド ジョブの実行をキャンセルします。

compare/compare
using

2

Oracle

ソーステーブルの内容とターゲット テーブルの内容
を比較して同期を検証します。

copy/append

2

Oracle

Oracle Export/Import ユーティリティを使って、
ユーザーに複製の設定や複製内のテーブルの
(再)同期を許可します。

disable jobs / enable
jobs

2

Oracle

高可用性またはピアト ゥピア設定内のセカンダリ
システムで同期コマンド を実行できるかどうかを
制御します。

flush

2

すべて

データスト リームの中にマーカーを置いて、ソース
データとターゲット データの間に同期ポイント を確
立し、それからそのポイント で Post プロセスを停
止します。

reconcile

1

すべて

ターゲット システムに適用されたホット バックアップ
またはホット コピーの結果をソースシステムからの
進行中のユーザート ランザクションと同期します。

repair / repair using

2

Oracle

ターゲット テーブル内の非同期行を修復して、
ソースおよびターゲット を同期状態に戻します。

ターゲット 設定コマンド
target コマンド は、特定の SharePlex ターゲット をサポート するために Post プロセスを設定します。この一連の Post プロ
パティは、 ターゲット設定 と呼ばれています。

ターゲット コマンド
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

target

2

すべて

ターゲット 設定に格納されているプロパティは、Post
による複製データの処理、フォーマット 、および出
力を制御します。
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その他のコマンド
これらのコマンド で、SharePlex の使用をさらに制御できます。

その他 のコマンド のリスト
コマンド

権限レベル

サポート されるターゲット

説明

edit

3

すべて

以前に発行したコマンド をテキスト エディタで表示
し、それを編集して、編集後のバージョンを実行で
きるようにします。

expand

3

すべて

ワイルド カード 指定を展開し、展開した指定を画
面に表示します。

help

3

すべて

sp_ctrl コマンド ラインインターフェイスから
SharePlex コマンド の説明および構文を表示しま
す。

redo

N/A

すべて

前のコマンド を再び実行します。

usage

3

すべて

SharePlex コマンド の構文を表示します。

view log options

3

すべて

show log コマンド のデフォルト 値を表示します。

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
マンド は次のとおりです。
l

startup、shutdown
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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

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。
SharePlex セキュリティグループの作成方法については、「SharePlex 管理ガイド 」を参照してください。

SharePlex コマンド のアルファベット 順リファレ
ンス
これで、 SharePlex コマンド の詳細なリファレンスド キュメント が、アルファベット 順に開始されます。

abort config
abort config コマンド は、設定をすぐにディアクティベート して、すべての関連のキューおよび複製プロセスを同時に削除す
るために使用します。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。これは強制的なディアクティベート です。
abort config コマンド は、システム、設定またはデータに問題があり、ターゲット システムへの posting を防止する必要が
あるときに効果的です。パイプラインに残っているデータをすべて削除するために、このコマンド が有効になった後では、ソー
スおよびターゲット のインスタンスは、非同期状態になります。
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SharePlex 複製プロセスが、abort config コマンド の実行前または実行中に停止した場合は、このコマンド も停止しま
す。プロセスが再び起動したときは、コマンド は動作を再開します。これにより、ネット ワークが一時的にダウンした場合で
も、接続が回復するまでキューに残って、abort config は機能できます。
同じソースシステムに複数のアクティブ設定が存在する場合は、それぞれのレプリケーションスト リームを分ける名前付き
export キューが存在する場合にのみ、abort config コマンド を使用します。名前付き export キューがない場合は、
SharePlex は 1 つの export キューからすべての複製データを 1 個所に集めるために、1 つの設定のための abort config
コマンド によってそれらのすべてのデータが削除されます。名前付きキューの作成方法は、『SharePlex 管理者ガイド 』の
第 5 章を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

管理者

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

deactivate config、purge config

構文
基本コマンド

リモート オプション

abort config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

中断する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> abort config sales

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

abort service
abort service コマンド は、プロセスがそのキューから読み取りまたは書き込みを終了しているかどうかに関わらず、
SharePlex 複製プロセス( サービス) をすぐに終了するために使用します。このコマンド は、プロセスがやさしく停止すること
を待つことができないとき、または stop コマンド を発行してもプロセスがシャット ダウンしないという異常な状況で、効果
的です。
このコマンド は、複製対象データに影響を与えません。データは安全にキューの中にとどまり、プロセスが再起動されたとき
に、SharePlex は通常の処理を再開します。
abort service コマンド で中断されたプロセスは、SharePlex がシャット ダウンされ再起動されても、停止したままになりま
す。start コマンド だけが、それを再起動できます。
abort service コマンド には、他のルート の複製に影響を与えずに、何らかの( またはすべての) システム、または名前付き
キューでプロセスを中断できるオプションがあります。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)、Capture を中 断 するには Administrator (1)

発行先：

Capture、Read、Export のための abort service はソースシステムに対 して発 行 しま
す。
Import、Post のための abort service はターゲット システムに対 して発 行 します。

関 連 コマンド：

start、stop
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

abort service service

[to host]

[ on host |

[from host]

on host:portnumber |

[for datasource]

on login/password@host |

[for datasource-datadest]

on login/password@host:portnumber ]

[queue queuename]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

service

必須。中断する SharePlex 複製プロセス。有効な値は次のとおりです。
capture
read
export
import
post

to host

このオプションを使用すると、他のシステムへの Export を継続させながら、指
定したシステムへの Export が中断されます。
l

host はターゲット システムの名前です。

例：
sp_ctrl(sysA)> abort service export to sysB
この例では、sysA から sysB への Export が中断され、sysA から他のター
ゲット システムへの他の Export は継続します。
from host

このオプションを使用すると、他のシステムからの Import を継続させながら、
指定したシステムからの Import が中断されます。
• host はソースシステムの名前です。
例：
sp_ctrl(sysD)> abort service import from sysC
この例では、sys C からの Import が sysD で中断されますが、sysD での他
のソースシステムからの Import は継続します。

for datasource

このオプションを使用すると、指定されたデータソースの Capture または
Read が中断されますが、同じシステムでのデータソースの複製は影響を受
けません。
l

datasource は o.SID として表されます。ここで SID はソースの
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl(sysA)> abort service read for o.oraA
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コンポーネント

説明
この例では、Read が sysA でインスタンス oraA について中断されますが、
sysA 上の他のインスタンスのための他の Read プロセスは継続します。

for datasource-datadest

このオプションを使用すると、指定されたソース SID － ターゲット SID のデー
タスト リームに関して Post が中断され、他の Post 活動は継続します。
l

l

datasource は o.SID として表されます。ここで SID はソースの
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット の
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl(sysC)> abort service post for o.oraA-o.oraC
この例では、Post は sysC で oraC に複製するインスタンス oraA について中
断され、sysC 上の他の Post プロセスは継続します。
queue queuename

このオプションを使用すると、名前付きキューに関連付けられた Export、
Import または Post プロセスが中断され、他の名前付きキューによる複製は
継続します。
l

queuename はキューの名前です。

例：
sp_ctrl(sysA)> abort service export queue QA
この例では、名前付き export キュー QA によるデータの Export が sysA で
中断され、他のすべての名前付きキューに割り当てられたデータについては、
Export が継続します。

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

activate config
activate config コマンド は、設定をアクティベート するために使用します。activation プロセスが完了すると、複製はすぐに
開始します。設定をアクティベート したときの動作の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
アクティベーションプロセスは設定ファイルを読み取ります。このファイルには、SharePlex の次の操作に必要なすべての情
報が含まれます。
l

複製内のオブジェクト の識別

l

複製された変更の適切なターゲット データベースへの経路指定

l

Post がターゲット に変更を適用するために使用する SQL を生成

l

複製に追加されたすべてのテーブルをアクティベート

設定をアクティベート するために sp_cop が呼び出すプロセスは、sp_tconf です。
アクティベーションでは、非同期の並行処理スレッド が作成されて、複数のテーブルが同時にアクティベート されます。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、アクティベート されるオブジェクト のロックを取得し
ようと試みた場合に、失敗することがあります。

アクティベーションのガイドライン
l

l

l

l

設定をアクティベート するには、複製するオブジェクト がある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。
各システムで「データソース( Oracle インスタンス) ごとに」1 つの設定をアクティベート できます。たとえば、インスタ
ンス ora10 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。
アクティベーション中は、TRUNCATE を含めて、DDL を実行しないでください。アクティベーション中は、DML 変
更だけが実行できる変更です。
アクティベーションでは、アプリケーションに再試行ロジックがあることが必要です。複製設定の中のテーブルの
NOWAIT ロックによって、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試みた場合に、アプリケーションが
失敗することがあります。
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l

l

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。同じシス
テム上に存在する異なるデータソースの複数の設定をアクティベート するには、最初の設定をアクティベート し、次
に sp_ctrl の別のセッションを開いて 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。
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、activation および複製が成功するための基
本要件が満たされていることを確認します。このコマンド は、activation が失敗する潜在的な問題に関して警告
します。

アクティベーションスレッド数 の設 定
アクティベーションスレッド 数をグローバルに (すべてのアクティベーションに対して) 設定できます。また、すべてのアクティベー
ションについてこの設定を優先することもできます。

スレッド 数 をグローバルに設 定 するには
1. sp_ctrl を実行します。
2. 次のコマンド を発行します。使用できるスレッド 数の最大値は 32 です。
sp_ctrl> set param SP_OCF_THREAD_COUNT number_of_threads

現 在 のアクティベーションのスレッド 数 を設 定 するには
activate config コマンド を発行するときに、[threads=n] オプションを使用します。

アクティベーションのステータスと結 果 の表 示
SharePlex は、設定ファイルの中の順序ではなく、オブジェクト ID に従ってオブジェクト をアクティベート するので、
activation の順序を予測する方法はありません。ソースシステムで show activate コマンド を使用すると、テーブルがアク
ティブになっているときにアクティベーション統計を表示できます。
SharePlex は、個々のテーブルのアクティベーションが失敗するかどうかに関係なくアクティベーションを続行するため、テー
ブルのアクティベーションに失敗すると、sp_ctrl プロンプト で「WARNING, not all objects activated
successfully. Check activation log.」というエラーメッセージを表示して警告します。

activation の結 果 を表 示 するには
show config コマンド を発行します。

activation が失 敗 したときにすること
多くの要因によって、テーブルのアクティベーションまたは設定全体が失敗することがあります。たとえば、設定ファイル中の
1 つ以上のコンポーネント の入力に誤りがあると、影響を受けるオブジェクト のアクティベーションに失敗します。
アクティベート する前に verify config コマンド を発行しなかった場合は、ここでそのコマンド を実行し、問題が検出された
場合には修正してください。それから再び activation を試みます。ト ラブルシューティングのアド バイスについては、
『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)
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発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

abort config、copy config、create config、deactivate config、edit config、list
config、purge config、remove config、rename config、show activate、show
config、verify config、view config

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

activate config filename

[threads=n]

[ on host |

[nolock]

on host:portnumber |

scn=scn_value

on login/password@host |

seqno=log_sequence_
number

on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

必須。アクティベート する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区
別があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> activate config sales

threads=n

( Oracle で有効) このオプションを使用して、アクティベーションプロセスが生
成する分析スレッド の数を設定します。このオプションは、SP_OCF_
THREAD_COUNT パラメータによって設定されたデフォルト 値を上書きしま
す。
n の有効な値の範囲は、1 から 32 ですが、5 スレッド を超えないようにするこ
とをお勧めします。このポイント を超えると一般にスレッド 使用の利益がなくな
るためです。SharePlex は分析するテーブルの数を超える数のスレッド を起
動しません。
使用する場合、このオプションは必要なコマンド 引数の後に指定する必要が
あります。
例：
sp_ctrl(sysA)> activate config sales threads=3

nolock

( Oracle で有効) このオプションを使用して、複製に追加されたテーブルを
ロックしないでアクティベート します。
このオプションは、scn または seqno オプションと一緒に使用しないでくださ
い。

scn=scn_value

( Oracle で有効) このオプションを使用して、redo ログ内の特定の SCN で
複製を開始する設定をアクティベート します。詳細については、このリリースで
提供される Resume Replication のド キュメント を参照してください。
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コンポーネント

説明
Resume Replication 機能の一部としてこのオプションを使用すると、障害
発生前に Post が適用した最後のト ランザクションから複製を再開するように
SharePlex に指示します。設定をアクティベート する前に、show scn コマン
ド を使用して、すべての Post プロセスから post された最後のト ランザクション
( 名前付きキューを使用している場合) の SCN を取得します。設定をアク
ティベート するには、これらの SCN 値の最小値を使用します。完全なリカバリ
手順については、このリリースに含まれるベータ版のド キュメント を参照してくだ
さい。
このオプションは、nolock オプションとともに使用しないでください。
例：
sp_ctrl> activate config myconfig scn=123456

seqno=log_sequence_number

( Oracle で有効) このオプションを使用して、特定の redo ログのシーケンス
番号で複製を開始する設定をアクティベート します。
このオプションは、nolock オプションとともに使用しないでください。
例：
activate config myconfig seqno=98765

リモート オプション
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。
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
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analyze config
analyze config コマンド を使用して、設定ファイル内のテーブルの分析を実行します。このコマンド は、テーブルのアクティ
ビティに関する情報を収集します。
重要! 分析を実行する前に設定をアクティベート しないでください。また、実行時に他のアクティブな設定がないこと
を確認してください。このコマンド の使用は、実際のアクティベーションと似ています。
分析プロセスは、コマンド で指定した時刻に収集されたデータに基づいた結果を書き出し、次に複製スト リームがそれ自
体をクリーンアップします。
分析は、変数データディレクト リの log サブディレクト リにあるファイルに書き込まれます。ファイル名：
o.datasource-analysis.actid
分析プロセスは、複製内の各オブジェクト のアクティビティに関する情報、およびト ランザクション情報を保持します。ト ラン
ザクション情報は、相互に関係しており同じ複製スト リーム内( 同じ一連のプロセス) で複製する必要があるテーブルのグ
ループの識別に使用できます。
分析では、関連するテーブルのグループ、テーブル当たりの合計操作数、およびグループの合計操作数が一覧表示され
ます。例：
>cat o.w111a64f-analysis.1575
Activity Analysis

Group 1 of related tables:1000 total operations in group
"TEST"."SS2_TEST1" 346
"TEST"."SS2_TEST2" 348
"TEST"."SS2_TEST3" 306

Group 2 of related tables:1124 total operations in group
"TEST"."SRC_TEST1" 232
"TEST"."SRC_TEST2" 177
"TEST"."SRC_TEST3" 178
"TEST"."SRC_TEST4" 175
"TEST"."SRC_TEST5" 188
"TEST"."SRC_TEST6" 174

Tablename
"TEST"."SS2_TEST2"
"TEST"."SS2_TEST1"
"TEST"."SS2_TEST3"
"TEST"."SS2_TEST1"
"TEST"."SS2_TEST5"
"TEST"."SS2_TEST3"
"TEST"."SS2_TEST2"
"TEST"."SS2_TEST4"
"TEST"."SS2_TEST6"

Inserts
146
140
116
75
61
69
69
54
61

Updates
169
176
158
114
94
73
77
89
79

Deletes
33
30
32
29
22
28
21
19
25

Rollbacks
0
0
0
14
11
8
10
13
9

Total
348
346
306
232
188
178
177
175
174
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分 析 の現 在 のステータスを表 示 するには
分析のステータスを表示するには、show analyze コマンド を使用します。
sp_ctrl (alvspxl11:8567)> show analyze detail

Host: alvspxl11.quest.com
Operations
Source

Status

-----o.w111a64f

-----------Running

Processed Since
----------- ------1497 17-Mar-12 10:41:54

Total

Backlog

------ ------1496
0

Last operation processed:
Redo log：295 Log offset:32327800
UPDATE of "TEST"."SRC_TEST3" at 03/17/12 0:59:17

Activation id

:1573

Operations processed
Transactions processed
Analysis complete

:1497
:398
:20-Mar-12 10:41:54

完 了 前 に分 析 を終 了 するには
分析が完了する前に終了するには、abort config または deactivate config コマンド を使用するか、SP_ANL_RUN_
TIME パラメータを変更します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

abort config、copy config、create config、deactivate config、edit
config、list config、purge config、remove config、rename config、show
activate、show config、verify config、view config

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

analyze config filename

n {minutes | hours |
days}

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

分析する設定ファイルの名前。設定名には、大文字と小文字の区別があり
ます。
例：
sp_ctrl(sysA)>analyze config sales

n {minutes | hours | days)

分析するアクティビティの分、時間、または日数。

リモート オプション
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。
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

例：
analyze config testconf 5 days

sp_ctrl (alvspxl11:8567)> show analyze
Process

Source

Target

State

PID

-----Capture
Analyze

-----------o.w111a64f
o.w111a64f

-----------

------Running
Running

---2968
2976
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append status
前回実行した copy または append コマンド ジョブのステータスを表示するには、append status コマンド を使用します。
append status コマンド を使って、単一の copy/append ジョブの詳細なステータスまたは copy/append ジョブの一部の
表示、SharePlex が履歴を保有しているすべての copy/append ジョブのステータスの表示を行えます。
append status コマンド の使用方法の詳細と例については、job status コマンド を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

閲覧者

発行先：

ソースまたはターゲット

関 連 コマンド：

copystatus

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

job status

[job_id]

[ on host |

[Job_id.table_id]

on host:portnumber |

[all]

on login/password@host |

[full]

on login/password@host:portnumber ]

[detail]
[status]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

job_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID を持つジョブのステータス履歴を
表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status 2828.2

job_id.table_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID とテーブルを持つジョブのステー
タス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status 2828.HR.SRC_TEST3

all

各ジョブのサマリー行とデータベース内の履歴を表示します。
例：
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysA)>job status all

full

ジョブ内の各オブジェクト のステータスを表示します。デフォルト で、job status
コマンド は完了していないオブジェクト のステータス、または例外ステータス付
きで完了したオブジェクト のステータスを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status 2828 full

detail

レポート された各オブジェクト の詳細情報を表示します。デフォルト で、job
status コマンド は、レポート された各オブジェクト のサマリー行を表示します。
詳細情報は、job_id.table_id オプションで表示される情報と同じことに注意
してください。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status detail

[status]

指定したステータスを持つ、前のジョブのステータス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status "Error"

リモート オプション
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。
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
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authlevel
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。
次に表示の例を示します。
User is a viewer (level=3)

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

authlevel

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明

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

cancel
cancel コマンド は、実行中の compare、repair、copy または append コマンド ジョブをキャンセルするために使用し
ます。
ジョブをキャンセルするには、ジョブ ID を指定する必要があります。ジョブ ID は、compare、repair、copy または append
ジョブから、開始するコマンド を発行したときに返されます。
sp_ctrl> repair using 1elliot
repairing 7 of 7 objects
repair started; job id 408
または、job status コマンド を発行して、最後にスト リームされたジョブ ID を取得することもできます。
sp_ctrl> job status
Job ID:408
PID：11527
Host: prodsys
Started:22-FEB-15 18:08:09
Job Type:Repair
ステータス:Processing - 0 objects completed

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

compare、repair、copy、append

構文
基本コマンド

リモート オプション

cancel job_id

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

jobID

キャンセルするジョブの ID。
例：
sp_ctrl>cancel 407

リモート オプション
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。
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

clear history
clean history コマンド を使用して、古い compare、repair、copy、および append コマンド ジョブから情報とログを削
除します。
これらのジョブは、ソースシステムおよびターゲット システムでログファイルを生成します。デフォルト では、SP_SYS_JOB_
HISTORY_RETENTION パラメータで設定した値よりジョブが古い場合に、ジョブ情報とログファイルがクリーンアップされま
す。clear history コマンド を使って、必要に応じて、特定のジョブまたはテーブル、または特定の経過時間に属するすべて
のジョブのジョブ情報とログを削除できます。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

compare、repair、copy、append

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

clear history

[for o.source_sid]

[ on host |

{ all |

on host:portnumber |

source_owner.source_table |

on login/password@host |

age days |

on login/password@host:portnumber ]

jobID }

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

all

すべてのジョブを削除します。
例：
sp_ctrl(sysA)> clear history all

source_owner.source_table

特定のテーブルの履歴を削除します。
例：
sp_ctrl(sysA)> clear history clear history user2.employee

age days

指定日数よりも古いジョブ履歴を削除します。
例：
sp_ctrl(sysA)> clear history age 10

jobID

指定したジョブ ID( job status コマンド で取得) の履歴を削除します。

for o.source_sid

オプション。アクティブ設定がない場合、または複数のアクティブ設定がある場合に、
clear history コマンド を使用するために用いられます。どちらの場合でも、for オプ
ションを使ってソース SID を使用する必要があります。
例：
sp_ctrl(sysA)>clear history all for o.source_sid1

リモート オプション
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

clear status
clear status コマンド は、古い警告メッセージを Status Database から削除するために使用します。このコマンド を使
用するには：
1. クリアできるメッセージを見つけるには、show statusdb detail コマンド を発行します。クリアできるメッセージは、
Clear 列が Yes になっています。
2. すべてのメッセージをクリアしたくない場合は、クリアするものそれぞれのステータス ID を書き取ってください。
3. 各ステータス ID に対して clear status コマンド を発行するか、all 引数を使用するとクリアできるメッセージが一
度にすべて削除できます。
SharePlex は、クリアされたメッセージを識別するメッセージを Event Log に追加します。
このコマンド は、デフォルト システムの Status Database からメッセージをクリアします。別のシステム上の Status Databas
からメッセージをクリアするには、[on host] オプションを使用します。
注： 一部のメッセージはクリアできません。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

show statusdb
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構文
基本コマンド

リモート オプション

clear status {statusID| all}

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

statusID

削除する個別のメッセージに SharePlex が割り当てた ID( show statusdb コ
マンド を使用して取得) 。
例：
sp_ctrl(sysA)>clear status 20

all

この引数を使用すると、クリア可能なすべてのメッセージが削除されます。
例：
sp_ctrl(sysA)>clear status all

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
があります。
例： sp_ctrl(sysB)>status on john/spot5489@SysA:8304

compare/compare using
compare および compare using コマンド ( 総称して比較コマンド ) を使用して、ターゲット テーブルがソーステーブルと同
期していることを確認します。
l

l

compare コマンド は、ワイルド カード を使用して、特定のスキーマ内の個々のソーステーブルとターゲット テーブル
または任意の数のテーブルを比較します。個々のテーブルを比較するときは、列ベースのフィルタリングを使用し
て、比較対象として選択されている行を制御できます。
compare using コマンド は、アクティブ設定にリスト されているすべてのテーブル、またはアクティブ設定の中のテー
ブルのサブセット を含む別のファイルを比較します。

比較を実行した後、repair または repair using を実行して、非同期行を修復できます。
注: 実行中の比較または修復は、どんな方法でもソーステーブルに影響しません。SharePlex は、読み取りの一貫性
のクエリのためだけにデータベースにログインし、ソーステーブルのロックは短時間です。SharePlex は処理中にターゲット
テーブルを短時間ロックしますが、ユーザーはロックについてほとんど、またはまったく気付かずにそれらのテーブルにアクセス
を継続できます。

サポート される操 作
SharePlex は、DML 操作( INSERT、UPDATE、DELETE) によって引き起こされたターゲット テーブル内の非同期行を
検出して修復できます。特定のデータ型とオブジェクト の比較および修復のサポート 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。

サポート されていない
l

l

SharePlex は、次の比較および修復をサポート していません( スキップします) 。
o

VARRAY 内部の UDT。他の UDT がサポート されています。

o

シーケンス。

o

ト ランスフォーメーションが使用されたテーブル。

o

ソースとターゲット サーバー間でデータを渡すために使用されるパススルーサーバーが使用されるネット ワー
ク設定。

o

ソースおよびターゲット ( ソース上の CLOB、ターゲット 上の BINARY、またはその逆) に異なるスト レージを
持つ XMLtype。Like to like compare/repair がサポート されています。

o

VARRAY 型は SDO_GEOMETRY または ST_GEOMETRY の内部にはありません。

カスケード レプリケーション環境では、比較および修復はサポート されていません。
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l

比較または修復するテーブルには DDL を実行しないでください。比較では、SharePlex がサポート する状態を含
め、DDL 操作によって引き起こされた非同期状態を検出しません。DDL によってテーブル定義が変更された場
合、比較処理によって作成された SELECT 文が無効化され、比較が必要な行が取得されます。次のエラーは、
DDL が発生したことを示します。
Oracle Error:ORA-01466: unable to read data - table definition has changed
DDL によって引き起こされた非同期状態を修正すれば、repair コマンド を使用して行のデータを再同期できま
す。

l

255 文字を超える比較および修復コマンド 文字列は、サポート されていません。これはオペレーティングシステムの
制限です。この制限を回避するには、ソースシステムで edit コマンド を使用します。テキスト ファイル内にコマンド
文字列を入力して、コマンド により自動的にファイルを実行させることができます。

compare および compare using でサポート されるデータ型についての追加情報は、『SharePlex リリースノート 』を
参照してください。

その他 の条 件
l

l

l

l

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。
複製の遅延により、比較および修復プロセスのパフォーマンスが低下します。ターゲット 上の比較および修復プロ
セスを生成するソースからのメッセージは、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。またデータバック
ログによって引き起こされる遅延によって、生成メッセージが遅延し、ソースプロセスの読み取りの一貫性が失われ
る可能性があります。可能な場合は、オフピーク時に比較と修復を実行します。
複製または修復するテーブルは切り詰めないでください。比較コマンド は、開始時に各ソーステーブルのスナップ
ショット を取ります。テーブルが切り詰められた場合、スナップショット の中のテーブルビューが切り詰められ、コマンド
が無効な非同期状態を返すことがあります。

特 別 な使 用 事 例
次のシナリオでは、比較を実行するときに特別な処理が必要です。
使用事例

サポート の比較

集約レプリ
ケーション

集約レプリケーションは、ターゲット データベースと Post プロセスが、ソースホスト の ID を各行に追加する
ように設定されている場合にサポート されます。中央のターゲット テーブルの正しい行を比較または修復
するには、targetwhere オプションを使用して、ソース ID 値の where 句を比較の基準とします。
たとえば、企業の Eastern 本社のデータベース内のテーブルを中央の企業データベースの正しい行と比
較するには、Eastern データベースの「East」 のソース ID を使用して、その値の targetwhere 句を比較
の基準とします。repair コマンド で同じ targetwhere 句を使用します。比較および修復プロセスは、
ソース ID 値を使用して、Eastern データベースで有効な行のみを選択します。
重要!この設定をセット アップするには、『SharePlex 管理ガイド 』の「中央データスト アを維持するための
複製の設定」を参照してください。ソース ID を特定する以外の集約レプリケーションの実装で比較また
は修復コマンド を使用すると、ターゲット 行が意図せず削除されることがあります。
ターゲット 行を正確に選択できるようにするには、targetwhere オプションと where オプションを組み合わ
せる必要があります。
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使用事例

サポート の比較

ピアト ゥピア
レプリケー
ション

ピアト ゥピア設定では、どのシステムが信頼されるソースシステムで、どちらがセカンダリシステム、つまり
ターゲット システムであるかを判断する必要があります。セカンダリシステムは、修復が実行されるシステ
ムです。ピアト ゥピア環境で比較または修復を実行する前に、次のステップに従います。
1. セカンダリシステムでのユーザーアクセスを停止し、そのシステムからの複製された操作が信頼さ
れるソースデータベースに post するのを待ちます。ユーザーはソースデータベースへのアクセスを
継続できます。
2. ソースおよびセカンダリシステムで qstatus コマンド を発行します。
3. キューの中のメッセージが 10 個以下である場合は、ソースシステムから比較を実行します。
4. 比較時に、sp_desvr および sp_declt の起動後に、ソースデータベースおよびセカンダリデータ
ベースへのユーザーアクセスを許可できます。
5. ユーザーをテーブルからロックせずに、ターゲット テーブルの選択した行を修復するには、where オ
プションを指定した repair コマンド を使用します。

キーなしの
テーブル

比較および修復コマンド は、ソースおよびターゲット システムに ORDER BY 句付きで SELECT 文を発
行します。大規模なテーブルにプライマリキーまたは一意の NULL 以外のキーとインデックス( 一意のイン
デックスが望ましい) がある場合は、順序付けが速くなります。それ以外の場合は、すべての列がキーとし
て使用されます。
一意の行識別子はないが、行を一意として識別できる列がテーブルに 1 つ以上ある場合は、orderby
オプションを指定した compare コマンド を使用できます。このオプションを使用すると、SharePlex は、
ソースシステム上の sp_desvr ログに、コマンド がそれらの列をキーとして使用したという通知を書き込み
ます。

追加のソー
ス列または
ターゲット
列を持つ
テーブル

ソーステーブルまたはターゲット テーブルに追加の列が含まれていて、それらの列に並び替えの基準となる
一意の値が含まれている場合は、 sourcewhere または targetwhere 句を指定した compare コマン
ド を使用します。「比較する行の制御」を参照してください。

比 較 の仕 組 み
比較は、DML 操作によって引き起こされたターゲット テーブル内の非同期状態を検出します。
l

余分な行または消失した行

l

値が一致しない行

ソースシステムで compare コマンド または compare using コマンド を実行すると、SharePlex は次のイベント を開
始します。
1. sp_cop プロセスが、ソースシステムで sp_desvr( サーバー) プロセスを起動します。
2. sp_desvr プロセスが、sp_ctrl インターフェイスの制御および使用をユーザーに戻します。複製は、比較の進
行中も継続されます。
3. sp_desvr プロセスが、Post プロセスにメッセージを送信し、ターゲット システムで sp_declt( クライアント ) プロ
セスを開始します。
4. サーバおよびクライアント のプロセスは、互いに直接通信を確立します。
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5. プロセスは、ソーステーブルとターゲット テーブルの行数を比較してサニティチェックを実行します。ソーステーブルと
ターゲット テーブルの間の行数の差が 20 パーセント より大きい場合、コマンド は終了します。サニティチェックは、
ターゲット データの再読み込みによって、テーブルの比較または修復時間の浪費を防ぐため、テーブルをより迅速
に修正できます。copy または append コマンド を使用して、ターゲット データを再度読み込むか、選択した別の
方法を使用できます。このサニティチェックの値より優先される設定を行うには、compare コマンド に override オ
プションを指定して再発行します。
6. 行数がサニティチェックに合格すると、テーブルは次のように比較されます。
l

l

compare コマンド が使用されている場合、sp_desvr はソース行を選択し、sp_declt はターゲット 行を
選択し、行を並び替えて比較します。
compare using コマンド が使用されている場合、sp_desvr プロセスは、ターゲット システム上に多数の
処理スレッド を作成します。SP_DEQ_THREADS パラメータの設定値によって、作成するスレッド の数を
制御します。各スレッド は、sp_declt( クライアント ) プロセスを 1 つ起動します。サーバおよびクライアント
のプロセスは、互いに直接通信を確立します。処理の負荷は、クライアント プロセス間で分散されます。
各ソーステーブルとターゲット テーブルの行が選択、並び替え、比較されます。

7. 終了すると、プロセスはログファイルを書き込みます。結果は show compare コマンド で表示できます。

SQL ログファイルの管 理
compare および repair コマンド は、非同期行の修復に必要な SQL をログファイルと同じ場所の SQL ファイルに書
き込みます。compare コマンド のみが発行される場合、SharePlex はこれらの SQL 文を実行しません。repair コマン
ド が発行される場合、このコマンド は compare コマンド と同一の機能を実行しますが、SQL 文を実行して非同期行を
修復する点が異なります。
SQL ログファイルの出力は抑制できます。このファイルを抑制する理由はいくつかあります。
l

l

データには機密情報が含まれています。SQL ログファイルはクリアテキスト で書き込まれます。SQL ログファイルを
作成しないことで、機密データがディスクに保存されず、保存データのセキュリティ要件( PCI コンプライアンス基準
への対応に必要な要件など) を満たす可能性があります。
比較または修復されたテーブルには、膨大な非同期行があります。このサイズのログファイルは、大量のディスク領
域を消費することがあります。

SQL ログファイルを抑制するには、compare または repair コマンド で nosqllog オプションを使用します。
現在の SharePlex インスタンスの実行中に compare および repair のすべての実行で SQL ログファイルの出力を抑制
するには、SP_SYS_SECURE_MODE 環境変数を 1 に設定します。この変数は SharePlex を起動する前に設定する
必要があります。sp_cop プロセスを実行中の場合は、この変数の設定後にプロセスを再起動する必要があります。この
環境変数が設定された状態で sp_cop を実行すると、compare および repair コマンド はデータを SQL ファイルに記録
せず、Post プロセスはデータを SharePlex エラーログに記録しません。
詳細については、次を参照：359 ページの 「SharePlex 変数」。

複 数 のプロセスの実 行
すべての compare および repair コマンド を使用すると、複数のプロセスを同時に実行できます。
l

複数の compare および repair コマンド は同時に動作して、ソースおよびターゲット テーブルのペアをそれぞれ処
理できます。また、1 つのコマンド で Oracle ワイルド カード を使用して、複数のテーブルのセット を指定することもで
きます。SharePlex が、ワイルド カード をサポート する方法の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「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。
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l

compare using および repair using コマンド は、ファイル全体で動作します。たとえば、設定ファイル全体の
テーブルを比較または修復したり、1 つ以上の比較ファイルを作成したり、ターゲット テーブルのサブセット に影響
を与えるファイルを修復 したり、これらを同時に実行したりすることができます。手順については、コマンド 構文を参
照してください。

複製プロセス、比較および修復プロセスを含めて、最大で 20 個の SharePlex プロセスが、同時に post キューを使
用できます。任意の時間に最大で 5 つの比較および修復プロセスを実行することをお勧めします。compare using
および repair using コマンド を使用すると、プロセスごとにさらに多くのテーブルを比較することで、20 個というプロセス
制限を回避できます。
制限に達したために比較または修復が失敗した場合、SharePlex はメッセージをイベント ログに記録します。
注：複数のコマンド をより簡単に実行するには、edit コマンド を使用して、以前のコマンド を編集して新しいコマンド を作
成します。

設 定 のサブセット の比 較
アクティブ設定ファイルのサブセット を、次の方法で比較できます。
l

単一のスキーマに属する複製内のすべてのテーブルを比較するには、ワイルド カード を指定した compare コマ
ンド を使用します。
sp_ctrl> compare scott.%

l

設定ファイル内のすべてのテーブルを比較するには、compare using コマンド を使用します。
sp_ctrl> compare using myconfig

l

複製内のすべてのテーブルを 1 つのターゲット ルート と比較するには、at オプションを指定した compare
using コマンド を使用します。
sp_ctrl> compare using config.active at prodsys@o.ora112

l

設定内のテーブルのカスタムサブセット を比較するには、それらを比較ファイル内で指定します。このファイルは、比
較するソーステーブルのみをリスト するプレーンテキスト ファイルです。ターゲット テーブルは、比較時に設定ファイル
から取得されます。create config コマンド または copy config コマンド を使用して、比較ファイルを作成できま
す。このファイルには、設定ファイルではないことを明確に示す名前を付けてください。詳細については、コマンド 構
文を参照してください。

比 較 する行 の制 御
compare および repair コマンド には、処理のために選択された行をフィルタリングできる where オプションがありま
す。デフォルト では、これらのコマンド はテーブルのすべての行に影響を与え、ソーステーブルに含まれていないターゲット
テーブルの列は無視します。
l

l

ソーステーブルとターゲット テーブルの同じ名前の列に基づいて行をフィルタリングするには、where オプションを使
用します。
垂直分割レプリケーションを使用するテーブルに対しては、where オプションを使用します。ソース列とターゲット
列は、別の名前にすることができます。ソース列の where の選択をベースにします。SharePlex は、設定ファイル
から列マッピングを読み取り、ターゲット テーブルの正しい WHERE 句を作成します。
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l

1 つ以上の追加の列が、ソースまたはターゲット テーブルのいずれかに存在し、これらの行に行の一意性を決定す
る値が含まれている場合は、sourcewhere および targetwhere オプションを使用します。
l

ソーステーブルに追加の列が含まれている場合は、sourcewhere を使用します。

l

ターゲット テーブルに追加の列が含まれている場合は、targetwhere を使用します。

このオプションを正しく使用するには
l

追加の列に対してのみ、sourcewhere または targetwhere オプションを使用します。

l

ソースとターゲット の両方で同じ名前を持つ他の列には、標準の where オプションを使用します。

l

SharePlex は、where オプションと sourcewhere または targetwhere オプションを組み合わせて完全
な WHERE 句を作成します。

重要! 追加の行を持つターゲット テーブルに対して比較と修復の両方を実行する予定がある場合は、UPDATE
および DELETE を比較するために、targetwhere のみを使用します。repair コマンド は、INSERT の正しい
値を判別できません。この問題を回避するには、追加の列にデフォルト 値を設定するか、挿入した行を手動で更
新します。

プロセスの識 別
comparison または repair コマンド が発行されるたびに、ジョブ ID が sp_ctrl ディスプレイに表示されます。sp_ctrl ディス
プレイを利用できない場合は、compare status コマンド を実行してジョブ ID を表示できます。

sp_ctrl でのステータスと結 果 の表 示
比較のステータスまたは結果を表示するには、sp_ctrl の compare status コマンド を使用します。
l

l

この基本コマンド では、最後に開始された比較ジョブの処理ステータス、およびまだ実行中のその他の比較ジョブ
が表示されます。
その他のオプションを利用して、履歴が存在しているすべての比較ジョブのサマリーステータス、または比較ジョブの
詳細情報を表示することもできます。

詳細については、「compare status」を参照してください。

警 告 およびエラーの表 示
sp_desvr および sp_declt プロセスは、実行するシステムにログファイルを書き込みます。ログは、SharePlex 変数デー
タディレクト リの log サブディレクト リに保存されます。
sp_desvr プロセスによって書き込まれるログの名前は desvr_JobID_SID_pProcessID.log です。ここで、
l

JobID は、SharePlex が割り当てたジョブ ID です。

l

SID は、ソーステーブルが存在する Oracle インスタンスの、ORACLE_SID です。

l

ProcessID は、sp_desvr プロセスのプロセス ID です。

sp_declt プロセスによって書き込まれるファイルの名前には、declt_JobIDTableID_ SID_SourceHost_pProcessID に
.log または .sql のいずれかが付けられます。ここで、
l

JobID は、ジョブに SharePlex が割り当てたジョブ ID です。

l

TableID は、ジョブ内のテーブルに対して SharePlex が割り当てたテーブル ID です。

l

SID は、ソーステーブルが存在する Oracle インスタンスの、ORACLE_SID です。
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l

SourceHost は、ソースホスト の名前または IP アド レスです。

l

ProcessID は、sp_declt プロセスのプロセス ID です。

ログファイル名の例：
desvr_606_ora112_p14610.log
declt_606-1_ora112_prodsys_p6528.log
declt_606-1_ora112_prodsys_p6528.sql
ディスク使用量を制御するために、ログは循環的にエージングされます。SharePlex は、現在のログが設定されたサイズの
制限に達すると、新しいログファイルを生成します。新しいログが最大数のログまで作成されると、SharePlex は最も古い
ログの上書きを開始します。
注： compare using コマンド については、ログファイルが複数になることはほとんどありません。

compare ジョブのキャンセル
実行中の comparison または repair ジョブを停止するには、cancel コマンド を使用します。
sp_ctrl(sysA)>cancel JOBID
詳細については、「cancel」を参照してください。

比 較 履 歴 とログの管 理
SharePlex は、ソースシステム上のデータベース内で完了した各ジョブの履歴を保持します。SP_SYS_JOB_
HISTORY_RETENTION パラメータは、履歴が保持される期間を制御します。
必要に応じて、この履歴を消去するには、clear history コマンド を使用します。SharePlex によってジョブの履歴が削除
されると、履歴のソースであったログファイルも削除されます。
データベースからジョブ履歴を消去せずに、ソースシステムからログファイルを削除するには、remove log コマンド を使用し
ます。また、このコマンド を使用して、ターゲット システムから古いログファイルを削除することもできます。
ログファイルのサイズを制御するには、SP_DEQ_LOG_FILESIZE パラメータを設定します。
すべての操作タイプに 1 つのファイルだけを使用するのではなく、INSERT、UPDATE、および DELETE 操作用に個別の
SQL ファイルを作成するには、log split オプションを使用します。

バッチサイズの制 御
プロセスが SELECT クエリを作成するときにフェッチされる行ブロックのサイズを制御できます。ブロックサイズは、SP_
DEQ_MALLOC パラメータで設定した値に基づいて 計算されます。この値は、使用する比較スレッド の数で均等に分割
され、次に、加算されたすべての列サイズに基づいて再計算されます。

非 同 期 行 の修 復
比較で見つかった非同期行を修復するには、repair または repair using コマンド を使用します。「repair / repair
using」を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle
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権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

repair / repair using

構文
コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

compare owner.source_table
[.partition]

[ at target_host@o.target_sid ] |

[ on host |

[ for o.source_sid ] |

on host:portnumber |

[ hint “hint” ] |

on login/password@host |

[ {include | exclude} "column_list" ] |

on
login/password@host:portnumber
]

[ key ] |
[ log rowdata ] |
[ log split ] |
[ nolock ] |
[ nosqllog ] |
[ not "exception_list" ] |
[ orderby "column_list” ] |
[ override ] |
[ parallelism degree ] |
[ port port_number ] |
[ quickcheck ] |
[ sourcewhere “clause” ] |
[ threads thread_count ] |
[ targetwhere “clause” ] |
[ to target_owner.target_table
[.partition] ] |
[ where “clause” ]
compare using filename

[key] |

[ on host |

[log rowdata] |

on host:portnumber |

[log split] |

on login/password@host |

[parallelism degree] |

on
login/password@host:portnumber
]

[port port_number] |
[quickcheck] |
[threads threads_count]
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構 文 の説 明
必 要 なコマンド コンポーネント
コンポーネント

説明

compare owner.source_table[.partition]

基本コマンド は、すべてのソース行をすべてのターゲット 行と比較し
ます。
owner.source_table は、ソーステーブルの所有者および名前で
す。“HR”.emp のように、大文字小文字の区別を強制したり、名
前の中にスペースを使用したりする場合は、二重引用符を使用
します。
ワイルド カード を使用したテーブル名( 所有者名ではありません)
がサポート されています。比較するには、このコマンド でワイルド
カード を満たすテーブルを、アクティブな複製設定で( 明示的にま
たはワイルド カード で) リスト する必要があります。SharePlex がワ
イルド カード を処理する方法の詳細については、『SharePlex 管
理ガイド 』の「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。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp.west

compare using filename

基本コマンド は、すべてのソース行を、filename にリスト されている
テーブルのすべてのターゲット 行と比較します。
filename は、比較するソーステーブルの名前を含むファイルの名
前です。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare using sales

オプションのコマンド コンポーネント
コンポーネント

説明

at target_host@o.target_sid

Compare コマンド に有効
ソーステーブルとそのターゲット の 1 つのみを比較します。ソース
テーブルが複数のターゲット システムに複製されるときに使用しま
す。
target_host はターゲット システムの名前です。
target_sid は、ターゲット Oracle インスタンスの ORACLE_SID で
す。
例：
sp_ctrl(SysA)>compare scott.emp at prod@o.prodsid

for o.SID

Compare コマンド に有効
ソーステーブルを含む Oracle インスタンスを指定します。同じソー
ステーブルがシステム上の複数の Oracle インスタンスにある場合

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

57

コンポーネント

説明
に使用します。
SID はソースインスタンスの ORACLE_SID です。SID には大文
字と小文字の区別があり、oratab ファイル、V$PARAMETER
テーブル、または Windows レジスト リの表示内容と同じように入
力する必要があります。
使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につける
必要がありますが、他のオプションと任意の順序でつけることができ
ます。
例：
sp_ctrl (SysA)>compare scott.emp for o.oraA

hint "hint"

Compare コマンド に有効
SELECT 文に Oracle ヒント が含まれています。ヒント は、ソースお
よびターゲット システムで使用します。
“hint” は、標準の Oracle ヒント ( 2000 文字以内) です。ヒント 全
体を二重引用符で囲みます。ヒント 文字列の、冒頭の /*+ および
末尾の */ は省略されます。ヒント 文字列は、SharePlex で追加
されます。
使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につける
必要がありますが、他のオプションと任意の順序でつけることができ
ます。
例：
sp_ctrl (SysA)>compare scott.emp where “file
>001005” hint “emp(salary)”
オペレーティングシステムのコマンド ラインから比較を実行する場
合、引用文字列には次のように追加のエスケープ用 二重引用符
を付加する必要があります。
/productdir/bin/sp_ctrl compare scott.emp hint “\“emp
(salary)\””

{include | exclude} "(column_list"

Compare コマンド に有効
比較する列をフィルタリングします。
l

l

include を使用して、比較する列を指定します。他の列
は比較されません。すべてのキー列を include 句に含める
必要があります。
exclude を使用して、exclude で指定された列を除くす
べての列を比較します。キー列を除外しないでください。

(column_list) は、含める列または除外する列のリスト です。
l

l

各名前はコンマで区切ります。列の名前にスペースが含ま
れていない限り、リスト 内でスペースを使用することはでき
ません。
列リスト は二重引用符で囲みます。
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コンポーネント

説明
l

l

l

任意の順序で列をリスト します。並べ替えは昇順に実行
されます。
列名には、大文字と小文字の区別がありません。
このオプションを使用する場合は、コマンド の必須引数の
後に付ける必要がありますが、他のオプションと任意の順
序で付けることができます。

注意： 比較されなかった列には、まだ非同期の行が存在する可
能性があります。
例：
sp_ctrl (SysA)>compare scott.emp exclude "color,
weight"
key

compare および compare using コマンド に有効
大規模テーブルの高速比較を実行します。このコマンド は、すべて
のデータ値を比較するわけではありません。次のいずれかを比較し
ます。
l

PRIMARY キーまたは NULL 以外の UNIQUE キー列の
み。
または

l

orderby オプションで指定された列。テーブルにキーがな
い場合は、このオプションを使用します。

重要: キーまたは orderby の値が一致しても、他の列の値が一
致しないときは、テーブルは非同期のままになります。
使用する場合、このオプションは必要なコマンド 引数の後に指定
する必要があります。このオプションは、他のオプションとどの順序
でつけても構いません。
比較を SharePlex のキー定義に基づけるためには、このオプショ
ンは使用しないでください。SharePlex のキー定義の詳細につい
ては、『SharePlex 管理ガイド 』の「一意のキーの定義」を参照し
てください。
例：
sp_ctrl (SysA)>compare scott.emp key
sp_ctrl(sysA)>compare using sales key
log rowdata

compare および compare using コマンド に有効
ハッシュ値ではなく実際の行データを記録する SQL ファイルを生
成するようにクライアント プロセスに指示します。ファイルはターゲッ
ト システム上で生成されます。比較するテーブルに LONG、LOB
および VARRAY がある場合は、log rowdata を使用しないでくだ
さい。これらのデータ型のいずれかの値が非常に大きい場合は、
SharePlex は実際のデータを記録できないことがあります。
重要！ この SQL ファイルの目的は、比較されたデータのビューを
提供することです。ターゲット テーブルの修復には使用しないでくだ
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コンポーネント

説明
さい。コマンド が実行されたときにキャプチャされたデータ値は、現
在のデータベース内のデータ値とは異なる場合があります。repair
コマンド を使用して、非同期行を修復します。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp log rowdata
sp_ctrl(sysA)>compare using sales log rowdata

log split

compare および compare using コマンド に有効
操作タイプに基づいて、INSERT 用、UPDATE 用、DELETE 用
の 3 つの異なるファイルに SQL ファイルを分割するようにクライアン
ト プロセスに指示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp log split
sp_ctrl(sysA)>compare using sales log split

nolock

Compare コマンド に有効
修復を含む実行の比較フェーズ中に、比較プロセスがターゲット
テーブルをロックすることを防ぎます。通常、比較中には
SharePlex はターゲット テーブルを一時的にロックして読込み一貫
性ビューを取得し、すぐにロックを解除しますが、修復中には
SharePlex は常にターゲット テーブルをロックします。
注：SharePlex は、修復中にソーステーブルを一時的にロックし
て、読込み一貫性ビューを取得します。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp nolock
sp_ctrl(sysA)>compare using sales nolock

nosqllog

SQL ログファイルの出力を抑制します。このファイルには、非同期
行の修復に必要な SQL が含まれています。このファイルを出力し
ない理由には、次のものがあります。
l

l

not “exception_list”

データには機密情報が含まれています。SQL ログファイル
はクリアテキスト で書き込まれます。SQL ログファイルを作
成しないことで、機密データがディスクに保存されず、保存
データのセキュリティ要件( PCI コンプライアンス基準への
対応に必要な要件など) を満たす可能性があります。
比較または修復されたテーブルには、膨大な非同期行が
あります。このサイズのログファイルは、大量のディスク領域
を消費することがあります。

Compare コマンド に有効
テーブル指定にワイルド カード が含まれている場合、比較しない
テーブルの例外リスト を指定します。
“exception_list” は、比較しないテーブル名のリスト です。
l

owner.tablename のフォーマット を使用します。
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コンポーネント

説明
l

各名前はコンマで区切ります。リスト にはスペースは使用
できません。

l

リスト は二重引用符で囲みます。

l

任意の順序でテーブルをリスト します。

l

このオプションを使用する場合は、コマンド の必須引数の
後に付ける必要がありますが、他のオプションと任意の順
序で付けることができます。

例：
sp_ctrl(SysA)>compare scott.% not (%temp%)
orderby “column_list”

Compare コマンド に有効
比較する行を並び替えるときに、ORDERBY 句で使用する比較
プロセスの列を指定します。このオプションを使用すると、プライマリ
キーまたは一意のキーを持たないテーブルに対して比較を実行で
きます。
“column_list” は、ORDERBY 句で使用する列の名前です。
l

l

l

l

l

各名前はコンマで区切ります。列の名前にスペースが含ま
れていない限り、リスト 内でスペースを使用することはでき
ません。
列リスト は二重引用符で囲みます。
任意の順序で列をリスト します。並べ替えは昇順に実行
されます。
列名には、大文字と小文字の区別がありません。
このオプションを使用する場合は、コマンド の必須引数の
後に付ける必要がありますが、他のオプションと任意の順
序で付けることができます。

例：
sp_ctrl(SysA)>compare scott.emp where “file >001005”
orderby “Last Name,Division”
オペレーティングシステムのコマンド ラインから比較を実行する場
合、引用文字列には追加のエスケープ用 二重引用符を付加する
必要があります。
/productdir/bin/sp_ctrl compare scott.emp orderby “\“Last
Name,Division\””
override

compare および compare using コマンド に有効
サニティチェックを優先し、大幅に非同期状態になるテーブルの比
較を可能にします。大幅に非同期状態のテーブルを比較する代
わりに、copy コマンド を使用してターゲット テーブルを再読み込み
することもできます( 「copy/append」を参照してください) 。サニティ
チェックの詳細については、「比較の仕組み」を参照してください。
例：
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp override
sp_ctrl(sysA)>compare using sales override

port port_number

compare および compare using コマンド に有効
ソースまたはターゲット システムの SharePlex のバージョンが 8.0 よ
り前の場合、下位互換性のために使用できます。
サーバプロセスとの通信に使用するクライアント プロセスのソースシ
ステム上のポート を指定します。以前のバージョンの SharePlex
では、通信は双方向で、クライアント とサーバ間の通信では、ラン
ダムなポート 番号がデフォルト で選択されていました。このオプショ
ンは、ランダムなポート 選択を、ファイアウォールで必要とされるよう
な特定のポート 番号で上書きします。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp port 1234

quickcheck

compare および compare using コマンド に有効
初期チェックを実行して、非同期状態の行があるかどうかを確認
します。非同期行を検出すると、即座にプロセスは停止します。こ
れ以降、情報は返されません。非同期行の情報は、compare
SQL ファイルに記録されません。
このオプションを、key オプションまたは where オプションと一緒に
使用しないでください。
このオプションは、LONG 列をサポート していません。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp quickcheck
sp_ctrl(sysA)>compare using sales quickcheck

parallelism degree

compare および compare using コマンド に有効
SELECT 文に並列ヒント を追加します。degree では、並列処理
の次数を設定します。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp parallelism 4
sp_ctrl(sysA)>compare using sales parallelism 4

sourcewhere “clause”

Compare コマンド に有効
これらの列がターゲット テーブルに存在しない場合、ソーステーブル
の 1 つ以上の列の比較をベースにします。
l

l

clause を二重引用符で囲み、テーブルを完全修飾名
( scott.emp など) で参照します。
大文字小文字の区別を強制したり、テーブル名の中にス
ペースを使用したりする場合は、二重引用符を使用しま
す。
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コンポーネント

説明
l

l

日付は、'YYYYSMMDDHH24MISS' のフォーマット にする
必要があります。日付をこのフォーマット に変換するには、
Oracle の TO_DATE 関数を使用します。たとえば、c1 が
DATE 列である場合、WHERE 句 "c1 > '10-SEP2001'" は無効ですが、"c1 > to_date('10- SEP2001', 'DD-MON-YYYY')" は有効です。
オペレーティングシステムのコマンド ラインから比較を実行
する場合、引用文字列には次のように追加のエスケープ
用 二重引用符を付加する必要があります。
sp_ctrl> compare scott.emp sourcewhere “\“file
>001005\””

l

使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後に
つける必要がありますが、他のオプションと任意の順序で
つけることができます。

Example #1:
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp sourcewhere “file
>001005”
Example #2:
次の例は、sourcewhere と where のオプションを組み合わせて
目的の結果を得る方法を示しています。ソース比較プロセスのみ
が sourcewhere 句を使用しますが、ソースとターゲット の比較プ
ロセスは両方とも where 句を使用します。
sp_ctrl(SysA)>compare scott.emp sourcewhere
“deptno = 200” where “mgr = ‘SMITH’”
targetwhere "clause"

Compare コマンド に有効
これらの列がソーステーブルに存在しない場合、ターゲット テーブル
の 1 つ以上の列の比較をベースにします。
l

l

l

clause を二重引用符で囲み、テーブルを完全修飾名
( scott.emp など) で参照します。
大文字小文字の区別を強制したり、テーブル名の中にス
ペースを使用したりする場合は、二重引用符を使用しま
す。
日付は、'YYYYSMMDDHH24MISS' のフォーマット にする
必要があります。日付をこのフォーマット に変換するには、
Oracle の TO_DATE 関数を使用します。たとえば、c1 が
DATE 列である場合、WHERE 句 "c1 > '10-SEP2001'" は無効ですが、"c1 > to_date('10- SEP2001', 'DD-MON-YYYY')" は有効です。
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コンポーネント

説明
l

オペレーティングシステムのコマンド ラインから比較を実行
する場合、引用文字列には追加のエスケープ用 二重引
用符を付加する必要があります。
/productdir/bin/sp_ctrl compare scott.emp
targetwhere “\“file >001005\””

l

使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後に
つける必要がありますが、他のオプションと任意の順序で
つけることができます。

Example #1:
sp_ctrl(SysA)> compare scott.emp targetwhere “file
>001005”
Example #2:
次の例は、sourcewhere と where のオプションを組み合わせて
目的の結果を得る方法を示しています。ターゲット 比較プロセス
のみが targetwhere 句を使用しますが、ソースとターゲット の比
較プロセスは両方とも where 句を使用します。
sp_ctrl(SysA)>compare scott.emp where “deptno =
200” targetwhere “mgr = ‘SMITH’” repair
threads thread_count

compare および compare using コマンド に有効
比較プロセスで使用される処理スレッド の数を設定します。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp threads 4
sp_ctrl(sysA)>compare using sales threads 4

to target_owner.target_table[.partition]

Compare コマンド に有効
ソーステーブルとそのターゲット の 1 つのみを比較します。ソース
テーブルが複数のターゲット システムに複製され、ターゲット テーブ
ルの名前が異なる場合に使用します。
このオプションを使ってターゲット パーティションを指定することもでき
ます。
例：
( パーティションの比較)
sp_ctrl(SysA)>compare scott.emp to scott.allemp.east

where “clause”

Compare コマンド に有効
ソースおよびターゲット システムの両方の SELECT 文に、WHERE
句を含めます。WHERE 句は、特定の行を比較するフィルタとして
機能します。
“clause” には、サブクエリを含まない標準の WHERE 句を指定し
ます。
l

clause を二重引用符で囲み、テーブルを完全修飾名
( scott.emp など) で参照します。
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コンポーネント

説明
l

l

l

大文字小文字の区別を強制したり、テーブル名の中にス
ペースを使用したりする場合は、二重引用符を使用しま
す。
日付は、'YYYYSMMDDHH24MISS' のフォーマット にする
必要があります。日付をこのフォーマット に変換するには、
Oracle の TO_DATE 関数を使用します。たとえば、c1 が
DATE 列である場合、WHERE 句 "c1 > '10-SEP2001'" は無効ですが、"c1 > to_date('10- SEP2001', 'DD-MON-YYYY')" は有効です。
使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後に
つける必要がありますが、他のオプションと任意の順序で
つけることができます。

例：
sp_ctrl (SysA)>compare scott.emp where “region=4”

リモート オプション
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。
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
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compare status
前回実行した compare または repair ジョブのステータスを表示するには、compare status コマンド を使用します。
compare status コマンド を使って、単一の compare/repair ジョブの詳細なステータスまたは compare/repair ジョブの
一部の表示、SharePlex が履歴を保有しているすべての compare/repair ジョブのステータスの表示を行えます。
注： compare status コマンド の使用方法の詳細と例については、job status コマンド を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

compare/compare using、repair / repair using

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

job status

[job_id]

[ on host |

[Job_id.table_id]

on host:portnumber |

[all]

on login/password@host |

[full]

on login/password@host:portnumber ]

[detail]
[status]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

job status

SharePlex が履歴を保持しているすべての compare ジョブおよび repair
ジョブのステータスを表示します。

job_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID を持つジョブのステータス履歴を
表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status 2828.2

job_id.table_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID とテーブルを持つジョブのステー
タス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status 2828.HR.SRC_TEST3

all

各ジョブのサマリー行とデータベース内の履歴を表示します。
例：
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysA)>job status all

full

ジョブ内の各オブジェクト のステータスを表示します。デフォルト で、job status
コマンド は完了していないオブジェクト のステータス、または例外ステータス付
きで完了したオブジェクト のステータスを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status 2828 full

detail

レポート された各オブジェクト の詳細情報を表示します。デフォルト で、job
status コマンド は、レポート された各オブジェクト のサマリー行を表示します。
詳細情報は、job_id.table_id オプションで表示される情報と同じことに注意
してください。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status detail

status

指定したステータスを持つ、前のジョブのステータス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)>job status "Error"

リモート オプション
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。
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
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connection
SharePlex とデータベースの接続を設定するには、connection コマンド を使用します。

connection コマンドの使 用 方 法
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。
connection コマンド は次の方法で使用します。
l

接続属性を設定するには、set オプションを使用します。オプションごとに 1 つの connection コマンド を発行しま
す。複数のキーワード と値のペアを 1 つのコマンド に渡すことはできません。

l

接続属性をクリアするには、reset オプションを使用します。

l

現在の接続設定を表示するには、show オプションを使用します。

注:
l

l

ODBC データベースの DSN が存在する場合、必要な接続文字列は、dsn、user、および password キー
ワード のみです。DSN が存在しない場合、user、password、server、driver、および port のすべてのキー
ワード が必要になります。
connect_string キーワード は、必要な場合や指定された ODBC キーワード が十分でない場合には、ユーザー
定義の ODBC 接続文字列をサポート しています。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

target

構文
基本コマンド

Keyword=value オプション

リモート オプション

connection {o. | r.}database

[user=username]

使用できません

{

[password=password]

set keyword=value |

[tns_alias=alias]

show [all] |

[asm_sid=SID]

reset [keyword]

[asm_user=username]

}

[asm_password=password]
[asm_tns_alias=alias]
[dsn=DSN]
[server=servername]
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基本コマンド

Keyword=value オプション

リモート オプション

[driver=path]
[port=portnumber]
[connect_string=string]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

{o. | r.}database

接続を設定しているデータベース。次の形式を使用します。
Oracle：
o.SID
ここで、SID は、データベースの ORACLE_SID です。
オープンターゲット ( ODBC) ：
r.database
ここで、database は、データベースの名前です( DSN ではありません) 。
注意： データベース指定は、データソース行のデータベース指定または設定ファイ
ルのルーティングマップのデータベース指定と一致する必要があります。たとえば、
ルーティングマップが myhost@r.mydb の場合、次のように、connection コマンド
に同じデータベース指定を含めます。
connection r.mydb set user=myuser

set keyword=value

接続プロパティを設定します。「 キーワード 」を参照してください。

show [all]

show は、指定された database の現在の接続設定を表示します。
show all は、すべてのローカルデータベースの接続設定を表示します。database
指定を show all で使用しないでください。以下に例を示します。
connection show all

reset [keyword]

show は、指定された database のすべての接続設定を表示します。
reset keyword は、特定の接続プロパティに対してのみ、接続設定をクリアしま
す。「キーワード 」を参照してください。

キーワード
Keyword

データベースタイプ

入力値の説明

user=username

すべて

SharePlex が database で指定されたデータ
ベースとの接続に使用するデータベースユー
ザーの名前。

password=password

すべて

username で指定されたユーザーのパスワー
ド。

tns_alias=alias

Oracle

SharePlex が接続する TNS エイリアス。データ
ベースへの接続を tnsnames.ora ファイルで管
理する場合に必要。
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Keyword

データベースタイプ

入力値の説明

asm_sid=SID

Oracle

ASM インスタンスの Oracle SID。データベース
で Oracle Automatic Storage Management
を使用している場合に必要。

asm_user=username

Oracle

SharePlex が ASM インスタンスへの接続で使
用する ASM の名前。

asm_password=password

Oracle

ASM ユーザーのパスワード 。

asm_tns_alias=alias

Oracle

ASM インスタンスの TNS エイリアス。ASM イン
スタンスへの接続を tnsnames.ora ファイルで
管理する場合に必要。

dsn=DSN

オープンターゲット ( ODBC)

データベースと関連付けられるデータソース名
( DSN) 。データベースの DSN が存在する場
合、必要な接続文字列は、このキーワード 、
user、および password キーワード のみです。

server=servername

オープンターゲット ( ODBC)

データベースをホスト するサーバの名前または IP
アド レス。

driver=path

オープンターゲット ( ODBC)

データベースへの ODBC 接続をサポート する
ODBC ド ライバへのフルパス。

port=portnumber

オープンターゲット ( ODBC)

データベースのポート 番号。

connect_string=string

オープンターゲット ( ODBC)

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は、ユーザー名とパスワー
ド を除く、ODBC 接続に必要なすべての要素が
接続文字列に含まれていることを確認します。
ユーザー情報を指定するには、 connection コ
マンド とともに user オプションと password オプ
ションを使用します。

例
Oracle の例
connection o.myora12 set user=myuser
connection o.myora12 set password=mypassword
connection o.myora12 set tns_alias=myora12

オープンターゲット 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
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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_
string=”driver=/database/ODBC/lib/databasedriver.so;server=server1;port=1234;uid=myuser;pwd
=mypassword”

接 続 値 の削 除
connection r.mydb reset port
connection r.mydb reset

接 続 設 定 の表 示
connection r.mydb show
connection show all

copy/append
copy/append コマンド は、Oracle Export/Import ユーティリティを使って、ユーザーが複製をセット アップしたり、複製にすで
に含まれている個々のテーブルを( 再) 同期したりできるようにします。
ユーザーは、copy/append 操作を、個別のテーブルから単一のターゲット に、複数のターゲット を指定して、または複製
内のすべてのターゲット に対して行えます。
重要：
l

l

l

このコマンド は、CONSISTENT=Y で Export を起動します。ORA-01555 エラーを回避するために、十分なサイ
ズの RBS が必要です。
このコマンド は、双方向または高可用性環境内では、追加手順なしには利用できません。サポート 技術情報の
ソリューション 48020 を参照してください。
このコマンド を使用する前に、このマニュアルをすべて確認してください。正しくない使い方をすると、データが消失
したり、非同期状態になることがあります。

copy コマンド
データを同期する前にターゲット テーブルを切り捨てたい場合は、copy コマンド を使って、あるホスト から他の任意のホスト
に 1 つまたは複数のテーブルを同期またはインスタンス化してください。

append コマンド
append コマンド は、データを同期する前にターゲット テーブルを切り捨てたくない場合に、任意のホスト から他の任意のホ
スト に 1 つまたは複数のテーブルを同期またはインスタンス化するために使用します。
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copy/append コマンド を使 用 するとき
copy/append コマンド は次の方法で使用します。
l

データベースを移行する。

l

Compare/Repair プロセスでは修復できないテーブルを同期する。

l

インスタンス化中のテーブルを複製内に配置する。

copy/append コマンド のサポート 対 象
copy/append コマンド は以下の事項をサポート しています。
l

l

l

l

copy/append コマンド がサポート するオブジェクト は、Oracle の Import/Export ユーティリティがサポート するオ
ブジェクト です。
下位バージョンの Oracle から上位バージョンの Oracle へのコピー、または同じバージョンの Oracle 間のコピー。
Oracle ワイルド カード 指定の結果として含まれた同期ルーティングファイル内のオブジェクト の copy/append 操
作。
コマンド ライン構文内での Oracle ワイルド カード 指定の使用。

copy/append コマンド のサポート 対 象 外
copy/append コマンド は以下の事項をサポート していません。
l

上位バージョンの Oracle から下位バージョンの Oracle へのコピー

l

テーブルからビューへのコピー

l

ターゲット データベース上で UDT または VARRAY タイプが Oracle の Import/Export ユーティリティまたは
Oracle のホット バックアップを使って作成されていない場合、UDT または VARRAY。これは Oracle の
Import/Export 機能における制限です。

l

水平分割または垂直分割された、複製内のテーブル

l

シーケンス

l

ト ランスフォーメーションを使用中のテーブル( ターゲット 上でもト ランスフォーメーションが適用中の場合を除く)

l

パススルーサーバーを使用してソースとターゲット サーバー間でデータを渡すネット ワーク設定

l

列マッピング

l

列のサブセット

l

テーブル内の行のサブセット の指定

l

インデックス、制約、ト リガ、および許可オプション。

l

ダイレクト 読み込み

l

Transparent Data Encryption( TDE)

l

append コマンド は、Oracle パーティションをサポート していません。(copy コマンド のみが、Oracle パーティション
をサポート しています。)

重要：
l

copy/append コマンド は、Oracle のワイルド カード をサポート しています。ただし、ワイルド カード 指定が指す一
連のオブジェクト の中に、現在複製内に存在していないオブジェクト も含まれている場合、copy/append コマンド
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は複製内に現在存在しているオブジェクト のみを対象にします。
l

force オプションを使用し、すべてのターゲット 情報を指定した場合、複製内のテーブルは現在の動作のように
静的にコピーされます。

launcher プロセス
copy/append コマンド の実行前に、ターゲット システム上には launcher プロセスが動作していなければなりません。
launcher プロセスを開始するには、各ターゲット システムで以下のコマンド を実行する必要があります。
sp_ctrl(sysB)> start launcher
launcher プロセスの稼働中は、show launcher コマンド を実行してプロセスの詳細を参照できます。
同期が完了したら、ターゲット システムで launcher を終了できます。launcher プロセスを終了するには、各ターゲット シ
ステムで以下のコマンド を実行する必要があります。
sp_ctrl(sysB)> stop launcher

copy/append プロセスの概 要
copy/append コマンド はプロセスを開始して、個別のホスト 間の個別のテーブルを同期します。
単純な同期プロセス活動を表すイベント のシーケンスを以下に示します。
1. ターゲット システムにログオンして、sp_ctrl から start launcher コマンド を発行します。
2. sp_ctrl セッションで copy/append コマンド が発行されると、sp_cnc がソースシステム上で sp_sync_svr
を生み出します。
3. sp_sync_svr はターゲット システムに接続し、ターゲット システム上で sp_sync_clnt を開始します。
4. sp_sync_svr は、sp_syn_clnt にテーブルリスト を送信してターゲット テーブルの情報を検証します。a) オブジェ
クト が( append ではない) コピーされると、ターゲット テーブルは切り捨てられます。
5. コピー中の各オブジェクト に対して、sp_sync_svr が Oracle エクスポート プロセスを開始します。
6. コピー中のオブジェクト が複製内に存在する場合、Post プロセスが準備完了状態であることを示すために sp_
sync_svr は sp_sync_clnt を待機する必要があります。
7. sp_sync_clnt プロセスは、sp_sync_svr プロセスが Oracle エクスポート プロセスをオープンした各オブジェクト に
対して、Oracle インポート プロセスを開始します。
8. コピーが完了するまで、sp_sync_svr プロセスが sp_sync_clnt プロセスにデータを転送します。
9. コピー中のオブジェクト が複製内に存在する場合、Post プロセスが再度開始され、その Post 活動が再開され
ます。
10. ターゲット システムにログオンして、sp_ctrl から stop launcher コマンド を発行します。

同 時 copy プロセスの実 行
複数の copy/append コマンド を同時に実行できます。copy プロセスの実行中、Post プロセスは複製をすべて停止する
ことに注意してください。

同 期 プロセスの識 別
同期プロセスは sp_cop プロセスが開始するのではないため、sp_ctrl コンソールには表示されません。このプロセスを識
別するには、OS を使って実行形式ファイルを探してください。
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l

sp_sync_svr

l

sp_sync_clnt

l

sp_sync_lstnr

l

sp_sync_launcher

同 期 のチューニングパラメータ
copy/append コマンド を使った同期に関連するパラメータのリスト を以下に示します。これらのパラメータはすべてライブ
で、次回コマンド の発行時に有効になります。
l

l

l

l

l

l

l

l

SP_OSY_COMPRESSION：このパラメータは、データ圧縮をオフ (0) から フル (9) の間で調整します。デフォルト
の整数値は 6 です。
SP_OSY_EXP_BUFFER_SIZE：このパラメータは、ターゲット システムに送信する前にバッファに格納するデータ
量を調整します。デフォルト の整数値は 1024 キロバイト です。
SP_OSY_IMP_BUFFER_SIZE：このパラメータは、ターゲット システムに適用する前にバッファに格納するデータ
量を調整します。デフォルト の整数値は 1024 キロバイト です。
SP_OSY_LOCK_TIMEOUT：このパラメータは、同期プロセスがテーブルロックを取得するために待機する秒数を
設定します。デフォルト の整数値は 2 秒です。
SP_OSY_PORT：このパラメータは、同期プロセスのポート 番号を設定します。デフォルト の整数値はポート 番号
2501 です。
SP_OSY_POST_TIMEOUT：このパラメータは、Post プロセスが準備完了し同期を開始できるようになるまで同
期プロセスが待機する秒数を設定します。デフォルト の整数値は 1800 秒 (30 分) です。
SP_OSY_TCP_TIMEOUT：このパラメータは、IPC タイムアウト の秒数を設定します。デフォルト の整数値は 10
秒です。
SP_OSY_THREADS：このパラメータは、同期処理スレッド 数を設定します。このスレッド パラメータは、パーティ
ション化されたテーブルにのみ影響します。デフォルト の整数値は 5 スレッド です。最大値は 32 スレッド です。

注： copy/append を使った同期に関連する各パラメータの詳細については、このガイド の「SharePlex パラメータ」を参
照してください。

copy ステータスの表 示
1 つまたは複数の copy/append コマンド のステータスを表示する最良の方法は、copy status コマンド または
append status コマンド を使用することです。この基本コマンド は、システム上のすべての copy/append プロセスの結
果を表示します。
基本コマンド は、現在システム上で実行されているすべての copy/append ジョブのステータス、および最後に実行された
copy/append (現在実行中のリスト に表示されていない場合) が表示されます。このリスト は、指定したステータスのみを
表示するようにフィルタリングできます。
1 つまたは複数の copy/append コマンド の結果を表示する最良の方法は、sp_ctrl で report コマンド に copy オプショ
ンを指定して使用することです。
以降の例のテキスト で、copy/append コマンド は複製内に存在しないテーブルに対して発行されています。以降の copy
status は、テーブルとプロシージャのステータスに関する基本情報を表示します。
sp_ctrl (alvlabl17:8708)> copy sp_iot.SYNC_iot_BASIC to sp_iot.SYNC_iot_BASIC for
o.w920a32f at irvqasu15@o.a102u64f force
copy started; job id 111
sp_ctrl (alvlabl17:8708)> copy status 111 for o.w920a32f
Job ID :111
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Host : alvlabl17.quest.com
Started :17-MAR-08 13:59:28
Job Type :Copy
Status :Done
ID

Tablename

Total rows

%Comp

Status

Status time

Total time

---

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

-----------

--------

--------

-----------

----------

1

"SP_IOT"."SYNC_IOT_BASIC1"

3720

100

Done

N/A

0:08

2

"SP_IOT"."SYNC_IOT_BASIC2"

3720

100

Error

N/A

0:08

3

"SP_IOT"."SYNC_IOT_BASIC3"

3720

100

Done

N/A

0:08

このリスト にエラーステータスを持つテーブルのみを表示するには、以下のコマンド を実行します。
sp_ctrl (alvlabl17:8708)> copy status 111 for o.w920a32f “Error”

同 期 ルーティングファイルの使 用
同期ルーティングファイルは、構造の点でアクティベーションに使用する設定ファイルととても似ています。ファイルの内容に
は、同じフォーマット 要件が適用されます。これら 2 つのファイルの違いは、同期プロセスは設定ファイル内の一部のテーブ
ルやオブジェクト をサポート していないため、それらを同期ルーティングファイルに入れてはいけないことです。たとえば、同期
プロセスは水平分割テーブルや垂直分割テーブルをサポート していないため、このようなテーブルを同期ルーティングファイ
ルに入れることはできません。
同期ルーティングファイルでの Oracle ワイルド カード の使用はサポート されています。同期ルーティングファイル内の
Oracle ワイルド カード のアプリケーションは、設定ファイルと同じです。このコンテキスト での Oracle ワイルド カード の使
用法については、『SharePlex 管理者ガイド 』の「ワイルド カード を使ったソーステーブルの指定」セクションを参照してくだ
さい。

ルーティングファイルの例
Datasource:o.s_sid1
s_user0.sync_multi_trgt

d_user0.sync_multi_trgt

d_host1@o.d_sid1

s_user0.sync_multi_trgt

d_user0.sync_multi_trgt

d_host2@o.d_sid1

s_user0.sync_multi_trgt

d_user0.sync_multi_trgt_bu

d_host1@o.d_sid2

注：
l

l

copy/append コマンド をテーブルのグループに対して使用する場合、すべてのテーブルが複製内に存在している
か、またはすべてのテーブルが複製内には存在していない状態でなければなりません。複製内に存在しているテー
ブルと複製内に存在していないテーブルの両方がある場合は、各グループに対して個別の同期ルーティングファイ
ルを作成し、各ファイルに対して個別の同期プロセスを開始する必要があります。
copy/append コマンド は無作為な順番でテーブルをコピーし、参照上の整合性は考慮しません。そのため、1 回
に 1 つのテーブルに対して copy/append 操作を行うか、または copy/append 操作をごく少数のテーブルに対し
て行うことをお勧めします。

類 似 していないソースおよびターゲット テーブルのコピー
ソーステーブルとターゲット テーブルの構造は同一でなければなりません。ただし、ソーステーブルの列がターゲット テーブル
の列より少なくても構わない例外があります。
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copy/append コマンド を、対応するターゲット テーブルよりも多くの列を持つソーステーブルに対して使用してはいけませ
ん。

分 割 レプリケーションでの copy の使 用
設定内のテーブルが分割レプリケーションを使用している場合：
l

l

l

l

l

l

copy/append コマンド は、個別のテーブルおよび個別のパーティション化されたテーブルのコピーをサポート します
が、個別のパーティションのコピーはサポート していません。
個別のパーティションにデータがコピーされることは、たとえ指定されたターゲット オブジェクト がパーティションの場合
でもありません。
ターゲット としてのパーティションの指定はサポート されていません。
copy および append の両方に対して、データの同期は常にベーステーブル上で行われます。パーティションで行
われることはありません。
copy/append コマンド は、現在複製内に存在している水平分割または垂直分割されたテーブルをサポート して
いません。
[singlethread] オプションを使用して、パーティション化テーブルを 1 つのオブジェクト としてコピーできます。デフォ
ルト の動作では、コピー操作を並行して実行できるように、パーティション化テーブルの各パーティションが個別にコ
ピーされます。

処 理 スレッド 数 の制 御
複数プロセッサのあるマシンの長所を利用するために、SP_OSY_THREADS パラメータでソースシステムの
copy/append プロセスのスレッド 数を設定できます。このスレッド パラメータは、パーティション化されたテーブルにのみ影響
します。このパラメータのデフォルト 値は 5 スレッド です。値としては、1～32 スレッド を指定できます。
複製内にテーブルが存在する場合、同期プロセスは単一スレッド で行われることに注意してください。マルチスレッド 処理
は、テーブルが複製内に存在していない場合にのみ適用されます。
SP_OSY_THREADS パラメータの詳細については、このガイド の「SharePlex パラメータ」を参照してください。

コマンド ライン構 文 での Oracle ワイルド カード の使 用
Oracle ワイルド カード は、copy/append コマンド の source_table 部を指定する際に使用できます。また、not 表記を使
用して特定のオブジェクト を除外できます。
次のコマンド を指定して、特定のスキーマ内のすべてのテーブルを指定できます。
sp_ctrl (irvspxu14:8567)> copy scott.%
上記の例では、オブジェクト が現在複製内に存在している場合、scott スキーマ下のすべてのオブジェクト がコピーされま
す。
また、次のコマンド を使用して除外項目を設定することもできます。
sp_ctrl (irvspxu14:8567)> copy scott.% not (%"foo"%)
上記の例では、オブジェクト が現在複製内に存在している場合、名前に「foo」を含むオブジェクト を除いて、scott スキー
マ下のすべてのオブジェクト がコピーされます。
Oracle ワイルド カード の使用方法の詳細については、『SharePlex 管理者ガイド 』の「ワイルド カード を使ったソーステー
ブルの指定」セクションを参照してください。
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copy/append を使 用 する際 のその他 の検 討 事 項
l

l

l

l

非同期状態のテーブルを同期するために copy/append コマンド を使用する場合、または インスタンス化中の
テーブルを複製内に配置するために copy/append コマンド を使用する場合、テーブルのコピー中は Post プロセ
スが一時停止します。copy/append コマンド が完了すると、Post プロセスが再開されます。これは、新しいルート
を通じて複製に追加しているテーブルには適用されません。
テーブルが現在複製内に存在している場合、copy/append コマンド は 1 回に 1 つのテーブルのみを処理で
きます。
既知の複製ルート にないテーブルに対して copy/append コマンド を使用する場合、ユーザーは force オプション
を使用する必要があります。複製内に存在しないオブジェクト に対して copy/append を使用する場合、force オ
プションを使用する必要があります。
複製内のテーブルに対して copy/append コマンド を使用する場合は、copy/append コマンド の発行時にすべて
の SharePlex プロセス( Capture、Read、Export、Import、Post) が実行されており、それらのプロセスが処理の
継続中もずっと実行されている必要があります。

l

copy/append コマンド は、カスケード レプリケーション環境では使用しないでください。

l

外部キーを持つテーブルは、それらのキーを無効にした後、有効にする必要があります。

l

l

l

l

l

テーブルインデックス、制約、ト リガ、および許可は、同期完了後に(再)有効化する必要があります。これらのオプ
ションはサポート されていません。
複製内にオブジェクト が存在している場合、copy/append ではロックやソーステーブルとターゲット テーブル間の同
期は必要ありません。copy/append コマンド の実行中は、ソーステーブルとターゲット テーブルは変更されないこと
が前提となっています。
複数のオブジェクト を含む設定ファイルを指定した場合、 すべてのターゲット オブジェクト が同じスキーマ名を持つ
場合にのみ、異なるソーススキーマ名とターゲット スキーマ名を利用できます。
copy/append コマンド は、 異なるスキーマ内にオブジェクト が存在している場合にのみ、同じデータベース内の 2
つのオブジェクト 間でデータの copy/append 操作を行えます。
copy/append プロセス実行中に新しい設定をアクティベート すると、同期プロセスが失敗することがあります。

注： copy コマンド と append コマンド の構文は完全に同一です。以下の例では、copy コマンド を利用していますが、単
純に copy の代わりに append を使用することで、append コマンド を起動することができます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

{copy | append} source_

[not (list of exceptions)]

[ on host |
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基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

owner.source_table

[to target_owner.target_
table[.partition]]

on host:portnumber |

[at target_host[@target_
SID]

on login/password@host:portnumber ]

on login/password@host |

[for o.source_SID]
[singlethread]
[force]
[status]
{copy | append} using
filename

[for o.source_SID]

[ on host |

[force]

on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

source_owner.source_table

個々のソース所有者と、ソーステーブル名またはワイルド カード を使用したオ
ブジェクト のグループを指定します。{copy | append} を using filename 構
文で使用している場合は無効です。
to target_owner.target_table オプションなしで使用した場合は、同期ター
ゲット が複製ターゲット と同じとみなされます。
例：
sp_ctrl(SysA)>copy s_user1.sync_single_tbl
sp_ctrl(sysA)>append s_user1.sync_single_tbl

filename

同期するテーブルを含む同期ルーティングファイルの名前。ファイル名には、
大文字と小文字の区別があります。
{copy | append} using コマンド を使用する場合はこのオプションを使用しま
す。
例：
sp_ctrl(SysA)> copy using sync_file_2.txt
sp_ctrl(sysA)> append using sync_file_2.txt

to target_owner.target_table
[.partition]

同期のターゲット テーブルを指定します。このオプションは、source_
owner.source_table オプションを一緒に使用した場合にのみ有効です。
テーブルが複製に含まれていない場合は、at target_host@ [target_sid] オ
プションと一緒にこのオプションを使用します。
例：
sp_ctrl(SysA)> copy s_user1.sync_single_tbl to d_user1.sync_
single_tbl
sp_ctrl(SysA)> append s_user1.sync_single_tbl to d_user1.sync_
single_tbl
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コンポーネント

説明

at target_host@ [target_SID]

同期のターゲット テーブルの場所を指定します。to target_owner.target_
table [.partition] オプションと一緒に使用します。
例：
sp_ctrl(SysA)> copy s_user1.sync_single_tbl to d_user1.sync_
single_tbl@d_host1@o.d_sid1
sp_ctrl(SysA)> append s_user1.sync_single_tbl to d_user1.sync_
single_tbl@d_host1@o.d_sid1

for o.source_SID

アクティブな設定がない場合、または複数のアクティブな設定がある場合に、
同期するオブジェクト を含むデータソースを指定するために使用します。
例：
sp_ctrl(SysA)> copy s_user1.sync_single_tbl for o.source_sid1
sp_ctrl(SysA)> append s_user1.sync_single_tbl for o.source_sid1

singlethread

パーティション化されたテーブルを 1 つのオブジェクト としてコピーする場合に、
このオプションを使用します。デフォルト の動作では、コピー操作を並行して
実行できるように、パーティション化テーブルの各パーティションが個別にコピー
されます。

force

このオプションは、同期するテーブルが複製に含まれていない場合、または
テーブルルート が既存または既知のルート と一致しない場合に使用します。
例：
sp_ctrl(SysA)> copy s_user1.sync_single_tbl for o.source_sid1
force
sp_ctrl(SysA)> append s_user1.sync_single_tbl for o.source_sid1
force

status

前の copy/append コマンド のステータス履歴を表示します
sp_ctrl(SysA)> copy status
sp_ctrl(SysA)> append status

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明

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

copy config
copy config コマンド は、設定ファイルをコピーして、そのコピーを異なるファイル名で保存するために使用します。設定を
コピーすることで、次の作業ができます。
l

バックアップ目的で複製を保存する

l

edit config コマンド を使用して新しい設定を構成する場合の基準として copy を使用する

l

アクティブ設定を変更する。SharePlex では、アクティブ設定を編集できません。現在の設定での複製が継続し
ている間は、edit config コマンド でコピーを変更して、準備が整ったときに新しい設定をアクティベート します。

このコマンド は、元の設定と同じソースシステムに設定をコピーします。設定ファイルを「別の」システムにコピーするには、
ファイルをテープ、CD、または FTP で転送します。
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。設定の内容を表示するには、view config
コマンド を使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

activate config、create config、edit config、list config、remove config、
rename config、show config、verify config、view config

構文
基本コマンド

リモート オプション

copy config filename to newname

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename to newname

l

l

l

filename は、コピーする設定の名前です。設定名には、大文字と小
文字の区別があります。
to は構文の必須部分です。
newname は、コピーに与える名前です。これは、システム上の設定
の中で一意である必要があります。

例：
sp_ctrl(sysA)> copy config sales to sales2

リモート オプション
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。
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

copy status
前回実行した append または copy ジョブのステータスを表示するには、copy status コマンド を使用します。copy
status コマンド を使って、単一の copy/append ジョブの詳細なステータスまたは copy/append ジョブの一部の表示、
SharePlex が履歴を保有しているすべての copy/append ジョブのステータスの表示を行えます。
copy status コマンド の使用方法の詳細と例については、job status コマンド を参照してください。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

閲覧者

発行先：

ソースまたはターゲット

関 連 コマンド：

append status

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

job status

[job_id]

[ on host |

[job_id.table_id]

on host:portnumber |

[all]

on login/password@host |

[full]

on login/password@host:portnumber ]

[detail]
[status]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

job status

オプションを指定しない場合、このコマンド は、SharePlex が履歴を保持して
いるすべてのジョブのステータスを表示します。

job_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID を持つジョブのステータス履歴を
表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status 2828.2

job_id.table_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID とテーブルを持つジョブのステー
タス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status 2828.HR.SRC_TEST3

all

各ジョブのサマリー行とデータベース内の履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status all

full

ジョブ内の各オブジェクト のステータスを表示します。デフォルト で、job status
コマンド は完了していないオブジェクト のステータス、または例外ステータス付
きで完了したオブジェクト のステータスを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status2828 full
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コンポーネント

説明

detail

レポート された各オブジェクト の詳細情報を表示します。デフォルト で、job
status コマンド は、レポート された各オブジェクト のサマリー行を表示します。
詳細情報は、job_id.table_id オプションで表示される情報と同じことに注意
してください。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status detail

[status]

指定したステータスを持つ、前のジョブのステータス履歴を表示します。
sp_ctrl(SysA)> job status "Error"

リモート オプション
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。
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

create config
create config コマンド は、新しい設定ファイルを作成するために使用します。このコマンド により、SharePlex のデフォルト
のテキスト エディタが実行され、新しいファイルが開きます。設定を作成するには、『SharePlex 管理者ガイド 』の第 5 章
にある指示に従ってください。
新しい設定に既存の設定と同じ名前を付けようとすると、SharePlex は「The parameter for create config
must be a new filename.」というエラーメッセージを戻します。
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作成する代わりに、copy config コマンド を使用して、既存の設定の複製を作り、それから edit config コマンド を使用し
て、そのコピーを編集することができます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

activate config、copy config、edit config、list config、remove config、
show config、verify config、view config

構文
基本コマンド

リモート オプション

create config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

作成する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別があります。こ
の名前は、システム上の設定の中で一意である必要があります。
例：
sp_ctrl(sysA> create config sales

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

create encryption key
create encryption key コマンド を使用して、SharePlex がネット ワークを経由するデータを暗号化するための暗号化
キーを作成します。SharePlex では、Advanced Encryption Standard( AES) 暗号化が使用されます。
このコマンド は、ランダムに生成された AES キーを返します。以下に例を示します。
E5F5D4CBA329D2C86B5D7ABA096C18600595490129F55A1422AAB0248B28D0E4
注： このコマンド は、キーを生成するだけです。SharePlex 暗号化の設定手順の詳細については、『SharePlex
管理ガイド 』の「ネット ワーク上でのデータの暗号化」を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

set encryption key、reset encryption key、show encryption key

構文
基本コマンド

リモート オプション

create encryption key

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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

deactivate config
deactivate config コマンド は、アクティブ設定の複製を正常終了するために使用します。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。
deactivate config コマンド は、システムから設定を削除することはなく、再びアクティベート されるまでそのオブジェクト の複
製を停止するだけです。設定をディアクティベート したときは、設定されたソースオブジェクト にユーザーが変更を継続した
場合は、ターゲット データが非同期になります。システムで 1 つの設定をディアクティベート しても、同じシステムの他の設
定はディアクティベート されません。

複 数 の設 定 がアクティブであるときのディアクティベート
同じソースシステム上の複数のインスタンス( データソース) から複製するときは、それらのインスタンスのデータスト リームを
分ける各設定の中に 名前付き( 別々の) export キューがある場合のみ、deactivate config コマンド を使用してくださ
い。通常は、すべての複製されたインスタンスからのデータは、1 つの export キューに蓄積します。deactivate config コマ
ンド を発行したときは、ディアクティベート したくない設定のデータも含めて、export キューの中のすべてのデータが( キュー
自体とともに) 削除されます。名前付きエクスポート キューを使用する設定の作成については、『SharePlex 管理者ガイ
ド 』の第 5 章を参照してください。
アクティブな設定とほんのわずかしか違わない設定をアクティベート する際に時間を節約するために、アクティブな設定を先
にディアクティベート する必要はありません。設定がアクティブな間にその設定を copy config コマンド でコピーできます。そ
のコピーを edit config コマンド で変更し、それからそのコピーをアクティベート します。この方法では、両方の設定に共通
なオブジェクト を SharePlex は再解析しないため、時間を節約することができます。SharePlex は新しいオブジェクト のみ
を解析します。( 設定のコピーをアクティブする前に最初の設定をディアクティベート すると、SharePlex はすべてのオブジェ
クト を解析してしまいます。この場合、処理には時間がかかります。)設定のコピーをアクティベート する前に、最初の設定
のアクティベート が完了していることを確認してください。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

abort config、list config、purge config、remove config、view config

構文
基本コマンド

リモート オプション

deactivate config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

ディアクティベート する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別が
あります。
例：
sp_ctrl(sysA)> deactivate config sales

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

disable jobs / enable jobs
disable jobs コマンド および enable jobs コマンド を使用して、以下の同期コマンド によるジョブの実行を許可するか
どうかを制御します。
l

copy および copy using

l

append および append using

l

compare および compare using

l

repair および repair using

disable jobs コマンド は、これらのジョブによって実行されるアクションが、ピアト ゥピア設定または高可用性設定で発行さ
れないようにするための予防手段です。このコマンド は、copy、append、repair、または repair using コマンド がセカンダ
リシステムで発行された場合にプライマリ( 信頼されたソース) データが信頼されないデータで上書きされないようにします。
enable jobs コマンド は、プライマリ( 信頼された) システムが再びアクティブシステムになった場合に、そのジョブを有効に
するために使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

copy、append、compare、compare using、repair、repair using

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

disable jobs

for o.source_SID

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

for o.source_SID

このオプションは、アクティブな設定がない場合、または異なる Oracle ソースインスタ
ンスに対して複数のアクティブな設定がある場合に使用します。
例：
sp_ctrl(SysA)>disable jobs for o.ora1
sp_ctrl(SysA)>enable jobs for o.ora1

リモート オプション
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。
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

edit
edit コマンド は次の方法で使用します。
l

l

以前に発行した SharePlex コマンド を変更するため。これは、以前に発行したコマンド を再び、わずかに異なる
構文で発行するとき、または構文の誤りを修正する必要がある場合に、時間を節約できます。
オペレーティングシステムの制限である 255 文字を超える文字を含んだコマンド を実行するため。
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edit コマンド は、sp_ctrl インターフェイスの中から、一時ファイルをデフォルト のテキスト エディタで開きます。コマンド をファ
イルに入力すると、そのコマンド がファイルを保存したときに自動的に実行されます。

edit コマンド を使 用 するには
1. sp_ctrl の現在のセッションでまだコマンド を発行していない場合は、sp_ctrl プロンプト にコマンド の最初の単語
を入力して、Enter キーを押します。そうでない場合は、このステップをスキップします( 表示されるオンラインヘルプ
またはエラーは無視します) 。
2. sp_ctrl プロンプト で、edit コマンド を発行して、一時テキスト ファイルを開きます。
sp_ctrl(sysA)> edit
3. テキスト ファイルで、エディタの標準コマンド を使用して、不要な文字を編集して削除し、コマンド 文字列を入力し
ます。
4. エディタの標準の保存コマンド で、ファイルを保存して終了します。コマンド がすぐに実行されます。
注： SharePlex には、edit コマンド 用のキーボード ショート カット も用意されています( 上矢印( h) およびスラッシュ( /)
キー) 。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

ユーザーには、以 前 のコマンドの権 限 レベル以 上 のものが必 要 です。

発行先：

以 前 のコマンドで影 響 を受 けるシステム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

edit | ed

使用できません

edit config
edit config コマンド は、非アクティブな設定ファイルを修正するために使用します。このコマンド は、SharePlex のデフォル
ト のテキスト エディタで設定を開きます。エディタにあるツールで設定を変更して保存します。
アクティブ設定は直接編集できません。アクティブ設定を copy config コマンド でコピーし、次にそのコピーを edit config
コマンド で編集できます。コピーをアクティベート したときは、元の設定がディアクティベート されます。
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。設定の内容を表示するには、view config
コマンド を使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)
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発行先：

source system

関 連 コマンド：

activate config、copy config、create config、list config、remove
config、rename config、verify config、view config

構文
基本コマンド

リモート オプション

edit config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

編集する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> edit config sales

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
があります。
例： sp_ctrl(sysB)>status on john/spot5489@SysA:8304

exit
exit コマンド は、sp_ctrl の現在のセッションを閉じるために使用します。sp_ctrl を閉じても、複製はシャット ダウンされ
ず、ユーザーが停止しない限り、すべての複製プロセスは中断なしに継続します。このコマンド で、そのシステムの sp_ctrl
によるセッションが中断されることはほとんどありません。sp_ctrl を再び実行するには、SharePlex バイナリのあるディレクト
リに変更して、./sp_ctrl コマンド を入力する( Unix および Linux システムの場合) か、sp_ctrl ショート カット をダブルクリッ
クします( Windows システムの場合) 。
exit コマンド には、[on host] オプションはありません。これは、sp_ctrl の実行を停止するシステムで発行する必要があ
ります。
このコマンド は、quit コマンド と同じです。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

quit

構文
基本コマンド

リモート オプション

exit | e

使用できません

expand
ワイルド カード 指定を展開して画面に表示するには、expand コマンド を使用します。これは特に、SharePlex 設定ファイ
ル内で Oracle ワイルド カード 指定を使用して、どのようなテーブルが複製対象になるのか分からない場合に役立ちます。
設定ファイル内での Oracle ワイルド カード の使用方法の詳細は、『SharePlex 管理者ガイド 』の「ワイルド カード を使っ
たソーステーブルの指定」を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

create config、edit config、show config、verify config
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

expand filespec

[not (list of exclusions)]

[ on host |

[for o.source_sid]

on host:portnumber |

[on host]

on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filespec

この引数は、コマンド 実行対象のワイルド カード を使用した Oracle オブジェ
クト (スキーマ所有者を含む) を指定します。for データソースオプションがない
場合は、スキーマとオブジェクト は複製内に存在しており、アクティブな設定内
に含まれていると仮定されます。
例：
sp_ctrl(sysA)> expand scott.%
この例の結果では、スキーマ scott 内のすべてのオブジェクト が表示されま
す。

not (list of exclusions)

not 表記で表されるこのオプションは、ワイルド カード を使用したスキーマとオ
ブジェクト からの特定の除外項目を記載します。
例：
sp_ctrl(sysA)> expand scott.% for o.oraA not (%"sal"%)
この例では、オブジェクト 名に「sal」が含まれるオブジェクト を除いて、oraA イ
ンスタンスからの scott スキーマ内にあるすべてのオブジェクト が表示されま
す。この例では、大文字と小文字を区別するために「sal」が引用符で囲まれ
ています。

for o.source_sid

このコマンド オプションは、アクティブな設定が存在せず、コマンド を実行する
Oracle インスタンスを指定する場合に使用します。
例：
sp_ctrl(sysA)> expand scott.%for o.oraA
この例の結果では、oraA インスタンスからのスキーマ「scott」内のすべてのオ
ブジェクト が表示されます。

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

flush
flush コマンド は、特定のポイント で Post プロセスを停止するために使用します。これは、データスト リームの中にマーカー
を配置し、マーカーのポイント で Post プロセスを自動的に停止します。このコマンド は、たとえば月末レポート を生成する
必要があるときなど、特定の時刻または日付で発行でき、ターゲット システム上のデータは、コマンド が発行された時刻に
ソースシステムにあったものを反映します。
バックアップを実行するとき、またはあるマニュアル化された SharePlex 手順に従うときは、ソースシステム上のユーザーアク
セスを停止した後で、flush コマンド を発行して、Post を停止する前に最後のト ランザクションが必ずターゲット データベー
スに post されるようにします。

Post の再 起 動
flush コマンド の後で生成された変更は、キューに蓄積し、Post を再び起動した後で、ターゲット インスタンスに適用され
ます。start post コマンド を発行するまで、Post は停止したままになります。Post は、同期を維持するために、停止された
場所のレコード を保持して、そのポイント から post を再開します。
重要： Post が停止されている間にユーザーがソースシステムに変更を継続した場合は、データが post キューに蓄積
し、使用可能なディスクスペースをすべて消費してしまうことがあります。できるだけ早く Post を起動することを覚えていて
ください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

stop
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

flush datasource

[to host]

[ on host |

[queue queuename]

on host:portnumber |

[to host queue queuename]

on login/password@host |

[to host@target_SID]

on login/password@host:portnumber ]

[to host@target_SID queue
queuename]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

datasource

この引数は、コマンド が影響するソースデータを指定します。追加オプション
がない場合は、これは、データをすべてのターゲット システム上のすべての
キューからフラッシュし、Post を停止ます。
datasource は o.SID として表されます。ここで SID は「ソース」の Oracle イ
ンスタンスの ORACLE_SID です。
例：
sp_ctrl(sysA)> flush o.oraA
この例では、インスタンス oraA のデータがすべてのターゲット システムにフラッ
シュされます。

to host

このオプションは、指定されたターゲット システムに複製されるすべてのデータ
をフラッシュします。他のターゲット システムへの複製は影響を受けません。
例：
sp_ctrl(sysA)> flush o.oraA to sysB
この例では、データが sysA から sysB にフラッシュされます。

queue queuename

このオプションは、指定された post キューのデータをフラッシュします。これは、
すべてのターゲット システム上のその名前のすべてのキューを通るデータをフ
ラッシュします。このオプションは、名前付き post キューがあるときに最も便利
です。
例：
sp_ctrl(sysA)> flush o.oraA queue sales
この例では、sales という名前の post キューがあるすべてのターゲット システ
ム上で、post キューである sales について、データがフラッシュされます。

to host queue queuename

このオプションは、指定されたターゲット システム上の指定された post キュー
のデータをフラッシュします。そのターゲット システムまたは他のターゲット システ
ム上のその他の post キューは影響を受けません。
例：
sp_ctrl(sysA)> flush o.oraA to sysB queue sales
この例では、sysB 上の post キューである sales について、データがフラッシュ
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コンポーネント

説明
されます。

to host@datadest

このオプションは、指定されたターゲット システム上の指定されたターゲット イン
スタンスにデータをフラッシュします。これは次のものに影響しません。
l

l

そのシステム上のその他のターゲット インスタンス
他のターゲット システム上の同じ ORACLE_SID のある他のターゲッ
ト インスタンス

この構文では構成要素は次の意味を持ちます。
l

l

host はターゲット システムの名前です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット インスタ
ンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl(sysA)> flush o.oraA to sysB@o.oraB
この例では、データが sysB 上のインスタンス oraB にフラッシュされます。
to host@datadest queue
queuename

このオプションは、指定されたターゲット システム上の指定された post キュー
およびターゲット インスタンスにデータをフラッシュします。これは次のものに影
響しません。
l

l

そのインスタンスの他の post キュー、またはそのシステム上の他の
ターゲット インスタンス
他のターゲット システム上の他の post キュー

この構文では構成要素は次の意味を持ちます。
l

l

l

host はターゲット システムの名前です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット インスタ
ンスの ORACLE_SID です。
queuename は post キューの名前です。

例：
sp_ctrl(sysA)> flush o.oraA to sysB@o.oraB queue sales
この例では、sysB 上のターゲット インスタンスの post キューである sales につ
いて、データがフラッシュされます。

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

help
help コマンド は、sp_ctrl 内での作業中に SharePlex コマンド のヘルプを表示するために使用します。
l

このコマンド を、オプションをつけずに使用すると、SharePlex コマンド グループのリスト が表示されます。

l

追加オプションを使用することで、各グループをド リルダウンして、特定のコマンド のヘルプが表示されます。

このコマンド には、[on host] オプションはありません。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

usage

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

help

{group_name}

使用できません

{command_name}
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

group_name

特定のヘルプを表示するために、各グループ内のコマンド を表示します。有
効な値は次のとおりです。
config
connect
info
maint
misc
param
properties
queues
run
sync
各グループ内のコマンド のリスト については、「一目で分かる SharePlex コ
マンド 」を参照してください。
例：
sp_ctrl(sysA)> help run
Control processes
abort service - Stop one or all replication processes
immediately.
shutdown - Shut down SharePlex.
start - Restart one or all stopped replication
processes.
startup - Start SharePlex if sp_cop was started with
-s option.
stop - Stop one or all replication processes
gracefully.

command_name

このオプションは、指定されたコマンド のヘルプを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> help start
Restart a SharePlex process that was stopped with a
"stop" or "abort service" command.

host
host コマンド は、sp_ctrl のデフォルト システムを確立するために使用します。デフォルト マシンを設定することで、それぞれ
のコマンド のために [on host] オプションを使用せずに一連のコマンド を入力できます。デフォルト システムへの TCP/IP 接
続は、sp_ctrl を終了するか、別の host コマンド を発行するまでアクティブなままになります。
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デフォルト システム名は、次のように sp_ctrl プロンプト の一部として表示されます。
sp_ctrl(hostname)>
デフォルト システムは、 sp_ctrl を実行しているマシンでも、そのマシンが TCP/IP で接続できる他のシステムでも構い
ません。
デフォルト 以外のシステムにコマンド を発行するには、別のシステムに一時的に接続するために、コマンド の [on host] オプ
ションを使用します。接続が終了したときは、デフォルト の sp_ctrl 接続に戻ります。
host コマンド は、sp_ctrl プロンプト の sp_ctrl の中からのみ発行できます。
ヒント ： sp_ctrl セッションのためのデフォルト のポート 番号を設定するには、port コマンド を使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

port

構文
基本コマンド

リモート オプション

host hostname

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

hostname

デフォルト として確立するマシンの名前。この名前は、ご使用のシステムの
/etc/hosts ファイル( Unix および Linux の場合) または hosts ファイル
( Windows の場合) にある必要があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> host sysB

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

hostinfo
hostinfo コマンド は、オペレーティングシステム、マシン名、OS バージョンおよびリビジョンを含むシステムのハード ウェアに関
する情報を表示するために使用します。コマンド 出力の例を以下に示します。
HP-UX sys1 B.11 A 9000/861

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

hostinfo

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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リモート オプション
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。
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

job status
前回の compare、compare using、repair、repair using、copy、または append ジョブのステータス、およびその他の
動作中のジョブのステータスを表示するには、job status コマンド を使用します。job status コマンド を使って、単一のジョ
ブまたはジョブの一部の詳細なステータスを表示したり、SharePlex が履歴を保有しているすべてのジョブのステータスを
表示したりすることができます。SharePlex は、SP_SYS_JOB_HISTORY_RETENTION パラメータで指定されるすべて
のジョブの履歴を保持しています。履歴およびジョブ処理ログの削除の詳細は、clear history および remove log コマン
ド を参照してください。

sp_ctrl (sysA) > job status
Job ID
PID
Host
Started
Job Type
Status

:861
:20571
: sysa.domm.com
:06-NOV-12 11:07:05
:Compare
:Processing - 4 objects completed
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ID Tablename
--1
4
5

-----------------------"SCOTT"."SRC_TEST1"
"SCOTT"."SRC_TEST4"
"SCOTT"."SRC_TEST5"

Status

Time

--------

---------

Out Sync
WaitMarker
Init

N/A
0:02
0:01

Total rows %Comp

Total
time

---------------------19
100
27392
27498

---------0:05
0:04
0:01

SharePlex が履 歴 を保 有 するすべてのジョブのサマリーを表 示 するには：
sp_ctrl (alvspxl11:8567)> job status all

Job ID Type

filename/tablename

Status

Started

-----------

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

--------

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

3441

Compare

prod.conf

Done errors

16-DEC-11 15:39

3442

Repair

scott.src_test4

Done

16-DEC-11 15:50

3443

Repair

prod.conf

Done

19-DEC-11 10:42

3444

Copy

"SCOTT"."SRC_TEST5"

Done

19-DEC-11 10:43

3445

Compare

scott.src_test33

Done errors

20-DEC-11 12:02

Completed
---------------16-DEC-11
15:40
16-DEC-11
15:50
19-DEC-11
10:42
19-DEC-11
10:43
20-DEC-11
12:03

ジョブのステータス詳 細 を表 示 するには：
sp_ctrl (alvspxl11:8567)> compare status detail

Job ID
PID
Host
Started
Job Type
Status

:3448
:763
: sysa.domm.com
:20-DEC-11 12:40:46
:Compare
:Done - 6 objects completed

Table ID
Table
From
To
Started
Percent complete
Total Rows
Rows processed
Rows out-of-sync
Status

:3448.3
:"SCOTT"."SRC_TEST3"
: sysa.domm.com@o.w111a64f
:"SYSPROD"."SRC_TEST3" sysb.domm.com@o.w111a64f
:20-DEC-11 12:40:55
:100%
:234452
:234452
:2
:Out Sync
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Status Elapsed
Total Elapsed
Inserts
Updates
Deletes

:N/A
:0:07
:2
:0
:0

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

copy status、append status、compare status、repair status

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

job status

[job_id]

[ on host |

[job_id.table_id]

on host:portnumber |

[all]

on login/password@host |

[full]

on login/password@host:portnumber ]

[detail]
[status]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

job_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID を持つジョブのステータス履歴を
表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status 2828.2

job_id.table_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID とテーブルを持つジョブのステー
タス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status 2828.HR.SRC_TEST3

all

各ジョブのサマリー行とデータベース内の履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status all
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コンポーネント

説明

full

ジョブ内の各オブジェクト のステータスを表示します。デフォルト で、job status
コマンド は完了していないオブジェクト のステータス、または例外ステータス付
きで完了したオブジェクト のステータスを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status2828 full

detail

レポート された各オブジェクト の詳細情報を表示します。デフォルト で、job
status コマンド は、レポート された各オブジェクト のサマリー行を表示します。
詳細情報は、job_id.table_id オプションで表示される情報と同じことに注意
してください。
例：
sp_ctrl(sysA)> job status detail

status

指定したステータスを持つ、前のジョブのステータス履歴を表示します。
sp_ctrl(SysA)> job status "Error"

リモート オプション
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。
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
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list config
list config コマンド は、ソースシステム上のすべてのアクティブおよび非アクティブ設定のリスト を表示するために使用しま
す。このコマンド は、次の情報を表示します。
l

l

l

l

File Name：設定の名前、それが修正された時刻と日付、およびファイルのサイズ。
State：設定がアクティブであるか非アクティブであるか。Active は、設定ファイルが現在複製に関係していることを
意味します。Inactive は、設定ファイルが現在複製に関係していないことを意味します。
Datasource：設定が複製するオブジェクト がある Oracle インスタンス。
Internal Name：アクティブ設定の内部コピーの名前。これは、SharePlex がそこから実際に複製するファイルで
す。この名前は、アクティブ設定がある場合はいつでも、State 見出しの下に表示されます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

view config、show config

構文
基本コマンド

リモート オプション

list config

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明

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

list param
list param コマンド は、SharePlex チューニングパラメータを表示するために使用します。オプションを使用しない場合は、
このコマンド は、基本パラメータ( ユーザーが設定可能なもの) およびそれらの現在の設定を表示します。表示には次のオ
プションを使用できます。
l

l

l

SharePlex ユーザーが変更してはいけないパラメータ( 内部パラメータ) を含むすべての SharePlex パラメータ。
デフォルト 値から値が変更されている基本パラメータと内部パラメータのみ( これらの設定は、SharePlex 変数
データディレクト リに記録されます) 。
SharePlex モジュールに従ってフィルタされた前述のオプションのいずれか。

パラメータは、「モジュール」によってグループ分けされており、各モジュールは、ソフト ウェアの機能コンポーネント を表してい
ます。次のテーブルは、ユーザーが設定できるパラメータがあるモジュール( Quest の指示なしに変更可能なもの) のリスト
です。

SharePlex パラメータモジュール
モジュール

名付け規約

制御される機能

analyze

SP_ANL

analyze config コマンド

capture

SP_OCT

Capture プロセス

compare

SP_DEQ

Compare コマンド

config

SP_OCF

設定のアクティベート プロセス

cop

SP_COP

sp_cop

export

SP_XPT

Export プロセス

import

SP_IMP

Import プロセス

logging

SP_SLG

SNMP 機能

post

SP_OPO

Post プロセス

open

SP_OPX

Open Target Post プロセス

queue

SP_QUE

SharePlex キュー
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モジュール

名付け規約

制御される機能

read

SP_ORD

Read プロセス

SNMP

SP_SNMP

SNMP のサポート

sync

SP_OSY

copy/append コマンド

システム

SP_SYS

システム関連項目

各 list param 表示は、パラメータの次の要素を表示します。
l

Name

l

Actual Value：パラメータの現在の設定および、異なる場合は、そのデフォルト 値。

l

Units：秒、キロバイト などのパラメータの測定単位または操作。

l

Set-At point：パラメータを設定した直後、影響を受けるプロセスを再起動した後、または sp_cop を再起動した
後という、set param コマンド を発行したときにパラメータがアクティブになるポイント 。

SharePlex パラメータの詳細については、「ユーザーが設定可能なパラメータの説明」を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

set param、reset param
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

list param

[basic | all | modified] [module]

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

基本

このオプションは、Quest サポート エンジニアまたは技術専門家の支援なし
にユーザーが設定できるパラメータを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> list param basic

all

このオプションは、basic ( ユーザーが設定可能) パラメータおよび internal
( Quest の指示なしには設定を変更してはいけないもの) を含めて、すべて
の SharePlex パラメータを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> list param all

modified

このオプションは、デフォルト 値から変更されているユーザーが設定可能な
パラメータおよび内部パラメータを一覧します。
例：
sp_ctrl(sysA)> list param modified

module

このオプションを使用すると、特定のモジュールのパラメータに出力が制限さ
れます。「SharePlex パラメータモジュール」を参照してください。
このオプションを使用する場合は、list param [all | modified] 構文の後に
指定します。
例：
sp_ctrl> list param all post
この例では、SharePlex は Post プロセスのすべてのパラメータを表示しま
す。

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

lstatus
lstatus コマンド は、ソースまたはターゲット システムの複製ステータスの詳細情報を表示するために使用します。このコマ
ンド は、sp_ctrl のなかで最も包括的な情報コマンド です。複製の状態を簡潔に表示するには、status コマンド を使用
します。
lstatus コマンド は以下の情報を表示します。
l

関連付けられたキューを含めて、複製プロセスのステータス

l

各プロセスのオペレーティングシステムのプロセス ID

l

プロセスが起動した時刻

l

プロセスが実行されているマシン

l

キューの中のメッセージ( SQL または SharePlex 操作) の数およびそれらの経過時間

l

マシンがソースシステムであるかターゲット システムであるか

l

sp_cop が起動してから発生したイベント

l

アクティブ設定のリスト
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lstatusコマンド は、次のものを含むキューに関する情報も表示します。
l

Type：そのキューの種類( capture キュー、export キュー、post キュー) 。

l

Queue name：キューの名前。デフォルト 名または、ユーザーが指定した名前付きキューの名前。

l

l

l

# Messages：キューの中のメッセージ数。SQL 操作におおよそ対応するメッセージ。ただし、LONG または LOB
列では 1 つの操作に複数のメッセージがある場合があります。逆に、配列挿入では、多数の操作のために 1 つの
メッセージが存在することがあります。
Size：キューの現在のサイズ。これは、データの量によって変わります。詳細は、「SharePlex キューの理解」を参
照してください。
Age：そのキューの中にある最も古いメッセージがそのキューに書き込まれた時間と最も新しいメッセージがその
キューに書き込まれた時間の間の時間差。

l

Oldest Msg Time：キューに入力された最も古いメッセージの日付および時刻。

l

Newest Msg Time：キューに入力された最も新しいメッセージの日付および時刻。

lstatus コマンド は、システムの使用方法、その設定活動、および発生したエラーなどのその他の情報も表示します。

SharePlex キューの理 解
次の解説は、SharePlex キューの統計を理解するのに役立ちます。

キューのサイズ
SharePlex はキューにメモリを使用しますが、チェックポイント リカバリシステムの一部としてデータは定期的にディスクに書き
込まれます。SharePlex キューファイルのデフォルト のサイズは、8 MB です。しかし、キューファイルは、スパースファイルで
す。つまり、システムの見地からは、ファイルサイズは 8 MB ですが、ファイルシステムは、キューに書き込まれるデータのため
にこのファイルの一部しか割り当てないことがあります。
これが、qstatus コマンド でキューサイズが 8 MB 未満に表示されることがある理由ですが、qstatus で表示されるもの
は、「実際のファイルサイズの本当の表示」ではありません。キューファイルのためのディスク使用量を予測するには、ファイ
ルシステムではなく、qstatus からの情報を使用してください。
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キューの数
普通は、post キューよりも capture および export キューのほうが、キューファイルの数が少なくなります。ソースシステムに
ある 1 つのキューファイルの中のデータは、ターゲット システム上の複数のサブキューファイルに分割されます。それぞれがお
およそソースシステム上のユーザーセッションに対応します。

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。次に、SharePlex キューの名付け規
約を説明します。
l

l

l

l

デフォルト の capture キューは、そのデータソースで識別されます。これは、o.ora64 など、o.SourceSID で表
現されます。
デフォルト の export キューは、SysA などソースシステムの名前で識別されます。
デフォルト の post キューは、ソースシステムの名前に datasource-datadestination を付けて識別されます。ここで
datasource は o.sourceSid であり、datadestination は o.targetSID です。たとえば、lajolla (o.ora10ao.ora10b) となります。
名前付き export および post キューは、デフォルト 名ではなく、ユーザーが割り当てた名前で識別されます。名前
付きキューの詳細は、『SharePlex 管理者ガイド 』を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

qstatus、show、show statusdb、status

構文
基本コマンド

リモート オプション

lstatus

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

orainfo
orainfo コマンド は、SID を含む Oracle データベース情報を表示するために使用します。次に表示の例を示します。
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 のデータベースアカウント が作成されなかった場合、statusdb が削除された場合、またはサポート 対象外の
バージョンの SharePlex でコマンド が実行された場合、次の情報が表示されます。
sp_ctrl (alvspxl11:2101)> orainfo

Oracle information not available

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Viewer (3)
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発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

orainfo

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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

port
port コマンド は、sp_ctrl から、デフォルト 以外の TCP/IP ポート 番号で実行されている sp_cop のインスタンスに接続す
るために使用します。sp_cop のデフォルト のポート 番号は、2100( SharePlex がインスト ールされたときのデフォルト ポー
ト ) または SP_COP_TPORT および SP_COP_UPORT パラメータで設定されたユーザー定義ポート です。
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sp_ctrl の現在のセッションの中で発行されるすべてのコマンド は、sp_ctrl が終了されるまで、指定されたポート で実行
される sp_cop に影響を与えます。sp_ctrl の新しいセッションは、デフォルト ポート 番号またはユーザー定義ポート
( SharePlex のインスタンスに対して定義されていた場合) に接続します。

port コマンド を使 用 するとき
sp_cop の 1 つのインスタンスを実行しているときは、port コマンド を使用する必要があります。起動時に、sp_ctrl では、
最初にユーザー定義ポート の存在をチェックすることで、ポート 番号が決定されます。ユーザー定義ポート が存在しない場
合は、デフォルト のポート 番号( 2100) が設定されます。
専用ポート で sp_cop の複数のインスタンスを実行しており( 集約レプリケーションの場合など) 、それらのインスタンスのた
めに、SP_COP_TPORT および SP_COP_UPORT パラメータでデフォルト ポート が設定されていないときは、port コマン
ド を使用します。複数の sp_cop インスタンスに対してコマンド を発行するには、インスタンスごとに sp_ctrl のセッションを
開き、port コマンド を使用して各セッションのポート を設定します。
sp_ctrl を起動するときに port コマンド が必要な場合は、SharePlex は、次のように通知します。
“Your tcp port is not set properly or 'sp_cop' is not running.”
この警告は、sp_cop が実行されていないか、デフォルト 以外のポート で実行されていることを示します。
port コマンド はリモート マシンからは発行できないので、[on host] オプションはありません。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

host

構文
基本コマンド

リモート オプション

ポート 番号

使用できません

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

number

使用するポート 番号。port とポート 番号の間にはスペースが必要です。
例：
sp_ctrl> port 2200

purge config
purge config コマンド は、キュー自体を削除したり、設定をディアクティベート したりせずに、設定に関連付けられたすべて
のキューからデータを削除するために使用します。ディアクティベート しないことで、SharePlex は設定データを再計算する
必要がなくなります。多数の大きなテーブルが存在する場合、これにより時間を節約し、複製を素早く開始できます。
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purge config は、ソースシステムで発行し、ソースシステムおよび設定されたルート にあるすべてのターゲット システムが影
響を与えられます。いずれかの SharePlex プロセスが purge config の処理前、または処理中に停止した場合は、このコ
マンド も動作を停止します。プロセスが再び起動したときは、コマンド は動作を再開します。これにより、ネット ワークが一
時的に使用できない場合でも、接続が回復するまでコマンド がキューに残って、purge config は機能できます。

purge config コマンド の使 用 上 の注 意
l

l

設定をアクティベート してから activate config コマンド のあとで purge config コマンド を使用しないでくださ
い。キューにあるデータだけでなく、複製を制御する設定データもパージされることがあり、activation が無効にな
ります。
同じソースシステムに複数のアクティブ設定が存在するときは、それぞれのためのレプリケーションスト リームを分け
る名前付き export キューが存在する場合にのみ、purge config コマンド を使用します。名前付き export キュー
がない場合は、SharePlex は 1 つの export キューからすべての複製データを 1 個所に集めるために、1 つの設定
のための purge config コマンド によってそれらのすべてのデータが削除されます。名前付きキューの作成方法は、
『SharePlex 管理者ガイド 』の第 5 章を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

abort config、deactivate config

構文
基本コマンド

リモート オプション

purge config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

パージする設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> purge config sales

リモート オプション
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

qstatus
qstatus コマンド は、任意のシステム上の capture、post、export キューの統計を表示するために使用します。これは、
各キュー内のメッセージの数、それらの経過時間、およびキューの現在のサイズを表示します。一般に、「メッセージ」はお
およそ SQL 操作に対応しますが、LONG または LOB 列では 1 つの操作に複数のメッセージが存在することがあ
り、配列挿入の多数の操作のためにただ 1 つのレコード が存在することがあります。メッセージは、内部 SharePlex 操
作になることがあります。

qstatus コマンドを使 用 するとき
qstatus コマンド は次の目的で使用します。
l

複製プロセスに読み取られるか、ターゲット データベースに Post されるのを待機しているデータがあるかどうかを
判断する。

l

メッセージが蓄積する速度を分析することで、SharePlex が処理する速度を見積もる。

l

使用可能なディスクスペースを超過しないように、キューのサイズを表示する。

l

l

ある種の操作手順で、すべてのキューが空であることが必要なとき、またはシステムメンテナンス、アップグレード な
どの管理タスクのために複製をシャット ダウンする必要があるときに、すべてのキューが空であることを確認する。
データが非同期になる可能性があるターゲット システム上のユーザー活動が存在するか判断する。
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出 力 について
l

l

l

l

l

キューの中の number of messages は、読まれていないメッセージとともに、次の SharePlex プロセスが読
むメッセージを反映します。そのチェックポイント リカバリシステムの一部として、SharePlex は、次のプロセスに送
信されたメッセージのコピーを保持します。これらのメッセージは、そのプロセスによる受け取りが確認されたときに、
削除されます。
Backlog フィールド は、次の SharePlex プロセスがまだ読んでいないメッセージの数を示します。
Age フィールド は、そのキューの中にある最も古いメッセージがそのキューに書き込まれた時間と最も新しいメッ
セージがそのキューに書き込まれた時間の間の時間差です。
Post キューが存在するシステムに capture キューと export キューも存在する場合、このシステムはソースシステム
とターゲット システムの両方として使用されていることを示します。
Size フィールド は、キューの実際のサイズを示します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

lstatus、show

構文
基本コマンド

リモート オプション

qstatus

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

quit
quit コマンド は、sp_ctrl の現在のセッションを閉じるために使用します。sp_ctrl を閉じても、複製はシャット ダウンされ
ず、ユーザーが停止しない限り、すべての複製プロセスは中断なしに継続します。このコマンド で、そのシステムの sp_ctrl
によるセッションが中断されることはほとんどありません。sp_ctrl を再び実行するには、SharePlex バイナリのあるディレクト
リに変更して、./sp_ctrl コマンド を入力する( Unix および Linux システムの場合) か、sp_ctrl ショート カット をダブルクリッ
クします( Windows システムの場合) 。
quit コマンド には、[on host] オプションがありません。これは、sp_ctrl の実行を停止するシステムで発行する必要がありま
す。このコマンド は、exit コマンド と同じです。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

exit

構文
基本コマンド

リモート オプション

quit | q

使用できません

reconcile
reconcile コマンド は、データベースユーザーへの中断を最小にとどめながら、ソースおよびターゲット データを再同期( イン
スタンス化) する手順の一部として使用します。reconcile コマンド は、進行中の複製の結果を、ターゲット システムに適
用されるソースデータのコピー( ホット バックアップやネイティブのコピーユーティリティによって適用されたものなど) との間で調
整します。reconcile 機能では、post キュー内に複製された変更内容を回復プロセス後のターゲット データベースの状態
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と比較します。このコマンド では、回復中に適用されたト ランザクションを、まだ適用されていないト ランザクション( post
キューで待機中) と区別し、両方のシステムが同期されるように重複していない変更だけを Post します。

reconcile コマンド は、高ボリューム環境で使用するように設計されていますが、一部の状況では、調整処理が停止して
いるように見えることを理解すれば、低ボリューム環境でも使用できます。これは、reconcile がソースシステムから到着し
つづ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、調整プロセスは、ソースの活動が再開するまで待機します。

reconcile コマンド を使 用 するときの考 慮 事 項
ソースおよびターゲット データの初期同期の具体的な手順に続いて reconcile コマンド を使用してください。スタンド アロ
ンのコマンド として使用することは想定していません。初期同期の手順については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照して
ください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ターゲット システム

関 連 コマンド：

flush

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

reconcile queue queuename for
datasource-datadest

[seq sequence_
number]

[ on host |

[scn scn_number]

on login/password@host |

[to flush]

on login/password@host:portnumber ]

on host:portnumber |
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明*

queue

queue は構文の必須部分です。

queuename

調整するターゲット システム上の post キュー。有効な値は次のとおりです。
l

デフォルト のキューを使用している場合は、ソースシステムの名前

l

名前付きキューを使用している場合は、キューの名前

名前付き post キューを使用しているときは、reconcile をそれぞれに発行し
ます。キューの名前を判断するには、sp_ctrl で qstatus コマンド を発行しま
す。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。
for datasource-datadest

l

l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで SID は、ソースインス
タンスの ORACLE_SID です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット インスタ
ンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl (sysB)> reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraB
この例では、ソースインスタンスである oraA からターゲット インスタンスである
oraB へのデータスト リームである、デフォルト の post キューの o.oraA-o.oraB
に関してデータが調整されます。
seq sequence_number

( Oracle) このオプションは、同期手順で Oracle ターゲット データを確立する
ために Oracle ホット バックアップが使用されているときに使用します。 これは、
SharePlex に Oracle がその回復に使用しているものと同じログの末尾に調
整するように指示します。
l

l

seq は構文の必須部分です。
sequence_number は、Oracle が回復するログのシーケンス番号で
す。

この構文は、基本コマンド の構文の後につける必要があります。 このオプショ
ンは、[to flush] オプションとともに使用しないでください。
例：
sp_ctrl (sysB)> reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraB seq
1234
この例では、データは、デフォルト の post キューの o.oraAo.oraB について、
Oracle ログ番号 1234 の末尾に調整されます。
scn scn_number

( Oracle) このオプションは、同期手順で Oracle ターゲット データを確立する
ために Oracle ホット バックアップが使用されているときに使用します。これは、
SharePlex に、特定の Oracle SCN( System Change Number) まで調整
するように指示します。
l

scn は構文の必須部分です。
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コンポーネント

説明*
l

scn_number は、Oracle が回復する SCN です。

この構文は、基本コマンド の構文の後につける必要があります。このオプショ
ンは、[to flush] オプションとともに使用しないでください。
例：
sp_ctrl (sysB)> reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraB scn
0123456789
この例では、データは、デフォルト の post キューの o.oraAo. oraB について、
Oracle SCN 0123456789 まで調整されます。
to flush

( Oracle) このオプションは、flush コマンド で確立したフラッシュマーカーに調
整するために使用します。これは、ピアト ゥピアレプリケーション環境で複数の
Oracle データベースを同期するために使用します。
この構文は、基本コマンド の構文の後につける必要があります。このオプショ
ンは、[seq sequence_number] オプションとともに使用しないでください。
例：
sp_ctrl (sysA)> reconcile queue SysA for o.oraA-o.oraB to flush
この例では、データは、デフォルト の post キューの o.oraAo. oraB について、
SharePlex flush コマンド によって確立されたマーカーポイント まで調整されま
す。

リモート オプション
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。
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
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redo
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。
このコマンド は、sp_ctrl の中からのみ発行できます。つまり、オペレーティングシステムのコマンド ラインからは直接発行で
きません。このコマンド には、[on host] オプションはありません。
SharePlex には、redo コマンド と同じタスクを実行するキーボード ショート カット が用意されています。sp_ctrl でスラッシュ
または上矢印を押すと、前のコマンド が実行されます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

以 前 のコマンドを「再 実 行 」するには、ユーザーはそのコマンド権 限 レベル以 上 のも
のを持 つ必 要 があります。

発行先：

以 前 のコマンドで影 響 を受 けるシステム。

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

redo | / | r

使用できません

remove config
remove config コマンド は、システムから恒久的に設定ファイルを削除するために使用します。このコマンド は、確認のた
めのプロンプト を「表示せず」、設定ファイルの削除は取り消すことができません。 アクティブ設定は削除できません。アク
ティブ設定を削除するには、それをまずディアクティベート します。
ヒント ： 設定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 ora_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。設定を回復するには、Event Log
を表示して、その設定ファイルの activation ID を判断し、それから SharePlex 変数データディレクト リの save サブディレ
クト リの中で .conf.actid ファイルを探します。ここで、actid は Event Log から取得した activation ID です。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

deactivate config、list config、show config、view config

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

122

構文
基本コマンド

リモート オプション

remove config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

削除する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> remove config sales

リモート オプション
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。
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
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remove log
compare、compare using、repair、copy、および append コマンド は、ソースとターゲット の両方でログファイルを生成
します。ジョブ情報とソースログファイルは、ジョブが SP_SYS_JOB_HISTORY_RETENTION よりも古くなった場合、また
は clear history コマンド が使用された場合にクリーンアップされます。データベースからジョブ履歴をクリーンアップせずに、
ソース上のログファイルを削除する、またはターゲット からログファイルを削除するには、remove log コマンド を使用します。
例：
sp_ctrl> remove log age 5
Logs removed

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

compare、repair、copy、append

構文
基本コマンド

リモート オプション

remove log {all | age days | copy | compare}

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

all

この引数は、すべてのログを削除します。
例：
sp_ctrl(sysA)> remove log all

age days

この引数は、指定日数よりも古いログを削除します。
例：
sp_ctrl(sysA)> remove log age 10

copy

この引数は、copy または append コマンド のログを削除します。
例：
sp_ctrl(sysA)> remove log copy

compare

この引数は、compare/repair コマンド のログを削除します。
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コンポーネント

説明
例：
sp_ctrl(sysA)> remove log

リモート オプション
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。
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

rename config
rename config コマンド は、設定ファイルに異なる名前を付けるために使用します。システム上の設定ファイルの中で一
意の名前を使用します。
アクティブ設定は名称変更できません。アクティブ設定を名称変更するには、それをまずディアクティベート します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

copy config、edit config、list config、view config
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構文
基本コマンド

リモート オプション

rename config {filename to newname

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename to newname

l

filename は、名称変更する設定の名前です。設定名には、大文
字と小文字の区別があります。

l

to は構文の必須部分です。

l

newname は、設定に与える新しい名前です。

例：
sp_ctrl(sysA)> rename config sales to sales2

リモート オプション
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。
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
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repair / repair using
repair および repair using コマンド ( repair コマンド として総称) を使用して、単一または複数のターゲット テーブル内の
非同期行を修復します。
l

l

repair コマンド は、個別のターゲット テーブルか、ワイルド カード の使用によって特定のスキーマ内のターゲット テー
ブル( 任意の数) を修復します。個別のテーブルの修復時には、カラムベースのフィルタリングによって、修復対象と
して選択される行を制御できます。
repair using コマンド は、アクティブな設定内に列挙されているか、アクティブな設定内のテーブルのサブセット を
含む別ファイル内に列挙されている、すべてのターゲット テーブルを修復します。

repair コマンド は最初に比較を実行して、修復の必要がある行を特定してから、修復を実行します。テーブルの比較方
法の詳細については、「compare/compare using」を参照してください。
注: 実行中の比較または修復は、どんな方法でもソーステーブルに影響しません。SharePlex は、読み取りの一貫性
のクエリのためだけにデータベースにログインし、ソーステーブルのロックは短時間です。SharePlex は処理中にターゲット
テーブルを短時間ロックしますが、ユーザーはロックについてほとんど、またはまったく気付かずにそれらのテーブルにアクセス
を継続できます。

サポート される操 作
SharePlex は、DML 操作( INSERT、UPDATE、DELETE) によって引き起こされたターゲット テーブル内の非同期行を
検出して修復できます。特定のデータ型とオブジェクト の比較および修復のサポート 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。

サポート されていない
l

l

l

SharePlex は、次の比較および修復をサポート していません( スキップします) 。
o

VARRAY 内部の UDT。他の UDT がサポート されています。

o

シーケンス。

o

ト ランスフォーメーションが使用されたテーブル。

o

ソースとターゲット サーバー間でデータを渡すために使用されるパススルーサーバーが使用されるネット ワー
ク設定。

o

ソースおよびターゲット ( ソース上の CLOB、ターゲット 上の BINARY、またはその逆) に異なるスト レージを
持つ XMLtype。Like to like compare/repair がサポート されています。

o

VARRAY 型は SDO_GEOMETRY または ST_GEOMETRY の内部にはありません。

カスケード レプリケーション環境では、比較および修復はサポート されていません。
比較または修復するテーブルには DDL を実行しないでください。比較では、SharePlex がサポート する状態を含
め、DDL 操作によって引き起こされた非同期状態を検出しません。DDL によってテーブル定義が変更された場
合、比較処理によって作成された SELECT 文が無効化され、比較が必要な行が取得されます。次のエラーは、
DDL が発生したことを示します。
Oracle Error:ORA-01466: unable to read data - table definition has changed
DDL によって引き起こされた非同期状態を修正すれば、repair コマンド を使用して行のデータを再同期できま
す。
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l

255 文字を超える比較および修復コマンド 文字列は、サポート されていません。これはオペレーティングシステムの
制限です。この制限を回避するには、ソースシステムで edit コマンド を使用します。テキスト ファイル内にコマンド
文字列を入力して、コマンド により自動的にファイルを実行させることができます。

compare および compare using でサポート されるデータ型についての追加情報は、『SharePlex リリースノート 』を
参照してください。

その他 の条 件
l

l

l

l

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。
複製の遅延により、比較および修復プロセスのパフォーマンスが低下します。ターゲット 上の比較および修復プロ
セスを生成するソースからのメッセージは、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。またデータバック
ログによって引き起こされる遅延によって、生成メッセージが遅延し、ソースプロセスの読み取りの一貫性が失われ
る可能性があります。可能な場合は、オフピーク時に比較と修復を実行します。
複製または修復するテーブルは切り詰めないでください。比較コマンド は、開始時に各ソーステーブルのスナップ
ショット を取ります。テーブルが切り詰められた場合、スナップショット の中のテーブルビューが切り詰められ、コマンド
が無効な非同期状態を返すことがあります。

repair 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。

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

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
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期行が消失する可能性があります。
l

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。

特 別 な使 用 事 例
次のシナリオでは、比較の実行時に特別な処理が必要です。
使用事例

サポート の比較

集約レプリ
ケーション

中央データベース内のターゲット テーブルには、投稿元のソースデータベースよりも多くの行が存在してお
り、多くの場合、ソースデータベースよりも多くの列が存在します。このような環境で repair コマンド を使
用する場合は、特別な考慮が必要です。
repair using コマンド
集約レプリケーションは、repair using コマンド によってサポート されていません。repair using コマンド に
よって、ソーステーブルに存在しないターゲット 行が意図せず削除されることがあります。
回避策としては、集約レプリケーションに関係するテーブルを除外する設定のサブセット を作成し、代わ
りにサブセット の設定を修復します。repair コマンド を使用して、集約レプリケーションに関係するテーブ
ルを修復することができます。
repair コマンド
集約レプリケーションは、ターゲット データベースと Post プロセスが、ソースホスト の ID を各行に追加する
ように設定されている場合にサポート されます。中央のターゲット テーブルの正しい行を比較または修復
するには、targetwhere オプションを使用して、ソース ID 値の where 句を比較の基準とします。
たとえば、企業の Eastern 本社のデータベース内のテーブルを中央の企業データベースの正しい行と比
較するには、Eastern データベースの「East」 のソース ID を使用して、その値の targetwhere 句を比
較の基準とします。repair コマンド で同じ targetwhere 句を使用します。比較および修復プロセスは、
ソース ID 値を使用して、Eastern データベースで有効な行のみを選択します。
重要!この設定をセット アップするには、『SharePlex 管理ガイド 』の「中央データスト アを維持するための
複製の設定」を参照してください。ソース ID を特定する以外の集約レプリケーションの実装で比較また
は修復コマンド を使用すると、ターゲット 行が意図せず削除されることがあります。
ターゲット 行を正確に選択できるようにするには、targetwhere オプションと where オプションを組み合
わせる必要があります。

ピアト ゥピア
レプリケー
ション

ピアト ゥピア設定では、どのシステムが信頼されるソースシステムで、どちらがセカンダリシステム、つまり
ターゲット システムであるかを判断する必要があります。セカンダリシステムは、修復が実行されるシステ
ムです。ピアト ゥピア環境で比較または修復を実行する前に、次のステップに従います。
1. セカンダリシステムでのユーザーアクセスを停止し、そのシステムからの複製された操作が信頼さ
れるソースデータベースに post するのを待ちます。ユーザーはソースデータベースへのアクセスを
継続できます。
2. ソースおよびセカンダリシステムで qstatus コマンド を発行します。
3. キューの中のメッセージが 10 個以下である場合は、ソースシステムから比較を実行します。
4. 比較時に、sp_desvr および sp_declt の起動後に、ソースデータベースおよびセカンダリデータ
ベースへのユーザーアクセスを許可できます。
5. ユーザーをテーブルからロックせずに、ターゲット テーブルの選択した行を修復するには、where
オプションを指定した repair コマンド を使用します。

キーなしの
テーブル

比較および修復コマンド は、ソースおよびターゲット システムに ORDER BY 句付きで SELECT 文を発
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使用事例

サポート の比較
行します。大規模なテーブルにプライマリキーまたは一意の NULL 以外のキーとインデックス( 一意のイ
ンデックスが望ましい) がある場合は、順序付けが速くなります。それ以外の場合は、すべての列がキー
として使用されます。
一意の行識別子はないが、行を一意として識別できる列がテーブルに 1 つ以上ある場合は、orderby
オプションを指定した compare コマンド を使用できます。このオプションを使用すると、SharePlex は、
ソースシステム上の sp_desvr ログに、コマンド がそれらの列をキーとして使用したという通知を書き込
みます。

ソーステーブ
ルよりも多く
の列がある
ターゲット
テーブル

repair および repair using コマンド は、ソーステーブルにないターゲット 列を無視します。修復は次の
作業を行ないます。
l

l

l

UNIQUE 制
約が含まれ
るテーブル

INSERT は、ソーステーブルの中に対応する列があるターゲット 列に値を挿入しますが、追加の
列には挿入しません。NOT NULL 制約があるがデフォルト 値のない列では、Oracle エラーが発
生します。ターゲット テーブルの余分な列では、デフォルト 値を使用することをお勧めします。
UPDATE は、ソーステーブルの中に対応する列があるターゲット 列の値を再同期しますが、追
加の列の値にはこれを行いません。
DELETE は、ターゲット テーブルの中の追加の列によって影響を受けません。これは、repair コ
マンド が、一致する列の中の列データに基づいて行を選択するためです。

UNIQUE 制約が定義されている列では、repair または repair using コマンド によって一意制約違反エ
ラーが返されることがあります。次の例では、それぞれ 2 列があるソースおよびターゲット テーブルが示さ
れています。最初の列は主キーであり、2 番目の列には UNIQUE 制約があります。

SharePlex がターゲット テーブルの行 1 を修復してソースと一致させようと試みると、値「ABC」がすでに
行 2 に存在しているので、列 2 の UNIQUE 制約によってエラーが返されます。ターゲット テーブルの行 2
でも、同じことが起こります。これは「XYZ」がすでに行 1 に存在しているためです。回避策は、次のとお
りです。
l

l

LOB 列が含
まれている
テーブル

ターゲット テーブルで UNIQUE 制約を無効にしてから repair コマンド を実行し、修復が終了し
た後で制約を再び有効にします。
一意制約違反が発生したターゲット 行を削除してから修復を再実行して、SharePlex が正し
いデータを行に挿入できるようにします。

いずれかのターゲット テーブルに LOB 列が存在する場合、修復時間は長くなります。修復を高速化す
るには、SP_DEQ_SKIP_LOB パラメータを 0 に設定して、LOB 列が比較および修復でスキップされる
ようにします。詳細については、次を参照：304 ページの 「SP_DEQ_SKIP_LOB」。

repair の仕 組 み
repair は、DML 操作によって引き起こされたターゲット テーブル内の非同期状態を修復します。
l

余分な行または消失した行

l

値が一致しない行
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repair の条 件
repair および repair using コマンド は、次の修正用の SQL 文を発行します。
l

ソース側に行が存在しているが、ターゲット 側にない場合は、SharePlex は INSERT 文を発行します。

l

ターゲット 側に行が存在しているが、ソース側にない場合は、SharePlex は DELETE 文を発行します。

l

l

ターゲット の行がソースの行と異なり、キー列が一致する場合は、SharePlex はソースの値に基づいて
UPDATE 文を発行します。
repair または repair using コマンド を Oracle パーティション化テーブルで使用している場合、repair プロセスの
デフォルト 動作は、INSERT および DELETE だけを使用して行を修復することです。UPDATE を必要とする修復
は、DELETE とそれに続く INSERT に変換されて、UPDATE によって行がパーティションを変更し、テーブルで行
の移動ができなくなるエラーを防止します。SharePlex が INSERT、UPDATE、および DELETE を正しく使用し
てパーティション化テーブルを修復するように、修復動作を変更できます。詳細については、次を参照：303 ページ
の 「SP_DEQ_PART_TABLE_UPDATE」。

プロセス
repair は常に、ターゲット テーブル内の非同期状態を特定するための比較を伴います。repair または repair using コマ
ンド を実行すると、SharePlex が次のイベント シーケンスを開始します。
1. sp_cop プロセスが、ソースシステムで sp_desvr( サーバー) プロセスを起動します。
2. sp_desvr プロセスが、sp_ctrl インターフェイスの制御および使用をユーザーに戻します。複製は、比較の実
行中も継続されます。
3. sp_desvr プロセスが Post にメッセージを送信して、ターゲット システムで sp_declt( クライアント ) プロセスを
開始します。
4. サーバおよびクライアント のプロセスは、互いに直接通信を確立します。
5. 行の選択と修復は、次のように進行します。
l

l

l

repair コマンド を使用している場合、sp_desvr はソーステーブルから、sp_declt はターゲット テーブルか
らそれぞれ行を選択します。行の並べ替え、比較、および修復が行われます。
repair using コマンド を使用している場合は、sp_desvr プロセスはターゲット システム上に多数の処理
スレッド を作成します。SP_DEQ_THREADS パラメータの設定値によって、作成するスレッド の数を制御
します。各スレッド は、sp_declt( クライアント ) プロセスを 1 つ起動します。サーバおよびクライアント のプロ
セスは、互いに直接通信を確立します。処理負荷は、クライアント のプロセス間で分散されます。各ソー
スおよびターゲット テーブルから取得された行の選択、並べ替え、比較、および修復が行われます。修復
中のターゲット テーブルはロックされます。修復が完了すると、ロックが解除されます。
順番が回ってきた修復対象ターゲット テーブルはロックされます。作業が完了すると、ロックは解除されま
す。

6. 処理が終了すると、プロセスはそれぞれのログファイルに情報を書き込みます。処理の結果は、show repair コ
マンド で表示できます。

エラー処 理
修復用の SQL 文を適用しているときにデータベースエラーが発生した場合は、SharePlex はその文から先の修復を停止
して、以前に適用した有効な文だけをコミット します。このために、テーブルは部分的に修復されますが、まだ非同期になっ
ていることがあります。repair status コマンド は、この状況をアラート で通知します。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

131

SQL ログファイルの管 理
compare および repair コマンド は、非同期行の修復に必要な SQL をログファイルと同じ場所の SQL ファイルに書
き込みます。compare コマンド のみが発行される場合、SharePlex はこれらの SQL 文を実行しません。repair コマン
ド が発行される場合、このコマンド は compare コマンド と同一の機能を実行しますが、SQL 文を実行して非同期行を
修復する点が異なります。
SQL ログファイルの出力は抑制できます。このファイルを抑制する理由はいくつかあります。
l

l

データには機密情報が含まれています。SQL ログファイルはクリアテキスト で書き込まれます。SQL ログファイルを
作成しないことで、機密データがディスクに保存されず、保存データのセキュリティ要件( PCI コンプライアンス基準
への対応に必要な要件など) を満たす可能性があります。
比較または修復されたテーブルには、膨大な非同期行があります。このサイズのログファイルは、大量のディスク領
域を消費することがあります。

SQL ログファイルを抑制するには、compare または repair コマンド で nosqllog オプションを使用します。
現在の SharePlex インスタンスの実行中に compare および repair のすべての実行で SQL ログファイルの出力を抑制
するには、SP_SYS_SECURE_MODE 環境変数を 1 に設定します。この変数は SharePlex を起動する前に設定する
必要があります。sp_cop プロセスを実行中の場合は、この変数の設定後にプロセスを再起動する必要があります。この
環境変数が設定された状態で sp_cop を実行すると、compare および repair コマンド はデータを SQL ファイルに記録
せず、Post プロセスはデータを SharePlex エラーログに記録しません。
詳細については、次を参照：359 ページの 「SharePlex 変数」。

複 数 のプロセスの実 行
すべての compare および repair コマンド を使用すると、複数のプロセスを同時に実行できます。
l

l

複数の compare および repair コマンド は同時に動作して、ソースおよびターゲット テーブルのペアをそれぞれ処
理できます。また、1 つのコマンド で Oracle ワイルド カード を使用して、複数のテーブルのセット を指定することもで
きます。SharePlex が、ワイルド カード をサポート する方法の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「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。
compare using および repair using コマンド は、ファイル全体で動作します。たとえば、設定ファイル全体の
テーブルを比較または修復したり、1 つ以上の比較ファイルを作成したり、ターゲット テーブルのサブセット に影響
を与えるファイルを修復 したり、これらを同時に実行したりすることができます。手順については、コマンド 構文を参
照してください。

複製プロセス、比較および修復プロセスを含めて、最大で 20 個の SharePlex プロセスが、同時に post キューを使
用できます。任意の時間に最大で 5 つの比較および修復プロセスを実行することをお勧めします。compare using
および repair using コマンド を使用すると、プロセスごとにさらに多くのテーブルを比較することで、20 個というプロセス
制限を回避できます。
制限に達したために比較または修復が失敗した場合、SharePlex はメッセージをイベント ログに記録します。
注：複数のコマンド をより簡単に実行するには、edit コマンド を使用して、以前のコマンド を編集して新しいコマンド を作
成します。

設 定 のサブセット の修 復
次の方法で、アクティブな設定のサブセット を修復できます。
l

単一のスキーマに属する、レプリケーション内のすべてのターゲット テーブルを修復するには、repair コマンド をワイ
ルド カード とともに使用します。
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sp_ctrl> repair scott.%
l

設定ファイル内のすべてのターゲット テーブルを修復するには、repair using コマンド を使用します。
sp_ctrl> repair using myconfig

l

単一のターゲット ルート 内のすべてのターゲット テーブルを修復するには、repair using コマンド を at オプション
付きで使用します。
sp_ctrl> repair using config.active at prodsys@o.ora112

l

設定内のテーブルのカスタムサブセット を修復するには、対象を修復ファイル内で指定します。これは、修復対象
のターゲット を持つソーステーブルのみを列挙したプレーンテキスト ファイルです。ターゲット テーブルは、このコマンド
が発行された時点で、設定ファイルから取得されます。修復ファイルを作成するには、create config または
copy config コマンド を使用します。このファイルには、設定ファイルではないことを明確に示す名前を付けてくださ
い。詳細については、コマンド 構文を参照してください。

修 復 対 象 の行 の制 御
compare および repair コマンド には、処理のために選択された行をフィルタリングできる where オプションがありま
す。デフォルト では、これらのコマンド はテーブルのすべての行に影響を与え、ソーステーブルに含まれていないターゲット
テーブルの列は無視します。
l

l

l

ソーステーブルとターゲット テーブルの同じ名前の列に基づいて行をフィルタリングするには、where オプションを使
用します。
垂直分割レプリケーションを使用するテーブルに対しては、where オプションを使用します。ソース列とターゲット
列は、別の名前にすることができます。ソース列の where の選択をベースにします。SharePlex は、設定ファイル
から列マッピングを読み取り、ターゲット テーブルの正しい WHERE 句を作成します。
1 つ以上の追加の列が、ソースまたはターゲット テーブルのいずれかに存在し、これらの行に行の一意性を決定す
る値が含まれている場合は、sourcewhere および targetwhere オプションを使用します。
l

ソーステーブルに追加の列が含まれている場合は、sourcewhere を使用します。

l

ターゲット テーブルに追加の列が含まれている場合は、targetwhere を使用します。

このオプションを正しく使用するには
l

追加の列に対してのみ、sourcewhere または targetwhere オプションを使用します。

l

ソースとターゲット の両方で同じ名前を持つ他の列には、標準の where オプションを使用します。

l

SharePlex は、where オプションと sourcewhere または targetwhere オプションを組み合わせて完全
な WHERE 句を作成します。

重要! 追加の行を持つターゲット テーブルに対して比較と修復の両方を実行する予定がある場合は、UPDATE
および DELETE を比較するために、targetwhere のみを使用します。repair コマンド は、INSERT の正しい
値を判別できません。この問題を回避するには、追加の列にデフォルト 値を設定するか、挿入した行を手動で更
新します。

プロセスの識 別
comparison または repair コマンド が発行されるたびに、ジョブ ID が sp_ctrl ディスプレイに表示されます。sp_ctrl ディス
プレイを利用できない場合は、compare status コマンド を実行してジョブ ID を表示できます。
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sp_ctrl でのステータスと結 果 の表 示
修復のステータスまたは結果を表示するには、sp_ctrl で repair status コマンド を使用します。
l

l

この基本コマンド では、最後に実行された repair ジョブの処理ステータス、およびまだ完了していないその他の
ジョブが表示されます。
その他のオプションを利用して、履歴が存在しているすべての repair ジョブのサマリステータス、または特定のジョ
ブの詳細情報を表示することもできます。

詳細については、「repair status」を参照してください。

警 告 およびエラーの表 示
sp_desvr および sp_declt プロセスは、実行するシステムにログファイルを書き込みます。ログは、SharePlex 変数デー
タディレクト リの log サブディレクト リに保存されます。
sp_desvr プロセスによって書き込まれるログの名前は desvr_JobID_SID_pProcessID.log です。ここで、
l

JobID は、SharePlex が割り当てたジョブ ID です。

l

SID は、ソーステーブルが存在する Oracle インスタンスの、ORACLE_SID です。

l

ProcessID は、sp_desvr プロセスのプロセス ID です。

sp_declt プロセスによって書き込まれるファイルの名前には、declt_JobIDTableID_ SID_SourceHost_pProcessID に
.log または .sql のいずれかが付けられます。ここで、
l

JobID は、ジョブに SharePlex が割り当てたジョブ ID です。

l

TableID は、ジョブ内のテーブルに対して SharePlex が割り当てたテーブル ID です。

l

SID は、ソーステーブルが存在する Oracle インスタンスの、ORACLE_SID です。

l

SourceHost は、ソースホスト の名前または IP アド レスです。

l

ProcessID は、sp_declt プロセスのプロセス ID です。

ログファイル名の例：
desvr_606_ora112_p14610.log
declt_606-1_ora112_prodsys_p6528.log
declt_606-1_ora112_prodsys_p6528.sql
ディスク使用量を制御するために、ログは循環的にエージングされます。SharePlex は、現在のログが設定されたサイズの
制限に達すると、新しいログファイルを生成します。新しいログが最大数のログまで作成されると、SharePlex は最も古い
ログの上書きを開始します。

repair ジョブのキャンセル
実行中の comparison または repair ジョブを停止するには、cancel コマンド を使用します。
sp_ctrl(sysA)>cancel JOBID
詳細については、「cancel」を参照してください。
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比 較 履 歴 とログの管 理
SharePlex は、ソースシステム上のデータベース内で完了した各ジョブの履歴を保持します。SP_SYS_JOB_
HISTORY_RETENTION パラメータは、履歴が保持される期間を制御します。
必要に応じて、この履歴を消去するには、clear history コマンド を使用します。SharePlex によってジョブの履歴が削除
されると、履歴のソースであったログファイルも削除されます。
データベースからジョブ履歴を消去せずに、ソースシステムからログファイルを削除するには、remove log コマンド を使用し
ます。また、このコマンド を使用して、ターゲット システムから古いログファイルを削除することもできます。
ログファイルのサイズを制御するには、SP_DEQ_LOG_FILESIZE パラメータを設定します。

バッチサイズの制 御
プロセスが SELECT クエリを作成するときにフェッチされる行ブロックのサイズを制御できます。ブロックサイズは、SP_
DEQ_MALLOC パラメータで設定した値に基づいて 計算されます。この値は、使用する比較スレッド の数で均等に分割
され、次に、加算されたすべての列サイズに基づいて再計算されます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

compare/compare using

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

repair owner.source_table
[.partition]

[ at target_host@o.target_sid ] |

[ on host |

[ for o.source_sid ] |

on host:portnumber |

[hint “hint”] |

on login/password@host |

[ {include | exclude} "column_list" ] |

on
login/password@host:portnumber
]

[ insertonly ] |
[ key ] |
[ nosqllog ] |
[ not "exception_list" ] |
[ onepass ] |
[ orderby "column_list” ] |
[ parallelism degree ] |
[ port port_number ] |
[ sourcewhere “clause” ] |
[ threads thread_count ] |
[ targetwhere “clause” ] |
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基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

[ to target_owner.target_table
[.partition] ] |
[ where “clause” ]
repair using filename

[ key ] |

[ on host |

[ onepass ] |

on host:portnumber |

[ port port_number ] |

on login/password@host |

[ threads threads_count ] |

on
login/password@host:portnumber
]

[ parallelism degree ]

構 文 の説 明
必 要 なコマンド コンポーネント
コンポーネント

説明

repair owner.source_table[.partition]

この基本コマンド は、すべてのターゲット 行ですべてのソース行を修復
します。
owner.source_table は、ソーステーブルの所有者および名前です。
“HR”.emp のように、大文字小文字の区別を強制したり、名前の中
にスペースを使用したりする場合は、二重引用符を使用します。
ワイルド カード を使用したテーブル名( 所有者名ではありません) がサ
ポート されています。修復するには、このコマンド でワイルド カード を満
たすテーブルを、アクティブな複製設定で( 明示的にまたはワイルド
カード で) リスト する必要があります。SharePlex によるワイルド カード
処理の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「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。
例：
sp_ctrl(sysA)>repair scott.emp

repair using filename

この基本コマンド は、filename で列挙されたターゲット テーブル内のす
べての非同期行を修復します。
filename は、修復するターゲット を持つソーステーブルの名前を含む
ファイルの名前です。
例：
sp_ctrl(sysA)>repair using sales

オプションのコマンド コンポーネント
コンポーネント

説明

at target_host@o.target_sid

repair コマンド に有効
ソーステーブルが複数のターゲット システムに複製される設定で、1 つ
のターゲット テーブルに限定して修復します。
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コンポーネント

説明
target_host は、ターゲット システムの名前です。
target_sid は、ターゲット Oracle インスタンスの ORACLE_SID で
す。
例：
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp at prod@o.prodsid

for o.SID

repair コマンド に有効
ソーステーブルを含む Oracle インスタンスを指定します。同じソース
テーブルがシステム上の複数の Oracle インスタンス内に存在する場
合に使用します。
SID は、ソースインスタンスの ORACLE_SID です。SID には大文字と
小文字の区別があり、oratab ファイル、V$PARAMETER テーブル、
または Windows レジスト リの表示内容と同じように入力する必要が
あります。
使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につける必要
がありますが、他のオプションと任意の順序でつけることができます。
例：
sp_ctrl (SysA)>repair scott.emp for o.oraA

hint "hint"

repair コマンド に有効
SELECT 文の Oracle ヒント が含まれます。ヒント は、ソースおよび
ターゲット システムで使用します。
“hint” は、標準の Oracle ヒント ( 2000 文字以内) です。ヒント 全体
を二重引用符で囲みます。ヒント 文字列では、冒頭の /*+ および末
尾の */ を省略します。これらは SharePlex によって付加されます。
使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につける必要
がありますが、他のオプションと任意の順序でつけることができます。
例：
sp_ctrl (SysA)>repair scott.emp where “file >001005” hint
“emp(salary)”
オペレーティングシステムのコマンド ラインから repair を実行する場
合、引用文字列には追加のエスケープ用 二重引用符を付加する必
要があります。
/productdir/bin/sp_ctrl repair scott.emp hint “\“emp(salary)\””

{include | exclude} "(column_list)"

repair コマンド に有効
修復対象の列をフィルタします。
l

l

修復する列を指定するには、include を使用します。他の列
は修復されません。キー列はすべて include 句に含める必要
があります。
exclude を使用すると、exclude で指定した列を除く、すべ
ての列が修復されます。キー列を exclude で除外しないでく
ださい。
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コンポーネント

説明
(column_list) は、含める列または除外する列のリスト です。
l

l

l

l

l

各名前はコンマで区切ります。列の名前にスペースが含まれ
ていない限り、リスト 内でスペースを使用することはできませ
ん。
列リスト は二重引用符で囲みます。
列挙する列の順序は任意です。並べ替えは昇順で行われま
す。
列名には、大文字と小文字の区別がありません。
このオプションを使用する場合は、コマンド の必須引数の後に
付ける必要がありますが、他のオプションと任意の順序で付け
ることができます。

注意： 修復されなかった非同期行が列に残る可能性があります。
例：
sp_ctrl (SysA)>repair scott.emp exclude "color, weight"
insertonly

repair コマンド に有効
INSERT 文に限定してターゲット テーブルを修復します。
例：
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp insertonly

key

repair および repair using コマンド に有効
サイズの大きなテーブルの高速な比較および修復を実行します。この
コマンド はすべてのデータ値を比較するわけではなく、次のいずれかに
限定して比較します。
l

PRIMARY キー列または非 NULL の UNIQUE キー列。
または

l

orderby オプションで指定された列。テーブルにキーがない場
合、このオプションを使用します。

キー列または orderby 列が一致しない場合、SharePlex は行全体
をいったん削除してソース値に基づいて再挿入してから修復します。
重要! このオプションの使用には注意が必要です。キーの値が一致し
ても、キー列以外の列が非同期になっていることがあります。
使用する場合、このオプションは必要なコマンド 引数の後に指定する
必要があります。他のオプションと一緒に任意の順序で使用できま
す。
このオプションは、SharePlex キー定義 に対する修復の基準として使
用しないでください。SharePlex キー定義の詳細については、
『SharePlex 管理ガイド 』の「一意のキーの定義」を参照してくださ
い。
例：
sp_ctrl (SysA)>repair scott.emp key
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysA)>repair using sales key

nosqllog

SQL ログファイルの出力を抑制します。このファイルには、非同期行の
修復に必要な SQL が含まれています。このファイルを出力しない場
合、いくつかの理由が挙げられます。
l

l

not “exception_list”

データには機密情報が含まれています。SQL ログファイルはク
リアテキスト で書き込まれます。SQL ログファイルを作成しな
いことで、機密データがディスクに保存されず、保存データのセ
キュリティ要件( PCI コンプライアンス基準への対応に必要な
要件など) を満たす可能性があります。
比較または修復されたテーブルには、膨大な非同期行があり
ます。このサイズのログファイルは、大量のディスク領域を消費
することがあります。

repair コマンド に有効
テーブル指定にワイルド カード が含まれている場合に修復の対象から
除外するため、テーブルの例外リスト を指定します。
"exception_list" は、修復しないテーブル名のリスト です。
l

l

owner.tablename のフォーマット を使用します。
各名前はコンマで区切ります。リスト 内では、スペースを使用
できません。

l

リスト を二重引用符で囲みます。

l

任意の順序でテーブルをリスト します。

l

このオプションを使用する場合は、コマンド の必須引数の後に
付ける必要がありますが、他のオプションと任意の順序で付け
ることができます。

例：
sp_ctrl(SysA)>repair scott.% not (%temp%)
onepass

repair および repair using コマンド に有効
compare と repair を同時に実行するには、このオプションを使用しま
す。サイズの大きい非同期テーブルに対して使用します。
通常、修復は最初に compare、次に repair( このとき、ターゲット テー
ブルはロックされます) という 2 つのパスで実行されます。この両方のパ
スで一貫性のあるビューが必要です。onepass を使用すると、比較
クライアント が一貫性のあるビューマーカーを受信した直後にターゲット
テーブルがロックおよび修復されます。
例：
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp onepass

orderby “column_list”

repair コマンド に有効
比較する行を並べ替えるときに repair プロセスの ORDERBY 句で使
用する列を指定します。このオプションによって、プライマリキーまたは

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

139

コンポーネント

説明
一意キーを持たないテーブルに対して修復を実行できるようになりま
す。
"column_list" は、ORDERBY 句で使用する列の名前です。
l

l

l

l

l

l

各名前はコンマで区切ります。列の名前にスペースが含まれ
ていない限り、リスト 内でスペースを使用することはできませ
ん。
列リスト は二重引用符で囲みます。
列挙する列の順序は任意です。並べ替えは昇順で行われま
す。
列名には、大文字と小文字の区別がありません。
このオプションを使用する場合は、コマンド の必須引数の後に
付ける必要がありますが、他のオプションと任意の順序で付け
ることができます。
オペレーティングシステムのコマンド ラインから repair を実行す
る場合、引用文字列には追加のエスケープ用 二重引用符を
付加する必要があります。
/productdir/bin/sp_ctrl repair scott.emp orderby “\“Last
Name,Division\””

例：
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp where “file >001005”
orderby “Last Name,Division”
parallelism degree

repair および repair using コマンド に有効
並列ヒント を SELECT 文に付加します。degree では、並列処理の
次数を設定します。
例：
sp_ctrl(sysA)>repair scott.emp parallelism 4
sp_ctrl(sysA)>repair using sales parallelism 4

port port_number

repair および repair using コマンド に有効
ソースまたはターゲット システムの SharePlex のバージョンが 8.0 より
前の場合、下位互換性のために使用できます。
サーバプロセスとの通信に使用するクライアント プロセスのソースシステ
ム上のポート を指定します。以前のバージョンの SharePlex では、通
信は双方向で、クライアント とサーバ間の通信では、ランダムなポート
番号がデフォルト で選択されていました。このオプションは、ランダムな
ポート 選択を、ファイアウォールで必要とされるような特定のポート 番
号で上書きします。
例：
sp_ctrl(sysA)>compare scott.emp port 1234

sourcewhere “clause”

repair コマンド に有効
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コンポーネント

説明
対象の列がターゲット テーブル内に存在しない場合、ソーステーブル
内の 1 つまたは複数の列を repair の基準にします。
l

l

l

l

clause を二重引用符で囲み、テーブルを完全修飾名
( scott.emp など) で参照します。
大文字小文字の区別を強制したり、テーブル名の中にスペー
スを使用したりする場合は、二重引用符を使用します。
日付は、'YYYYSMMDDHH24MISS' のフォーマット にする必
要があります。日付をこのフォーマット に変換するには、Oracle
の TO_DATE 関数を使用します。たとえば、c1 が DATE 列
である場合、WHERE 句 "c1 > '10-SEP-2001'" は無
効ですが、"c1 > to_date('10- SEP-2001', 'DDMON-YYYY')" は有効です。
オペレーティングシステムのコマンド ラインから repair を実行す
る場合、次の例のように、引用文字列には追加のエスケープ
用 二重引用符を付加する必要があります。
sp_ctrl> repair scott.emp sourcewhere “\“file
>001005\””

l

使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につ
ける必要がありますが、他のオプションと任意の順序でつける
ことができます。

Example #1:
sp_ctrl(sysA)>repair scott.emp sourcewhere “file
>001005”
Example #2:
次の例は、sourcewhere と where のオプションを組み合わせて目的
の結果を得る方法を示しています。sourcewhere 句を使用するの
は、ソースの repair プロセスに限定されますが、where 句を使用する
のは、ソースとターゲット の両方の repair プロセスです。
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp sourcewhere “deptno =
200” where “mgr = ‘SMITH’”
targetwhere "clause"

repair コマンド に有効
対象の列がソーステーブル内に存在しない場合、ターゲット テーブル
内の 1 つまたは複数の列を repair の基準にします。
l

l

clause を二重引用符で囲み、テーブルを完全修飾名
( scott.emp など) で参照します。
大文字小文字の区別を強制したり、テーブル名の中にスペー
スを使用したりする場合は、二重引用符を使用します。
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コンポーネント

説明
l

l

日付は、'YYYYSMMDDHH24MISS' のフォーマット にする必
要があります。日付をこのフォーマット に変換するには、Oracle
の TO_DATE 関数を使用します。たとえば、c1 が DATE 列
である場合、WHERE 句 "c1 > '10-SEP-2001'" は無
効ですが、"c1 > to_date('10- SEP-2001', 'DDMON-YYYY')" は有効です。
オペレーティングシステムのコマンド ラインから比較を実行する
場合、引用文字列には追加のエスケープ用 二重引用符を
付加する必要があります。
/productdir/bin/sp_ctrl repair scott.emp targetwhere
“\“file >001005\””

l

使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につ
ける必要がありますが、他のオプションと任意の順序でつける
ことができます。

Example #1:
sp_ctrl(SysA)> repair scott.emp targetwhere “file
>001005”
Example #2:
次の例は、sourcewhere と where のオプションを組み合わせて目的
の結果を得る方法を示しています。targetwhere 句を使用するの
は、ターゲット の repair プロセスに限定されますが、where 句を使用
するのは、ソースとターゲット の両方の repair プロセスです。
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp where “deptno = 200”
targetwhere “mgr = ‘SMITH’” repair
threads thread_count

repair および repair using コマンド に有効
repair プロセスによって使用される処理スレッド 数を設定します。
例：
sp_ctrl(sysA)>repair scott.emp threads 4
sp_ctrl(sysA)>repair using sales threads 4

to target_owner.target_table [.partition]

repair コマンド に有効
ソーステーブル内のいずれか 1 つのターゲット に限定して修復します。
ソーステーブルが複数のターゲット システムに複製され、ターゲット テー
ブルの名前が異なる場合に使用します。
このオプションを使ってターゲット パーティションを指定することもできま
す。
例：
( パーティションの修復)
sp_ctrl(SysA)>repair scott.emp to scott.allemp.east

where “clause”

repair コマンド に有効
ソースおよびターゲット システムの両方の SELECT 文に、WHERE 句
を含めます。WHERE 句は、特定の行を修復するフィルタとして機能
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コンポーネント

説明
します。
"clause" には、サブクエリを含まない標準の WHERE 句を指定しま
す。
l

l

l

l

clause を二重引用符で囲み、テーブルを完全修飾名
( scott.emp など) で参照します。
大文字小文字の区別を強制したり、テーブル名の中にスペー
スを使用したりする場合は、二重引用符を使用します。
日付は、'YYYYSMMDDHH24MISS' のフォーマット にする必
要があります。日付をこのフォーマット に変換するには、Oracle
の TO_DATE 関数を使用します。たとえば、c1 が DATE 列
である場合、WHERE 句 "c1 > '10-SEP-2001'" は無
効ですが、"c1 > to_date('10- SEP-2001', 'DDMON-YYYY')" は有効です。
使用するときは、このオプションは必須コマンド 引数の後につ
ける必要がありますが、他のオプションと任意の順序でつける
ことができます。

例：
sp_ctrl (SysA)>repair scott.emp where “region=4”

リモート オプション
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。
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
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repair status
前回実行した compare または repair ジョブのステータスを表示するには、repair status コマンド を使用します。repair
status コマンド を使って、単一の compare/repair ジョブの詳細なステータスまたは compare/repair ジョブの一部の表
示、SharePlex が履歴を保有しているすべての compare/repair ジョブのステータスの表示を行えます。
repair status コマンド の使用方法の詳細と例については、job status コマンド を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

copy status、append status、compare status、job status

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

repair status

[job_id]

[ on host |

[job_id.table_id]

on host:portnumber |

[all]

on login/password@host |

[full]

on login/password@host:portnumber ]

[detail]
[status]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

job_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID を持つジョブのステータス履歴
を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> repair status 2828.2

job_id.table_id

指定した、SharePlex が割り当てたジョブ ID とテーブルを持つジョブのス
テータス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> repair status 2828.HR.SRC_TEST3

all

各ジョブのサマリー行とデータベース内の履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> repair status all
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コンポーネント

説明

full

ジョブ内の各オブジェクト のステータスを表示します。デフォルト で、job
status コマンド は完了していないオブジェクト のステータス、または例外ス
テータス付きで完了したオブジェクト のステータスを表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> repair status2828 full

detail

レポート された各オブジェクト の詳細情報を表示します。デフォルト で、job
status コマンド は、レポート された各オブジェクト のサマリー行を表示します。
詳細情報は、job_id.table_id オプションで表示される情報と同じことに注
意してください。
例：
sp_ctrl(sysA)> repair status detail

status

指定したステータスを持つ、前のジョブのステータス履歴を表示します。
例：
sp_ctrl(SysA)> repair status “Error”

リモート オプション
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。
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
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report
テーブルの copy/append 履歴を表示する場合に、このコマンド を使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

copy/append

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

report

source_owner.source_
table

[ on host |

[copy | append]

on login/password@host |

[toeditor]

on login/password@host:portnumber ]

on host:portnumber |

[for o.source_sid]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

source_owner.source_table

このオプションは、同期レポート 用のソーステーブルを指定します。ソース所
有者とテーブル名のコンポーネント 間には、スペースを入れないでください。
例：
sp_ctrl(SysA)> report s_user1.sync_single_tbl

copy | append

このオプションは、copy または append に固有の結果を返します。
例：
sp_ctrl(SysA)> report copy s_user1.sync_single_tbl
sp_ctrl(SysA)> report append s_user1.sync_single_tbl

toeditor

このオプションはターゲット を設定します。
例：
sp_ctrl(SysA)> report s_user1.sync_single_tbl toeditor
sp_ctrl(SysA)> report copy s_user1.sync_single_tbl toeditor

for o.source_sid

このオプションは、提供された SID に固有の結果を指定するために用いられ
ます。
例：
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(SysA)> report s_user1.sync_single_tbl for o.source_sid1
sp_ctrl(SysA)> report copy s_user1.sync_single_tbl for o.source_
sid1

リモート オプション
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。
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

reset encryption key
reset encryption key コマンド を使用して、AES 暗号化キーを削除します。SharePlex 暗号化の設定手順の詳細に
ついては、『SharePlex 管理ガイド 』の「ネット ワーク上でのデータの暗号化」を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

create encryption key、set encryption key、show encryption key
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構文
基本コマンド

リモート オプション

reset encryption key

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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

reset param
reset param コマンド は、パラメータの設定をそのデフォルト 値にリスト アするために使用します。変更は、次のように、パラ
メータの set-at ポイント に基づいて有効になります。
l

l

l

Live の set-at ポイント では、変更はすぐに有効になります。
Restart Process の set-at ポイント では、変更は、影響を受ける SharePlex プロセスが次回起動されたとき
に有効になります。
Restart Cop の set-at ポイント では、変更は、影響を受ける sp_cop が次回起動されたときに有効になります
( システムをリブート 「しないで」ください) 。
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コマンド オプションの使 用
SharePlex パラメータをリセット する場合のガイド ラインは次のとおりです。
l

l

「グローバル」ベースで set param コマンド で設定( プロセス固有のオプションなし) したパラメータをリセット するに
は、オプションなしで reset param コマンド を使用します。
「プロセス固有」の値があるパラメータ( set param のプロセス固有のオプションの 1 つで設定) をリセット するに
は、reset param のプロセス固有のオプションの 1 つを使用します。プロセス固有のオプションは、次のモジュール
でのパラメータとして使用できます。

モジュール

名付け規約

制御される機能

export

SP_XPT

Export プロセス

import

SP_IMP

Import プロセス

capture

SP_OCT

Capture プロセス

post

SP_OPO

Post プロセス

read

SP_ORD

Read プロセス

現 在 のパラメータ設 定 の表 示
SharePlex パラメータの名前、それらの値および set-at ポイント 、プロセス固有の値が有効になっているかどうかを表示す
るには、次の例で示されているように、list param コマンド を使用します。これには、Export プロセスのグローバル値と
sysB への Export のプロセス固有の値の両方が示されています。

パラメータ名

Actual Value

Unit

Set at

---------------------SP_XPT_SO_SNDBUF

--------------------0

-----------bytes

-----------Restart Process

SP_XPT_SO_SNDBUF

1024

bytes

Restart Process

To sysB.ABC.com
Default Value:0

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

list param、set param
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構文
基本コマンド

プロセス固有のオプション

リモート オプション

reset param
{paramname

[to host]

[ on host |

[from host]

on host:portnumber |

[for datasource]

on login/password@host |

[for datasource-datadest]

on login/password@host:portnumber ]

[queue queuename]
重要： このコマンド を使用しはじめる前に、このマニュアルをすべて確認してください。正しくない使い方をすると、ターゲット
データが消失したり、非同期状態になることがあります。

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

paramname

そのデフォルト 値をリスト アするパラメータの名前。この引数には大文字と小
文字の区別がありません。
例：
sp_ctrl(sysA)> reset param SP_XPT_SO_SNDBUF
これは、システム上のすべての Export プロセスのパラメータをリセット します。

プロセス固 有 のコマンド オプション
オプション

説明

to host

このオプションは、指定されたターゲット システムへの Export プロセスの
Export パラメータ( SP_XPT_) をリセット します。コマンド の効果を名前付き
エクスポート キューに関連付けられた Export プロセスに限定するには、この
オプションに続けて [queue queuename] オプションを指定します。
例：
sp_ctrl(sysA)> reset param sp_xpt_so_sndbuf to sysB
この例では、sysB への Export についてパラメータがリセット されますが、他
の Export プロセスは影響を受けません。

from host

このオプションは、指定されたソースシステムからの Import プロセスの
Import パラメータ( SP_IMP_) をリセット します。コマンド の効果を名前付き
エクスポート キューに関連付けられた Import プロセスに限定するには、この
オプションに続けて [queue queuename] オプションを指定します。
例：
sp_ctrl(sysD)> reset param sp_imp_wcmt_msgcnt from sysC
この例では、sys C からの Import についてパラメータがリセット されますが、
他の Import プロセスは影響を受けません。

fordatasource

このオプションは、指定された Oracle インスタンスの Capture または Read
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オプション

説明
パラメータ( SP_OCT_ または SP_ORD_) をリセット します。
l

datasource は o.SID として表されます。ここで SID は、ソースイン
スタンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl(sysA)> reset param sp_oct_replicate_dload for o.oraA
この例では、インスタンス oraA からの Capture プロセスについてパラメータ
がリセット されますが、他の Capture プロセスは影響を受けません。
for datasource-datadest

このオプションは、1 つのデータベースから他のデータベースへデータを post
するすべての Post プロセスについて、 Post パラメータ( SP_OPO_) をリセッ
ト します。コマンド の効果を名前付き post キューに関連付けられた Post プ
ロセスに限定するには、このオプションに続けて [queue queuename] オプ
ションを指定します。
l

l

datasource は o.SID として表されます。ここで SID は、ソースイン
スタンスの ORACLE_SID です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット インス
タンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl(sysC)> reset param sp_opo_cont_on_err for o.oraAo.oraC
この例では、oraC に複製するインスタンス oraA の Post プロセスについて
パラメータがリセット されますが、他の Post プロセスは影響を受けません。
queue queuename

このオプションは、指定された名前付きキューに関連付けられた Export、
Import または Post プロセスのパラメータをリセット します。
例：
sp_ctrl(sysA)> reset param sp_opo_poster_delay queue QA
この例では、名前付き post キューの QA に関連付けられた Post プロセス
についてパラメータがリセット されますが、他の Post プロセスは影響を受けま
せん。

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

set encryption key
set encryption key コマンド を使用して、create encryption key コマンド で生成された AES 暗号化キーを設定しま
す。設定した暗号化キーは、Export および Import プロセスで使用されます。
暗号化キーは、ソースシステムとターゲット システムで設定する必要があります。
AES 暗号化の設定の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

create encryption key、show encryption key、reset encryption key

構文
基本コマンド

リモート オプション

set encryption key key

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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構 文 の説 明
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

リモート オプション
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。
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

set log
set log コマンド は、show log コマンド のデフォルト パラメータを設定するために使用します。このコマンド は次の項目のデ
フォルト を設定します。
l

ログから抽出する最大行数

l

画面に一度に表示する最大行数
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l

項目を表示する方向( 最新から最古、または最古から最新)

このコマンド でどのパラメータでも設定でき、また一度にすべてのパラメータも設定できます。このコマンド には、[on host] オ
プションはありません。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

show log、view log options

構文
基本コマンド

リモート オプション

set log {maxlines=number | lpp=number | reverse | forward}

使用できません

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filespec

この引数は、コマンド 実行対象のワイルド カード を使用した Oracle オブジェ
クト (スキーマ所有者を含む) を指定します。for データソースオプションがない
場合は、スキーマとオブジェクト は複製内に存在しており、アクティブな設定内
に含まれていると仮定されます。
例：
sp_ctrl(sysA)> expand scott.%
この例の結果では、スキーマ scott 内のすべてのオブジェクト が表示されま
す。

maxlines=number

このオプションは、show log コマンド で表示されるログの最大行数のデフォル
ト を設定するために使用します。このオプションは、単独で使用でき、また他
のどの set log コマンド オプションと組み合わせても使用できます。
例：
sp_ctrl(sysA)> set log maxlines=50
sp_ctrl(sysA)> set log maxlines=50 lpp=34 reverse

lpp=number

このオプションは、show log コマンド で表示される画面当たりの行数のデフォ
ルト を設定するために使用します。このオプションは、単独で使用でき、また
他のどの set log コマンド オプションと組み合わせても使用できます。
例：
sp_ctrl(sysA)> set log lpp=34
sp_ctrl(sysA)> set log maxlines=50 lpp=34 reverse
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コンポーネント

説明

reverse

このオプションは、最新のエント リから show log の出力を開始するために使
用します。このオプションは、単独で使用でき、また他のどの set log コマンド
オプションと組み合わせても使用できます。
例：
sp_ctrl(sysA)> set log reverse
sp_ctrl(sysA)> set log maxlines=50 lpp=34 reverse

forward

このオプションは、最も古いエント リから show log の出力を開始するために
使用します。このオプションは、単独で使用でき、また他のどの set log コマ
ンド オプションと組み合わせても使用できます。
例：
sp_ctrl(sysA)> set log forward
sp_ctrl(sysA)> set log maxlines=50 lpp=34 forward

set param
set param コマンド は、SharePlex パラメータの値を変更するために使用します。新しい設定は、次のように、パラメータの
set-at ポイント に基づいて有効になります。
l

l

l

Live の set-at ポイント では、変更はすぐに有効になります。
Restart Process の set-at ポイント では、変更は、影響を受ける SharePlex プロセスが次回起動されたとき
に有効になります。
Restart Cop の set-at ポイント では、変更は、次回 sp_cop を起動したときに有効になります。システムをリブート
「しないで」ください。

パラメータのデフォルト 値 からの変 更
パラメータをデフォルト 値から変更すると、SharePlex は、すべてのユーザー定義のパラメータ値が保存される変数データ
ディレクト リにその変更を記録します。デフォルト 値は、製品ディレクト リ内の param-defaults ファイルに保存されます。
ほとんどの SharePlex パラメータのデフォルト 設定は、ほとんどの複製操作に対して妥当なものですが、一部には、必要
に応じて権限のある SharePlex ユーザーが変更できるものがあります。これらのパラメータは、list param basic コマ
ンド で表示されます。
他のパラメータは、ユーザーが変更できないものと考えられます。これらのパラメータは、list param all コマンド で表示され
ます。Quest の Development または Technical Support チームの指示がない場合、または SharePlex ガイド でマニュア
ル化された手順に従うのでなければ、これらのパラメータは変更しないでください。これらのパラメータに詳しくない場合は、
これらを変更すると複製に悪影響が及ぶことがあります。

コマンド オプションの使 用
次に、set param コマンド オプションの使用方法を説明します。
l

基本の set param コマンド ( オプションなし) では、sp_cop のインスタンスについて、グローバルベースのパラメータ
を設定します。たとえば、次のコマンド では、sp_cop の 1 つのインスタンスで生み出されたすべての Export プロセ
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スに関してパラメータが設定されます。
sp_ctrl(sysA)> set param SP_XPT_SO_SNDBUF 1024
l

次の複製プロセスのパラメータは、「プロセス固有」にできます。これにより、sp_cop の 1 つのインスタンスから実
行されているプロセスの複数のインスタンスに対応するために、同じパラメータに異なる値を設定することができま
す。

モジュール

名付け規約

制御される機能

export

SP_XPT

Export プロセス

import

SP_IMP

Import プロセス

capture

SP_OCT

Capture プロセス

post

SP_OPO

Post プロセス

read

SP_ORD

Read プロセス

プロセス固有の値は、同じパラメータのグローバル値とともに使用することができます。たとえば、SysC に転送するものを除
いて、すべての Export プロセスについてグローバルに SP_XPT_SO_SNDBUF を設定できます。そして SysC への転送に
ついては、[to host value] プロセス固有オプションを使用して、異なる値を設定できます。

現 在 のパラメータ設 定 の表 示
SharePlex パラメータの名前、それらの値および set-at ポイント 、プロセス固有の値が有効になっているかどうかを表示す
るには、次の例で示されているように、list param コマンド を使用します。これには、Export プロセスのグローバル値と
sysB への Export のプロセス固有の値の両方が示されています。
パラメータ名

Actual Value

Unit

Set at

---------------------SP_XPT_SO_SNDBUF

--------------------0

-----------bytes

-----------Restart Process

SP_XPT_SO_SNDBUF

1024

bytes

Restart Process

To sysB.ABC.com
Default Value:0

パラメータのデフォルト 値 への変 更
パラメータの設定をそのデフォルト 値に戻すには、reset param コマンド を使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

list param、reset param
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グローバル設 定 のための構 文
基本コマンド

リモート オプション

set param paramname value

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

プロセス固 有 の設 定 のための構 文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

set param {

[queue queuename]

[ on host |

paramname to host value |

on host:portnumber |

paramname from host
value |

on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

paramname for datasource
value |
paramname for
datasource-datadest value
}

グローバル設 定 のための構 文 の説 明
コンポーネント

説明

paramname value

l

l

paramname は、設定するパラメータの名前です。この引数には大
文字と小文字の区別がありません。
value はパラメータの新しい値です。

例：
sp_ctrl(sysA)> set param SP_XPT_SO_SNDBUF 1024
この例では、システム上のすべての Export プロセスについて、パラメータがグ
ローバルに設定されます。

プロセス固 有 の設 定 のための構 文 の説 明
コンポーネント

説明

to host value

このオプションは、指定されたターゲット システムへのすべての Export プロセス
の Export パラメータ( SP_XPT_) を設定します。変更を名前付き export
キューに関連付けられた Export プロセスに限定するには、[queue
queuename] オプションをつけて、このオプションを使用します。
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コンポーネント

説明
l

host はターゲット システムの名前です。

l

value はパラメータの新しい値です。

例：
sp_ctrl(sysA)> set param sp_xpt_so_sndbuf to sysB 1024
この例では、sysB への Export についてパラメータが設定されますが、他の
ターゲット システムへの Export プロセスは影響を受けません。
from host value

このオプションは、指定されたソースシステムからのすべての Import プロセスの
Import パラメータ( SP_IMP_) を設定します。変更を名前付き export キュー
に関連付けられた Import プロセスに限定するには、[queue queuename] オ
プションをつけて、このオプションを使用します。
l

host はソースシステムの名前です。

l

value はパラメータの新しい値です。

例：
sp_ctrl(sysD)> set param sp_imp_wcmt_msgcnt from sysC
10000
この例では、sys C からの Import についてパラメータが設定されますが、他の
ソースシステムからの他の Import プロセスは影響を受けません。
for datasource value

このオプションは、指定されたデータソースの Capture または Read パラメータ
( SP_OCT_ または SP_ORD_) を設定します。
l

l

datasource は o.SID として表されます。ここで SID はソースの
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。
value は新しいパラメータの値です。

例：
sp_ctrl(sysA)> set param sp_oct_replicate_dload for o.oraA 1
この例では、インスタンス oraA の Capture についてパラメータが設定されま
すが、同じ sp_cop インスタンスの他の Capture プロセスは影響を受けませ
ん。
for datasource-datadest value

このオプションは、1 つのデータベースから他のデータベースへデータを post す
るすべての Post プロセスについて、Post パラメータ( SP_OPO_) を設定しま
す。変更を名前付き post キューに関連付けられた Post プロセスに限定する
には、[queue queuename] オプションをつけて、このオプションを使用しま
す。
l

l

l

datasource は o.SID として表されます。ここで SID はソースの
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット の
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。
value は新しいパラメータの値です。

例：
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysC)> set param sp_opo_cont_on_err for o.oraA-o.oraC
1
この例では、oraC に複製するインスタンス oraA の Post プロセスについてパ
ラメータが設定されますが、他の Post プロセスは影響を受けません。

queue queuename

このオプションは、名前付きキューに関連付けられた Export、Import または
Post プロセスにコマンド の効果を制限します。
l

queuename は名前付きキューの名前です。

使用するときは、queue queuename オプションは、次のように、必須および
オプション構文の後で、新しい値の前に付ける必要があります。
例 1：Export プロセス
sp_ctrl(sysA)> set param sp_xpt_so_sndbuf queue QA to sysB
1024
この例では、名前付き post キューの QA に関連付けられた Export プロセス
についてパラメータが設定されますが、他の Export プロセスは影響を受けま
せん。
例 2：Import プロセス
sp_ctrl(sysD)> set param sp_imp_wcmt_msgcnt from sysC
queue QA 10000
この例では、名前付き export キューの QA に関連付けられた Import プロセ
スについてパラメータが設定されますが、他の Import プロセスは影響を受け
ません。
例 3：Post プロセス
sp_ctrl(sysC)> set param sp_opo_cont_on_err queue QA for
o.oraA-o.oraC 1
この例では、oraA と oraC 間の複製のための名前付き post キューの QA に
関連付けられた Post プロセスについて、パラメータが設定されますが、他の
Post プロセスは影響を受けません。
例 4：Post プロセス
sp_ctrl(sysC)> set param sp_opo_cont_on_err queue QA 1
この例では、名前付き post キューの QA に関連付けられた Post プロセスに
ついてパラメータが設定されますが、他の Post プロセスは影響を受けませ
ん。

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

show
show コマンド は、sp_cop のインスタンスのための複製プロセスおよびデータが取っているパスを表示するために使用し
ます。

次に、show コマンド 表示の各列について説明します。

Process
Process 列には、現在の sp_ctrl セッションが接続されている sp_cop のインスタンスによって生み出された SharePlex
複製プロセス( サービス) が表示されます。このコマンド は、コマンド および制御プロセス( sp_cnc) または実行中の
Compare プロセスを表示しません。
l

名前付き export キューがある場合は、ソースとターゲット のどちらのsp_copであるかによって、複数の Export ま
たは Import プロセスが存在します。

l

名前付き post キューがある場合は、それぞれのキューに 1 つずつ、複数の Post プロセスがあります。

l

Post プロセスには、MTPost のラベルが付けられます。
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l

ピアト ゥピアレプリケーションで実行されている sp_cop のインスタンスの場合、またはソースとターゲット の両方の
sp_cop として機能しているものの場合は、すべての SharePlex 複製プロセスが存在します。

Source
Source 列には、SharePlex プロセスが処理しているデータのソースが表示されます。ソースは次のものの 1 つです。
l

l

l

l

Capture または Read プロセスの場合：データソース (ソース Oracle インスタンス)。
Export プロセスの場合：関連するエクスポート キュー名。デフォルト の export キューはソースシステムの名前になり
ます。名前付き export キューは、exptq1 など、ユーザーが割り当てた名前になります。
Import プロセスの場合：関連付けられたデフォルト の export キューの名前( たとえば sysA) 、または exptq1 など
関連付けられた名前付き export キューの名前。
Post プロセスの場合：複製設定によっては、Post プロセスのソースについて、複数の表示の 1 つになることがあ
ります。
o

「デフォルト 」の export キューおよびデフォルト の post キューがあるときは、Post ソースは関連付けられた
post キューの「短縮した」名前になります。短縮した名前は、o.ora10-elliot のフォーマット で、データソー
スとソースシステムの名前からできています。

o

名前付きエクスポート キュー( 自動的にターゲット システム上に名前付き post キューを作成します) が存
在するときは、Post ソースは、o.ora10-exptq のフォーマット で、データソースと名前付きエクスポート
キューの名前からできます。

o

デフォルト のエクスポート キューおよび名前付き post キューが存在するときは、Post ソースは、o.ora10postq1 などのデータソースと名前付き post キューの名前から構成されます。

Target
Target 列には、SharePlex プロセスが処理しているデータの行き先、つまり「ターゲット 」が表示されます。ターゲット は次
のものの 1 つです。
l

Capture または Read プロセスの場合：これらのプロセスを表示するターゲット がありません。Capture プロセスが
キャプチャし Read プロセスがルーティングするデータは、1 つまたは多数の行き先にルーティングできます。

l

Export プロセスの場合：ターゲット システム名。

l

Import プロセスの場合：ターゲット システム名。

l

Post プロセスの場合：ターゲット Oracle インスタンス。

State
State 列には、次のように各プロセスの状態が表示されます。
l

実行中

l

アイド ル( 処理するデータを待機中)

l

ユーザーによる停止

l

エラーによる停止

PID
この列は、各プロセスのプロセス ID 番号をリスト します。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

lstatus、qstatus、status

構文
基本コマンド

リモート オプション

show

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

show activate
show activate コマンド は、ソースシステム上の activation 活動のステータスを表示するために使用します。さまざまな
データソースの同時 activation は、起動された順序に表示されます。

このコマンド は次のものを表示します。
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l

l

設定の名前、データソース、およびアクティベーション ID 番号、およびアクティベート された日付と時刻。
SharePlex が同時に処理しているテーブルの数。この値は、( SP_OCF_THREAD_COUNT パラメータの値に
基づく) activate config コマンド のデフォルト のスレッド 数、またはそのコマンド の [threads=n] オプションを使用
している場合にはそのオプションによって決まります。マルチスレッド activation の詳細は、「activate config」を
参照してください。

l

activation が成功裡に完了した処理バッチの中のテーブル数。

l

activation が失敗した処理バッチの中のテーブル数。

l

まだ処理中の処理バッチの中のテーブルの名前。

l

SharePlex がロックを受け取るのを待機しているテーブル。値は、まだ処理中のテーブルのリスト の中でテーブルの
名前の横に表示されます。

次に表示されうる通知メッセージを示します。
メッセージ

理由

No current activation
process.Activation is already
finished.Use the show config
command to view the active
configuration.

activation が完了しました。

No current activation
process.Activation is already
finished.

activate config コマンド が決して発行されませんでした。

No tables to activate.

このメッセージは、アクティブ設定を最初に変更しないで、アクティブ
設定が再アクティベート されたときに生成されます。show activate
コマンド は、次のものをアクティベート したときのみ出力を生成しま
す。
l

新しい設定

l

新しいオブジェクト を含む編集済みの設定

show activate コマンド は、activation 全体が終了するまで、sp_ctrl プロンプト の制御の元にとどまります。activation が
処理中に sp_ctrl で他のコマンド を発行するには、他の sp_ctrl のセッションを開きます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

activate config、show config、view config
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show activate

[for datasource]

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

show activate

オプションを使用しない場合は、すべてのアクティベーションアクティビティが
表示されます。

for datasource

このオプションは、複製がシステムの複数のデータベースでアクティブなとき
に、特定のデータソースのアクティベーションを表示するために使用します。
このオプションなしでのデフォルト の show activate の動作では、すべてのア
クティブ設定の activation プロセスが表示されます。
datasource は o.SID として表されます。ここで SID は ORACLE_SID で
す。
例：
sp_ctrl(sysA)> show activate for o.oraA

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明

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

show capture
show capture コマンド は、Capture プロセスの統計を表示するために使用します。

基 本 コマンド
基本の show capture コマンド は、プロセスの概要( データソース、プロセスが実行中か停止中か、およびその他の基本
情報など) を表示します。

詳 細 な統 計
Capture プロセスの詳細な統計を表示するには、[detail] オプションを指定して show capture コマンド を使用します。こ
のオプションは、詳細な統計を表示します。詳細な統計は、プロセスのパフォーマンスを評価したり、チューニングパラメータ
の調整が必要かどうか判断したり、問題やボト ルネックを検出したりするのに役立ちます。
統計

説明

Host

ローカルマシン( ソースシステム) の名前。

System time

システムクロックに基づく現在の時刻。

Source

ソース Oracle インスタンスの名前。

Status

Capture プロセスのステータス( 実行中または停止中) 。

Operations captured

Capture が Read プロセスに送信した操作の数。

Since

Capture の開始時刻。

Oracle current redo log

Oracle が書き込んでいる REDO ログのシーケンス番号。

Capture current redo log

Capture が読み込んでいる REDO ログのシーケンス番号。

Capture log offset

Capture が処理しているレコード の REDO ログの場所。

Last redo record processed

Capture が処理しているレコード 、または Capture が現在データを複製
していない場合は、最後に処理したレコード 。

Capture state

実行する複製処理に関連した、プロセスの状態。以下のいずれかを指
定できます。
l

l

INITIALIZING：Capture が起動中です。
WAITING：Capture は、REDO ログを読み込んで、複製が必
要なレコード を待機しています。
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統計

説明
l

l

l

WAITING FOR LOGFILE:Capture は必要なログにアクセスでき
ない場合は、待機してから再試行するように設定されています。
PROCESSING：Capture は複製のために REDO ログレコード
を処理しています。
STOPPED DUE TO MISSING ARCHIVE LOG:Capture は必
要なログにアクセスできないときに停止するように設定されていま
す。

Activation ID

関連付けられたプロセスおよびキューを識別する、設定のアクティベート
の内部識別番号。

Error count

Capture が起動してから Oracle エラーのためにスキップされたレコード の
数。スキップされたレコード からのデータは、ターゲット データベースに反映
されません。

Operations captured

Capture が起動してから、成功裡に複製のために処理した REDO レ
コード の数。

Transactions captured

Capture が起動してからその操作を成功裡に複製したコミット 済みの
Oracle ト ランザクションの数。

Concurrent sessions

同時に処理される Oracle セッションの数。

HWM concurrent sessions

Capture が起動されてから、同時 Oracle セッションの最大数。

Checkpoints performed

Capture が起動してから Capture の状態を保存するためのチェックポイ
ント の数。頻繁にチェックポイント を使用すると、システムに追加のオー
バーヘッド が生成されますが、チェックポイント を頻繁に使用しない場合
は、システムまたはインスタンス障害から SharePlex が回復する時間が
長くかかります。デフォルト では、Capture は 20,000 ごとにチェックポイン
ト を行ないますが、これは SP_OCT_CHECKPOINT_FREQ パラメータ
で調整できます。

Total operations processed

複製のためにキャプチャされたレコード および設定の中にないオブジェクト
のレコード を含めて、Capture が起動されてから処理されたすべての
Oracle 操作および SharePlex 内部操作の数。

Total transactions completed

複製のためにキャプチャされたト ランザクション、および複製設定の中にな
いオブジェクト のためのト ランザクションを含めて、Capture が起動されて
からそれが処理したコミット 済みの Oracle ト ランザクションの数。

Total Kbytes read

Capture によって起動後に処理されたデータのサイズ( キロバイト ) 。

Redo records in progress

Capture が処理しているレコード の数。

Redo records processed

処理された REDO レコード の合計数。

Redo records ignored

設定の中のオブジェクト に関連付けられていないために Capture が無視
したレコード の数。

Redo records - last HRID

Capture が最後に処理した連鎖された行のヘッド 行 ID。

注： RAC システムの show capture detail 出力は、ここに記述されている事項によりわずかに変化します。基本的に情
報は同じですが、場合によっては異なって表示されることもあります。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

show export、show import、show post、show read

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show capture

[detail] [for datasource]

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

show capture

Capture プロセスの状態およびキャプチャされた操作のサマリを表示しま
す。

detail

Capture のパフォーマンスのチューニングと問題の診断に役立つ詳細な統
計を表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> show capture detail

for datasource

このオプションは、特定のデータソースに関してのみ Capture 統計を表示し
ます。
datasource は o.SID として表されます。ここで SID は ORACLE_SID で
す。
例：
sp_ctrl(sysA)> show capture for o.oraA

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

show config
show config コマンド は、アクティブ設定の統計を表示するために使用します。
例：
sp_ctrl (irvspxu14:8567)> show config

Materialized Views Replicating:
“SCOTT”.”V5_ROWID”
Tables Replicating with Key:
“SCOTT”.”S1TEST2” KEY:KC
“SCOTT”.”S2TEST2” KEY:KC
“SCOTT”.”T1TEST2” KEY:KC
“SCOTT”.”T2TEST2” KEY:KC
Tables Replicating with no Key:
“TED”.”DEMO_SRC”
“TED”.”DEMO_DEST”
“SCOTT”.”FOOS”

filename : allscott
Datasource : o.ora920
Activated :29-Jan-09 10:11:41
Actid :1810
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Total Objects :160
Total Objects Replicating :160
Total Objects Not Replicating :0
View config summary in /splex/rr/svn/var92/log/ora920_config_log
Capture が起動する前にこのコマンド を実行すると、次のメッセージが表示されます。
sp_ctrl (irvspxu14:8567)> show config

Capture is not yet replicating the most recent activation
Re-issue this command when capture’s replication is current
Show Config は次の統計を表示します。
l

Config:設定の名前。

l

Datasource:複製するオブジェクト がある Oracle インスタンス。

l

Activated:設定がアクティベート された日付と時刻。

l

Actid:設定のアクティベーション ID 番号( ほとんどの場合 Quest Software が使用します) 。

l

Total Objects:設定ファイルの中のオブジェクト の数。

l

Total Objects Replicating:複製している設定ファイルの中のオブジェクト の数。

l

Total Objects Not Replicating:アクティベーションが失敗したために複製されない設定の中のオブジェクト の数。

l

複製中でプライマリキーまたは一意のキーを持つテーブル、複製中でキーのないテーブル、および複製中ではない
テーブルの一覧です。

設定の中のオブジェクト の詳細は、SID_config_log を表示してください。ここで SID は、インスタンスの ORACLE_SID で
す。SharePlex は、activation 結果およびエラーメッセージをこのファイルに印字します。このファイルは、SharePlex 変数
データディレクト リの中の log サブディレクト リにあります。
ログファイルの例を以下に示します。
File Name :wild
Datasource :ora920
Activated :29-Jan-09 10:11:41
Actid :1810

Total Objects :9
Total Objects Replicating :9
Total Objects Not Replicating :0

Objects Replicating:
"SCOTT"."SRC_TEST1"
"SCOTT"."SRC_TEST2"
"SCOTT"."SS2_TEST1"
"SCOTT"."SRC_TEST3"
"SCOTT"."SRC_TEST4"
"SCOTT"."SS2_TEST2"
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"SCOTT"."SRC_TEST5"
"SCOTT"."SRC_TEST6"
"SCOTT"."SS2_TEST3"

Objects Not Replicating:
注：統計を表示するために数秒またはそれ以上かかることがあります。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

activate config、show activate、view config、verify config

構文
基本コマンド

リモート オプション

show config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

統計を表示する設定の名前。設定名には、大文字と小文字の区別があり
ます。
例：
sp_ctrl(sysA)> show config sales

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

show encryption key
show encryption key コマンド を使用して、SharePlex によって使用されている AES 暗号化キーを表示します。
SharePlex 暗号化を設定する手順の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「ネット ワーク上でのデータの暗号
化」を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

create encryption key、set encryption key、reset encryption key

構文
基本コマンド

リモート オプション

show encryption key

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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

show export
show export コマンド は、Export プロセスの統計を表示するために使用します。このコマンド は、ローカルシステム上のす
べての Export プロセスがターゲット システムに送信したメッセージ数、および必要に応じて Export のパフォーマンスに関す
る統計を記録します。メッセージカウント は、Export が停止し再起動したときにはいつでも、再び開始します。
注： 一般に、メッセージは、おおよそ SQL 操作に対応しますが、 LONG または LOB 列では 1 つの操作に複数のメッセー
ジが存在することがあり、配列挿入の多数の操作のためにただ 1 つのレコード が存在することがあります。メッセージは、内
部 SharePlex 操作になることがあります。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

show capture、show import、show post、show read

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show export

[detail]

[ on host |
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基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

[queue queuename]

on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

queue queuename

特定の名前付き Export キューに出力が制限されます。

detail

次の統計を表示します。
l

Export プロセスがアクティベート されてからの最高レート と、その発
生日時

l

Export が起動してからの最高レート と、その発生日時

l

60 秒間の合計 KB として測定される現在のレート ( KB/sec)

l

最後の 60 秒間の平均パケット サイズ

l

最後の 60 秒間の送信パケット 数

l

最後の 60 秒間の平均 TCP 送信時間

l

最後の 60 秒間の平均からの最大偏差

l

最後の 60 秒間の偏差が 50% より大きいパケット 数

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明

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

例：
Host
Queue

: abcl23
: abcl23

Kbytes
Target
Status
Exported
Since
Total
Backlog
---------- --------------- ------------ ------------------ ---------- ---------abcl23.abc Running
1063 18-Aug-14 17:05:29
1082
0
Since activated
Transmission rate
Highest transmission rate
Average packet size
Average send time

:5 Kb/sec
:10 Kb/sec Mon Aug 18 14:45:49 2014
:680 bytes
:68 microseconds

Since export started
Transmission rate
Highest transmission rate
Average packet size
Average send time

:4 Kb/sec
:2 Kb/sec Mon Aug 18 17:07:18 2014
:615 bytes
:16 microseconds

During the last 27 seconds:
Transmission rate
Average packet size
Number of packets
Average send time
Largest deviation from average
Send times deviating by more than %23

:25 Kb/sec
:678 bytes
:1081
:19 microseconds
:6002 microseconds
:%0.9

show import
show import コマンド は、Import プロセスの統計を表示するために使用します。このコマンド は、ローカルシステム上のす
べての Import プロセスがソースシステムから受信したメッセージ数を記録します。メッセージカウント は、Import が停止し
再起動したときにはいつでも、再び開始します。
注： 一般に、メッセージは、おおよそ SQL 操作に対応しますが、 LONG または LOB 列では 1 つの操作に複数のメッセー
ジが存在することがあり、配列挿入の多数の操作のためにただ 1 つのレコード が存在することがあります。メッセージは、内
部 SharePlex 操作になることがあります。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

show capture、show export、show post、show read

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show import

[queue queuename]

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

queue queuename

特定の名前付き import キューに出力が制限されます。

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

show log
show log コマンド は、オペレーティングシステムから直接ログファイルを開く代わりに、sp_ctrl インターフェイスを通じて、
SharePlex Event ログまたはユーザー発行コマンド を表示するために使用します。このコマンド は、2 MB 未満のサイズの
ログのために使用できます。それ以上の場合は、ファイルシステムを通じて直接ログを表示します。オプションなしで使用
するデフォルト コマンド では、最も古いエント リから開始して、画面上のページごとに 15 行の長さで、60 行を表示します。
l

現在の show log のデフォルト パラメータを表示するには、view log options コマンド を使用します。

l

デフォルト を変更するには、set log コマンド を使用します。

set log のデフォルト を上書きするため、次の目的でオプション構文を使用できます。
l

エント リの順番を設定する

l

ログから抽出する行数を設定する

l

画面上の行数を設定する

l

キーワード で項目をフィルタする

l

Event Log 全体ではなくユーザーが発行したコマンド を表示する

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて
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権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

set log、view log options

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show log

[event | command | trace | post for
datadest | capture for datasource| read
for datasource]

[ on host |

[maxlines=number]

on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

[lpp=number]
[reverse]
[forward]
[filter=keyword]

構 文 の説 明
注： このコマンド の datasource、datadest、および queuename の値を取得するには、lstatus コマンド を使用して出力
の Queues セクションを参照してください。
コンポーネント

説明

event

このオプションは、Event Log を表示するために使用します。このオプション
は、使用する場合は、構文の中で他のオプションの前につける必要があり
ます。[command] オプションと一緒には使用できません。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log event

command

このオプションは、ユーザーが発行したコマンド を表示するために使用しま
す。このオプションは、使用する場合は、構文の中で他のオプションの前に
つける必要があります。[event] オプションと一緒には使用できません。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log command

post for datadest queue queuename

このオプションは、Post ログを表示するために使用します。このオプションに
は、データ宛先とキュー名を指定する必要があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log post for mydb queue q1

capture for datasource

このオプションは、Capture ログを表示するために使用します。このオプショ
ンには、データソースを指定する必要があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log capture for o.mySID
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コンポーネント

説明

read for datasource

このオプションは、Read ログを表示するために使用します。このオプションに
は、データソースを指定する必要があります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log read for o.mySID

maxlines=number

このオプションは、ログから抽出する最大行数を指定するために使用しま
す。このオプションを使用しない場合は、show log はデフォルト で 60 行表
示となるか、set log コマンド で設定された値になります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log maxlines=50

lpp=number

このオプションは、モニタ画面に合わせて出力をカスタマイズするために使用
します。これは、画面に表示する行数を指定します。このオプションを使用
しない場合は、show log はデフォルト で 15 行表示となるか、set log コマ
ンド で設定された値になります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log lpp=34

reverse

このオプションは、最新のエント リから表示を開始するために使用します。こ
のオプションを使用しない場合は、show log はデフォルト で昇順となるか、
set log コマンド で設定された値になります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log reverse

forward

このオプションは、最も古いエント リから表示を開始するために使用します。
このオプションを使用しない場合は、show log はデフォルト で昇順となる
か、set log コマンド で設定された値になります。
例：
sp_ctrl(sysA)> show log forward

filter=keyword

このオプションは、キーワード に基づいてログの項目をフィルタするために使
用します。このオプションを使用するには、次の 2 つの方法があります。
l

l

キーワード を「含む」行だけを表示するには、filter=keyword と入
力します。
キーワード を含む行を「除外」するには、filter=!keyword のように
キーワード に感嘆符( !) をつけます。
キーワード に空白を含めることはできません。

例：
sp_ctrl(sysA)> show log filter=compare
上の例では、Event Log から Compare に関連するメッセージだけが抽出
されます。
Notice 08-07-08 22:47:21.906001 96492 1 User
command: qarun remove log all (from
irvqasu21.quest.com)
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysA)> show log filter=!Notice
上の例では、 Event Log の Notice エント リが「排除」され、他のタイプのエ
ント リがすべて表示されます。
Info 08-07-08 22:47:19.642379 96490 1 Command
server launched, pid = 96490 (connecting from
irvqasu21.quest.com)
Info 08-07-08 22:47:20.825598 96492 1 Command
server launched, pid = 96492 (connecting from
irvqasu21.quest.com)
Info 08-07-08 22:47:22.334040 23710 1 Command
server launched, pid = 23710 (connecting from
irvqasl03.quest.com)
Info 08-07-08 22:47:23.969925 125996 1 Compare
server launched, pid = 125996
Info 08-07-08 22:47:24.632481 125996 1 Compare
server completed

リモート オプション
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。
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
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show post
show post コマンド は、Post プロセスの統計を表示するために使用します。

基 本 の show post コマンド
基本の show post コマンド は、Post プロセスあたりのすべてのセッションのグローバル統計を表示します。Post プロセスの
ステータス、およびそれが起動してから post されたメッセージの数を表示します。特定の post キューまたはデータソースの
出力をフィルタするには( 複数の複製データスト リームがあるときに便利です) 、[queuequeuename] または
[fordatasourcedatadest] オプションを使用します。

詳 細 な show post コマンド
Post プロセスの詳細な統計を表示するには、[detail] オプションを付けて show post コマンド を使用します。このオプショ
ンは、処理された最新の SQL 文を表示し、また Post のパフォーマンスを評価し、チューニングパラメータを調整する必要
があるかを判断し、問題やボト ルネックを検出するために役立つその他の統計を表示します。
次に、[show post] で表示される詳細な統計を説明します。これらの統計は、ソースおよびターゲット の種類によって若
干異なります。
統計

説明

Host

ローカルマシン( ターゲット システム) の名前。

Source

Post によって処理されているデータのソース。

Queue

この Post プロセスの Post キュー。デフォルト Post キューでは、これは
ソースシステムの名前です。名前付きキューの場合は、これはユーザー
定義の名前です。

Target

この Post プロセスのターゲット の名前。たとえば、Oracle インスタンスや
オープンターゲット データベースの名前です。

Status

Post プロセスのステータス( 実行中または停止中) 。発生しうるステータ
スは次のとおりです。

Operations posted
Operations processed

l

Running

l

Stopping

l

Stopped by user

l

Stopped due to flush

l

Stopped due to error

この Post プロセスが起動されてから処理したト ランザクション操作および
SharePlex 内部操作の数。

Since

Post の開始時刻。

Total

キュー内でまだ読み込み-解放されていないメッセージ数。この値は、動
作中の qstatus から返される「Number of messages」に対応していま
す。

Backlog

Post が処理するためにキューの中で待機しているメッセージの数。
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統計

説明

Last operation posted

Post がアクティブな場合はターゲット に post 中である最新の操作、非ア
クティブな場合は post された最後の操作の識別情報。この情報は、
データの発生元であるデータスト アのタイプに固有です。以下の操作が
あります。
l

INSERT

l

UPDATE

l

DELETE

l

TRUNCATE

l

COMMIT

l

DDL 文

l

l

Last transaction posted
Last transaction processed

INSERT_MULTIPLE または DELETE_MULTIPLE( 配列操
作)
SharePlex 内部操作

post された最後のト ランザクションの識別情報。この情報は、データの発
生元であるデータスト アのタイプに固有です。

Last file switch

ターゲット がファイルに出力された場合に表示されます。アクティブなファイ
ルが新規のファイルに切り替わる前のレコード のレコード 識別子を示しま
す。

Post state

実行する複製処理に関連した、Post プロセスの状態。以下のいずれか
を指定できます。
l

Waiting：Post が処理するメッセージを待機しています。

l

Active：Post がデータベースに変更を Post しています。

l

Committed：Post がト ランザクションをコミット しています。

l

Idle：Post には処理するオープント ランザクションがありません。

l

Rollback：Post がロールバックを処理しています。

l

Recovery：Post がクラッシュ回復モード になっています。

Activation ID

現在の設定のアクティベーション ID。

Number of messages read released

Oracle ターゲット で表示されます。post された操作の数と、キューから削
除された操作の実際の数の間の差を示します。このフィールド は、主に
Post がスト ールしたときに、テクニカルサポート のスタッフが使用します。

Number of threads

Oracle ターゲット で表示されます。メインおよびタイムキーパースレッド を
含めて、マルチスレッド Post 内の処理スレッド の数を示します。

Number of Oracle connections

Oracle ターゲット で表示されます。マルチスレッド Post がオープンした接
続の数を示します。

Concurrency (Active sessions)

Oracle ターゲット で表示されます。マルチスレッド Post が処理している
同時ト ランザクションの数を示します。

Peak number of sessions

Oracle ターゲット で表示されます。マルチスレッド Post が起動後に処理
した最大同時ト ランザクション数を示します。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

183

統計

説明

Operations posted

COMMIT が受信されたかどうかに関わらず、Post がターゲット に適用し
た SQL 操作の数。

Operations processed
Transactions posted
Transactions processed

Post が起動されてからターゲット に適用したコミット 済みト ランザクション
の数。

Full rollbacks

Oracle ターゲット で表示されます。Post が処理した、ロールバックされた
ト ランザクション数を示します。

Full rollback operations posted

Oracle ターゲット で表示されます。ト ランザクションがロールバックされる
前に、Post が適用した操作数を示します( Post はコミット を待機せず
に、キュー内にある操作の適用を開始します) 。

Full rollback operations skipped

Oracle ターゲット で表示されます。Post が、ト ランザクションがロールバッ
クされたことを知らせる通知を早期に受け取ったために、スキップした操作
数を示します。

Transactions <= 2

Oracle ターゲット で表示されます。2 つ以下の操作が含まれるト ランザク
ションの数を示します。

Transactions > 10000

Oracle ターゲット で表示されます。10,000 より多くの操作が含まれるト
ランザクションの数を示します。

Largest transaction

Oracle ターゲット で表示されます。処理された最大ト ランザクションのサ
イズを示します。

Insert operations

Post が起動されてから処理した INSERT 操作の数。

Update operations

Post が起動されてから処理した UPDATE 操作の数。

Delete operations

Post が起動されてから処理した DELETE 操作の数。

Insert batch operations / average

Oracle ターゲット で表示されます。処理された INSERT_BATCH 操作
数 / 1 つの INSERT_BATCH 文内の INSERT 操作の平均数を示しま
す。

Delete batch operations / average

Oracle ターゲット で表示されます。処理された DELETE_BATCH 文数
/ 1 つの DELETE_BATCH 文内の DELETE 操作の平均数を示しま
す。

Other operations

Oracle ターゲット で表示されます。INSERT、UPDATE、または
DELETE 文以外の、Post ( または指定セッション) が起動してから処理
された操作の数を示します。

LOB changes

Oracle ターゲット で表示されます。LOB 変更操作の数を示します。

Key cache hit count

Oracle ターゲット で表示されます。SharePlex 内部キーキャッシュが、
Post プロセスにより UPDATE 文を生成するために使用された回数を示
します。SharePlex は、ターゲット インスタンスにすばやくデータを post す
るために、キーキャッシュを使用します。

SQL cache hit count

Oracle ターゲット で表示されます。 解析およびバインド なしに実行された
メッセージの総数 をINSERT、 UPDATE、 DELETE 操作の総数 で割った
比率。SharePlex の SQL Cache 機能の詳細は、『 SharePlex 管理
者ガイド 』を参照してください。

File switches

ターゲット がファイルに出力された場合に表示されます。Post によって実
行されたファイル切り替えの総数を示します。
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Oracle ターゲット セッションの統 計
Oracle の Post プロセスは、並列セッションにマルチスレッド 化されています。session オプションを使用すると、特定の
セッションに関連する Post 統計を表示できます。show post detail は、処理された最新の SQL 文の統計情報とと
もに、すべての Post セッションの集約された統計情報を表示します。セッション固有の詳細を表示するには session
オプションを使用します。
l

l

セッションの基本統計情報を表示するには、[sessions] オプションを使用します。これは、アクティブなカクセッショ
ンのステータスを表示します。
Session
number

Session
status

Pending
messages

-------

---------

2

Operations
done

Number of
transactions

RB ops skipped

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

-----------

--------

Rollback

0

0

5170

3

3

Active

3

7

2872

3

4

Waiting

0

0

599

0

特定のスレッド またはセッションに関する詳細処理統計を表示するには、[session= n] オプションを使用します。
ここで、n は show post sessions 表示の中に表示されるセッション番号です。このオプションを使用すると、
show post detail の出力で表示される統計は、特定のセッションに適用されます。
[session=n] オプションを指定して show post を発行すると、次の追加の統計が show post detail の出
力に表示されます。
l

Session state:セッションスレッド の状態。

l

Thread number：このセッションの操作を現在処理しているスレッド のスレッド ID。

l

l

Messages pending：このセッションに対して、Post により読み込まれたけれども、まだスレッド により処理
されていないメッセージ数。
Transaction state：OPEN または COMMIT という、post される操作があるト ランザクションの状態。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ターゲット システム

関 連 コマンド：

show capture、show read、show export、show import

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show post

[detail]

[ on host |

[queue queuename]

on host:portnumber |

[for datasource-datadest]

on login/password@host |

[sessions]

on login/password@host:portnumber ]

[session=n]
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

show post

Process プロセスの状態および処理された操作のサマリを表示します。

detail

このオプションは、Post プロセスの詳細統計を表示します。
例：
sp_ctrl(sysB)> show post detail

queue queuename

このオプションは、特定の post キューのために、show post の表示をフィルタしま
す。
l

l

queue は構文の必須部分です。
queuename は、Post 統計を表示する post キューです。有効な値は次
のとおりです。
l

l

デフォルト のキューを使用している場合は、ソースシステムの名前
名前付きキューを使用している場合は、ユーザー定義キューの名
前

キューの名前が分からない場合は、qstatus コマンド を発行します。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。
このオプションは、他のオプションとどの順序でつけても構いません。
例：
sp_ctrl(sysB)> show post queue sysA
for datasource-datadest

このオプションは、特定のデータスト リームのために、show post の表示をフィルタし
ます。
l

l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで、SID は ORACLE_SIDで
す。
datadest は o.SID または r.database として表されます。ここで、SID は
ORACLE_SID、database はオープンターゲット データベースの名前で
す。

このオプションは、他のオプションとどの順序でつけても構いません。
例：
sp_ctrl(sysB)> show post for o.oraA-r.ssB
session

( Oracle ターゲット のみ) このオプションは、Post プロセスによって生成されたすべて
のスレッド のリスト と統計を表示します。
このオプションは、他のオプションとどの順序でつけても構いません。
例：
sp_ctrl(sysB)> show post sessions

session=n

( Oracle ターゲット のみ) このオプションは、ユーザーセッションの詳細統計を表示
します。
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コンポーネント

説明
• session= は構文の必須部分です。
• n は、show post threads コマンド で表示されるセッション番号です。構成要素
の間にはスペースを残さないでください。
このオプションは、他のオプションとどの順序でつけても構いません。
例：
sp_ctrl(sysB)> show post session=1234

リモート オプション
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。
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

show read
show read コマンド は、Read プロセスの統計を表示するために使用します。

基 本 コマンド
基本の show read コマンド は、プロセスの概要( データソース、プロセスが実行中か停止中か、およびその他の基本情
報など) を表示します。
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詳 細 な統 計
Read プロセスの詳細な統計を表示するには、[detail] オプションを付けて show read コマンド を使用します。このオプ
ションは、詳細な統計を表示します。詳細な統計は、プロセスのパフォーマンスを評価したり、チューニングパラメータの調
整が必要かどうか判断したり、問題やボト ルネックを検出したりするのに役立ちます。
統計

説明

Host

ローカルマシン( ソースシステム) の名前。

Source

ソース Oracle インスタンスの名前。

Status

Read プロセスのステータス( 実行中または停止中) 。

Operations forwarded

Read が Export キューに送信した操作の数。

Since

Read の開始時刻。

Total

capture キュー内でまだ読み込み-解放されていないメッセージ数。この
値は、動作中の qstatus から返される「Number of messages」に対応
しています。

Backlog

Read が処理するために capture キューの中で待機しているメッセージ
の数。

Last operation forwarded

Read が export キューに送信した最新の操作、または Read が非アク
ティブな場合は、それが送信した最後の操作に関する識別情報。操作
は、DML操作、DDL 操作、または内部 SharePlex 操作に関するデー
タです。

Read state

実行する複製処理に関連した、プロセスの状態。以下のいずれかを指
定できます。
l

l

l

IDLE：Read は、キャプチャキューから次のレコード のバッチを収
集し処理するために待機しています。Read が長時間アイド ル
状態になっている場合は、Capture が背後で実行されている
か、キャプチャキューに新しいデータがないためにアイド ルになって
いることを意味します。これが当てはまらない場合で、Read プロ
セスの遅延を減少したい場合は、Read がより速くレコード を収
集して処理するように、SP_ORD_DELAY_RECORDS パラ
メータを調整します。
「PASS1」:Read が、データを処理し、ルーティングのためにパッ
ケージする最初のフェーズに入っています。
PASS2：Read は処理の第 2 フェーズに入っています。

Read State フィールド は、Read が操作を処理する時間がかかりすぎて
いるように思える場合に便利です。
Activation ID

関連付けられたプロセスおよびキューを識別する、設定のアクティベート
の内部識別番号。

Operations forwarded

Read が起動してから、export キューに送信したト ランザクションおよび
内部 SharePlex 操作の数。

Transactions forwarded

Read が起動してから、export キューに送信したコミット 済みト ランザク
ションの数。この値を、 operations forwarded の値と比較することで、ト
ランザクションが大きいか小さいかという傾向が示されます。この情報は、
Read が遅れをとる理由、およびキューが空にならない( COMMIT のない
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統計

説明
大きなト ランザクション) 理由を判断するために使用できます。

Full rollbacks

Read が処理した、ロールバックされたト ランザクション数。

Full rollback operations skipped

ト ランザクションがロールバックされたため、Read がエクスポート キューに
転送しなかった操作数。

Cursor cache hit count

Read がキャッシュされたカーソルを使用した回数。

Cursor cache miss count

Read がキャッシュされたカーソルを使用できなかった回数。

Number of open cursors

必要な場合に、Read が Oracle にアクセスするために保持しているオー
プンカーソルの数。

Number of active batches

バッチト ランザクションとして処理中の、現在アクティブなト ランザクション
数。有効にすると、Read でバッチ操作がまとめられるため、迅速に post
できます。

Batch message total

Read プロセスがバッチ操作にまとめる操作数。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

show capture、show export、show import、show post

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show read

[detail] [for datasource]

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

show read

Read プロセスの状態および処
理された操作のサマリを表示し
ます。

detail

このオプションは、Read プロセス
の詳細統計を表示します。
例：
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コンポーネント

説明
sp_ctrl(sysA)> show read
detail

for datasource

このオプションは、特定のデータ
ソースに関して Read 統計を表
示します。
datasource は o.SID として表さ
れます。ここで SID は
ORACLE_SID です。
例：
sp_ctrl(sysA)> show read
for o.oraA

リモート オプション
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。
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

show sql
show sql コマンド は、Post プロセスがターゲット データベースにデータを post するために書き込んだ SQL 文を表示するた
めに使用します。post キューが空の場合、または Post が文を処理中でない場合は、show sql コマンド は、処理された
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最新の SQL 文を表示します。
このコマンド は、複製の時間が長すぎると思うとき、または Post がエラーで停止したときに使用します。どの SQL 文で停
止したかを知ることは、何が悪いのか、さらにアクションが必要なのかどうかを判断するために役立ちます。
次に show sql の表示の例を示します。
sp_ctrl (tustin:8852)> show sql
Last SQL statement of queue tustin and instance o.ora920-0.ora920 on tustin
insert into “KWONG”.”KCWTAB2” (“C1”,”C2”) values (:V001,:V002)
このコマンド はターゲット システムに発行します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ターゲット システム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show sql

[queue queuename]

[ on host |

[for datasource-datadest]

on host:portnumber |

[thread=n]

on login/password@host |

[session=n]

on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

show sql

オプションを使用しない場合は、すべての SQL 文を表示します。

queue queuename

このオプションは、特定の名前付きキューの SQL 文を表示するために使用し
ます。
l

l

queue は構文の必須部分です。
queuename はキューの名前です。キューの名前が分からない場合
は、qstatus コマンド を発行します。

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。
例：
sp_ctrl(sysA)> show sql queue q1
for datasource-datadest

このオプションは、複数の Oracle インスタンスについて複製しているときに、特
定の複製スト リームの SQL を表示するために使用します。
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コンポーネント

説明
l

l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで SID はソースの
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。
datadest は o.SID として表されます。ここで SID はターゲット の
Oracle インスタンスの ORACLE_SID です。

例：
sp_ctrl(sysA)> show sql for o.oraA-o.oraB
thread=n

このオプションは、post 処理スレッド の SQL を表示するために使用します。
l

l

thread= は構文の必須部分です。
n は、show post threads コマンド で表示されるスレッド 番号です。

構成要素の間にはスペースを残さないでください。このオプションは、他のオプ
ションとどの順序でつけても構いません。
例：
sp_ctrl(sysB)> show sql thread=1234
session=n

このオプションは、ユーザーセッションの SQL を表示するために使用します。
• session= は構文の必須部分です。
• n は、show post threads コマンド で表示されるセッション番号です。構成
要素の間にはスペースを残さないでください。このオプションは、他のオプション
とどの順序でつけても構いません。
例：
sp_ctrl(sysB)> show sql session=1234

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

show statusdb
ステータスデータベースを表示するには、show statusdb コマンド を使用します。複製に関与する各マシンは、ユーザーイ
ンターフェイスにエラーメッセージまたは警告を生成しなかったものを含めて、キー複製イベント のレコード を保持するそれ自
体の Status Database があります。この情報で、潜在的な問題を知ることができ、既存の問題の解決に役立ちます。
show statusdb は、次の情報を表示します。
l

Level：エント リが、情報提供の目的のみで存在するのか、エラーまたは警告状態の結果なのか。

l

Details：そのイベント の発生理由。

適切な場合は、エント リに関する他の情報がないかどうか、Event Log が参照されます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

status、lstatus

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

show statusdb

detail

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

detail

このオプションは、ステータスデータベースの高度なレベルの詳細情報を表
示します。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

193

コンポーネント

説明
例：
sp_ctrl(sysB)> show statusdb detail

リモート オプション
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。
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

show scn
show scn コマンド は、Post プロセスがターゲット に適用した最後のト ランザクションの Oracle SCN を表示するために使
用します。複数の post キューを使用する場合、このコマンド はすべての最後の SCN を表示します。
メモ： このコマンド は、SCN 情報を取得するためにすべての Post プロセスを停止します。
sp_ctrl (sysB)> show scn
Post processes replicating from o.w111a64f
Queue spxl11, SCN of the last transaction applied:292767
Queue eq1, SCN of the last transaction applied:192563
Queue pq1, SCN of the last transaction applied:232686
Queue pq2, SCN of the last transaction applied:18995
Queue pq3, SCN of the last transaction applied:31032
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Target o.ora112 is consistent with source o.w111a64f at SCN 18995

使用法：
サポート されるターゲット ：

Oracle

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ターゲット システム

関 連 コマンド：

activate config

構文
基本コマンド

リモート オプション

show scn

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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show sync
show sync コマンド は、Post に発生しうる非同期の問題を表示します。情報は、Status Database から抽出されます。
各非同期オブジェクト について、次のものを表示します。
l

Count：失敗した文の数

l

Detail：テーブル名、キュー名、日付、時刻を含みます

どの SQL 文がエラーを発生させたかを表示するには、SID_errlog.sql ログファイルを表示します。Event Log には、問題
のレコード もあります。
show sync コマンド の発行時に何も非同期状態になっていない場合は、sp_crtl プロンプト に戻ります。
このコマンド はターゲット システムに発行します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ターゲット システム

関 連 コマンド：

show statusdb

構文
基本コマンド

リモート オプション

show sync

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明

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

shutdown
shutdown コマンド は、複製をシャット ダウンするために使用します。shutdown コマンド の完了時点で、SharePlex は自
動的に sp_ctrl をシャット ダウンします。

優 しいシャット ダウン
基本の shutdown コマンド は、sp_cop ( Windows システム上の SharePlex サービス) などのすべての SharePlex プロ
セスを優しくシャット ダウンして、各プロセスの状態を保存し、ディスクのチェックポイント 、バッファデータの読み取り解放、お
よび子プロセスのクリーンアップを実行します。キューの中のデータはその場に安全にとどまり、権限のあるユーザーが sp_
cop を再び起動したときは、処理の準備が整っています。

強 制 的 なシャット ダウン
[force] オプションをつけて shutdown コマンド を使用した場合は、通常のシャット ダウン手順が完了したかどうかに関わら
ず、SharePlex プロセスがすぐに kill されます。sp_cop を起動したときに、SharePlex は強制シャット ダウンから回復しま
すが、複製処理は、以前の保存ポイント から再開します。つまり起動が少し長くかかることがあります。
[force] オプションは、SharePlex を優しくシャット ダウンしようと試みたが、子プロセスが実行したままになっている場合にの
み使用してください。コマンド シェルで ps -ef | grep sp_ コマンド を発行するか、Windows タスクマネージャの プロセス タ
ブを表示することで、SharePlex プロセスがまだ実行中であるかどうかを確認できます。
重要： レプリケーションをシャット ダウンしても、ユーザーがアクティブ設定の中のオブジェクト の変更を継続した場合は、
SharePlex が再起動する前に Oracle の REDO ログがラップすることがあります。遅延が長く、アーカイブログが使用でき
なくなった場合は、データを再同期する必要があります。REDO ログは、SharePlex がシャット ダウンされるときに十分対
応できるように、大きく数が多いことが必要です。レプリケーションの REDO ログの適切なサイズ設定の詳細は、
『SharePlex 管理者ガイド 』の第 4 章を参照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

startup
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

shutdown

[force]

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

force

このオプションは、キューからの読み取り、またはそこへの書き込みが終了し
たかどうかに関わりなく、sp_cop を含めてすぐにすべての複製プロセスを
シャット ダウンします。デフォルト の shutdown コマンド が失敗した場合、ま
たは優しいシャット ダウンを待てない場合に、このオプションを使用します。
例：
sp_ctrl(sysA)> shutdown force

リモート オプション
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。
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
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start
start コマンド は、stop または abort [service] コマンド を使用して停止した後、または Post を flush コマンド で停止した
後で、複製プロセスを起動するために使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)。Capture には Administrator (1) が必 要 。

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

stop

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

start service

[to host]

[ on host |

[from host]

on host:portnumber |

[for datasource]

on login/password@host |

[for datasource-datadest]

on login/password@host:portnumber ]

[queue queuename]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

service

起動する SharePlex プロセス。有効な値は次のとおりです。
l

Capture

l

Read

l

Export

l

Import

l

Post

例：
sp_ctrl(sysA)> start export
to host

このオプションは、指定されたターゲット システムのみに Export を起動しま
す。
• to は構文の必須部分です。
• host はターゲット システムの名前です。
例：
sp_ctrl(sysA)> start export to sysB
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コンポーネント

説明
この例では、Export が sysA から sysB に起動されます。

from host

このオプションは、指定されたソースシステムのみから Import を起動します。
l

from は構文の必須部分です。

l

host はソースシステムの名前です。

例：
sp_ctrl(sysD)> start import from sysA
この例では、Import が sysD で sysA から起動されます。
for datasource

このオプションは、指定されたデータソースの Capture または Read を起動し
ます。
l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで、SID は ORACLE_
SIDです。

例：
sp_ctrl(sysA)> start read for o.oraA
この例では、Read は sysA でインスタンス oraA のために起動されます。
for datasource-datadest

このオプションは、Post を指定された SID とターゲット SID の間のデータスト
リームだけのために起動します。
l

l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで、SID は ORACLE_
SIDです。
datadest は o.SID または r.database として表されます。ここで、SID
は ORACLE_SID、database はオープンターゲット データベースの名
前です。

例：
sp_ctrl(sysC)> start post for o.oraA-r.mssA
この例では、Post は sysC で SQL Server database mssA を複製するイン
スタンス oraA のために起動されます。
queue queuename

このオプションは、指定された名前付きキューに関連付けられた Export、
Import または Post プロセスを起動します。
• queue は構文の必須部分です。
• queuename は設定ファイルに書かれているキューの名前です。
例：
sp_ctrl(sysA)> start export queue QA
この例では、名前付きキュー QA によるデータの Export が sysA で起動され
ます。
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リモート オプション
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。
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

startup
startup コマンド は、Unix または Linux マシンで [–s] オプションを使用して sp_cop を起動した場合にのみ、複製を開始
するために使用します。アクティブ設定があるときは、コマンド ラインから sp_cop を起動したときに、複製は通常自動的に
開始されます。ただし、起動時に [–s] オプションを使用すると、複製プロセス( Capture、Read、Export、Import、Post)
はアイド ル状態のままとなります。これは次の例のように status コマンド を発行すると分かります。
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[–s] オプションを付けて sp_cop を起動すると、start コマンド でプロセスを個別に起動することはできません。それらをすべ
て startup コマンド で起動する必要があります。sp_cop をシャット ダウンする前に、 stop コマンド で停止しない限り、プロ
セスはすべて起動します。

注： [–s] オプションを使用した SharePlex の起動の詳細については、『SharePlex 管理者ガイド 』の第 3 章を参
照してください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

shutdown

構文
基本コマンド

リモート オプション

startup

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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

status
status コマンド は、システム上の複製の状態サマリを表示して、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ために使用します。詳細な状態レポート を表示するには、lstatus コマンド を使用します。
ステータス表示は次のものを表示します。
l

Process：プロセスの名前。

l

State：「実行中」、「エラーによる停止」、または「ユーザーによる停止」のいずれかという、各プロセスの状態

l

PID：プロセスのオペレーティングシステムのプロセス ID

l

Running Since：プロセスが起動された日付と時刻

l

Other information：システムが使用されている方法、システムに、アクティブ設定があるか、複製エラーが発生し
ているかなど。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

203

SharePlex は、SP_COP_IDLETIME パラメータで定義された間隔でステータス表示を更新します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

lstatus、qstatus、show、show statusdb

構文
基本コマンド

リモート オプション

status

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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

stop
stop コマンド は、関連付けられたキューからの読み取り、または書き込みを終了できるようにして、SharePlex 複製プロセ
スを正常に停止するために使用します。複製プロセスを停止したときは、データは安全にキューの中に蓄積します。
stop コマンド で停止されたプロセスは、SharePlex がシャット ダウンされ再起動されても、停止したままになります。これ
は、start コマンド だけが起動できます。プロセスが再び起動したときは、停止されたポイント から処理を再開するために、
データは同期したままになります。
注： stop コマンド は、プロセスが関連付けられたキューからの読み取り、またはキューへの書き込みを終了した後で、複
製プロセスを停止するので、abort service コマンド とは異なります。abort service コマンド は、プロセスがデータを処理
しているかどうかに関わらず、すぐにプロセスを終了します。

Capture プロセスの停 止
Capture プロセスを停止するときは注意してください。次の場合は、ソースおよびターゲット テーブルが非同期になることが
あります。
l

Capture が停止している間にユーザーがソースデータの変更を継続した場合
および

l

Oracle REDO ログがその時にラップした場合
および

l

アーカイブログが使用できなくなった場合
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特 定 の時 点 での Post の停 止
Post プロセスが停止するときを制御するために、[at sourcetime] オプションの 1 つを使用します。これらのオプションは、
どれも、指定された時刻、または時刻と時付けがスタンプされた最初のメッセージを受信したときに、自動的に Post を停
止します。その後のメッセージは、Post が再起動されるまで、post キューに蓄積します。
[at sourcetime] オプションは、ジョブがソースシステムでスケジュールされており、ターゲット システムに適用される前に、操
作がそこで成功したことを確認したいときに、使用できます。ジョブを実行するようにスケジュールする前に、このオプションを
Post を停止するために設定します。
ターゲット システムでレポート を実行しており、オーバーヘッド のために Post 操作を競合させたくないときも、このオプション
を使用できます。
SharePlex は同期的ではないために、Post が停止するターゲット システム上の実際の時間は、操作のタイムスタンプより
遅くなることがあります。タイミングは、先行メッセージをキューに post するためにどれぐらいかかるかによって異なります。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)。Capture を停 止 するには Administrator (1) が必 要 。

発行先：

l

l

関 連 コマンド：

Capture、Read、Export のための stop はソースシステムに対して
発行します。
Import、Post のための stop はターゲット システムに対して発行しま
す。

abort service、start

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

stop service

[to host]

[ on host |

[from host]

on host:portnumber |

[for datasource]

on login/password@host |

[for datasource-datadest]

on login/password@host:portnumber ]

[queue queuename]
[at sourcetime hh:mm:ss]
[at sourcetime mm/dd/yyyy
hh:mm:ss]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

service

停止する SharePlex プロセス。有効な値は次のとおりです。
l

Capture

l

Read
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コンポーネント

説明
l

Export

l

Import

l

Post

例：
sp_ctrl(sysA)> stop export
to host

このオプションを使用すると、他のシステムへの Export を継続させながら、指
定したターゲット システムへの Export が停止されます。
l

to は構文の必須部分です。

l

host はターゲット システムの名前です。

例：
sp_ctrl(sysA)> stop export to sysB
この例では、sysA から sysB への Export が停止されますが、sysA から他の
ターゲット システムへの他の Export は継続します。
from host

このオプションを使用すると、他のソースシステムからの Import を継続させな
がら、指定したソースシステムからの Import が停止されます。
l

from は構文の必須部分です。

l

host はソースシステムの名前です。

例：
sp_ctrl(sysD)> stop import from sysC
この例では、sys C からの Import が sysD で停止されますが、sysD での他
のシステムからの Import は継続します。
for datasource

このオプションは、指定されたデータソースの Capture または Read を停止し
ます。
l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで、SID は ORACLE_
SIDです。

例：
sp_ctrl(sysA)> stop read for o.oraA
この例では、Read が sysA でインスタンス oraA について中止されますが、
sysA 上の他のインスタンスのための他の Read プロセスは継続します。
for datasource-datadest

このオプションは、指定されたソースとターゲット 間のデータスト リームで Post
を停止します。
l

l

for は構文の必須部分です。
datasource は o.SID として表されます。ここで、SID は ORACLE_
SIDです。
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コンポーネント

説明
l

datadest は o.SID または r.database として表されます。ここで、SID
は ORACLE_SID、database はオープンターゲット データベースの名
前です。

例：
sp_ctrl(sysC)> stop post for o.oraA-o.oraC
この例では、Post は sysC で oraC に複製するインスタンス oraA について中
止され、sysC 上の他の Post プロセスは post を継続します。
queue queuename

このオプションは、指定された名前付きキューに関連付けられた Export、
Import または Post プロセスを停止します。他の名前付きキューによる複製
は、影響を受けずに継続します。
l

l

queue は構文の必須部分です。
queuename は、設定ファイルに示されているキューのユーザー定義
名です。

例：
sp_ctrl(sysA)> stop export queue QA
この例では、名前付き export キュー QA によるデータの Export が sysA で
停止され、他のすべての名前付きキューに割り当てられたデータについては、
Export が継続します。
at sourcetime hh:mm:ss

このオプションは、指定された時刻のスタンプがある最初のメッセージを受信
したときに、Post プロセスを停止します。その後のメッセージは、Post が再起
動されるまで、post キューに蓄積します。
l

l

at sourcetime は構文の必須部分です。
hh:mm:ss は、その時刻で Post が停止するタイムスタンプであり、こ
れは 24 時間制で指定する必要があります。一桁の構成要素には
ゼロ( 0) を付加します。スペースを入れないでください。

例：
sp_ctrl(sysC)> stop post at sourcetime 24:00:00
この例では、深夜 0 時のタイムスタンプがある最初のメッセージを受信したと
きに、Post が sysC で停止します。
at sourcetime mm/dd/yyyy
hh:mm:ss

このオプションは、指定された時刻および日付のスタンプがある最初のメッ
セージを受信したときに、Post プロセスを停止します。これは、stop post at
sourcetime hh:mm:ss と同じ目的と機能を持ち、日付オプションが追加さ
れています。
l

l

at sourcetime は構文の必須部分です。
mm/dd/yyyy は、Post を指定した時刻で停止する日付です。日付
の構成要素は、構文の中で時刻の構成要素よりも前につける必要
があります。年は 4 桁すべてを含める必要があります。一桁の構成
要素にはゼロ( 0) を付加します。スペースを入れないでください。この
構成要素は、スペースで時刻の構成要素から分かちます。
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コンポーネント

説明
l

hh:mm:ss は、その時刻で Post が停止するタイムスタンプであり、こ
れは 24 時間制で指定する必要があります。一桁の構成要素には
ゼロ( 0) を付加します。

例：
sp_ctrl(sysC)> stop post at sourcetime 01/31/2002 24:00:00
この例では、2002 年 1 月 31 日深夜 0 時のタイムスタンプがある最初の
メッセージを受信したときに、Post が sysC で停止します。

リモート オプション
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。
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

target
target コマンド は、特定のタイプのターゲット をサポート するように Post を設定するために使用します。これはターゲット
設定 と呼ばれます。ターゲット 設定に保存されるプロパティは、Post が複製データを処理、フォーマット 、および出力する
方法を制御します。
target コマンド には、ターゲット 設定をリセット または表示するためのオプションもあります。
target コマンド は、グローバルレベルとプロセス単位レベル( queue オプションを使用する場合) の両方で、ターゲット 設定
を制御するためにも使用できます。
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使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

target system

関 連 コマンド：

接続

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

target {o. | r. | x.| c.}target

{

使用できません

[queue queuename]

{ set category property |

{command_option}

reset [category [property] ] |
show [category ] } |
switch
}

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

{o. | r. | x.| c.}target

Post を設定するターゲット 。ターゲット 名の前に付く文字は、ターゲット のタ
イプ( Oracle データベース、オープンターゲット データベース、JMS、Kafka
ブローカ、ファイル、または変更履歴ターゲット ) を表します。
ターゲット のタイプは次のとおりです。
o.SID
ここで、SID は Oracle データベースの ORACLE_SID で
す。
r.database
ここで、database はオープンターゲット データベースの名前
です( DSN ではありません) 。*
x.jms
ここで、jms は Java Message Service( JMS) のキューま
たはト ピックです。
x.kafka
ここで、kafka は Apache Kafka ブローカです。
x.file
ここで、file は SQL または XML 形式のデータが含まれる
構造化ファイルです。
c.SID
ここで、SID は変更履歴ターゲット として設定されたターゲッ
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コンポーネント

説明
ト Oracle データベースの ORACLE_SID です。
* 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。

queue queuename

指定したキューに関連付けられた SharePlex Post プロセスにコマンド の動
作を制限します。この動作は、設定しているターゲット プロパティのグローバ
ル設定を上書きします。queue オプションを指定しない場合、target コマ
ンド はローカル SharePlex インスタンスのすべての Post プロセスに影響し
ます。
例：以下は、myjms1 キューに関連付けられた Post プロセスのメタデータ
プロパティを設定します。
target x.jms queue myjms1 set metadata time, userid, trans, size

{

l

set category property |

l

reset [category [property]] |
show [category] |
switch
}
l

l

l

l

set は、設定プロパティをターゲット 設定に適用します。
reset は、設定をクリアしてデフォルト に戻します( デフォルト 設定が
存在する場合) 。特定のカテゴリおよび( 該当する場合は) 特定の
プロパティに制限できます。注：reset はプロパティ値を別の値に再
設定しません。再設定するには別の set コマンド を使用してくださ
い。
show は、設定を表示します。
category は、設定プロパティのカテゴリです。コマンド で効率的に
管理するため、プロパティはカテゴリ別にグループ化されます。「カテ
ゴリの説明」を参照してください。
property は、設定、リセット 、または表示する設定プロパティです。
カテゴリごとにさまざまなプロパティがあります。
switch は、ファイルターゲット ( x.file) のみに適用されます。このオ
プションは、新しいアクティブ出力ファイルを作成したり、連番の古
いファイルとして保存したりする場合に使用します。このコマンド を
発行すると、Post が新しいレコード を処理した後に切り替えが発
生します。このオプションに入力値はなく、設定カテゴリに関連はあ
りません。

カテゴリの説 明
カテゴリ

説明

cdc

Oracle( 変更履歴ターゲット として設定) で有効。
特定のテーブルで SP_OPO_TRACK_PREIMAGE パラメータで設定されたグローバル設定
を上書きします。「cdc カテゴリ」を参照してください。

characterset

オープンターゲット で有効。
ターゲット データベースに post する前に、複製されたデータを指定されたキャラクタセット に変
換するよう Post プロセスに指示します。「characterset カテゴリ」を参照してください。
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カテゴリ

説明

datatype

オープンターゲット で有効。
Oracle ALTER TABLE ADD COLUMN コマンド をターゲット に適用するときに新しい列を作
成するために Post が使用する、デフォルト のデータ型マッピングを上書きします。「datatype カ
テゴリ」を参照してください。
注意： DML 操作の場合、SharePlex はターゲット データベースをクエリして、複製さ
れたデータの適切なデータ型マッピングを判断します。

file

ファイルターゲット で有効。
ファイルターゲット のプロパティを設定します。詳細については、「file カテゴリ」を参照してくださ
い。

format

ファイルターゲット で有効。
ファイルターゲット に書き込まれるデータの形式を設定します。詳細については、「format カテゴ
リ」を参照してください。

jms

JMS ターゲット で有効。
JMS ターゲット のプロパティを設定します。詳細については、「jms カテゴリ」を参照してくださ
い。

kafka

Kafka ターゲット で有効。
Kafka ターゲット のプロパティを設定します。詳細については、「kafka カテゴリ」を参照してくだ
さい。

metadata

Oracle( 変更履歴ターゲット として設定) 、JMS、Kafka、およびファイルターゲット で有効。
オープンターゲット データベースではサポート されません。
SharePlex によって複製されるデータにメタデータプロパティを追加します。詳細については、
「metadata カテゴリ」を参照してください。

resources

Oracle、オープンターゲット データベース、JMS、Kafka、ファイルで有効。
ターゲット システム上のリソースに影響するパラメータを設定します。「resources カテゴリ」を参
照してください。

rule | filter

Oracle( 変更履歴ターゲット として設定) で有効。
追跡ルールまたはフィルタを特定のテーブルに適用する条件文を指定します。「rule | filter カ
テゴリ」を参照してください。

source

Oracle( 変更履歴ターゲット として設定) で有効。
ソース識別子プロパティを設定します。詳細については、「source カテゴリ」を参照してくださ
い。

sql

出力が SQL であるファイルターゲット で有効。
SQL プロパティを設定します。詳細については、「sql カテゴリ」を参照してください。

cdc カテゴリ
サポート されるターゲット
Oracle( 変更履歴ターゲット として設定)
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コマンド オプション
target c.SID [queue queuename]
table tablename
{
set cdc preimage={yes | no}
reset cdc
show cdc
}

使用法：
特定のテーブルで SP_OPO_TRACK_PREIMAGE パラメータで設定された、更新用のグローバル設定を上書きします。
更新操作の前イメージが履歴テーブルで追跡されるかどうかを制御します。有効な値は、yes( 更新の前イメージを追
跡) 、または no( 更新の前イメージを除外) です。

characterset カテゴリ
サポート されるターゲット
オープンターゲット データベース

コマンド オプション
target r.database [queue queuename]
{
set characterset character_set |
reset characterset character_set |
show characterset character_set
}
使用法：
複製されたデータをターゲット データベースに post する前に、ローカル Oracle クライアント に送信して指定されたキャラクタ
セット に変換するよう、Post プロセスに指示します。指定されたキャラクタセット は、キャラクタデータをオープンターゲット ター
ゲット に post するときに Post で使用されるデフォルト キャラクタセット である Unicode を上書きします。
注：このオプションを使用するには、ターゲット システムに Oracle クライアント が必要です。詳細については、『 SharePlex
プリインスト ールチェックリスト 』の「オープンターゲット データベース」のセクションを参照してください。
プロパティ

入力値

デフォルト

character_set

Oracle における、ターゲット キャラクタセット と同等なもの。Oracle
名で指定されます。

Unicode

例：
ターゲット で GB2312 キャラクタセット のデータを post するには、Oracle ZHS16GBK キャラクタセット を指定します。
target r.mymss set characterset ZHS16GBK
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datatype カテゴリ
サポート されるターゲット
オープンターゲット データベース

コマンド オプション
target r.database [queue queuename]
{
set datatype src_datatype=tgt_datatype |
reset datatype [src_datatype] |
show datatype [for database_type]
}

使用法：
SharePlex では、サポート するオープンターゲット ターゲット データベースのタイプごとに、ソースとターゲット 間のデフォルト の
列マッピングがあります。このマッピングにより、Oracle ALTER TABLE ADD COLUMN コマンド をオープンターゲット ター
ゲット に適用するときに Post が作成する新しい列のデータ型が決まります。
set dataype オプションを指定して target コマンド を使用すると、サポート されるターゲット またはテスト 環境の他の
オープンターゲット ターゲット について独自の列マッピングを設定できます。マッピングは、( テーブル単位ではなく) ターゲット
設定全体に影響します。
重要： デフォルト マッピングを変更する場合、SharePlex は新しいマッピングの正確性を検証できません。Quest
は、カスタムマッピングの結果生じる不正確さについて責任を負うことはできません。
reset datatype オプションは、1 つ以上のマッピングをデフォルト に復元する場合に使用します。show オプションは、デ
フォルト のマッピングおよび上書きを表示する場合に使用します。
プロパティ

説明

src_datatype

ターゲット データ型にマッピングしている Oracle ソースデータ型。有効な値は次
のとおりです。
anydata
blob
char
clob
date
double
float
long
longraw
number
raw
timestamp
timestamp_tz
varchar
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プロパティ

説明

tgt_datatype

ターゲット で有効なデータ型。ソースデータ型はこのデータ型にマッピングされま
す。

for database_type

show オプションに適用されます。特定のタイプのデータベースのデータ型マッピ
ングを表示します。有効な値は次のとおりです。
hana
sybase
sqlserver
postgres
teradata
for database_type なしの show オプションは、すべてのローカルターゲット のデ
フォルト データ型マッピング、およびマッピングの上書きを表示します。

例
次のコマンド は、SQL Server データ型 IMAGE にマッピングするように Oracle データ型 BLOB を設定します。
target r.mymss set datatype blob=image
次のコマンド は、SQL Server ターゲット の現在およびデフォルト のデータ型マッピングを表示します。
target r.myss show datatype for sqlserver

file カテゴリ
サポート されるターゲット
ファイル

コマンド オプション
target x.file [queue queuename]
{
set file property=value |
reset file [property] |
show file
}

使用法：
プロパティ

入力値

デフォルト

location=pathname

ファイルを作成する、SharePlex 変数データディレクト リ内のパス
名。

opx

max_records=number

ファイルを切り替える前のアクティブファイルの最大サイズ( レコード
数で測定) 。

50,000
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プロパティ

入力値

デフォルト

max_size=megabytes

ファイルを切り替える前のファイルの最大サイズ( メガバイト 数で測
定) 。

50

max_time=seconds

ファイルを切り替える前の最大待機秒数。

300

record_length=number

レコード の最大サイズ( 文字数)

132

例：
target x.file set file max_size=320

format カテゴリ
サポート されるターゲット
ファイル

コマンド オプション
target x.file [queue queuename]
{
set format property=value |
reset format [property] |
show format
}

使用法：
プロパティ

入力値

デフォルト

decimal=character

小数点文字

. ( ピリオド )

enotation=notation

指数表記

14

record={SQL | XML}

出力レコード の形式( SQL または XML)

xml

例：
target x.file set format record=sql

jms カテゴリ
サポート されるターゲット
JMS

コマンド オプション
target x.jms [queue queuename]
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{
set jms property=value |
reset jms [property] |
show jms
}

使用法：
各プロパティは keyword=value ペアの形式を取ります。
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。

例：
target x.jms set jms queuename=SharePlexJMS

kafka カテゴリ
サポート されるターゲット
Kafka

コマンド オプション
target x.kafka [queue queuename]
{
set kafka property=value |
reset kafka [property] |
show kafka
}
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使用法：
各プロパティは keyword=value ペアの形式を取ります。
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

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。
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。
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プロパティ

入力値
l

デフォルト
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。

例：
target x.kafka set kafka topic=MyTopicName

metadata カテゴリ
サポート されるターゲット
Oracle、ファイル( XML 出力) 、JMS、Kafka

コマンド オプション
target {c.SID | x.file | x.jms | x.kafka} [queue queuename]
{
set metadata [colname:]property[, ...]|
reset metadata |
show metadata
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}

使用法：
target コマンド に set metadata を指定すると、データベースターゲット 、XML ファイルターゲット 、JMS ターゲット 、または
Kafka ターゲット に設定されたデフォルト のメタデータプロパティを上書きできます。これらのターゲット タイプはどれも、Post
出力でメタデータを提供します。
l

l

Oracle 変更履歴ターゲット の場合、target 指定がないと、Post はデフォルト のメタデータ列を更新します。デフォ
ルト のメタデータ列は、複製の開始前にデフォルト 名内に存在する必要があります。デフォルト 列は、デフォルト の
メタデータプロパティ内に示されます。デフォルト のメタデータプロパティは、次の表でアスタリスク( *) が付いていま
す。set metadata を指定した target コマンド は、他のメタデータを追加したり列名をデフォルト からカスタム名に
変更したりする場合のみ使用してください。カスタム名を変更するには、コマンド 構文に示されている colname オ
プションを使用してください。
ファイル、JMS、または Kafka への XML 出力の場合、メタデータは XML スキーマごとに XML 形式で追加されま
す。デフォルト のメタデータは、特別な設定なしに追加され、次の表ではアスタリスクが付いています。set
metadata を指定した target コマンド は、他のメタデータを追加するときのみ使用してください。

変更履歴ターゲット データベースをサポート するように SharePlex を設定する詳細については、『SharePlex管理者ガイ
ド 』を参照してください。
複数のメタデータプロパティを設定するには、コンマ区切りリスト として指定します。
注：アスタリスク( *) が付いたプロパティは、デフォルト でデータが設定され、target コマンド を必要としません。
プロパティ

Post によって挿入される値

有効

time*

( SQL Server データでは無効) ソースで操作が適用された時刻。Oracle によって指定されま
す。

Oracle
( 変更
履歴)

重要! Oracle バージョン 11g 以降では、time はト ランザクション境界レコード ( ト ランザクションの
開始など) にのみ表示されます。Oracle REDO ログと SharePlex が操作をト ランザクション順で
複製する方法は、直線的に設計されています。SharePlex はこれに基づいて、タイムスタンプが
異なるレコード が発生するまで、発生元レコード に含まれるタイムスタンプを後続のレコード に適
用します。
デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_TIME
データ型：TIMESTAMP

userid*

JMS
Kafka
ファイ
ル
( XML
出力
のみ)

( SQL Server データでは無効) 操作を実行したユーザー ID

Oracle

デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_USERID

JMS

データ型：NUMBER

Kafka
ファイ
ル
( XML
出力
のみ)

op*

操作のタイプ( INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、DROP COLUMN、
UPDATE BEFORE、UPDATE AFTER) 。JMS 実装の場合、このフィールド は常にフィールド 名
SPOps で XML 出力に追加されます。これを JMS プロパティに追加するには、op オプションを指
定した明示的な target コマンド を発行します。

Oracle
( 変更
履歴)

デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_OPERATION

Kafka
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プロパティ

Post によって挿入される値

有効

データ型：VARCHAR2
scn*

( SQL Server データでは無効) 操作が適用されたソース SCN
デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_SCN

Oracle
( 変更
履歴)

データ型：NUMBER
rowid*

( SQL Server データでは無効) 変更された行の ROWID
デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_ROWID
データ型：ROWID

Oracle
( 変更
履歴)
JMS
Kafka

trans*

操作のト ランザクション ID。JMS 実装の場合、このフィールド はフィールド 名 SPTxnId で XML
出力と JMS プロパティの両方に追加されます。
デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_TRANS

Oracle
( 変更
履歴)

データ型：VARCHAR2

JMS
Kafka
ファイ
ル
( XML
出力
のみ)

seq*

( SQL Server データでは無効) ト ランザクション内での操作の順序
デフォルト の列名：SHAREPLEX_OPERATION_SEQ

Oracle
( 変更
履歴)

データ型：NUMBER
host

ソースホスト の名前または IP アド レス
デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_HOST

Oracle
( 変更
履歴)

データ型：VARCHAR2
queue

Oracle
( 変更
履歴)

SharePlex キューの名前
デフォルト の列名：SHAREPLEX_QUEUENAME
データ型：VARCHAR2

ソース

target の set source オプションを指定して設定された、ユーザー定義のソース識別子。
「source カテゴリ」を参照してください。

Oracle

デフォルト の列名：SHAREPLEX_SOURCE_ID
データ型：VARCHAR2
changeid 操作の一意なシーケンシャル ID

Oracle

デフォルト の列名：SHAREPLEX_CHANGE_ID
データ型：NUMBER
size

ト ランザクション内の操作の数。

JMS
Kafka
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プロパティ

Post によって挿入される値

有効
ファイ
ル
( XML
出力
のみ)

table

idx

ターゲット テーブルの名前。ターゲット テーブルの名前は、フィールド 名 SPTblName で JMS プロ
パティに追加されます。

JMS

ト ランザクション内のこの操作のインデックス。これは、フィールド 名 SPMsgIdx で JMS プロパティ
に追加されます。JMS プロパティでは m/n という形式にフォーマット されます。ここで、 n はト ランザ
クション内の操作の総数、 m はト ランザクション内の操作番号です。

JMS

Kafka

Kafka

JMS および Kafka における set metadata の例
以下は、ソースの IP アド レスまたはホスト 名、SharePlex キューの名前、およびト ランザクション内の操作数を JMS ター
ゲット の出力に追加するように、すべての Post プロセスを設定します。
target x.jms set metadata host, queue, size
または
target x.kafka set metadata host, queue, size

Oracle における set metadata の例
以下の例では、操作の時刻とその操作を実行したユーザー ID を Timestamp および User 列( どちらも大文字と小文
字が区別されるユーザー定義名) に追加するように、myqueue1 キューに関連付けられた Post プロセスを設定します。
target c.targSID queue myqueue1 set metadata time:"Timestamp", userid:"User"

resources カテゴリ
サポート されるターゲット
Teradata

コマンド オプション
target r.target [queue queuename]
{
set resources property=value |
reset resources [property] |
show resources [for datastore]
}
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使用法：
プロパティ

入力値

デフォル
ト

commit_frequency=number_of_
operations

Post がコミット を発行するまでの操作の最大数を指定しま
50000
す。1 より大きい任意の整数を指定できます。大きなト ランザ
クションを複数の小さなト ランザクションに分割できます。分割
後のト ランザクションには、number_of_operations で指定さ
れた数以下の操作が含まれます。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。

max_active_statements=number_of_
cursors

Post が 1 セッション内でターゲット データベースに対して処理
できる同時アクティブ SQL 文の数を指定します。データベー
スまたはクライアント ド ライバによって許可されたアクティブな文
の最大数までの整数を指定できます。SP_OPX_SQL_
CACHE_DISABLE パラメータが 0( 有効) に設定されている
ときは、Post によってのみ使用されます。

16

例
target r.mydb queue q1 set resources commit_frequency=10000
target r.mydb queue q1 set resources max_active_statements=10
target r.mydb show resources for teradata

rule | filter カテゴリ
サポート されるターゲット
Oracle( 変更履歴ターゲット として設定)

コマンド オプション
target c.SID [queue queuename]
table tablename
{
set {rule | filter} { 'column_condition' | !filename }
reset {rule | filter}
show {rule | filter}
}

使用法：
UPDATE 操作に適用されます。ターゲット テーブルに対して、追跡するデータを識別する条件ロジックを適用します。対
象外のデータは除外されます。ターゲット テーブルごとに 1 つのrule または filter を使用できますが、括弧を使用したネス
ト 式と AND、OR、NOT の論理接続詞を組み合わせて、さまざまな条件を作成できます。
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構文要素
rule | filter

説明
l

l

rule は、UPDATE 操作が column_condition と一致する場合 のみ、行を挿入 するよう Post に
指示します。UPDATE が column condition 一致しない場合、行は破棄されます。
filter は、UPDATE が column_condition と一致しない場合 のみ、行を挿入 するよう Post に指
示します。UPDATE が column condition と一致する場合、行は破棄されます。

table
tablename

ルールまたはフィルタを設定しているターゲット テーブルの名前。

column_
condition

UPDATE 操作によって満たされる必要のある条件ロジック。column_condition は条件文全体を表し、
一重引用符で囲む必要があります。column condition は、以下の式の 1 つまたは任意の組み合わせ
を指定できます。式はそれぞれ括弧で囲む必要があります。
(column is changed)
(column is not changed)
([column1, column2, ...]matches change_list)
([column1, column2, ...]contains change_list)
ここで、
l

l

is changed は、指定された列が UPDATE 操作で変更されることを示します。

l

is not changed は、指定された列が UPDATE 操作で変更されないことを示します。

l

change_list は、変更されるソース列の論理表現です。

l

l

!filename

column はターゲット 列の名前です。コンマを使用してリスト 内の列名を区切り、角かっこを使用
してリスト を囲みます。

matches change_list は、条件が変更リスト と完全一致であるときに満たされます( 列数が変
更リスト より少なくも多くもなく、名前が同じである) 。
contains change_list は、条件が変更リスト 内のすべての列を含むときに満たされます。変更リ
スト は、条件内の列のサブセット でもかまいませんが、変更リスト より多くの列を含むことはできま
せん。名前は一致する必要があります。

大きなカラムコンディションをテキスト ファイルに保存し、 target コマンド を実行するときに column
condition 構文全体の代わりにそのファイルを指定できます。

注：バッチおよび直接ロード 操作は rule/filter 機能でサポート されていません。

例
式を組み合わせてさまざまなルールを設定する方法の例を以下のコマンド で示します。
target c.mySIDtable mytable set rule '(col3 is not changed) and (col5 is not changed)'
target c.mySIDtable mytable set rule '([col1, col3] matches change_list)'
target c.mySIDtable mytable set rule 'not ([col2, col5] contains change_list)'
以下の表に、rule および filter を使用して行を含めたり破棄したりするさまざまな方法を示します。
ルール

更新される列

行の挿入の有無

rule = '(c2 is not changed)'

c2

no
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ルール

更新される列

行の挿入の有無

rule = '(c2 is not changed)'

c3

yes

rule = '(c2 is changed)'

c2

yes

rule = '(c2 is changed or c4 is changed)'

c1

no

rule = '(c2 is changed or c4 is changed)'

c1、c3、c5

no

rule = '(c2 is changed or c4 is changed)'

c2

yes

rule = '(c2 is changed or c4 is changed)'

c3、c4、c5

yes

rule = '([c3,c6,c7,c8] matches change_list)'

c3、c6、c7、c8

yes

rule = '([c3,c6] matches change_list)'

c3、c6、c7

no

rule = '([c3,c6,c7] contains change_list)'

c3、c6

yes

rule = '([c3,c6] contains change_list)'

c3、c8

no

フィルタ

更新される列

行の挿入の有無

filter = '(c2 is not changed)'

c2

yes

filter = '(c2 is not changed)'

c3

no

filter = '(c3 is changed and c4 is changed)'

c1

yes

filter = '(c3 is changed and c4 is changed)'

c3、c4

no

filter = '(c3 is changed and c4 is changed)'

c1、c2、c3

yes

filter = '([c3,c6,c7] matches change_list)'

c3、c6

yes

filter = '([c3,c6,c7] matches change_list)'

c3、c6、c7

no

filter = '([c3,c6] contains change_list)'

c3、c6

no

filter = '([c3,c6,c7] contains change_list)'

c3、c8

yes

source カテゴリ
サポート されるターゲット
Oracle

コマンド オプション
target c.SID [queue queuename]
{
set source sourceID |
reset source |
show source
}
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使用法：
SHAREPLEX_SOURCE_ID メタデータ列のユーザー定義のソース識別子を設定します。set metadata source オ
プションを指定した target を使用して、この列にデータを投入するように Post を設定します。1 文字の英数字文字
列を指定してください。

例：
set source を使用して、複数のソースデータベースからのデータを同一のターゲット データベースに複製する設定をサ
ポート する方法を以下に示します。このターゲット 設定により、各 Post プロセスは SHAREPLEX_SOURCE_ID 列をソー
スデータベースに応じた異なるソース ID で更新し、ターゲット データベース内のデータを区別します。この例では、4 つの
Post プロセスを使用します。
target c.target1 queue source718 set source east
target c.target1 queue source92 set source south
target c.target1 queue source101 set source west
target c.target1 queue source75 set source north
キュー「source718」の Post プロセスは、スト リーム内のテーブルへの挿入または更新時に、毎回 SHAREPLEX_
SOURCE_ID 列を値「east」で更新します。キュー「source92」の Post プロセスは、SHAREPLEX_SOURCE_ID 列を
値「south」で更新します。残り 2 つの Post プロセスについても同様です。

sql カテゴリ
サポート されるターゲット
ファイル( SQL 出力)

コマンド オプション
target x.file [queue queuename]
{
set sql property=value |
reset sql [property] |
show sql
}

使用法：
プロパティ

入力値

デフォ
ルト

add_rownum={yes | no}

行番号を含める場合は yes、除外する場合は no

yes

begin_transaction={yes | no}

開始ト ランザクションレコード を含める場合は yes、除外する
場合は no

no

comment=character

コメント をマークする文字

--

concatenate=character

文字列を連結する文字

||

end_transaction={yes | no}

終了ト ランザクションレコード を含める場合は yes、除外する

no

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex コマンド

227

プロパティ

入力値

デフォ
ルト

場合は no
SharePlex 8.6 で必須。 以下のようなレガシー SQL の日付お
よびタイムスタンプ形式を使用します。

legacy={yes | no}

no

MMDDYYYYHH24MISS および MMDDYYYYHH24MISS.FFFFFF
(yes/no)
name_delimiter=character

SID、テーブル、所有者、列の名前を区切る文字。この値は、
Post が ODBC ド ライバに対して SQL_DELIMITER の設定を
クエリするときに返される値を上書きします。

なし

record_terminator=character

SQL を終了する文字

;

例：
target x.file set sql comment=#

trace capture
trace capture コマンド は、Capture の処理とパフォーマンスの統計をト レースファイルに出力するために使用します。
Capture のト レースには以下が含まれます。
l

ト レース自体の詳細

l

Capture がさまざまなタスクの全体とスレッド ごとに費やした時間

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

trace read、trace post

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

trace capture

[minutes]

[ on host |

[for datasource]

on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]
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構 文 の説 明
コンポーネント

説明

minutes

ト レースを実行する分数。デフォルト は15分です。

for datasource

Capture ト レースの実行対象となるデータソース。同一の SharePlex インスタンス
で複数の Capture を実行する場合のみ必須です。使用する場合は、 minutes
の後に続ける必要があります。

リモート オプション
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。
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

出力
ト レースが終了すると、変数データディレクト リの log サブディレクト リ内のファイルにト レースデータが次の形式で書き込ま
れます。
process_id_trace_time
例：
orcl_ocap_trace_Sep30_15_24_2014
ここで、orcl はデータソース、ocap は Capture プロセスの名前です。
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例：
次のコマンド は、データソース myora に対して 1 分間のト レースを実行します。
trace capture 1 for myora
このコマンド のト レース出力は次のようになります。

trace post
trace post コマンド は、Post の処理とパフォーマンスの統計をト レースファイルに出力するために使用します。
Post のト レースには以下が含まれます。
l

l

l

ト レース自体の詳細
ト ランザクション処理のパフォーマンス統計、SharePlex 処理のオーバーヘッド 、およびデータベースの応答時間
のサマリ
操作タイプごとの詳細な統計

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ターゲット システム

関 連 コマンド：

trace capture、trace read

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

trace post

[minutes]

[ on host |

[for datasource-datadest]

on host:portnumber |

[queue queuename]

on login/password@host |
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基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

minutes

ト レースを実行する分数。デフォルト は15分です。

for datasource-datadest

Post ト レースの実行対象となるソースおよびターゲット データソース。
l

l

l

queue queuename

同一の SharePlex インスタンスで複数の Post プロセスを実行する場合
( 異なるソースからの複製) 、または異なるターゲット データベースに対して
複数の Post プロセスを実行する場合は必須です。使用する場合は、
minutes の後に続ける必要があります。
datasource は o.SID として表されます。ここで、SID は ORACLE_SIDで
す。
datadest は o.SID または r.database として表されます。ここで、SID は
ORACLE_SID、database はオープンターゲット データベースの名前で
す。

指定された名前付きキューに関連付けられた Post プロセスにト レースを制限しま
す。

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

出力
ト レースが終了すると、変数データディレクト リの log サブディレクト リ内のファイルにト レースデータが次の形式で書き込ま
れます。
process_id_trace_time
例：
orcl_orcl2_opo_trace_Feb_5_17_24_2014
ここで、orcl はソースデータソース、orcl2 はターゲット データソース、opo は Post プロセスの名前です。

例：
次のコマンド は、データソース myora および myora2 に対して 1 分間のト レースを実行します。
trace post 1 for myora-myora2
このコマンド のト レース出力は次のようになります。
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trace read
trace read コマンド は、Read の処理とパフォーマンスの統計をト レースファイルに出力するために使用します。
Read のト レースには以下が含まれます。
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l

キーの値を取得するために作成されたキューに関する詳細

l

Read がさまざまな処理タスクで費やした時間を示す統計

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Operator (2)

発行先：

ソースシステム

関 連 コマンド：

trace capture、trace post

構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

trace read

[minutes]

[ on host |

[for datasource]

on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

minutes

ト レースを実行する分数。デフォルト は15分です。

for datasource

ト レースの実行対象となるデータソース。同一の SharePlex インスタンスで複数
の Capture および Read プロセスを実行する場合のみ必須です。使用する場合
は、 minutes の後に続ける必要があります。

リモート オプション
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。
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。
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オプション

説明
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

出力
ト レースが終了すると、変数データディレクト リの log サブディレクト リ内のファイルにト レースデータが次の形式で書き込ま
れます。
process_id_trace_time
例：
orcl_ord_trace_Sep30_13_07_2014
ここで、orcl はデータソース、ord は Read プロセスの名前です。

例：
次のコマンド は、データソース myora に対して 1 分間のト レースを実行します。
trace read 1 for myora
このコマンド のト レース出力は次のようになります。
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truncate log
truncate log コマンド は、Event Log および SharePlex 変数データディレクト リの中の log サブディレクト リのト レースログ
ファイルを切り捨てる( すべてのデータを削除する) ために使用します。これらのログには、データが蓄積するために、ディスク
スペースを大量に消費することがあります。truncate log コマンド を使用すると、データの有用な期間が終了した後で、ロ
グを切り詰めることができます。このコマンド は、複製に影響を与えません。このコマンド は、複製がアクティブで、データが
キューの中にある間に使用できます。

sp_eventmon が実 行 中 のログの切 り詰 め
sp_eventmon 監視スクリプト を実行中の場合は、truncate log コマンド を発行してから sp_cop_name.mrk ファイルを
削除してください。ここで 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。
重要： truncate log コマンド は、ログからすべてのエント リを削除します。Quest Technical Support は、サポート 電話を
受けたときに、ログの中の情報を参照するので、できる限りデータを保持するようにしてください。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Administrator (1)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

truncate log

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
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

usage
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。
構文に加えて、コマンド またはコマンド のグループの説明を表示するには、help コマンド を使用します。このコマンド には、
[on host] オプションはありません。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

help

構文
基本コマンド

リモート オプション

usage commandname

使用できません

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

commandname

構文を表示するコマンド 。
例：
sp_ctrl(sysA)> usage stop
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verify config
verify config コマンド は、特定のアクティベーションおよび複製に関する問題を回避するための、予防手段として提供さ
れています。これはアクティベーションをテスト して、正しく完了することを確認する目的で使用されます。
verify config コマンド はテーブルとシーケンスだけを検証します。
このコマンド は以下の目的で使用できます。
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。

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 がサポート しないもの
verify config コマンド は、以下の作業を行いません。
l

アクティベーション時刻の検証。

l

ターゲット オブジェクト またはターゲット SID の検証。

アクティブ設 定 の中 の追 加 または変 更 されたオブジェクト の検 証
アクティブ設定に追加したいオブジェクト または変更 (ルーティングの変更など) したいオブジェクト を検証するには、アクティブ
設定をコピーして変更してから、そのコピーに対して verify command を実行することをお勧めします。

分 割 レプリケーションで使 用
Verify config コマンド は、分割レプリケーションを使用するテーブルを含む設定に使用できます。SharePlex は分割レ
プリケーションでの verify config の使用をサポート していますが、パーティションまたはその定義を検証する付加機能は
用意されていません。

検 証 結 果 の表 示
verify config コマンド は、検証が完了するまで、sp_ctrl インターフェイスの制御を保持します。
このコマンド は、設定ファイル全体、ログエラーと重複、およびワイルド カード に該当する展開オブジェクト を読み込みます。
検証結果は sp_ctrl の画面に表示されます。以下の作業を行って、結果の詳細を表示することができます。
l

sp_ctrl で、verify config コマンド に detail オプションを指定して発行します。

l

verify config コマンド の発行後に画面に表示されるパスを使って、結果ファイルを直接参照します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

activate config、copy config、create config、edit config
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構文
基本コマンド

コマンド オプション

リモート オプション

verify config filename

detail

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

filename は、検証する設定の名前です。

detail

このオプションは、大きなレベルの詳細を画面に表示します。
例：
sp_ctrl(sysA)> verify config myconfig detail
この例では、myconfig ファイルが検証され、上位レベルの詳細が表示され
ます。

リモート オプション
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。
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
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version
version コマンド は、SharePlex ソフト ウェアのバージョンナンバーを表示するために使用します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

なし

構文
基本コマンド

リモート オプション

version

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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オプション

説明
があります。
例： sp_ctrl(sysB)>status on john/spot5489@SysA:8304

view config
view config 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の内容を sp_ctrl インターフェイスの中から表示す
るために使用します。
これは次のときに使用します。
l

誤って書き込まれた設定のために、activation または複製の問題が発生している疑いがあるとき。

l

どのオブジェクト が複製されているか、またルート がどのように設定されているかを知りたいとき。

注： 設定を編集するには、edit config コマンド を使用します。アクティブ設定は編集できません。アクティブ設定を変更す
るには、copy config コマンド でコピーして、そのコピーを編集します。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

source system

関 連 コマンド：

activate config、copy config、deactivate config、edit config、list
config、remove config、rename config、verify config

構文
基本コマンド

リモート オプション

view config filename

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

構 文 の説 明
コンポーネント

説明

filename

表示する設定ファイルの名前。設定名には、大文字と小文字の区別があり
ます。
例：
sp_ctrl(sysB)> view config Sales
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リモート オプション
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。
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

view log options
view log options コマンド は、show log コマンド のデフォルト 値を表示するために使用します。
表示の例：
sp_ctrl(sysA)> view log options
Log current display options:
direction = reverse
maxlines = 50
lpp = 30
これらのパラメータは、set log コマンド 、または show log コマンド 自体の中のオプションで変更できます。

使用法：
サポート されるターゲット ：

すべて

権 限 レベル：

Viewer (3)

発行先：

ソースまたはターゲット システム

関 連 コマンド：

set log、show log
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構文
基本コマンド

リモート オプション

view log options

[ on host |
on host:portnumber |
on login/password@host |
on login/password@host:portnumber ]

リモート オプション
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。
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
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2

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。
パラメータの設定の手順については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。

コンテンツ
ユーザーが設定可能なパラメータの説明
廃止されたパラメータ

ユーザーが設定可能なパラメータの説明
このセクションでは、user-configurable SharePlex パラメータを説明します。この章で解説されていないパラメータは内
部パラメータであり、Quest の開発者または Technical Support の代表者の指導のもとでのみ修正するべきものです。
パラメータは、次のようにグループ分けされます。
l

Configuration Activation パラメータ

l

Capture パラメータ

l

Read パラメータ

l

Export パラメータ

l

Import パラメータ

l

Post パラメータ

l

オープンターゲット の Post パラメータ

l

Queue パラメータ

l

sp_cop パラメータ

l

ログパラメータ

l

SNMP パラメータ

l

システムパラメータ

l

compare/repair コマンド パラメータ
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l

copy/append コマンド パラメータ

l

analyze config コマンド パラメータ

Configuration Activation パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex activation プロセスによって使用されます。ユーザーが設定ファイルをアクティベート した
時点で有効になります。

SP_OCF_HASH_BY_BLOCK
このパラメータは、水平分割レプリケーションで使用されるハッシュアルゴリズムの基準が rowid であるか、行が存在するブ
ロックであるかどうかを制御します。デフォルト 値の 0 では、rowid に基づいたハッシュを使用することになります。ブロックに
基づいたハッシュの使用時には、水平分割レプリケーションを使用しているテーブルの処理時に、Post プロセスのパフォー
マンスが改善される可能性があります。ブロックに基づいたハッシュを有効にするには、このパラメータを 1 に設定してから、
設定ファイルを再アクティベート します。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1( ブロックに基づいたハッシュが有効)
有効になる時期：次回のアクティベーション時

SP_OCF_LOCK_WAIT_TIME
このパラメータは、特定のテーブルで activation が失敗するまで SharePlex が待機すべき時間を示します。テーブルは
activation のためにロックする必要があるために、ロジックは指定された時間ロックを再試行することであり、この指定された
時間は SP_OCF_LOCK_WAIT_TIME パラメータで制御されます。
デフォルト ：5 分
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：次回のアクティベーション時

SP_OCF_THREAD_COUNT
このパラメータは、configuration activation 中に SharePlex が生成するスレッド のデフォルト 数を制御します。最適のパ
フォーマンスレベルを判断するために、このスレッド 数で実験することが必要な場合もあります。たとえば、大型ディスクアレ
イのある 32 CPU マシンでは、10 スレッド 以上にするとパフォーマンスが向上することがあります。スレッド 数の値は、分析
するテーブルの数とは無関係です。
デフォルト ：3 スレッド
有効な値の範囲：1 から 32
有効になる時期：次回のアクティベーション時
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Capture パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex Capture プロセスによって使用されます。

SP_OCT_ALLOW_DP_DDL
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。
デフォルト ： 0
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Capture プロセスの再起動時

SP_OCT_ARCH_LOC
このパラメータは、アーカイブログのパスを定義します。REDO ログがラップしたときは、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。SharePlex がそこでアーカイブログを発見できない場合は、このパラメータで
指定されたディレクト リで探します。デフォルト は、/home ディレクト リです。アーカイブログのパスが異なる場合は、このパラ
メータに正しいフルパス名を指定します。次の例のように、セミコロン( ;) で分けることで、複数のディレクト リを指定できま
す。この例では、Capture はログを見つけるために、/disk1/log パスと /disk2/log パスの両方を検索します。
sp_ctrl> set param SP_OCT_ARCH_LOC /disk1/log;/disk2/log
SharePlex for RAC のディレクト リパスを指定するには、次のコマンド を使用します。
sp_ctrl> set param SP_OCT_ARCH_LOC !;<node1_oracle_sid>;<node1_arch_absolutepath>;<node2_
oracle_sid>;<node_arch_absolute_path>
パス名について非 RAC フォーマット では、ディレクト リパス名のリスト をセミコロンで分けることができます。リスト は、最大
1023 バイト までの長さで自由に設定できます。しかし、RAC フォーマット では、非 RAC フォーマット と異なり、!; の後に
sid;pathname のペアのリスト が続き、パス名をパス名のリスト にできません。各 SID の後には、正確に 1 つのディレクト リ
パス名をつける必要があります。1 つのインスタンス SID のために複数のパス名を指定する場合は、2 つの項目のペアを入
力し、各項目に同じ SID を持たせる必要があります。このために、次のようには指定できません。
!;sid1;path2;path2;path3;sid2;path4
上の例の正しいフォーマット は、次のとおりです。
!;sid1;path2;sid1;path2;sid1;path3;sid2;path4
デフォルト ：空文字列
有効な値の範囲：リスト アされたアーカイブログのフルディレクト リパス
有効になる時期：即時
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SP_OCT_ASM_CACHE
このパラメータは、ASM ブロックの再クエリを実行して更新するまで、現在の ASM キャッシュを保持する期間を制御し
ます。
デフォルト ： 40
有効な値の範囲： 任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_OCT_ASM_MULTI_OCI_BLOCK_SIZE
このパラメータは、Exadata システムでマルチスレッド caputure を有効にするように SP_OCT_ASM_MULTI_OCT が設
定されているときに、各 Capture スレッド によって使用されるバッファのサイズを制御します。このパラメータは、デフォルト の
ままにしてください。Capture がそのバッファサイズを、ログが存在するディスクグループ用に設定された AU_SIZE パラメータ
値に自動的に調整します。これが最高のパフォーマンスを得るための推奨バッファサイズです。
デフォルト ： 0
有効な値の範囲： 任意の正の整数
有効になる時期： Capture プロセスの再起動時

SP_OCT_ASM_MULTI_OCI
このパラメータは、Capture が Exadata システム上の redo ログの読み込み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。
デフォルト ： 0( 単一スレッド による capture)
有効な値の範囲： 2 ～ redo ログを格納する ASM ディスクグループ内のディスク数( この数の偶数の約数) まで
有効になる時期： Capture プロセスの再起動時

SP_OCT_ASM_SUPPORT
このパラメータは、ASM がサポート するプラット フォーム上での、redo ログおよびアーカイブログのサポート を有効/無効にし
ます。SharePlex データベース接続が ASM に接続するように設定されている場合、自動的に有効になります。
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デフォルト ： 0( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Capture プロセスの再起動時

SP_OCT_ASM_USE_OCI
このパラメータは、Exadata システム上の ASM に格納された redo ログからの Capture を制御します。SharePlex による
Exadata システムでの capture のため、有効にする必要があります。
デフォルト ： 0( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_AUTOADD_ENABLE
このパラメータは、新しく作成されたオブジェクト をアクティブな複製設定に自動的に追加できるようにするグローバルパラ
メータです。デフォルト では、テーブルおよびインデックスに適用されます。その他のオブジェクト タイプを自動追加するには、
追加のパラメータ設定が必要です。この機能は、次のように動作します。
SP_OCT_AUTOADD_ENABLE を有効にすると、以下のオブジェクト の自動追加はデフォルト で有効になります。
l

l

l

CREATE TABLE 操作で指定されたテーブルは、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 指定と
一致する場合に、複製に自動で追加されます。
CREATE INDEX 操作で作成されるインデックスは、作成されたテーブルの名前が設定ファイル内で指定されて
いる場合に、複製に自動で追加されます。
CREATE TABLE AS SELECT 操作で指定されるテーブルは、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 指定と一致する場合に、複製に自動で追加されます。SharePlex はターゲット に新しいテーブルを作成し
てから、ソーステーブルのデータを複製します。

以下のオブジェクト は、SP_OCT_AUTOADD_ENABLE を有効にするだけでなく、明示的に自動追加サポート を有効に
する必要があります。
CREATE MATERIALIZED VIEW 操作で指定されたマテリアライズド ビューのサポート テーブルは、マテリアライズ
ド ビュー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 と一致し、SP_OCT_AUTOADD_MV パラメータが
1 に設定されている場合に、複製に自動で追加されます。新規マテリアライズド ビューの自動追加をサポート する
には、SP_OCT_TARGET_COMPATIBILITY パラメータが 8.6.2 以上に設定されている必要があります。
CREATE SEQUENCE 操作で指定されたシーケンスは、その名前がアクティブ設定ファイル内のワイルド カード と
一致し、SP_OCT_AUTOADD_SEQ パラメータが 1 に設定されている場合に、複製に自動で追加されます。新
規シーケンスの自動追加をサポート するには、SP_OCT_TARGET_COMPATIBILITY パラメータが 8.6.3 以上に
設定されている必要があります。注：変更をシーケンスに複製するには、SP_OCT_REPLICATE_SEQUENCES
パラメータが 1( デフォルト ) に設定されている必要があります。
デフォルト ： 1( オン)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時
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SP_OCT_AUTOADD_MVIEW
このパラメータは、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 SharePlex が複製に自動的に追加するかど
うかを決定します。このパラメータが有効であれば、マテリアライズド ビュー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 を満たしている場合、SharePlex は新しいマテリアライズド ビューの基になるテーブルを複製に追加します。
SharePlex は CREATE MATERIALIZED VIEW を CREATE TABLE 文に変換し、CREATE TABLE をターゲット に
post して、ビューにデータを投入する DML を複製します。このテーブルは、将来のサポート 対象 DDL および DML の変
更を通して、複製によって維持されます。
マテリアライズド ビューを自動追加するには、このパラメータと SP_OCT_AUTOADD_ENABLE パラメータの両方を 1 に、
ターゲット 上の SharePlex のバージョンを 8.6.2 以上に設定する必要があります。
デフォルト ： 0( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_AUTOADD_SEQ
このパラメータは、アクティベーション後に作成されたシーケンスを SharePlex が複製に自動的に追加するかどうかを決定
します。このパラメータが有効であれば、シーケンス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 を満たしている場
合、SharePlex は CREATE 文を複製します。さらに、SharePlex は、将来の DDL および DML の変更を通して、ター
ゲット 上のオブジェクト を維持します。シーケンスを自動追加するには、このパラメータと SP_OCT_AUTOADD_ENABLE
パラメータの両方を 1 に、ターゲット 上の SharePlex のバージョンを 8.6.3 以上に設定する必要があります。
デフォルト ： 0( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_CHECKPOINT_LOG
時折、Capture process が通常ベースでチェックポイント を行なわないことがあります( チェックポイント は、復旧で必要な
場合にプロセスの状態を保存します) 。Capture process が何らかの理由で終了し REDO ログがラップした場合は、
SharePlex はもはや存在しないチェックポイント を復旧しようと試みます。SP_OCT_CHECKPOINT_LOG により、ログ切
り替え前にチェックポイント が発生することが保証されます。
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 を行ないます。
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。このパラメータは、頻繁なログ切り替えにより SharePlex の内部チェックポイント 機構が
ト リガされる前に切り替えが起こることがある環境で役立ちます。
デフォルト ： 2 ログ
有効な値の範囲： 2 から REDO ログの数まで
有効になる時期：即時
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SP_OCT_CHECKPOINT_TIME
このパラメータは、SP_OCT_CHECKPOINT_FREQ パラメータに関連して機能します。これは、Capture process が
チェックポイント を行なう前の遅延時間を秒単位で定義します。SP_OCT_CHECKPOINT_FREQ のために設定された
値に到達する前に、このパラメータのために設定された値に到達した場合は、チェックポイント をト リガします( チェックポイン
ト は、障害復旧で必要な場合にプロセスの状態を保存します) 。
デフォルト ： 120 秒
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_OCT_CK_LOC_FIRST
このパラメータを使用すると、Capture プロセスはまず SP_OCT_ARCH_LOC に指定されている場所にアーカイブされて
いる redo ログを検索します。SP_OCT_ARCH_LOC が空文字列の場合、Capture は Oracle に設定されているアーカ
イブログの場所 (Archive Log Destination) を検索します。
デフォルト ： 0( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_DATA_OBJ_CACHE_SIZE
このパラメータは、データオブジェクト ID からテーブルオブジェクト ID へのマッピングキャッシュ内で使用するエント リ/要素数
を指定します。DLOADs またはr LOB データなど特定の操作に対して、そのような操作の redo レコード にはデータオブ
ジェクト ID のみが含まれます。Capture プロセスは、注目する操作かどうかを判断するために、データ ID をテーブルオブ
ジェクト ID とマップする必要があります。データオブジェクト ID からテーブルオブジェクト ID へのマッピングキャッシュは、これ
に対するルックアップソリューションを提供しています。そうしないと、Capture プロセスは Oracle にクエリを行って、データオ
ブジェクト ID をテーブルオブジェクト ID にマップしなければなりません。
デフォルト ： 50
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_OCT_DATE_ MSG
このパラメータは、無効なデータ列を検出したときに、Capture process が警告メッセージを Event Log および Capture
Log に印字するために設定できます。0 を設定した場合はこれが無効になり、1 を設定した場合は有効になります。
Capture が生成するエラーメッセージ：
Invalid DATE format detected in record with rowid=rowid, on obj object_id.See capture
log for detail.
デフォルト ： 0( メッセージを印字しません)
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有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_DDL_LOGGING
このパラメータは、DDL 活動に関する Capture ログレベルを制御します。DDL ログへの DDL のロギングは、SP_OCT_
REPLICATE_ALL_DDL の設定値に依存していません。SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL が 0 の場合でも、DDL は
記録されます。使用可能な設定は次のとおりです。
0 = ロギングなし
1 = 複製された DDL に対してのみ
2 = すべての DDL が対象
デフォルト ： 2
有効な値の範囲： 0、1、2
有効になる時期：即時

SP_OCT_DEF パラメータ
次のパラメータは、ユーザーまたはアプリケーションによって誤って入力され、データベースの有効性チェックをバイパスしてい
た場合に、SharePlex が日付および時刻のフォーマット を是正するために設定できます。これらのパラメータは activate さ
れるとすぐに有効になります。
SP_OCT_DEF_MONTH

値 の範 囲 は 1～ 12

SP_OCT_DEF_DAY

値 の範 囲 は 1～ 31

SP_OCT_DEF_YEAR

値 の範 囲 は 1987～ 9999

SP_OCT_DEF_HOUR

値 の範 囲 は 0～ 23

SP_OCT_DEF_MIN

値 の範 囲 は 0～ 59

SP_OCT_DEF_SEC

値 の範 囲 は 0～ 59

SP_OCT_DENIED_USERID
このパラメータは、Capture プロセスが無視するまたはフィルタリングするすべての DML および DDL ト ランザクションの
Oracle 10g 以降のユーザー ID を指定するために使用できます。
重要： ソースマシンのト ランザクションを無視すると、非同期状態になる可能性があります。
SharePlex は、指定されたユーザー ID が存在するかどうかを確認しません。
デフォルト ： 0x00000000
有効な値の範囲：整数 (任意の有効な Oracle ユーザー ID)
有効になる時期：即時

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex パラメータ

251

SP_OCT_ENABLE_LOBMAP
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。
デフォルト ： 1( オン)
有効な値の範囲： 0 または 1
有効になる時期：即時

SP_OCT_INCLUDE_UNCHANGED_COL
このパラメータは、変更なしの列が UPDATE 操作の更新後イメージに含まれるかどうかを制御します。デフォルト では、
SharePlex が更新後イメージに含めるのは、変更ありの値に限定されます。
デフォルト ： 0( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1
有効になる時期：即時

SP_OCT_INSERT_INCLUDE_NULLS
このパラメータは、NULL 値を持つ列が INSERT 文で複製されるかどうかを制御します。デフォルト では、SharePlex は
NULL 値を複製しません。たとえば 6 つの列がある mytable の場合、INSERT INTO mytable (col1, col2, col3)
VALUEs ('red', 'green', 2) のような文では、SharePlex で明示的に複製されるのは 'red'、'green'、および 2 の値に限定
されますが、他の 3 つの列の暗黙的な NULL 値は複製されません。SP_OCT_INSERT_INCLUDE_NULLS が 1 に設
定されている場合、SharePlex が複製するのは 'red'、'green'、2、' '、' '、' ' です。
デフォルト ： 1( オン)
有効な値の範囲： 0 または 1
有効になる時期：即時

SP_OCT_LOB_BUFFER_SIZE
このパラメータは、Capture の LOB バッファのサイズを制御します。このバッファは Capture が関連するト ランザクション情
報を結集できるまで、維持する必要があります。SharePlex がト ランザクションを決定できない場合は、ト ランザクションが
あるものの外側の特殊な sub-queue を使用します。これらの sub-queue のヘッダでは、より多くの共有メモリが必要で
あり、SP_OCT_LOB_BUFFER_SIZE パラメータを増加することが必要な場合があります。
LOB バッファが大きくなればなるほど、システムメモリが尽きる可能性も高くなり、その場合は、再びメモリが使用可能にな
るまで、その後の LOB 操作のバッファリングができなくなります。
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そのために、SP_OCT_LOB_BUFFER_SIZE パラメータを増加することと関連して、SP_QUE_Q_SHMSIZE パラメータを
増加する必要が発生することがあります。一般的には VARRAY の LOB データのみがバッファされます。そのため、通常こ
のパラメータは VARRAY が関与するト ランザクションにのみ影響を与えます。
デフォルト ： LOB ごとに 5 MB のメモリ
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_LOG_FILESIZE
このパラメータは、Capture デバッグログファイルのサイズを設定します。
デフォルト ： 50000000 バイト
有効な値の範囲：9999 バイト を超える任意の値
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_LOG_MEMBER
SP_OCT_LOG_MEMBER パラメータは、redo ログの場所を指定するデータディクショナリのクエリを補完するために使用
されます。このパラメータは､操作したいログファイルを正確に指定するために使用できます。
デフォルト ： %( パーセント 記号)
有効な値の範囲：ワイルド カード 文字を含む正しくフォーマット されたファイル名指定
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_LOG_NUMFILES
このパラメータは、Capture デバッグログファイルについて、最も古いものが削除され、新しいものが作成される条件のファ
イル数を制御します。
デフォルト ： 3
有効な値の範囲：1 を超える任意の値
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_LOG_READ_SIZE
Capture process は複数の REDO ログファイルブロックを 1 回のパスで読み取ります。このパラメータは、一度に読み取る
ブロック数を制御して、システムの configuration に従って値を調整できるようにし、Capture が Oracle の処理に遅れをと
るかどうかを調整できるようにします。この値が必要以上に高いときは、システムオーバーヘッド が高くなります。
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デフォルト ： 64 ブロック
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_LOGWRAP_RESTART
このパラメータは、次の状況に対する Capture の動作を制御します。
l

アーカイブを利用できない。

l

Capture でログを開く権限を拒否される。

Capture がアーカイブログを検出できない、またはログを開けない場合、プロセスはデフォルト で停止します( 設定値は
0) 。この設定では、Capture がログにアクセスできない場合、show capture コマンド は「Stopped due to missing
archive log」というステータスを返します。
一定時間( 秒単位) 待機してから自動的に再開するように Capture を設定できます。これにより、適切な読み取り権限
を割り当てたり、SharePlex の所定の場所にアーカイブを移動する外部ログ管理処理を実行したりする時間を確保でき
ます。Capture ではログを待機およびチェックします。ログを使用できなかったり開けなかったりした場合は停止し、ログがリ
スト アされるか開かれるまでチェックと停止を継続します。この設定では、show capture コマンド は「waiting for
logfile」という状態を返します。
デフォルト ： 0 秒( ログが利用できない場合、自動的に再開しない)
有効な値の範囲： 1 ～ 任意の正の秒数
有効になる時期：キャプチャの再開時

SP_OCT_MIN_SESSIONS
このパラメータは、同時ト ランザクションからのデータを格納するために Capture によって作成および維持されるサブキュー
の最小数を制御します。このパラメータは、Post の同時実行を増やすことができる Post 拡張パフォーマンス( PEP) 機能
をサポート しています。PEP 機能は、SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK パラメータで制御されます。
最適な結果を得るには、SP_OCT_MIN_SESSIONS を少なくともターゲット システム上の CPU コア数に設定します。
デフォルト ： 8
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_OLOG_DELAY
このパラメータは、Capture の redo ログリーダーが、読み込むデータがなくなったことを検出した時にスリープする時間 (マイ
クロ秒) を制御します。このパラメータは、Capture がアイド ル状態の場合にのみ適用されます。基本的にビジー状態の
Capture は読み込むレコード が存在するため、スリープ状態にはなりません。
デフォルト ： 10000 (マイクロ秒)
有効な値の範囲：任意の正の整数
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有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_OLOG_NO_DATA_DELAY
このパラメータは、処理するデータがなくなった時に、ログリーダーが再試行までスリープする時間を制御します。
デフォルト ： 10000 (マイクロ秒)
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Read の再起動時

SP_OCT_OLOG_QUEUE_SIZE
このパラメータは、ログリーダーキューのサイズを設定します。
デフォルト ： 5000
有効な値の範囲： 100 以上の任意の正の整数
有効になる時期： プロセス再起動時

SP_OCT_OLOG_REOPEN
このパラメータは、オンライン redo ログのファイルの終端に達した場合に、Capture プロセスがそれを閉じて再オープンする
かどうかを制御します。このパラメータを有効にした場合、SP_OCT_OLOG_NO_DATA_DELAY パラメータを使って、再
試行までに Capture プロセスが待機する時間を設定できます。
デフォルト ： 1( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Read の再起動時

SP_OCT_ONELINE_DEBUG
このパラメータは、Capture プロセスの 1 行デバッグ機能を制御します。
1 行デバッグ機能によって、大量のシステムリソースを消費することなく、非同期エラーのデバッグを実行できます。1 行デ
バッグは、非同期状態が発生したデータスト リーム内の場所を検出するのに十分な情報を 1 行のログとして記録しま
す。問題を引き起こしているプロセスが 1 行デバッグによって特定されたら、そのプロセスに対して通常のデバッグを有効
にできます。
このパラメータを有効にするには、デバッグするオブジェクト をオブジェクト ID で指定します。オブジェクト はそれぞれコンマ
で区切ります。例：
sp_ctrl> set sp_oct_oneline_debug 230230, 351626
次の項目がログに記録されます。
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l

SharePlex によって使用されるト ランザクション識別子

l

影響を受けた DML または DDL 操作のタイプ

l

影響を受けたソーステーブルのオブジェクト ID

l

影響を受けた行の行識別子

l

操作が発生した時間

l

影響を受けた操作のログに含まれるログのシーケンス番号とオフセット

l

ト ランザクションの Oracle SCN

l

冗長操作を防止する内部 SharePlex コード

デフォルト ： 無効
有効な値の範囲：オブジェクト ID によって列挙され、コンマによって区切られたオブジェクト のリスト を形成する文字列。
有効になる時期： 即時

SP_OCT_OPS_LOGREADER_DELAY
このパラメータは、ログリーダーが no_data に遭遇した場合に、再試行するまでの遅延時間を制御します。
デフォルト ： 50000 (マイクロ秒)
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_OPS_LOGREADER_RETRY
このパラメータは、ログリーダーが no_data に遭遇した場合に再試行を行う回数を制御します。
デフォルト ： 3
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_OPS_NO_DATA_DELAY
このパラメータは、シーケンサー内で no_data に遭遇した場合に、ノード 当たりに適用するスリープ状態の長さを制御し
ます。
デフォルト ：5 (デシ秒)
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Read の再起動時
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SP_OCT_PREFER_ARCHIVE
このパラメータは、Capture が redo ログのオンラインバージョンまたはアーカイブバージョン( 利用可能な場合) のどちらを読
み取るかを制御します。デフォルト では、Capture が読み取るのはオンラインログに限定され、アーカイブログを読み取るの
はオンラインログが利用できなくなった場合に限定されます。
このパラメータが設定されている場合、Capture は必要なログをオンラインで検索し、追加のチェックでログがアーカイブさ
れているかどうかも判別します。ログがアーカイブされている場合、Capture はアーカイブパスへのクエリによって、オンライン
ログではなく、アーカイブログを読み取ります。ログがアーカイブされていない場合、Capture はオンラインログを読み取りま
す。
通常、オンライン redo ログを読み取るときに、SharePlex は遅延を最小限に抑えますが、このパラメータによって、
Exadata での Capture のパフォーマンスが改善される可能性があります。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。バックログのデータ
量が Exadata で増える場合には、SP_OCT_PREFER_ARCHIVE パラメータの値を 1 に設定するとともに、『SharePlex
管理ガイド 』の「Exadata でのキャプチャのチューニング」の指示に従って、SharePlex を設定します。
このパラメータを使用するには、redo ログの多重化を有効にするとともに、アーカイブログへのパスを SharePlex で設定す
る必要があります。詳細については、次を参照：246 ページの 「SP_OCT_ARCH_LOC」。
デフォルト ： 1( オフ)
有効な値の範囲： 0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Capture の再起動時

SP_OCT_REDO_LOG_ENSURE
このパラメータは、オンライン redo ログからの変更レコード を処理する前に Capture が待機する秒数を制御します。この
待機時間は、記録の Oracle タイムスタンプと現在のシステム時刻の間の差に相当します。Oracle logwriter が書き込み
を終了していない記録を Capture が読み取ると、記録のキャプチャが部分的なものに留まる可能性があります。待機時
間を設定することで、このような Capture による読み取りの試行を防ぎます。
デフォルト ： 2 秒
有効な値の範囲： 任意の正の整数
有効になる時期：キャプチャの再開時

SP_OCT_REDUCED_KEY
このパラメータは、Post による使用を目的として Capture によってターゲット に送信される redo ログの操作の部分を制御
します。SharePlex の機能ごとに、Post プロセスで利用可能にするべきデータ量は異なります。
l

0 に設定した場合、このパラメータは、LONG および LOB を除いて、Oracle が redo レコード に書き込んだすべて
のデータを送信するように Capture に指示します。この設定では、ほとんどのデータがネット ワーク上に送信されま
すが、特定の SharePlex 機能をサポート するために必要です。
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l

l

1( デフォルト 値) に設定した場合、このパラメータは、キー値と、( UPDATE の場合) この操作で変更された列の
操作前と操作後の値を送信するように Capture に指示します。この設定がデフォルト です。この設定では、
WHERE 句の作成時に変更された列の変更前と変更後の比較を Post で実行できるようになるので、複製パ
フォーマンスとターゲット データ整合性のバランスが良くなります。SharePlex で変更前と変更後の値をどのように
使用するかの詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください
2 に設定した場合、このパラメータは、キー値と、( UPDATE の場合) この操作でターゲット に変更された列の操
作後の値を送信するように Capture に指示します。この設定は最小限のデータをネット ワーク上に送信するととも
に、データの post 時にキー値のみを Post で使用できるようにするので、パフォーマンスが改善されます。

「SP_OPO_REDUCED_KEY」も参照してください。
デフォルト ： 1
有効な値の範囲：0、1、2
有効になる時期：Capture の再開時

SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL
このパラメータは、SharePlex 複製設定ファイルに含まれていないオブジェクト の DDL の複製を制御します。オブジェクト
は設定のアクティベーション前にソースデータベース内に存在しているとともに、ターゲット にも存在している必要があります
( CREATE の場合を除く) 。SharePlex は DDL 文を複製しますが、将来の DML の変更を通してターゲット 上のオブジェ
クト を維持するわけではありません。
SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL を設定する場合、複製された DDL をターゲット システム上で正常実行するために、
同一のソースデータベースおよびターゲット データベースでなければなりません。この DDL はすべてのターゲット マシンにブ
ロード キャスト されるので、すべてのターゲット システムが同一でなければなりません。
SharePlex は、アクティブなデータソースのすべてのスキーマに含まれるすべてのオブジェクト のサポート 対象 DDL を複製
するので、操作が成功するためには、これらのコンポーネント 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。
複製された DDL 操作を target database に適用するときにエラーが発生した場合に Post プロセスが停止するように構
成するには、SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR パラメータを設定します。
パッケージまたはスト アド プロシージャの作成を複製する場合、パッケージまたはスト アド プロシージャ本体内のオブジェクト
の名前は完全修飾名でなければなりません( 他のユーザーまたはスキーマがこのパッケージまたはスト アド プロシージャを実
行する可能性があるため) 。
SharePlex がサポート する操作の一覧については、ご利用のバージョンの SharePlex に対応するリリースノート を参照
してください。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_REPLICATE_CTAS
このパラメータは、新しいテーブルの名前が SharePlex 設定ファイル内のワイルド カード 指定と一致するときに、
SharePlex がどのように CREATE TABLE AS SELECT (CTAS) 文を複製するかを決定します。テーブルがターゲット 上
に存在するかどうかに応じて、CTAS 文が SharePlex によって複製される方法を指定するオプションがあります。
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パラ
使用事例
メータ
値

説明

1( デ SELECT FROM テーブ
フォル ルがターゲット に存在す
ト)
る

この設定では、元の CTAS 文のみが複製されます。値が設定された
SELECT FROM テーブルがターゲット に存在している必要があります。
たとえば、以下の CTAS 文はターゲット にそのまま複製されます。
create table my_table as select * from table_a;
この例で、SELECT が成功して新しいテーブル my_table に値を設定するためには
table_a がターゲット に存在する必要があります。

SELECT FROM テーブ
ルがターゲット に存在し
ない

2

この設定を使用した場合、SharePlex は次の操作を実行します。
1. CREATE TABLE 文を複製してターゲット 上に新しいテーブルを作成しま
す。
2. ソース SELECT 文から返されたすべての DML を INSERTS として複製し
て、新しいターゲット テーブルに値を設定します。
たとえば、以下のソース文があるとします。
create table my_table as select * from table_a;
table_a に 2 つの列と 2 つの行があると仮定した場合、SharePlex によってターゲッ
ト に post される文は以下のようになります。
Create table my_table (c1 number, c2 varchar2(20));
Insert into my_table values (1,'a');
Insert into my_table values (2,'b');
Commit;
この場合、CREATE TABLE AS SELECT と同じ結果が得られますが、SELECT
FROM ソーステーブルがターゲット に存在している必要はありません。
重要!複製された DML データは、Capture によって割り当てられたメモリに収まる必
要があります。データ量が非常に大きい場合は、Capture が失敗する可能性があり
ます。

デフォルト ：1
有効な値の範囲：1 または 2
有効になる時期：次回のアクティベーション時

SP_OCT_REPLICATE_DDL
このパラメータは、アクティブな設定で SharePlex によって複製されているオブジェクト に対する次の操作を SharePlex が
複製するかどうかを制御します。
l

ALTER TABLE to ADD COLUMN

l

ALTER TABLE to DROP COLUMN

l

TRUNCATE TABLE

これで、複製する対象( 両方のタイプの複製、どちらか一方のみの複製、または複製なし) を制御できます。
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その他のデフォルト の DDL 複製機能については、「SP_OCT_AUTOADD_ENABLE」も参照してください。
設定ファイル外のオブジェクト に関する DDL を複製するには、「SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL」パラメータを参照
してください。
デフォルト ：3( ALTER および TRUNCATE を複製)
有効な値の範囲：
0( ALTER および TRUNCATE の両方の複製を無効化)
1( ALTER 複製のみを有効化)
2( TRUNCATE複製のみを有効化)
3( ALTER および TRUNCATE の複製を有効化)
有効になる時期：即時

SP_OCT_REPLICATE_DLOAD
このパラメータは、SQL*Loader 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。デフォルト の 1 を指定する
と、ダイレクト パスの読み込みの複製が有効になります。SharePlex は「非パラレル読み込みのみについて」
( PARALLEL=FALSE) 複製をサポート します。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。
デフォルト ：1( ダイレクト パス読み込みを複製)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OCT_REPLICATE_GRANT
このパラメータは、設定ファイル内で列挙されたテーブルに対して発行された GRANT コマンド を SharePlex が複製するか
どうかを制御します。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_REPLICATE_POSTER
このパラメータは、システム上の Capture process が、そのシステムに Post プロセスがポスト したデータを複製するかどうか
を制御します。このパラメータをデフォルト 設定の 0 のままにしておきます。こうすることで、Capture は同じシステム上の
Post 活動を無視します。主にカスケード 複製など、ある種の複製設定を確立するときは、このパラメータを 1 に設定する
ように指示されることがあります。こうすると、Capture はポスト された変更を複製します。
デフォルト ：0( Post ト ランザクションを複製しません)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
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有効になる時期：Capture の再起動時

SP_OCT_REPLICATE_MVIEW
このパラメータは、パラメータファイル内で明示的にまたはワイルド カード によって列挙されたマテリアライズド ビューに対する
変更を、SharePlex が複製するかどうかを制御します。デフォルト では、有効になっています。マテリアライズド ビューは、ア
クティベーション前にソースおよびターゲット 内に存在している必要があります。
アクティベーション後 に作成されたマテリアライズド ビューを複製に追加するように SharePlex を設定できます。詳細につい
ては、次を参照：249 ページの 「SP_OCT_AUTOADD_MVIEW」。
0 に設定すると、設定ファイル内で列挙されている場合や、名前がワイルド カード 指定を満たしている場合でも、マテリア
ライズド ビューを複製から除外します。
デフォルト ：1( マテリアライズド ビューを複製)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期：次回のアクティベーション時

SP_OCT_REPLICATE_SEQUENCES
このパラメータは、設定ファイル内で明示的にまたはワイルド カード によって列挙されたシーケンスに対する変更を、
SharePlex が複製するかどうかを制御します。デフォルト では、有効になっています。シーケンスは、アクティベーション前に
ソースおよびターゲット 内に存在している必要があります。
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追加するように SharePlex を設定できます。詳細については、次を
参照：249 ページの 「SP_OCT_AUTOADD_SEQ」。
0 に設定すると、設定ファイル内で列挙されている場合や、名前がワイルド カード 指定を満たしている場合でも、シーケン
スを複製から除外します。
デフォルト ：1( シーケンスを複製)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期：次回のアクティベーション時

SP_OCT_REPLICATE_SYNONYM
このパラメータは、設定ファイル内で列挙されたテーブルに対して発行された CREATE SYNONYM および
DROP SYNONYM コマンド を、SharePlex が複製するかどうかを制御します。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期： Capture の再起動時
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SP_OCT_REPLICATE_TRIGGER
このパラメータは、設定ファイル内で列挙されたテーブルに対して発行された CREATE TRIGGER および
DROP TRIGGER コマンド を、SharePlex が複製するかどうかを制御します。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期： Capture の再起動時

SP_OCT_REQUIRED_DATA_IS_LOGGED
このパラメータは、ロールバック処理を改善するための、Capture プロセスによる付加情報の収集を有効にします。ロール
バック処理で、Read プロセスは目的のパフォーマンスを確保/向上するために、より多くのリソースを必要とします。システ
ムリソースが乏しい状況で多数のロールバックが発生した場合、このパラメータを無効にして Read プロセスのリソース消
費を減らすことができます。デフォルト でこのパラメータは有効になっています。
デフォルト ：1( オン)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Capture の再起動時

SP_OCT_TARGET_COMPATIBILITY
このパラメータは、バージョン 9.0 以降で名称が SP_SYS_TARRGET_COMPATIBILITY に変更になります。
このパラメータを使用すると、異なるバージョンの SharePlex 間で互換性を確保して、スムーズな移行やアップグレード を
実現できます。SharePlex は新しいユーザー要件を満たすために常に進化しているため、新しいバージョンに追加される
機能が必ずしも以前のバージョンとの互換性があるわけではありません。このパラメータは、ソースシステム上の新しいバー
ジョンの SharePlex からターゲット システム上の古いバージョンの SharePlex への複製を有効にします。
デフォルト では、このパラメータはインスト ールされている SharePlex ソフト ウェアのバージョンに設定されています。
l

l

ソースシステム上の新しいバージョンの SharePlex からターゲット システム上の古いバージョンの SharePlex に
複製する場合は、このパラメータをターゲット 上の SharePlex のバージョンに最も近い値に設定します。たとえ
ば、SharePlex のバージョンがソース上では 8.6.3、ターゲット 上では 8.6.2 である場合、このパラメータを
8.6.2 に設定します。
同じバージョン間での複製時には、このパラメータを両方のシステム上でデフォルト 値のままにします。

デフォルト ：インスト ールされている SharePlex ソフト ウェアのバージョン
有効な値の範囲：SharePlex リリースバージョン 6.0.0 から現行バージョン、最長で 3 つの数字( たとえば、8.6.3)
有効になる時期： Capture の再起動時
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SP_OCT_TRUNC_PARTITION_BY_ID
このパラメータを使用して、システム生成パーティションの切り詰めまたは削除を行う ALTER TABLE の複製が、ターゲット
の適切なパーティションに影響を与えるようにします。
データベースはシステム生成パーティションの名前を生成するため、ソースにおけるそのようなパーティションの名前は、ター
ゲット で対応するパーティションの名前と一致しません。ただし、ターゲット がソースの完全コピーである場合、同じ時間枠
のパーティション位置は一致します。
複製がターゲット の適切なパーティションに影響を及ぼすようにするには、次の手順に従います。
1. ソーステーブルとターゲット テーブルの構造およびパーティション定義が同一であることを確認します。同じ高い値
のパーティションの場合、dba_tab_partitions からのパーティション位置は、複製の開始前にソースとターゲット で
同一でなければなりません。
2. 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 で指定されたパーティション名を使用する代わりに、パーティション位置を使用してパーティションを特定す
るように SharePlex に指示します。Post は、ターゲット テーブルの適切なパーティション名にパーティション位置
をマッピングします。
このパラメータが有効な場合、SharePlex は SP_OCT_TARGET_COMPATIBILITY パラメータを確認して、ターゲット の
Post プロセスがバージョン 8.6.4 以上であることを確認します。これは、システムが生成したパーティションを ID で切り詰
めまたは削除する ALTER TABLE をサポート する最低バージョンです。ターゲット の Post プロセスが以前のバージョンで
ある場合、ALTER TABLE はパーティション名を使用して複製され、警告メッセージがターゲット の SharePlex event_
log に記録されます。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期：即時

SP_OCT_USE_DST
このパラメータは、ロジックを確保するために redo ログのサマータイム補正を無効にする場合に使用します。
デフォルト ：1 (有効)
有効な値の範囲：0 または 1
有効になる時期：即時

SP_OCT_USE_SUPP_KEYS
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。
一般的な複製スキーマでは、Post が行を更新または削除する際に、Post が使用する一連のキー列を SharePlex が
選択します。Oracle の PK/UK 補助ログが有効になっている場合、Oracle は各更新のキー列をログに記録します。こ
れらのキー列は SharePlex がキーとして選択した列と常に一致する訳ではないため、Read プロセスに余計な作業が
発生してしまいます。デフォルト の SharePlex 動作より優先するようにこのパラメータを設定すれば、SharePlex の速
度と効率が向上します。
SP_OCT_USE_SUPP_KEYS を 1 に設定しており、いずれかのテーブルが設定ファイル内で水平分割設定となっている
場合は、水平分割のカラムコンディションを redo ロググループ内に含める必要があります( 当該カラムコンディションが当該
テーブルの PK/UK の一部である場合を除く) 。
オープンターゲット のデータベースターゲット への複製時には、このパラメータを 1 に設定する必要があります。
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デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1( 有効化)
有効になる時期： Capture の再起動時

Read パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex Read プロセスによって使用されます。

SP_ORD_BATCH_ENABLE
このパラメータは、バッチ処理機能の有効化を制御します。デフォルト では有効になっています。この場合、Read プロセス
は同一の複数レコード を単一のレコード (またはバッチ) にまとめ、Post プロセスに処理させることができます。
デフォルト ：1( オン)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Read の再起動時

SP_ORD_BATCH_MAX
このパラメータは、最大同時バッチト ランザクション数を制御します。
デフォルト ：50 (ト ランザクション)
有効な値の範囲： 5～250 の任意の整数
有効になる時期： Read の再起動時

SP_ORD_BATCH_MATCH_MIN
このパラメータは、バッチ処理を行うまでに一致した操作の最低数を制御します。
デフォルト ：2
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Read の再起動時

SP_ORD_CDA_LIMIT
このパラメータは、Read プロセスの各ログインによってキャッシュされるカーソルの数を制御します。source system で複製
が Oracle の活動に遅れをとりはじめた場合は、この値を増加すると解消することがあります。複製に多数のテーブルがあ
る場合は、初期設定を 15 カーソルにすることをお勧めします。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex パラメータ

264

デフォルト ：5 カーソル
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Read の再起動時

SP_ORD_DATE_ MSG
このパラメータは、無効なデータ列を検出したときに、Read プロセスが警告メッセージを Event Log および Read Log に
印字するために設定できます。0 を設定した場合はこのパラメータが無効になり、1 を設定した場合は有効になります。
Read が生成するエラーメッセージ：
An oerr#1801 has occurred on record with rowid rowid, on object object_id.Rec
skipped.It is usually caused by invalid column data of type DATE.Creating a unique
index that doesn't include column of type DATE and reactivating same configuration may
solve the problem.
デフォルト ：0( 警告メッセージを印字しません)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_ORD_DELAY_RECORDS
Read プロセスはレコード をバッチ単位で処理します。バッチのサイズは、capture キューの中のレコード 数によって異なりま
す。レコード 数が大きい場合は、Read はこのパラメータの値を無視して、バッチができるだけ小さく保たれます。Read が
Capture と同じペースである場合は、バッチのサイズはおよそこのパラメータで設定された値になります。
SharePlex が Event Log に「rollback segment too old」メッセージを生成する場合は、このパラメータを低く設定
してください。こうすることで、SharePlex がデータをより速く通すように指示されます。このパラメータは、最小限の遅延し
か許されない場合に使用します。
重要： このパラメータは慎重に使用してください。レコード 数を減少させると、SharePlex が実行する必要のある I/O が
増加し、システムオーバーヘッド も増加するためです。これは、SharePlex プロセス間のスムーズな相互作用にも悪影響
があります。
デフォルト ：200 レコード
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_ORD_FIRST_FIND
このパラメータは、複製された行の変化が column condition を満たしているかどうかを判断するために、Read プロセスが
column condition をチェックする方法を制御します。
l

l

デフォルト の 1 に設定した場合、行の変更が column condition を満たしているときは、行の変更が他の column
condition も満たしているかどうかを判断するために他の column condition がチェックされることはありません。
0 の値に設定したときは、SharePlex はデータを column condition が満たされているすべての ターゲット シス
テムに送信します。
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水平分割の詳細は、『SharePlex 管理者ガイド 』の第 5 章を参照してください。
デフォルト ：1( オン)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Read の再起動時

SP_ORD_HP_HASH
このパラメータは、水平分割に使用するハッシュテーブル内のスロット 数を定義します。デフォルト では、メモリ使用量を最
低限に抑えるために、このパラメータには 16 スロット が設定されています (使用量は、insert を持つ各ト ランザクションに対
して、スロット 数 x 32 バイト になります)。ユーザーのシステムの水平分割されたテーブル上で、事後の更新操作 (同じト ラ
ンザクション内で) を伴う insert 操作を大量に行う場合、SharePlex はハッシュテーブルを多用するためこの値を増やさな
いとパフォーマンスが低下することがあります。また、ユーザーのシステムの水平分割されたテーブル上に insert を持つ長い
ト ランザクションが大量に存在する場合も、このパラメータの値を増やさなければならないことがあります。
デフォルト ：16 スロット
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Read の再起動時

SP_ORD_HP_IN_SYNC
このパラメータは、column condition の中の列の値が変化して、行がもはや条件を満たさなくなったときに、データが正しく
複製されるように、水平分割レプリケーションのために使用されます。これにより、SharePlex は自動的に次のものを是正
できるようになります。
l

l

l

異なる場所に変更を送信することで、その行のために作成されたもの以外の別の column condition を行が満た
すようにする UPDATE。例は、column condition が region=East である行に対して region 列の値を WEST に
変更する UPDATE です。こうした操作は失敗します。なぜならその行への元の INSERT 文は元の場所
( Eastern region) から複製されているために、Post が新しい場所( Western region) でアップデート を試みたとき
は、その行が新しい場所には存在しないからです。
行が複製予定でなかったときに行が column condition を満たす( そして複製される) ようにする UPDATE。例
は、region 列が HEADQUARTERS( このために行は複製されません) の値から WEST の値に更新されるときで
す。こうした操作は失敗します。なぜならその行のための元の INSERT 文は、Western region のシステムのため
に複製されていないために、Post がそこで更新を実行できないためです。
行がもはや column condition に合致しなくなるようにする UPDATE。例は、region 列がWEST の値から
HEADQUARTERS の値に更新されるときです。元の INSERT 文は、Western region のシステムに複製されて
いますが、新しい値への更新は複製されません。これは、新しい値は、column condition に合致しないためです
( 本社のデータは共有されません) 。行は、out of synchronization になっていますが、エラーはありません。

このパラメータを有効にしたときに、UPDATE が前述の状態を引き起した行を、SharePlex が自動的に修正します。
SharePlex が UPDATE を DELETE に変換し、必要に応じて INSERT にも変換します。
UPDATE 文( これは通常変更された列およびキーを使用するだけです) を INSERT 文に変換するには、SharePlex はす
べての列について値を必要とします。SP_ORD_HP_IN_SYNC を有効にすると、水平分割レプリケーションを使用する
テーブルへの UPDATE があるときに、INSERT を構築できるように、SharePlex は、行の中のすべての列を Post プロセス
に送信するように指示されます。
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configuration を activate する前に source system にこのパラメータを設定します。複製が active な場合は、
SharePlex がその object cache を再構築できるように、このパラメータを設定し、それから configuration を
reactivate します。
水平分割レプリケーションを使用するテーブルのための column condition の中の列が決して変化しないことが分かってい
る場合は、このパラメータを 0 に設定したままにしておきます。理由はこれが処理のオーバーヘッド を引き起すためです。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Read の再起動時

SP_ORD_LDA_ARRAY_SIZE
このパラメータは、読み取り一貫性を確保するためにデータベースに実行されるログイン数を制御します。Read プロセス
がスローダウンした場合は、このパラメータの値を増加してください。最大設定は、init_ora ファイルの中の MAX_
PROCESSES パラメータで決定されます。
デフォルト ：5 ログイン
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Read の再起動時

SP_ORD_ONELINE_DEBUG
このパラメータは、Read プロセスの 1 行デバッグ機能を制御します。
1 行デバッグ機能によって、大量のシステムリソースを消費することなく、非同期エラーのデバッグを実行できます。1 行デ
バッグは、非同期状態が発生したデータスト リーム内の場所を検出するのに十分な情報を 1 行のログとして記録しま
す。問題を引き起こしているプロセスが 1 行デバッグによって特定されたら、そのプロセスに対して通常のデバッグを有効
にできます。
このパラメータを有効にするには、デバッグするオブジェクト をオブジェクト ID で指定します。オブジェクト はそれぞれコンマ
で区切ります。例：
sp_ctrl> set sp_ord_oneline_debug 230230, 351626
次の項目がログに記録されます。
l

操作の状態、すなわち Dispatch( キューからの読み取り) 、processMessage( SQL コード の処理) 、または
ExecSQL( ターゲット への適用)

l

SharePlex によって使用されるト ランザクション識別子

l

影響を受けた DML または DDL 操作のタイプ

l

ターゲット テーブルの所有者と名前

l

影響を受けたソーステーブルのオブジェクト ID

l

影響を受けた行の行識別子

l

操作が発生した時間

l

影響を受けた操作のログに含まれるログのシーケンス番号とオフセット

l

ト ランザクションの Oracle SCN
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l

冗長操作を防止する内部 SharePlex コード

l

ルーティング情報

注：行が複数のターゲット にルーティングされる場合、この情報はターゲット ごとに繰り返されます。
デフォルト ： 無効
有効な値の範囲：オブジェクト ID によって列挙され、コンマによって区切られたオブジェクト のリスト を形成する文字列。
有効になる時期： 即時

SP_ORD_MSGS_CK_FREQ および SP_ORD_RCM_SKIP_
RATIO
これらのパラメータは共同して機能し、これらの 1 つをデフォルト 値の 0 に設定した場合に、もう 1 つのパラメータを 0
以外の数に設定した場合は、機能しません。両方のパラメータは、自動化プロセスをサポート し、その中で 実行されたク
エリ当たりのディスクゲット の比率をチェックすることで、Read プロセスがそのクエリを処理するために時間がかかりすぎる状
態を検出します。Read がこの決定を行なったときは、その既存の read consistent ビューを排除して、新しいビューに
置き換えます。
ORD_MSGS_CK_FREQ パラメータは、比率を超えているかどうかを Read プロセスがチェックする頻度です。たとえば、こ
のパラメータを 100 に設定した場合は、Read プロセスは 100 クエリごとに比率がまだ良好であるかを調べます。推奨設
定は、1,000 クエリです。
ORD_RCM_SKIP_RATIO パラメータは、到達したときに、読込み一貫性ビューの置換が発生する数( 実行されたクエリ
とのディスクゲット の比率) を指定します。最も敏感な設定は 1 で、これは 1 回クエリを実行するごとに 1 回ディスクゲット を
行なうことを意味します。推奨設定は 2 です。
これらのパラメータをオフにするには、それらの 1 つを 0 に設定すると、もう 1 つのパラメータが無効になります。
デフォルト ：
SP_ORD_MSGS_CK_FREQ：1,000
SP_ORD_RCM_SKIP_RATIO：2
有効な値の範囲：
SP_ORD_MSGS_CK_FREQ：0 から 100,000
SP_ORD_RCM_SKIP_RATIO：0 から 1000( 5 を超える値に設定することはお勧めしません)
有効になる時期：即時

SP_ORD_RMSG_LIMIT
このパラメータは、capture キューからメッセージを読み出しキーの値を判断するときに、Read プロセスが実行するチェッ
クポイント の頻度を制御します。チェックポイント は capture キューをキャッシュファイルに保存し、発信キューメッセージを
コミット し、すでに export キューが受け取っている capture キューの中の延期レコード に対して read release( 削除)
を行います。
このパラメータの値が高ければ高いほど、チェックポイント がト リガされる前により多くのレコード がメモリに保持されます。こ
の値を非常に高くした場合は、システム上の I/O が少なくなり、処理が高速になりますが、メモリ使用が増加し、何らかの
予期せぬ事態により Read プロセスが停止した場合は、復旧時間がより長くなります。低い値に設定した場合は、 I/O が
増加し、復旧速度が速くなりますが、スループット 速度が低下します。
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デフォルト 値の 1,000 レコード に設定した場合は、スピード の必要性とメモリ節約およびプロセス復旧の間に穏当なバラン
スが確立できますが、処理の要件に見合うようにこのパラメータを調節することができます。調整オプションは、システムお
よびそのメモリが許す限りのすべてのレコード の後のチェックポイント からホールド までの範囲です。
デフォルト ：1,000 レコード
有効な値の範囲：システム制限内の任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_ORD_ROLLBACK_TXNS_MAX
このパラメータは、リーダーがそのト ランザクションキャッシュ内に保持する、ト ランザクションが完全にロールバックされたことを
示すエント リ数を制限します。
デフォルト ：5,000 レコード
有効な値の範囲：システム制限内の任意の正の整数
有効になる時期：プロセスの再起動時

SP_ORD_SEND_DDL_TO_FIRST
このパラメータは、複数の post キューが使用中であり、複製設定に含まれていないオブジェクト の DDL を複製している場
合( SP_OCT_REPLICATE_ALL_DDL=1) に、Post のパフォーマンス改善に役立ちます。
このパラメータは、特定の post キューに対する複製設定内に存在しないオブジェクト の DDL を送信するように Import に
指示します。通常、複製設定内のオブジェクト に関連しない DDL は、利用可能なキューに送信できません。このような
大量の DDL によって、複製内のオブジェクト の DML がブロックされて、データの遅延が増加することがあります。
このような DDL は、複製内のオブジェクト とは関連付けられていないので、これらのオブジェクト に関連するシーケンスに適
用する必要はありません。専用のキューを介して個別にルーティングすることで、他のキューを解放して、複製データとその
関連 DDL を処理できます。
このパラメータをアクティベート する場合、非複製オブジェクト の DDL を処理するための post キューを指定する必要があり
ます。この指定は、次のように設定ファイル内の "Datasource:o.SID" 行の直後の行に配置する必要があります( ! は実際
のオブジェクト 指定を置き換えるプレースホルダ) 。
Datasource: o.dbprod
#Route for non-replication DDL
! sysmm:queddl1@o.dbprep
#The rest of the configuration entries
SCOTT.EMP SCOTT.EMP sysmm:que1@o.dbrep
SCOTT.FOO SCOTT.FOO sysmm:que2@o.dbrep
このような方法で明示的に指定しなかった場合、DDL は列挙されている最初のルート にルーティングされます。たとえ
ば、次の設定ファイルでは、複製内のオブジェクト と関連付けられていない DDL はすべて、sysmm:que1@o.dbrep に
送信されます。
Datasource: o.dbprod
SCOTT.EMP SCOTT.EMP sysmm:que1@o.dbrep
SCOTT.FOO SCOTT.FOO sysmm:que2@o.dbrep

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex パラメータ

269

デフォルト ：1( オン)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

Export パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex Export プロセスによって使用されます。

SP_XPT_AES_KEY_LENGTH
このパラメータは、create encryption key コマンド によって生成された AES 暗号化キーのサイズを制御します。AES
暗号化用に SharePlex を設定するには、『SharePlex 管理ガイド 』の「ネット ワーク上でのデータの暗号化」を参照し
てください。
デフォルト ：128 ビット
有効な値の範囲：128、192、または 256 ビット
有効になる時期：Export の再起動後

SP_XPT_ALTERNATE_HOST
このパラメータは、異なる target machine に接続する必要があるときに、別の target IP アド レスを提供します。SP_
XPT_ALTERNATE_HOST パラメータを使用すると、アクティブ設定をシャット ダウンしてデータを失うということなしに、ター
ゲット ホスト を変更できます。このパラメータは、target を現在の active configuration ファイルの中で指定されたものから
変更したいときにはいつでも使用できます。たとえば、定義済みの target ホスト に問題がある場合は、別の target マシン
の IP アド レスにこのパラメータを設定し、Export プロセスを停止し、それから再起動することで、これを使用できます。
デフォルト ：なし
有効な値の範囲：有効な IP アド レス
有効になる時期：Export の再起動後

SP_XPT_ENABLE_AES
このパラメータは、Advanced Encryption Standard( AES) が有効であるかどうかを制御します。Export パラメータ SP_
XPT_AES_KEY_LENGTH 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。Export はこれらの要素につ
いて、Import プロセスと情報をやり取りします。
詳細については、次を参照：270 ページの 「SP_XPT_AES_KEY_LENGTH」。
AES 暗号化用に SharePlex を設定するには、『SharePlex 管理ガイド 』の「ネット ワーク上でのデータの暗号化」を
参照してください。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1( 有効化)
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有効になる時期：Export の再起動後

SP_XPT_ENABLE_COMPRESSION
このパラメータは、TCP/IP 上のデータの圧縮を制御します。
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。 暗号化の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「ネット ワーク上でのデータの暗号化」を参照してください。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1( 有効化)
有効になる時期：Export の再起動後

SP_XPT_PORT_OVERRIDE
このパラメータは、SP_XPT_USE_LOCALHOST パラメータとの関係で機能し、SSH® Secure ShellTM ソフト ウェアで
作成されたセキュアト ンネルポート 経由で SharePlex がデータを送信できるようにします。このパラメータはローカル接続を
設定し、デフォルト の SharePlex ポート を上書きします。port number から、SSH デーモンは他の port number および
SSH データ暗号化を使用した異なるシステム( SharePlex の target マシン) への接続を指示します。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または任意の正の整数
有効になる時期：Export の再起動時

SP_XPT_SO_SNDBUF
このパラメータは source マシンの TCP/IP ウィンド ウサイズをチューニングします。これは、ネット ワーク上で送信されるパ
ケット のサイズを確立するために、ターゲット マシンの SP_COP_SO_RCVBUF パラメータと連動して機能します。sp_cop
および Export プロセスの起動時に、TCP/IP ソケット が作成されたときに、SharePlex は両方のパラメータを参照します。
SharePlex が WAN 上で複製し、export キューが継続してバックログを起こす場合は、両方のパラメータを調節してみて
ください。SP_XPT_SO_SNDBUF は、1024 バイト の倍数で SP_COP_SO_RCVBUF の値以上に設定することが必要
です。このパラメータのサイズを設定するには、source および target マシンの間のピン時間を判断し、それから両方のパラ
メータに次の数式を使用します。
param_value / ping_time= bytes per second
たとえば、ピン時間が 200 ミリ秒であり、2 つのパラメータの値が 64K である場合は、SharePlex は毎秒 5 個の 64K パ
ケット ( 合計で毎秒 320 K) を送信します。
bandwidth の問題がない限り、Quest では、両方のパラメータ設定を、システムの設定を使用するデフォルト のままにして
おくことをお勧めします。SP_XPT_SO_SNDBUF を変更するには、これを source system で変更し、それからそのシステ
ムで Export を停止し起動します。
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転送がまだ遅い場合は、ターゲット システムで SP_IMP_WCMT_MSGCNT および SP_IMP_WCMT_TIMEOUT パラ
メータを増加してみてください。SP_IMP_WCMT_MSGCNT を少なくとも 10,000 に設定します。
デフォルト ：0( デフォルト はオペレーティングシステムが設定します)
有効な値の範囲：1024 の倍数となる正の整数 (バイト )最大値はオペレーティングシステムが設定します。
有効になる時期：Export の再起動時

SP_XPT_USE_LOCALHOST
このパラメータは、SharePlex が SSH® Secure ShellTM ソフト ウェアが作成したセキュアト ンネルポート を通じてデータを
送信できるようにします。Export プロセスはこのパラメータを、TCP 接続を作成する前に読み取ります。パラメータを有効
にした場合は、Export プロセスはローカルのポート 番号を通じてローカルホスト に接続し、ここで SSH デーモンが他のポー
ト 番号および SSH データ暗号化を使用した異なるシステム( SharePlex のターゲット マシン) への接続を指示します。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Export の再起動時

Import パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex Import プロセスによって使用されます。

SP_IMP_QUEUE_PAUSE
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。
Import が post キューへの書き込みを要求され、post キューのバックログが SP_IMP_QUEUE_PAUSE 以上であるとき
に、Import は関連付けられている Export でチェックポイント 処理を実行して、post キューへの書き込みを停止します。た
だし、Import は実行中のままです。警告がイベント ログに書き込まれ、show statusdb コマンド 出力にプロセスのステータ
スが「paused」と表示されます。status コマンド には、「Running」ではなく、「Paused」と表示されます。
Import が post キューへの書き込みを再開するのは、Import が停止してから再開した場合か、バックログが SP_IMP_
QUEUE_RESUME パラメータ以下になったことを Import が検出した場合です。
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。
デフォルト ：0 件のメッセージ( 無効化)
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有効な値の範囲：n 千件のメッセージ( n は任意の正の整数)
有効になる時期：即時

SP_IMP_QUEUE_RESUME
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。
デフォルト ：0 件のメッセージ( 無効化)
有効な値の範囲：n 千件のメッセージ( n は任意の正の整数)
有効になる時期：即時

SP_IMP_WCMT_MSGCNT
このパラメータは、SP_IMP_WCMT_TIMEOUT パラメータに関連して機能します。これは、Import プロセスがチェックポイ
ント を行なう前に処理されるメッセージ数を定義します。チェックポイント は、障害復旧で必要な場合にプロセスの状態を
保存します。
Import がチェックポイント を実施するときは、それ自体のチェックポイント を実行させるために Export プロセスをト リガしま
す。SP_IMP_WCMT_TIMEOUT のために設定された値に到達する前に、このパラメータのために設定された値に到達し
た場合は、チェックポイント をト リガします。
チェックポイント 間のメッセージ間隔を増加させることは、SharePlex の障害耐性に悪影響があることを理解した上で、
WAN 環境では、このパラメータを 10,000 メッセージにまで増加できます。ネット ワークが頻繁に故障する環境で
SharePlex を使用している場合は、このパラメータを増加してみてください。
デフォルト ：10,000 メッセージ
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_IMP_WCMT_TIMEOUT
このパラメータは、SP_IMP_WCMT_MSGCNT パラメータに関連して機能します。これは、Import プロセスがチェックポイ
ント を行なう前に経過させる秒数を定義します。チェックポイント は、障害復旧で必要な場合にプロセスの状態を保存し
ます。
Import がチェックポイント を実施するときは、それ自体のチェックポイント を実行させるために Export プロセスをト リガしま
す。SP_IMP_WCMT_MSGCNT のために設定された値に到達する前に、このパラメータのために設定された値に到達し
た場合は、チェックポイント をト リガします。
デフォルト ： 30 秒
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時
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Post パラメータ
これらのパラメータは、データを Oracle ターゲット に適用するときに、SharePlex Post プロセスによって使用されます。

SP_OPO_CHANGE_ID_START_VALUE
このパラメータは、changeid メタデータ列の開始値を設定します。このメタデータ列は変更履歴ターゲット に含めることが
でき、target コマンド で設定されます。changeid は、レコード を一意に識別して重複を防止するため、SharePlex に
よって生成されます。
デフォルト ：0
有効な値の範囲：0 から 9223372036854775807
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_COMMIT_REDUCE_MSGS
Post のコミット 削減機能のしきい値を設定します。指定したメッセージ数に達すると、Post はコミット を発行します。メッ
セージ数がこの範囲内にあるト ランザクション境界のト ランザクションは、コミット がスキップされ、1 ト ランザクションとしてす
べてコミット されます。コミット 削減はデフォルト で有効になっています。無効にするには、このパラメータ値を 1 に設定しま
す。
詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「 小さいトランザクションの高速化 」を参照してください。
デフォルト ：100 メッセージ
有効な値の範囲：1 または任意の正の整数。
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_CONNECTION_POOL
このパラメータは、Post がどのように接続プールを使用するかを制御します。
接続プールが有効( デフォルト ) であるとともに、サブキューが Oracle への接続を必要とする場合、Post はコミット されたサ
ブキューを検索しようとします。該当するサブキューが見つかった場合、Post は Oracle への新しい接続を開くのではなく、
そのサブキューの接続を使用します。これで、Post の動作に必要な Oracle への接続数を減らすことができます。
接続プールがなければ、各サブキューは Oracle に個別に接続して、サブキューがコミット されるまで数秒間( パラメータ
SP_OPO_IDLE_LOGOUT によって決定される) 、接続を維持します。
このパラメータを使用するには
l

l

接続プールの有効化は、SharePlex が多数のサブキューで動作している場合に役立つことがあります。
迅速に再利用される少数( 20 未満) のサブキューで SharePlex が動作している場合は、プールを無効にして、
接続を固定した方が効率的です。

デフォルト ：1( 有効化)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
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有効になる時期：Post の再開時。

SP_OPO_CONT_ON_ERR
このパラメータは、修正可能なエラーが発生したときに Post が停止するかどうかを制御します。このフラグをデフォルト の 0
に設定したときは、Post はすべての Oracle および SharePlex エラーで停止します。特定の SharePlex または Oracle の
特定のエラーが発生しても Post による post を続行するには、当該エラーを変数データディレクト リの data サブディレクト リ
内の oramsglist ファイルに列挙して、このパラメータを 1 に設定します。このパラメータの設定に関係なく、次のエラーで
は、Post は常に post を続行します。
Post が停止しないデフォルト エラー
l

一意キーの違反

l

操作の中断

l

データが見つからない

l

そうしたテーブルがない

l

無効な数

l

日付の中に数字でないものがある

l

無効な rowid

l

無効な 16 進数

l

非ヌルをヌルにアップデート できない

l

年は、-4713～+9999 の範囲内でなければならない

l

チェック制約の違反

l

パケット ライターの失敗*

l

シーケンスが見つからない

l

Oracle 内部エラー

*nowait 設定でのパケット ライターの失敗およびリソースのビジー状態は、SP_OPO_RETRIES_MAX パラメータ (デフォル
ト は 10) に基づいて再試行され、その後ポスターが終了されます。
エラーでも続行するように Post を設定する方法の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「特定のエラーを無視す
るための Post の設定」を参照してください。
デフォルト ：0( すべてのエラーで停止します)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK
このパラメータによって、次の機能の有効、無効が切り替えられます。
l

Post のコミット 削減およびト ランザクションの並列処理機能( ともに Post 拡張パフォーマンス( PEP) と呼ばれる) 。
詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「 小さいトランザクションの高速化 」を参照してください。
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l

ターゲット テーブルに対して有効な ON DELETE CASCADE 制約の Post による処理( 複製された親の削除を
適用して、複製されたカスケード の削除を無視する) 。

これらの機能をサポート するには、次の手順を実行します。
1. SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK を適切な値に設定します。
l

l

コミット 削減とト ランザクションの並列処理を有効にするには、このパラメータを 1 に設定します。
ON DELETE CASCADE を有効にするには、このパラメータを 2 に設定します。
注意：ON DELETE CASCADE 機能は、2 に設定すると有効になる Post 拡張パフォーマンス機能に依
存します。SP_OPO_DEPENDENCY_CHECK の設定のほか、ソースのプライマリキー、一意のインデッ
クス列、および外部キー列のロギングも有効にする必要があります。

2. SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータを 0 に設定します。これで、Post で使用するために、必要なデータがすべ
てターゲット に送信されます。「SP_OCT_REDUCED_KEY 」を参照してください。
3. SP_OPO_REDUCED_KEY パラメータを 0、1( デフォルト 値) 、または 2 に設定します。「SP_OPO_
REDUCED_KEY」を参照してください。

デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0、1、または 2( フラグ)
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_DEPENDENCY_SIZE
このパラメータは、Post 拡張パフォーマンス機能の依存関係チェックによって使用されるメモリのサイズを設定します。デ
フォルト 値で十分ですが、必要に応じて値を増やすことができます。
デフォルト ：7019
有効な値の範囲：任意の有効なメモリ値
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_DISABLE_OBJECT_NUM
このパラメータは、ソーステーブルのオブジェクト ID に基づいて、複製された DML および DDL 操作がターゲット に post さ
れないようにします。ソーステーブルのデータが無効であるか破損している場合、ソーステーブルにターゲット でサポート され
ていないデータ型が含まれている場合、またはその他の何らかの理由でテーブルへの操作をターゲット データベースに反映
させたくない場合に、このパラメータを設定できます。
このパラメータは 1 つ以上のテーブルに設定できます。このパラメータを設定すると、データを再同期化して設定ファイル
を再アクティベート する時間ができるまで、ターゲット テーブルでソーステーブルがこれ以上複製されなくなります。Post プ
ロセスは、これらのテーブルのための複製されたメッセージをすべて post キューから破棄し、メッセージはキューに蓄積さ
れません。
このパラメータは注意して使用してください。これを有効にして DDL または DML をソーステーブルで実行した場合は、変
更が post されないために、ターゲット データは古いものになります。複製設定外の他のテーブルの中の外部キーなど、
テーブルに依存性がある場合は、post を無効にすると、依存性が満足されなくなります。
デフォルト でこのパラメータは無効になっています。有効にするには、ターゲット システムで以下のコマンド を発行します。表
示されている番号は、post から除外するソーステーブルのオブジェクト ID です。
sp_ctrl(sysB)> set param SP_OPO_DISABLE_OBJECT_NUM object 12345,67890

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex パラメータ

276

それぞれのオブジェクト ID をコンマで区切ります。スペースは使用できません。エント リ間にスペースを使用するには、次の
例に示すように、リスト 全体を引用符で囲みます。
sp_ctrl(sysB)> set param SP_OPO_DISABLE_OBJECT_NUM "498438, 1000, 497109")
無効なオブジェクト ID は無視されます。
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、SP_OPO_DISABLE_OBJECT_NUM を 0 に設定し
ます。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：コンマで区切った有効な Oracle オブジェクト ID のリスト
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_HINTS_LIMIT
このパラメータは、ヒント ファイルに列挙できるヒント ( テーブル／index の組み合わせ) の最大数を制御します。定義済み
のインデックスが存在するテーブルで Post がフルテーブルスキャンを実行していることが分かった場合にのみ、ヒント を使用
してください。多数のヒント を使用した場合は、Post プロセスのパフォーマンスが低下することがあります。ヒント 機能の詳
細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
デフォルト ：100 ヒント
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Post の再起動時

SP_OPO_LOG_CONFLICT
このパラメータは、SHAREPLEX_CONF_LOG テーブルに対する競合解決手順の成功に関する情報のロギングを有効
にします。この機能が適用されるのは、SharePlex によって提供される準備済みルーチンに限定されます。
このパラメータには、2 つのアクティブな設定があります。
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。

デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0、1、または 2
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_MAX_CDA
このパラメータは SQL キャッシュモジュール用で、セッションが同時にオープンできるカーソルキャッシュの最大数を制御しま
す。この値は、v$parameter ビュー内の Oracle 設定 OPEN_CURSORS 未満でなければなりません。SP_OPO_SQL_
CACHE_DISABLE に 0( 有効化) が設定されている場合にのみ使用されます。
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デフォルト ：50
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Post の再起動時

SP_OPO_MAX_OEXN_TIME
このパラメータは、SQL スレッド が OCIStmtExecute ( ) を呼び出してから、タイムキーパースレッド がデッド ロックポジション
になり、マルチスレッド Post プロセスを強制終了するまでの最大時間を制御します。
デフォルト ：900 (秒)
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Post の再起動時

SP_OPO_MAX_ROLLBACK_MESSAGES
このパラメータは、部分ロールバックでバックワード カウント が増分されるメッセージの最大数です。メインスレッド は、前方に
スキャンし、バックワード メッセージをカウント します。バックワード カウント がこのパラメータに設定された最大数に到達する
と、メインスレッド はロールバックを解決します。ロールバックを解決したときは、メインスレッド はメッセージのディスパッチを再
開します。バックワード メッセージがさらに存在する場合は、メインスレッド は再び subqueue の中を前方にスキャンしま
す。これにより、次のグループにある 10,000 個( このパラメータの値を 10,000 に設定している場合) のバックワード メッセー
ジを同じ手順を使用して解決します。
デフォルト ：10,000 メッセージ
有効な値の範囲：11 ～ 1,000,000
有効になる時期：Post の再開時。

SP_OPO_NLS_CONVERSION
このパラメータは、Oracle ソースと Oracle ターゲット の間のキャラクタセット の変換を制御します。SharePlex キャラクタ
セット のサポート の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
デフォルト ：1
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Post の再開時。

SP_OPO_NLS_DEFAULT_COMPAT
このパラメータは、Post がキャラクタデータ( CHAR、VARCHAR) を変換するかどうかを制御します。デフォルト では、変換
は実行されません。7 に設定した場合、Post でキャラクタデータは変換されませんが、CLOB データは変換されます。
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compare/repair コマンド による比較および修復時には、キャラクタデータは変換されず、CLOB データは変換されます。
NCHAR データの複製は、影響を受けません。
SP_OPO_NLS_CONVERSION よりも SP_OPO_NLS_DEFAULT_COMPAT が優先されます。
デフォルト ：0
有効な値の範囲：0 または 7
有効になる時期：Post の再開時。

SP_OPO_OBJID_DEBUG
このパラメータを使用すると、Post のためにテーブルなどの特定の 1 つのオブジェクト に関してデバッグできます。SP_
OPO_OBJID_DEBUG パラメータは一般に、非同期状態をデバッグするために使用されます。SP_OPO_OBJID_
DEBUG パラメータを使用するには、ターゲット システムでこの値をソーステータベースから送信されたオブジェクト のオブジェ
クト ID に設定します。
デフォルト ：0
有効な値の範囲：0 以上の任意の数
有効になる時期：即時

SP_OPO_ONELINE_DEBUG
このパラメータは、Post プロセスの 1 行デバッグ機能を制御します。
1 行デバッグ機能によって、大量のシステムリソースを消費することなく、非同期エラーのデバッグを実行できます。1 行デ
バッグは、非同期状態が発生したデータスト リーム内の場所を検出するのに十分な情報を 1 行のログとして記録しま
す。問題を引き起こしているプロセスが 1 行デバッグによって特定されたら、そのプロセスに対して通常のデバッグを有効
にできます。
このパラメータを有効にするには、デバッグするオブジェクト をオブジェクト ID で指定します。オブジェクト はそれぞれコンマ
で区切ります。例：
sp_ctrl> set sp_opo_oneline_debug 230230, 351626
次の項目がログに記録されます。
l

操作の状態、すなわち Dispatch( キューからの読み取り) 、ProcessMessage( SQL コード の処理) 、Skipped
( コミット 削減機能が有効である場合にコミット ) 、または ExecSQL( ターゲット への適用)

l

SharePlex によって使用されるト ランザクション識別子

l

影響を受けた DML または DDL 操作のタイプ

l

影響を受けたソーステーブルのオブジェクト ID

l

影響を受けた行の行識別子

l

操作が発生した時間

l

影響を受けた操作のログに含まれるログのシーケンス番号とオフセット

l

ト ランザクションの Oracle SCN

l

冗長操作を防止する内部 SharePlex コード
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デフォルト ： 無効
有効な値の範囲：オブジェクト ID によって列挙され、コンマによって区切られたオブジェクト のリスト を形成する文字列。
有効になる時期： 即時

SP_OPO_OUT_OF_SYNC_SUSPEND
このパラメータは、非同期状態が発生したときに、以下に基づいて SharePlex が実行することを制御します。
l

INSERT：行はすでに存在します。そのため、一意性制約違反エラーが発生しました。

l

UPDATE および DELETE：行はデータベース内にありません。

値 0( デフォルト )
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。
値1
値 1 に設定すると、非同期状態が発生したときに、Post が post を停止するように指示します。Post は、非同期操作の
SQL 文およびデータを ID_errlog.sql ログファイルに記録してから、停止します。
このパラメータを値 1 に設定したときは、複製プロセスの状態を頻繁にチェックしてください。Post を停止すると、ソースデー
タベースとターゲット データベースの間に遅延が発生し、複製キューにデータが蓄積して、それらが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。SharePlex には、複製の状態をチェックするための sp_ctrl コマンド がいくつもあり、
SharePlex を無人監視するためのツールがあります。詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
非同期操作を含むト ランザクション全体をロールバックするように Post を設定するには、「SP_OPO_SAVE_OOS_
TRANSACTION」も参照してください。
デフォルト ：0( out-of-sync 状態が発生したときに停止しない)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OPO_POSTER_DELAY
このパラメータは、レコード をターゲット インスタンスに post するまで Post プロセスが遅延する時間数を制御します。通
常、ソースシステムとターゲット システムの間の遅延を最小にするために、Post は変更をすぐに適用しますが、最大 5 日
( 7200 分) まで posting を遅延させることができます。
posting を遅延することは、ソースシステムでの不必要な削除またはオブジェクト ド ロップによって発生した不慮の消失から
データを保護することに役立ちます。遅延することで、誤りが複製される前に、誤りを検出して、ターゲット インスタンスから
データを検索するための十分な時間を確保できます。「what-if」分析を実行することは、このパラメータをデフォルト から変
更するもう 1 つの理由です。ターゲット データベースを遅らせることで、実際のものと compare して予測モデリングを検
証することができます。
SP_OPO_POSTER_DELAY によって引き起された遅延は、REDO ログにメッセージが最初に表示された時間から測定
されます。このパラメータを使用するときに考慮する必要がある事柄は次のとおりです。
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1. データベースを適用するまでに指定された時間間隔 post キューにデータを収集するために十分なディスクスペー
スが必要です。
2. パラメータの設定に基づいて posting を開始するときを判断するために、SharePlex はターゲット システムの現在
のタイムスタンプをソースシステムで REDO ログにレコード が入力する時刻を比較します。これらのマシンは、異な
るロケーションに配置することができ、互いに数千マイル離れた距離にすることも可能です。タイムゾーンの違いが
あれば、それを考慮し、それを遅延時間に追加します。
たとえば、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスとオースト ラリアのシド ニーの間には 18 時間の時差がありま
す。5 時間 posting を遅延するには、必要な 5 時間の遅延に 18 時間の時差を加えて、SP_OPO_
POSTER_DELAY を 23 時間に設定する必要があります。また、2 つの場所の時差に影響するために、その場
所がサマータイム制を取っているかどうかも考慮します。サマータイム制の方式は、それを採用している国々の
間、および国内でも差異があります。
3. ソースシステムがシド ニーにあり、ターゲット システムがロサンゼルスにあるときなど、このパラメータを、時間をさかの
ぼって使用しないでください。SharePlex にとっては、各システムのタイムスタンプを compare するときに、これはマ
イナスの時差になります。たとえば、シド ニーの 4 月 2 日午前 2:00 は、ロサンゼルスでは 4 月 1日 の午前 8:00
になります。このパラメータは 0 未満に設定できません。

デフォルト ：0 分
有効な値の範囲：0 から 7200 分
有効になる時期：即時

SP_OPO_PRB_MISMATCH_SUSPEND
このパラメータに 1 を設定すると、部分ロールバックに不一致がある場合、Post は停止します。こうすることにより、Post が
処理を再開する前に問題を調査、解決できます。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OPO_READRELEASE_INTERVAL
このパラメータは、Post が read/release を行なう頻度を制御します。通常、Post は、各 COMMIT を受信した後に 1 回
read/release を行います。つまり、チェックポイント 復旧処理の一部としてキューからそのト ランザクションのデータをパージ
します。小さなト ランザクションでは、こうすると ターゲット システムで I/O が過剰になり Post が低速になります。ほとんどのト
ランザクションが小型の場合は、各 COMMIT の後ではなく、一定数のメッセージの後で Post が読み込み/解放を行なう
ようにこのパラメータを設定できます。
読み込み/解放の間隔を設定するときは、コミット されたト ランザクションの後に新しいデータがない場合( たとえば、それが
その日の最後のト ランザクションである場合や、もはやユーザー活動がない場合) 、Post は COMMIT を処理してから、
SP_OPO_IDLE_LOGOUT 内部パラメータで制御される、一定時間待機することに注意してください。データが到着しな
い場合は、SP_OPO_READRELEASE_INTERVAL 間隔が満足されない場合でも、Post は read/release を実行
します。post キューの中のメッセージの数が 0 に減少し、Post がキューから送信されたすべてのメッセージの処理を終
了したことが示されます。
注： Post プロセスには複数のスレッド があるために、メッセージの数はキューではなく各スレッド に関係しています。このため
に read/release 間隔は、予想しているよりも長くなることがあり、デフォルト 値を下げる必要が起こることがあります。
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デフォルト ：100
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_OPO_REDUCED_KEY
このパラメータは、Post の WHERE 句の内容を制御します。Post は WHERE 句を使用して、ソースから複製された
UPDATE によって変更が必要となるターゲット の行を探します。Post の WHERE 句で使用する必要があるデータは、
SharePlex 機能によって増減します。
l

0 に設定すると、Capture によって送信されるデータのすべてを使用して WHERE 句を作成するように Post
に指示します。Capture が送信するデータは、SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータの設定によって決まりま
す。WHERE 句にキーの値と LONG および LOB 以外のすべての列の値を含めるには、両方のパラメータを
0 に設定します。
重要！ ピアト ゥピア構成では、0 に設定する必要があります。

l

l

1 に設定すると、キーの値と変更された列の変更前の値を使用して WHERE 句を作成するように Post に指示し
ます。この設定では Post が WHERE 句を作成するときに変更された列の変更前後の比較を実行できるため、
複製のパフォーマンスとターゲット データの整合性とのバランスが取れます。この設定を使用できるようにするには、
SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータが 0 または 1 に設定されている必要があります。SharePlex が前後の値
を使用する方法の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
2 に設定すると、キー列のみを使用して WHERE 句を作成するように Post に指示します。この設定は、post の
パフォーマンスを最大限に高めるときに使用できます。この設定では変更された列の前後の比較が省略されるた
め、SharePlex 以外にターゲット データを変更できるプロセスやユーザーがいないことに注意してください。また、
compare コマンド を使用して、通常の整合性検証を実行することをお勧めします。

SP_OCT_REDUCED_KEY も参照してください。
デフォルト ：1
有効な値の範囲：0、1、2
有効になる時期：Post の再起動時

SP_OPO_RETRIES_MAX
このパラメータは、最初に失敗した SQL 文の post を Post プロセスが試みる回数を制御します。
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。
注：oramsglist ファイルの詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』 の「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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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。
デフォルト ：10 回
有効な値の範囲：0 または任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_OPO_SAVE_OOS_TRANSACTION
このパラメータは、非同期操作を含むト ランザクションを Post がロールバックして破棄するかどうかを制御します。この機能
は、SP_OPO_SAVE_OOS_TRANSACTION パラメータによって制御されます。

このパラメータの使 用 方 法
このパラメータが 1 に設定されているときに、非同期エラーを生成するいずれかの操作がト ランザクションに含まれている
場合、Post はト ランザクション全体を破棄して、このト ランザクションのすべての操作を SQL ファイルに保存します。この
ファイルを編集して、失敗した SQL の問題を修復し、ファイルを実行してターゲット データベースにト ランザクションを適
用できます。
デフォルト では、Post は、ロールバックされたト ランザクションに続く、有効なト ランザクションの処理を続行します。これは、
ターゲット の遅延を防ぐためです。ト ランザクションのロールバック後に停止するように Post を設定するには、SP_OPO_
OUT_OF_SYNC_SUSPEND パラメータを 1 に設定します。
重要!
このパラメータは、アプリケーションですべての相互依存の変更が単一のトランザクション内 で行われることがわかっている場
合にのみ使用してください。
ロールバックされるト ランザクションに関係するすべてのテーブルには、次のデータ型のみが含まれている必要があります。
l

CHAR – US7ASCII

l

VARCHAR – US7ASCII

l

NUMBER

l

DATE

l

TIMESTAMP

l

TIMESTAMP WITH TIME ZONE

l

TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE

l

INTERVAL

l

ROWID

l

RAW

l

BINARY FLOAT

l

BINARY DOUBLE

ロールバックト ランザクションごとに、独自の SQL ファイルがあります。ファイル名は、SCN_queue.sql であり、ここで、
l

SCN は、ト ランザクションの commit System Change Number( SCN) です。

l

queue は、ト ランザクションを含む、Post キューの名前です。

ファイル名の例
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4346118046_postq1.sql
注：
各 SQL ファイルは、SharePlex 変数データディレクト リの oos サブディレクト リに保存されます。ora_cleansp ユーティリ
ティを使用して SharePlex 環境を再開する場合、必要に応じて、ファイルの場所を変更できます。このユーティリティは、
実行時にト ランザクションファイルを削除します。target コマンド の file カテゴリに含まれるオプションのいずれかを使用し
て、SQL ファイルの場所、サイズ、数を変更できます。
注:
l

この機能が有効になっている場合、Post はト ランザクションの非同期部分に限定して errlog.sql ファイルに書き
込むのではなく、ト ランザクション全体を SCN_queue.sql ファイルに書き込みます。

l

この機能は、Oracle ターゲット のみをサポート します。

l

この機能は、HP-UX プラット フォームではサポート されていません。

l

l

Post は引き続き、statusdb 内に非同期メッセージを生成します。この情報は、sp_ctrl で show statusdb コマ
ンド が発行されたときに表示されます。clear status コマンド を使用すると、SQL ファイルによってト ランザクション
を適用した後に、このようなステータスメッセージをクリアできます。
ロールバックしたト ランザクションのロールバックを元に戻すことはできません。

デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Post の再起動時

SP_OPO_SQL_CACHE_DISABLE
このパラメータによって、SQL Cache 機能の有効、無効が切り替えられます。デフォルト では、SQL Cache がオンで、この
パラメータは 0 に設定されています。1 に設定すると、SQL Cache が無効になります。3 に設定すると、バッチ操作の SQL
Cache が無効になり、Post が使用するメモリ量を削減できます( 2 には設定できません) 。
SQL キャッシュを無効にした場合は、SharePlex は次のメッセージを Event Log に印字します。SQL Cache
disabled.
SQL Cache の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「SQL Cache のチューニング」を参照してください。
デフォルト ：0( オン)
有効な値の範囲：0、1、または 3
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPO_STOP_ON_DDL_ERR
このパラメータは、DDL 適用エラー発生時に Post プロセスを停止するかどうかを制御します。デフォルト の 1 を指定する
と、エラーが発生したときに Post が停止するように指示されます。エラーは、通常 DDL が実行された source 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、その後の DML 変更も失敗する見込みであることを示します。Post を
停止すると、DML の失敗が防止され、問題を訂正してデータベースを同期した状態に保つことができます。
デフォルト ：1( オン)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
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有効になる時期：即時

SP_OPO_SUPPRESS_DELETE
このパラメータは、Post が DELETE 操作をターゲット に適用するかどうかを制御します。たとえば、データウェアハウスで
は、行がソーステーブルから削除されても、一元管理下には存在する必要があります。このような状況では、DELETE 操
作の抑制は適切であると考えられます。設定ファイルを変更またはアクティベート しなくても、このパラメータを設定および
設定解除できます。DELETE を抑制するには、1 に設定します。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OPO_SUPPRESSED_OOS
このパラメータは、ソースから複製しようとしている変更がターゲット 行にすでに反映されていることを検出した場合に、Post
が非同期メッセージを返すかどうかを制御します。この条件を満たした場合、Post は複製された SQL を破棄して、イベン
ト ログまたは errlog.sql log ファイルに非同期メッセージを書き込みません。
このパラメータは、次の場合、INSERT および UPDATE 操作をサポート しています。
l

l

複製した INSERT のすべての値( キー値を含む) がターゲット 内の行の既存の値と一致している場合。
UPDATE のキー値がターゲット 内の行と一致しており、その行の既存の値がソースから複製された( 変更) 後 の
値と一致している場合。注：SharePlex が非同期メッセージを返すのは、ターゲット 値が複製された後の値と一
致しない場合です。

デフォルト では、このパラメータは有効になっています。ただし、Post によって検出されない非同期値が存在している可能
性があるので、compare コマンド など、すべてのターゲット データを検証するツールの使用を推奨します。詳細について
は、『SharePlex 管理ガイド 』の「同期の概念について」を参照してください。
デフォルト ：1
有効な値の範囲：0( 無効化) または 1
有効になる時期：即時

SP_OPO_THREADS_MAX
このパラメータは、主にテスト で SQL スレッド が多数のサブキューを処理している時の、スレッド の動作を参照する目的で
使用されます。最小スレッド 数は 4 で、この場合 Post プロセスはメインスレッド 、タイムキーパースレッド 、シグナルウェイ
タースレッド 、および 1 つの SQL スレッド を作成できます。
デフォルト ：65 スレッド
有効な値の範囲：4 スレッド (最小)～128 スレッド (最大)
有効になる時期：Post プロセスの再起動時
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SP_OPO_TRACK_COMMITS
このパラメータは、Post プロセスがコミット を追跡するかどうかを指示します。1 の場合、Post は各コミット に対して行を
挿入します。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Post プロセスの再起動時

SP_OPO_TRACK_OPERATIONS
このパラメータは、変更履歴ターゲット データベースの維持に際して、Post がどの DML を追跡するかを制御します。デフォ
ルト では、Post はすべての種類の DML を追跡します。たとえば、挿入と更新のみを追跡するように Post を設定するに
は、パラメータを「I/U」に設定します。
デフォルト ：I/U/D( 挿入( inserts) 、更新( updates) 、および削除( deletes) )
有効な値の範囲：I、U、および D をスラッシュ( /) で区切った任意の組み合わせ
有効になる時期：Post プロセスの再起動時

SP_OPO_TRACK_PREIMAGE
このパラメータは、挿入および更新前のイメージまたは削除後のイメージを Post プロセスが追跡するかどうかを制御しま
す。挿入前のイメージと削除後のイメージには、キー値が含まれ、その他の列はすべて Null に設定されます。
このパラメータは I、U、または D、あるいはスラッシュで値を区切ることで、これらの値の任意の組み合わせに設定できま
す。たとえば、「I/U」のように指定できます。このパラメータを使用すると、Post は指定した種類の操作ごとに 2 つの行を適
用します。一方の行には前イメージの列値、もう一方の行には後イメージの値が含まれています。
デフォルト ：オフ
有効な値の範囲：I、U、D
有効になる時期：Post プロセスの再起動時

SP_OPO_TRUSTED_SOURCE
このパラメータは、ピアト ゥピアレプリケーション環境のプライマリデータセット であると認識されるデータが含まれる、 信頼さ
れるソースシステムを指定します。信頼されるホスト は、カスタム競合解決ルーチンで使用可能であり、SharePlex で提
供される準備済みルーチンの基本でもあります。競合解決とピアレプリケーションの詳細については、『SharePlex 管理ガ
イド 』を参照してください。
デフォルト ：なし
有効な値の範囲：SharePlex 複製環境で有効な任意のホスト 名
有効になる時期：Post プロセスの再開時
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SP_OPO_USE_VARNUM
このパラメータによって、Post は varnum を使用してターゲット データベースに値を入力します。非標準の高精度値をデー
タベースの数値列に入力できます。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Post の再起動時

SP_OPO_WAIT_MSG_DELAY
このパラメータは、古いかスト ールした Oracle セッションを kill していることを示すメッセージを生成する前に、Post が待機
する時間を制御します。これらのメッセージは Post の起動時に発生します。
デフォルト ：300 秒
有効な値の範囲：最大 86400 までの任意の正の整数
有効になる時期： Post の再起動時

オープンターゲット の Post パラメータ
これらのパラメータは、データをオープンターゲット ( 非 Oracle) のターゲット に適用するときに、SharePlex Post プロセス
によって使用されます。

SP_OPX_COMMIT_REDUCE_MSGS
Post のコミット 削減機能のしきい値を設定します。指定したメッセージ数に達すると、Post はコミット を発行します。メッ
セージ数がこの範囲内にあるト ランザクション境界のト ランザクションは、コミット がスキップされ、1 ト ランザクションとしてす
べてコミット されます。コミット 削減はデフォルト で有効になっています。無効にするには、このパラメータ値を 1 に設定しま
す。
デフォルト ：100 メッセージ
有効な値の範囲：1 または任意の正の整数。
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPX_CONT_ON_ERR
このパラメータは、特定の ODBC エラーが発生したときに、Post が停止するかどうかを制御します。このフラグをデフォルト
の 0 に設定したときは、Post はすべての ODBC エラーで停止します。特定のエラーを無視して処理を続行するように
Post を設定するには、対象を次のいずれかのファイル( データベースに応じて異なる) 内に列挙して、SP_OPX_CONT_
ON_ERR を 1 に設定します。
hanamsglist

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex パラメータ

287

postgresmsglist
sqlservermsglist
sybasemsglist
tdmsglist
これらのファイルは、変数データディレクト リの data サブディレクト リ内に配置されています。これらのファイルを設定する方
法の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「DML エラーの発生時の Post の続行」を参照してください。
無視するエラーごとに、Post はエラーを SharePlex errlog.sql ファイルにログとして記録してから、post を再開します。この
ファイルに指定されていないエラーを Post が受信した場合、プロセスは停止します。
デフォルト ：0( すべてのエラーで停止します)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OPX_DISABLE_OBJECT_NUM
このパラメータは、ソーステーブルのオブジェクト ID に基づいて、複製された DML および DDL 操作がターゲット に post さ
れないようにします。ソーステーブルのデータが無効であるか破損している場合、ソーステーブルにターゲット でサポート され
ていないデータ型が含まれている場合、またはその他の何らかの理由でテーブルへの操作をターゲット データベースに反映
させたくない場合に、このパラメータを設定できます。
このパラメータは 1 つ以上のテーブルに設定できます。このパラメータを設定すると、データを再同期化して設定ファイル
を再アクティベート する時間ができるまで、ターゲット テーブルでソーステーブルがこれ以上複製されなくなります。Post プ
ロセスは、これらのテーブルのための複製されたメッセージをすべて post キューから破棄し、メッセージはキューに蓄積さ
れません。
このパラメータは注意して使用してください。これを有効にして DDL または DML をソーステーブルで実行した場合は、変
更が post されないために、ターゲット データは古いものになります。複製設定外の他のテーブルの中の外部キーなど、
テーブルに依存性がある場合は、post を無効にすると、依存性が満足されなくなります。
デフォルト でこのパラメータは無効になっています。有効にするには、ターゲット システムで以下のコマンド を発行します。表
示されている番号は、post から除外するソーステーブルのオブジェクト ID です。
sp_ctrl(sysB)> set param SP_OPX_DISABLE_OBJECT_NUM object 12345,67890
それぞれのオブジェクト ID をコンマで区切ります。スペースは使用できません。エント リ間にスペースを使用するには、次の
例に示すように、リスト 全体を引用符で囲みます。
sp_ctrl(sysB)> set param SP_OPX_DISABLE_OBJECT_NUM "498438, 1000, 497109")
無効なオブジェクト ID は無視されます。
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、SP_OPX_DISABLE_OBJECT_NUM を 0 に設定し
ます。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：コンマで区切った有効なオブジェクト ID のリスト
有効になる時期：Post の再開時
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SP_OPX_MSGS_IN_MEMORY
このパラメータは、Post プロセスが使用するメモリ量を制御します。オープンターゲット の Post プロセスは、内部キューを
使用して、ト ランザクションデータを一時的に格納します。このパラメータは、この内部キューが使用する最大メモリ量を制
御します。
デフォルト ：5,000 件のメッセージ
有効な値の範囲：整数、上限なし
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPX_NLS_CONVERSION
このパラメータは、Oracle ソースと非 Oracle ターゲット の間のキャラクタセット の変換を制御します。
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。
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。
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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。
デフォルト ：1
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Post の再開時。

SP_OPX_ONELINE_DEBUG
このパラメータは、オープンターゲット の Post プロセスの 1 行デバッグ機能を制御します。
1 行デバッグ機能によって、大量のシステムリソースを消費することなく、非同期エラーのデバッグを実行できます。1 行デ
バッグは、非同期状態が発生したデータスト リーム内の場所を検出するのに十分な情報を 1 行のログとして記録しま
す。問題を引き起こしているプロセスが 1 行デバッグによって特定されたら、そのプロセスに対して通常のデバッグを有効
にできます。
このパラメータを有効にするには、デバッグするオブジェクト をオブジェクト ID で指定します。オブジェクト はそれぞれコンマ
で区切ります。例：
sp_ctrl> set sp_opo_oneline_debug 230230, 351626
次の項目がログに記録されます。
l

操作の状態、すなわち Process( キューからの読み取り) 、Skipped( コミット 削減機能が有効である場合にコ
ミット ) 、または Applied( ターゲット への適用)

l

SharePlex によって使用されるト ランザクション識別子

l

影響を受けた DML または DDL 操作のタイプ

l

影響を受けたソーステーブルのオブジェクト ID

l

影響を受けた行の行識別子

l

操作が発生した時間

l

影響を受けた操作のログに含まれるログのシーケンス番号とオフセット

l

ト ランザクションの Oracle SCN

l

冗長操作を防止する内部 SharePlex コード

デフォルト ： 無効
有効な値の範囲：オブジェクト ID によって列挙され、コンマによって区切られたオブジェクト のリスト を形成する文字列。
有効になる時期： 即時
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SP_OPX_OUT_OF_SYNC_SUSPEND
このパラメータは、非同期状態が発生したときに、以下に基づいて SharePlex が実行することを制御します。
l

INSERT：行はすでに存在します。そのため、一意性制約違反エラーが発生しました。

l

UPDATE および DELETE：行はデータベース内にありません。

値 0( デフォルト )
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。
値1
値 1 に設定すると、非同期状態が発生したときに、Post が post を停止するように指示します。Post は、非同期操作の
SQL 文およびデータを ID_errlog.sql ログファイルに記録してから、停止します。
このパラメータを値 1 に設定したときは、複製プロセスの状態を頻繁にチェックしてください。Post を停止すると、ソースデー
タベースとターゲット データベースの間に遅延が発生し、複製キューにデータが蓄積して、それらが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。SharePlex には、複製の状態をチェックするための sp_ctrl コマンド がいくつもあり、
SharePlex を無人監視するためのツールがあります。詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
デフォルト ：0( out-of-sync 状態が発生したときに停止しない)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時

SP_OPX_READRELEASE_INTERVAL
このパラメータが使用されるのは、 トランザクションスタイル( target コマンド の session_transacted プロパティで指示さ
れるように各メッセージ後ではなく、一定間隔で JMS コミット を発行) で JMS サーバに post するように、Post が設
定されている場合です。
このパラメータは、読み込み / 解放の間隔を制御します。この間隔は、Post がト ランザクションのデータをキューからパー
ジする頻度です。
デフォルト ：1,000
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： Post の再起動時

SP_OPX_REDUCED_KEY
このパラメータは、Post の WHERE 句の内容を制御します。Post は WHERE 句を使用して、ソースから複製された
UPDATE によって変更が必要となるターゲット の行を探します。Post の WHERE 句で使用する必要があるデータは、
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SharePlex 機能によって増減します。
l

0 に設定すると、Capture によって送信されるデータのすべてを使用して WHERE 句を作成するように Post
に指示します。Capture が送信するデータは、SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータの設定によって決まりま
す。WHERE 句にキーの値と LONG および LOB 以外のすべての列の値を含めるには、両方のパラメータを
0 に設定します。
重要！ ピアト ゥピア構成では、0 に設定する必要があります。

l

l

1 に設定すると、キーの値と変更された列の変更前の値を使用して WHERE 句を作成するように Post に指示し
ます。この設定では Post が WHERE 句を作成するときに変更された列の変更前後の比較を実行できるため、
複製のパフォーマンスとターゲット データの整合性とのバランスが取れます。この設定を使用できるようにするには、
SP_OCT_REDUCED_KEY パラメータが 0 または 1 に設定されている必要があります。SharePlex が前後の値
を使用する方法の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』を参照してください。
2 に設定すると、キー列のみを使用して WHERE 句を作成するように Post に指示します。この設定は、post の
パフォーマンスを最大限に高めるときに使用できます。この設定では変更された列の前後の比較が省略されるた
め、SharePlex 以外にターゲット データを変更できるプロセスやユーザーがいないことに注意してください。また、
compare コマンド を使用して、通常の整合性検証を実行することをお勧めします。

SP_OCT_REDUCED_KEY も参照してください。
デフォルト ：1
有効な値の範囲：0、1、2
有効になる時期：Post の再起動時

SP_OPX_SQL_CACHE_DISABLE
このパラメータによって、SQL Cache 機能の有効、無効が切り替えられます。デフォルト では、SQL Cache がオンで、この
パラメータは 0 に設定されています。1 に設定すると、SQL Cache が無効になります。3 に設定すると、バッチ操作の SQL
Cache が無効になり、Post が使用するメモリ量を削減できます( 2 には設定できません) 。
SQL キャッシュを無効にした場合は、SharePlex は次のメッセージを Event Log に印字します。SQL Cache
disabled.
SQL Cache の詳細については、『SharePlex 管理ガイド 』の「SQL Cache のチューニング」を参照してください。
デフォルト ：0( オン)
有効な値の範囲：0、1、または 3
有効になる時期：Post の再開時

SP_OPX_STOP_ON_DDL_ERR
このパラメータは、DDL 適用エラー発生時に Post プロセスを停止するかどうかを制御します。デフォルト の 1 を指定する
と、エラーが発生したときに Post が停止するように指示されます。エラーは、通常 DDL が実行された source 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、その後の DML 変更も失敗する見込みであることを示します。Post を
停止すると、DML の失敗が防止され、問題を訂正してデータベースを同期した状態に保つことができます。
デフォルト ：1( オン)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
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有効になる時期：即時

Queue パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex キューのプロパティを制御します。

SP_QUE_MAX_QUEUES
このパラメータは、sp_cop の各インスタンスで許容されるキューの最大数を決定します。デフォルト では、各 capture およ
び export キューは 8 MB の共有メモリ、各 post キューは 32 MB を使用します。システムに十分なメモリがある場合、この
パラメータの値を増やすことができます。起動時に、SharePlex はアクティブな設定ファイル内のキュー数に必要な共有メ
モリの量を表示します。
デフォルト ：25
有効な値の範囲：9 ～ 254
有効になる時期：sp_cop の再起動時

SP_QUE_POST_SHMSIZE
このパラメータは、post キューの特定の共有メモリサイズを決定します。
重要： このパラメータを増加すると、ご使用のシステムの設定で、最大共有メモリセグメント サイズを増加することが必要
になることがあります。
デフォルト ：32 メガバイト
有効な値の範囲：0 を超える整数
有効になる時期：sp_cop の再起動時

SP_QUE_Q_SHMSIZE
このパラメータは、capture キューおよび export キューの特定の共有メモリサイズを決定します。
デフォルト ：8 メガバイト
有効な値の範囲：0 を超える整数、上限なし
有効になる時期：sp_cop の再起動時

SP_QUE_SHMDBUF
このパラメータは、SharePlex プロセスが一度にキューから読み取り、キューに書き込む情報の量を決定する共有メモリの
バッファサイズを制御します。バッファは、SharePlex チェックポイント 復旧プロセスの一部であり、高速、安全、非同期の
データ転送を助けます。デフォルト 設定が最適値であり、テクニカルサポート 担当者の指導またはマニュアルにある
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SharePlex の手順がない場合は、変更しないでください。しかし、ト ランザクションの大多数が大型である場合は、このパ
ラメータを変更しても構いません。初期設定の 65536 でお試しください。このパラメータに設定する値は、2 の累乗でなけ
ればなりません。
重要： このパラメータを 64k を超える値に増加すると、ご使用のシステムの設定で、最大共有メモリセグメント サイズを増
加することが必要になることがあります。
デフォルト ：32,768 バイト
有効な値の範囲： 2 のべき乗である任意の正の整数
有効になる時期： SharePlex の再起動時

SP_QUE_SYNC
SP_QUE_SYNC は、queue データのディスクへの書き込みが戻る前にディスクメディアに書き込まれていることを確認する
ように queue モジュールに指示します。これは、Unix および Linux の標準的なディスク書き込みモデルではありません。
デフォルト の OS ディスク I/O 手順では、ディスクの書き込みは、内部 OS バッファキャッシュに書き込まれて、それから後で
ディスクに書き込まれます。この動作により、ディスクへの書き込みのオーバーヘッド が分散され、プロセスはデータのディス
クへの書き込みを待つ必要がなくなります。データブロックがバッファキャッシュに書き込まれるときは、データにアクセスする
アプリケーションは、バッファキャッシュに書き込まれたデータを、ディスクに書き込まれたデータと見分けることができません。
Oracle の COMMIT と異なり、ファイルにアクセスするすべてのプロセスも、バッファキャッシュの中のデータにアクセスします。
データブロックがバッファキャッシュに書き込まれた時間と物理メディアに書き込まれた時間の間にシステムクラッシュが発生
した場合は、メディアに書き込まれていないデータは、システム復旧時に消失する危険があります。
SP_QUE_SYNC パラメータは次のように実装されています。
SP_QUE_SYNC=0
第 2 段落で説明されている OS デフォルト キャッシュは、SharePlex の queue データのために使用されるディスク書
き込みアルゴリズムです。
SP_QUE_SYNC=1
SP_QUE_SYNC を 1 に設定すると、各 queue データおよびヘッダファイルを開くときに、O_SYNC フラグが設定されま
す。このフラグによって、データがディスクに正しく書き込まれるまで OS が書き込みコールを戻さないことが指示されます。
同期フラグ( 「通常の」 I/O) がない場合は、ファイルデータにスペースが割り当てられますが、ファイルデータは、システムク
ラッシュ、クラスタ failover などの OS が実行を停止する重大な問題が発生した場合は、書き込まれないことがあります。
SP_QUE_SYNC=2( SharePlex のデフォルト 設定)
SP_QUE_SYNC パラメータを 2 に設定すると、O_SYNC フラグがオンになりません。代わりに、queue 書き込み
COMMIT が呼び出されるまで、通常の書き込みが実行されます。書き込み COMMIT の一部として、queue モジュール
は、各 queue データファイルに fsync システムコールを実行し、それから queue ヘッダファイルにそれを実行します。こうす
ることで、後の書き込み COMMIT で後に再書き込みされることがあるデータへの冗長同期操作がなくなります。
SP_QUE_SYNC 設定の影響
戻る前にディスク書き込みが完了する値に SP_QUE_SYNC を設定すると、SharePlex のパフォーマンスに影響が起こる
ことがあり、SharePlex 以外のプロセスの I/O 処理がわずかに増加することがあります。オーバーヘッド の量は、queue の
中のデータ量、ファイルシステムのタイプ、使用しているディスクド ライブやディスクコント ローラの種類によって異なります。
SP_QUE_SYNC が実行しないこと
SP_QUE_SYNC パラメータが実行しない機能が数多く存在しています。一般的な問題を以下に示します。
l

l

SP_QUE_SYNC は、共有メモリとディスク間で選択を行いません。また、ディスク書き込みの判断時期にも影響
を与えません。戻る前に OS に、物理ディスクへのディスク書き込みが完了したことを通知するのみです。
「out of subqueues」エラーを防止しません。
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l

l

「ディスクスペース不足」エラーに対処しません。ファイルデータ用のスペースは、物理メディアへの書き込みまたは
同期を実行する前に割り当てられます。スペース不足エラーが発生する場合、それは同期の実行前に起こりま
す。データ消失の可能性がありますが、空きスペースを利用できるようになると、キューは使用可能になるとみなさ
れます。
「共有メモリ不足」エラーや「仮想メモリ不足」エラーを発生させたり、防止することはありません。共有メモリの消失
を示すメッセージは、キューモジュールのデマンド ページングシステムの障害の可能性が高いです。「仮想メモリ不
足」エラーが発生した場合は、OS パラメータのデータセグメント 制限を確認してください。通常の、または予想する
制限値が十分ではない場合は、テクニカルサポート まで連絡してください。

クラスタでの SP_QUE_SYNC の使用
クラスタでは、SP_QUE_SYNC をクラスタのプライマリノード ( 共有変数データディレクト リがマウント されているノード ) で設
定します。また、この複製環境の一部であるクラスタの外側のソースおよびターゲット システムでも設定します。
デフォルト ：2
有効な値の範囲：0 ～ 2
有効になる時期：SharePlex の再起動時

SP_QUE_USE_SUBQUE_INDEX
このパラメータは、キューのパフォーマンスを向上します。ソースの並列性が非常に高い場合、post キューには大量のサブ
キューが含まれている可能性があります。それぞれのサブキューが 1 つのト ランザクションセッションを表します。このため、
Post プロセスのパフォーマンスが低下することがあります。このパラメータは、改善されたインデックスを使用してサブキュー
構造にアクセスするように SharePlex に指示します。このパラメータが有効なすべての post キューで、「Subqueue index
enabled queuename」というメッセージがイベント ログに書き込まれます。
このパラメータは、VARRAY をサポート していません。VARRAY を複製するとき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。
デフォルト ：0
有効な値の範囲：0( 無効) または 1( 有効)
有効になる時期：SharePlex の再起動時

sp_cop パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex sp_cop プログラムによって使用されます。

SP_COP_IDLETIME
このパラメータは、sp_cop が無活動である時間間隔を決定します。アイド ル時間の目的は、マシンのリソースを節約す
ることです。一般に、sp_cop は、複製で中心的な役割を果たすために、長時間アイド ルにするべきではありません。この
パラメータを使用すると、オーバーヘッド のある活動で sp_cop が使用する CPU 時間が多すぎる場合に、アイド ル時間
を増加することができます。オーバーヘッド を減少するために推奨される値は、600 秒です。
デフォルト ：300 秒
有効な値の範囲：任意の正の整数
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有効になる時期：即時

SP_COP_SCAN_TIMEOUT
このパラメータは、プロセスを停止または再起動する必要があるかどうかを判断するために、sp_cop がそのサービステーブ
ルにスキャンする初期の時間間隔を設定します。
SharePlex が動作し続けるにつれて、各プロセスの履歴に応じてこの時間間隔は変化することがあります。
デフォルト ：300 秒
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_COP_SO_RCVBUF
このパラメータは target マシンの TCP/IP ウィンド ウサイズをチューニングします。これは、ネット ワーク上で送信されるパケッ
ト のサイズを確立するために、ソースマシンの SP_XPT_SO_SNDBUF パラメータと連動して機能します。sp_cop および
Export プロセスの起動時に、TCP/IP ソケット が作成されたときに、SharePlex は両方のパラメータを参照します。
SharePlex が WAN 上で複製し、export キューが継続してバックログを起こす場合は、両方のパラメータを調節してみて
ください。SP_COP_SO_RCVBUF は、1024 バイト の倍数で SP_XPT_SO_SNDBUF の値以上に設定することが必要
です。このパラメータのサイズを設定するには、source および target マシンの間のピン時間を判断し、それから両方のパラ
メータに次の数式を使用します。
param_value / ping_time= bytes per second
たとえば、ピン時間が 200 ミリ秒であり、2 つのパラメータの値が 64K である場合は、SharePlex は毎秒 5 個の 64K パ
ケット ( 合計で毎秒 320 K) を送信します。
bandwidth の問題がない限り、Quest では、両方のパラメータ設定を、システムの設定を使用するデフォルト のままにして
おくことをお勧めします。SP_COP_SO_RCVBUF を変更するには、これを target system で変更し、それからそのシステ
ムで sp_cop を停止し起動します。
転送がまだ遅い場合は、ターゲット システムで SP_IMP_WCMT_MSGCNT および SP_IMP_WCMT_TIMEOUT パラ
メータを増加してみてください。SP_IMP_WCMT_MSGCNT を少なくとも 10,000 に設定します。
デフォルト ：0( デフォルト はオペレーティングシステムが設定します)
有効な値の範囲：1024 の倍数となる正の整数 (バイト )最大値はオペレーティングシステムが設定します。
有効になる時期： SharePlex の再起動時

SP_COP_TPORT
このパラメータは、SharePlex sp_cop プロセス間の TCP/IP 通信用の TCP/IP ポート 番号を設定します。お互い同士で
複製しあうすべての sp_cop プロセスは、同じ TCP/IP ポート 番号を使用する必要があります。SP_COP_TPORT のデ
フォルト 設定は 2100 です。ただし、インスト ール中に別のポート 番号が設定されている場合もあります。インスト ール後
は、set port コマンド を使って別のポート 番号を設定できます。その後は、sp_cop は新しいポート 番号を使用します。
デフォルト ：2100
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有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： SharePlex の再起動時

SP_COP_UPORT
このパラメータは、SharePlex の sp_cop プロセス間の通信用の UDP ポート 番号を設定します。お互い同士で複製しあ
うすべての sp_cop プロセスは、同じ UDP ポート 番号を使用する必要があります。SP_COP_UPORT のデフォルト 設定
は 2100 です。ただし、インスト ール中に別のポート 番号が設定されている場合もあります。インスト ール後は、set port コ
マンド を使って別のポート 番号を設定できます。その後は、sp_cop は新しいポート 番号を使用します。SharePlex は
UDP ポート を hello メッセージおよび are-you-alive メッセージだけに使用して、実際には、UDP 経由の RMP を使用し
ます。他のすべての通信は TCP 経由で行ないます。
デフォルト ：2100
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期： SharePlex の再起動時

ログパラメータ
これらのパラメータは、SharePlex ログのプロパティを制御するために使用します。

SP_SLG_LOG_MAXSIZE
このパラメータは、SharePlex の Event ログおよび Trace ログのサイズを制御します。ファイルがその最大サイズに達する
と、ログの種類に応じて、次の処理が発生します。
l

l

イベント ログの名前が event_log_n に変更されます。ここで、n はファイルシーケンスの次の番号です。さらに、
新しいファイルがアクティブなイベント ログとして作成されます。たとえば、最初のイベント ログがその最大サイズに達
すると、その名前は event_log_0000000001 に変更され、新しいファイルがアクティブなログとして開きます。こ
のファイルが最大サイズに達すると、その名前は event_log_0000000002 に変更され、その後も同様の処理
が繰り返されます。
ト レースログは切り詰められます。このログへの書き込み前に、SharePlex はそのサイズをチェックします。サイズが
このパラメータの値よりも大きい場合は、SharePlex は書き込む前にファイルを切り詰めます。

このパラメータを増加する前に、新しいファイルサイズに見合った十分なディスクスペースがあることを確認してください。
デフォルト ：500 MB
有効な値の範囲：1 から 2048 MB( 1 MB 単位で増加)
有効になる時期： SharePlex の再起動時

SNMP パラメータ
これらのパラメータは、SharePlex SNMP サポート のプロパティの制御に使用されます。
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SP_SLG_SNMP_ACTIVE
このパラメータは、SNMP サポート を有効 / 無効にするフラグです。
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。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( オン)
有効になる時期：SharePlex の再起動時

SNMP エージェント パラメータ
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 ラップパラメータ
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) 。
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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

システムパラメータ
これらのパラメータは、システム関連の SharePlex プロパティを制御します。

SP_SYS_HOST_NAME
このパラメータは、別のネット ワークインターフェイスのあるクラスタおよびシステムなど、1 つの SharePlex 変数データディレ
クト リが複数のノード で共有されている環境で使用します。これを使用すると、プロセスのどれかがネームルックアップを発
行したときに、ローカルシステム名に優先して、SharePlex は正しい論理的ホスト 名( グローバルクラスタパッケージ名) が
分かります。このパラメータで設定された名前によって、SharePlex は failover 中に正しく移行できます。
l

l

l

l

プライマリノード およびすべてのセカンダリノード ( アダプティブノード ) で SP_SYS_HOST_NAME を設定してから、
configuration をアクティベート して、フェイルオーバーするパッケージにそれを configuration します。
このパラメータを Unix および Linux システムの .profiles ファイルおよび Windows システムの Windows
レジスト リに設定します。
Unix および Linux システムでは、このパラメータを共有の変数データディレクト リの sp_ctrl を通じて設定します。
sp_ctrl を通じて SP_SYS_HOST_NAME を設定することで、これが failover の一部である変数データディレクト
リに恒久的に設定され、複製を開始する準備ができたときに sp_cop を起動する前にパッケージ名がエクスポート
することが保証されます。
クラスタ内のマシンだけに SP_SYS_HOST_NAME を設定します。

クラスタ化されたマシンに影響するシステムから sp_ctrl コマンド を発行するときは、SP_SYS_HOST_NAME で設定し
た名前を [onhost] オプションでホスト として使用するか、host コマンド を使用して、これを sp_ctrl のデフォルト として設
定します。
クラスタ化されたシステムでこのパラメータを使用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。
デフォルト ：なし
有効な値の範囲：パッケージ名の文字列
有効になる時期： SharePlex の再起動時
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SP_SYS_IN_SYNC
このパラメータは、SharePlex が NULL 値が許可されているキー列のあるテーブルを複製する方法を制御します。
l

l

このパラメータをデフォルト である 0( オフ) に設定したときは、どれかの列に NULL が含まれているかどうかに関わら
ず、SharePlex はターゲット システムで行を探すためにキーを使用します。こうすることで、行のキーに NULL が含
まれている場合に、UPDATE および DELETE で out-of-sync 状態が発生することがあります。行の一意性は保
証されず、SharePlex がターゲット システムが違う行を変更する可能性があります。
このパラメータを 1( オン) に設定したときは、SharePlex がキーを使うように指示されますが、それは行のキーに
NULL が存在しない場合に限られます。キーに NULL 値がある場合は、正しい target 行を必ず発見できるよう
に、SharePlex は行の中のすべての列をシミュレーションされたキーとして使用します。

ご使用のアプリケーションの中のキーに NULL が決して含まれていないことをご存知の場合は( NULL が宣言されている
場合でも) 、このパラメータが使用する追加ロジックでより多くのオーバーヘッド が発生するために、このパラメータをオフのま
まにしてください。configuration を activate する前に source system にこのパラメータを設定します。
デフォルト ：0( オフ)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：Capture および Read の再起動時

SP_SYS_JOB_HISTORY_RETENTION[SP_SYS_JOB_
HISTORY_RETENTION]
このパラメータは、job status コマンド や report コマンド で表示するために、過去の compare、compare using、
repair、copy、または append ジョブに関する情報を保持する日数を定義します。
デフォルト ：90 日
有効な値の範囲：0 または任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_SYS_SUSPEND_ON_ERROR
このパラメータは、システムまたは内部 SharePlex エラーが発生したときに、Capture または Post プロセス が停止するか
どうかを制御します。デフォルト の 1 に設定すると、エラーが発生したときにプロセスが停止します。0 に設定すると、プロセ
スは継続しますが、Event Log にメッセージを生成します。
重要： Capture が長時間停止した場合は、Oracle に遅れをとり、REDO ログがラップすることがあります。これが発生し
た場合は、Capture はアーカイブログを読み取りますが、アーカイブログが使用不能になった場合は、データを
resynchronize する必要があります。
デフォルト ：1( エラーで停止します)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：即時
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SP_SYS_VAR_FULL
このパラメータは、SharePlex 変数データディレクト リをインスト ールしたディスク上の利用可能領域の閾値を設定します。
このパラメータは、キューが利用可能ディスク領域を超えることを防止します。Capture、Read、または Import が処理して
いる操作により、利用可能なディスク領域がこのパラメータに設定した値を下回った場合、処理は停止します。利用可能
なディスク領域が SP_SYS_VAR_OK パラメータに設定した閾値まで戻った場合、処理は再開されます。
デフォルト ：30 MB
有効な値の範囲：SP_SYS_VAR_OK の値より大きい任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_SYS_VAR_OK
このパラメータは、Capture、Read、または Import が SP_SYS_VAR_FULL の値に達して処理を停止した後に、処理を
再開する利用可能ディスク領域の量を設定します。
デフォルト ：50 MB
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

compare/repair コマンドパラメータ
これらのパラメータは、SharePlex compare コマンド のプロパティを制御します。

SP_DEQ_IGNORE_ORACLE_ERROR_NUM
このパラメータにより、無視する Oracle エラー番号を指定できます。指定されたエラー番号は、最高 500 回まで無視され
ます。このパラメータは主にデバッグ目的で、repair または repair1 オプションと一緒に使用してはいけません。
デフォルト ：0 (なし)
有効な値の範囲：有効な任意の Oracle エラー番号 (例：1406)
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

SP_DEQ_IP_MAPPING
このパラメータは、ソースおよびターゲット システムの間で Network Address Translation( NAT) が実装されているときに、
IP アド レスをマッピングします。NAT が実装されているときは、ソースマシン上のターゲット の IP アド レス( 192.168.32.10
など) とターゲット マシン上の IP アド レス( 213.18.123.103 など) が異なることがあり、これにより compare および repair
コマンド を発行したときに混乱が発生することがあります。ターゲット マシンで SP_DEQ_IP_MAPPING パラメータを設定し
たときは、IP アド レス 192.168.32.10 は IP アド レス 213.18.123.103 と等価であると見なされるために、Post は compare
メッセージを処理でき、compare の sp_declt クライアント プロセスは、Compare プロセスを完了できます。
SP_DEQ_IP_MAPPING パラメータは次の例のようにターゲット システムで設定します。
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sp_ctrl> set param SP_DEQ_IP_MAPPING "192.168.32.10:213.18.123.103"
注： ソースおよびターゲット マシンの正しい IP アド レスを使用してください。上記の IP アド レスは単なる例です。
さらに、SP_DEQ_IP_MAPPING パラメータは、次の例のように、コンマ区切りの複数のマッピングを受け入れます。
sp_ctrl> set param SP_DEQ_IP_MAPPING "192.168.32.10:213.18.123.103,10.2.3.4:50.64.70.88"
デフォルト ：なし
有効な値の範囲：1 つまたは( コンマで区切られた) 複数の有効な IP アド レス
有効になる時期：次回 compare コマンド を発行したとき

SP_DEQ_LOG_FILESIZE
このパラメータは、compare を実行したサーバおよびクライアント によって生成された SQL ログファイルのサイズを制御し
ます。
デフォルト ：50 MB
有効な値の範囲：0 より大きい任意のサイズ。
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時。

SP_DEQ_MALLOC
このパラメータは、ソース側の Compare プロセスがフェッチのバッチサイズを制御することでメモリ使用量を割り当てるため
に使用します。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。この値は使用する compare スレッド の数で均等に分割さ
れ、次に、加算されたすべての列サイズに基づいてバッチサイズが再計算されます。
デフォルト ：500( MB)
有効な値の範囲：50 ～ 32,767( MB)
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時。

SP_DEQ_PARALLELISM
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。
SP_DEQ_PARRALLISM が 0 に設定されている場合、並列ヒント は使用されません。コマンド ラインからユーザーが指定
したヒント が優先されます。
デフォルト ：2
有効な値の範囲：0 から 500
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時
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SP_DEQ_PARTIAL_REPAIR_CLR_OOS
このパラメータは、次のようなテーブルの行のサブセット のみを compare および repair した後、repair プロセスによってテー
ブルの statusdb から非同期メッセージをクリアできるようにします。
l

WHERE 句または Oracle( サブ) パーティション名で指定された行のサブセット 。

l

水平分割レプリケーションで指定された行のサブセット 。

このパラメータは、次のように動作します。
l

l

値 0( 無効化、デフォルト 値) ：行のサブセット が比較および修復された後、非同期メッセージが statusdb 内
で保持されます。メッセージは保持されるので、ユーザーは選択条件を満たさなかった非同期行が存在する可能
性に気付きます。
値 1( 有効化) ：行のサブセット が比較および修復された後、非同期メッセージがクリアされます。サブセット 内の
行が非同期状態のテーブル内の唯一の行であることが判明している場合にのみ、このパラメータを有効にしま
す。

注：テーブル内のすべての非同期行を確実に修復するには、テーブル全体に対して compare および repair を実行し
ます。
デフォルト ：0( 無効化)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

SP_DEQ_PART_TABLE_UPDATE
このパラメータが分割された Oracle ターゲット テーブルに対して発行されると、repair using および repair コマンド の
動作に影響します。
l

l

このパラメータがデフォルト の 0 に設定されていると、分割された Oracle ターゲット テーブルは INSERT および
DELETE のみを使用して repair されます。UPDATE を必要とする repair は、DELETE とそれに続く
INSERT に変換されて、UPDATE によって行がパーティションを変更し、行移動がテーブルで有効になっていない
ときのエラーを防止します。
このパラメータが 1 に設定されていると、分割された Oracle テーブルは必要に応じて INSERT、UPDATE、
DELETE を使用して repair されます。このモード は、UPDATE によってターゲット テーブルで行変更のパーティショ
ンが発生しないことが分かっているとき、または行移動がターゲット テーブルで有効になっているときのみ、このモー
ド を使用してください。

このパラメータはターゲット システムで設定します。
デフォルト ：0( UPDATE を使用して repair しません)
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時
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SP_DEQ_READ_BUFFER_SIZE
このパラメータは、compare/repair 操作中に LOB および LONG 列のみに適用されます。これは、これらの列が
compare および repair されるときに、フェッチされた LOB または LONG データを保持するバッファのサイズを調節します。
パラメータの値は、使用可能なシステムメモリおよびデータサイズに基づいて調節する必要があります。
デフォルト ：1 MB
有効な値の範囲：1～100 の範囲の任意の整数 (値は MB)
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

SP_DEQ_ROW_LOCK_THRESHOLD
このパラメータは、repair の実行時に repair プロセスによるロック対象がターゲット テーブル全体であるか、非同期行に限
定されるかどうかを制御します。指定した値よりも非同期行数が少ない場合は、非同期行のみがrepair 対象としてロッ
クされます。このため、Post プロセスはテーブル内の他の行に対する post を続行できます。
デフォルト ：非同期行数 1000
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

SP_DEQ_SKIP_LOB
このパラメータは、LOB 列があるテーブルに関する compare および repair コマンド の動作を指示します。
l

l

このパラメータがデフォルト の 0 に設定されているときは、compare process は LOB のあるテーブルを compare
および repair します。
このパラメータを 1 に設定したときは、LOB のあるテーブルは処理されますが、LOB のない列だけが compare お
よび repair されます。LOB 列は無視されます。

このパラメータはソースシステムで設定します。
デフォルト ：0
有効な値の範囲：0 または 1( フラグ)
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

SP_DEQ_THREADS
このパラメータは、ソースシステムで compare コマンド が使用する処理スレッド の数を制御します。各スレッド がターゲット
マシンに sp_declt プロセスを作成します。
デフォルト の 2 スレッド が、UP マシンでは最良の数字であることが証明されていますが、最大で 15 スレッド までに設定す
ることで、パフォーマンス向上が得られる可能性があります。スレッド 数が多すぎると、特にサイズの大きいテーブルを同時
に比較することになった場合、利点が少なくなります。
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スレッド 数の値は、compare するテーブルの数とは無関係であり、SharePlex は compare するテーブル数を超える数の
スレッド は生成しません。マシンのプロセッサが 1 個だけの場合は、このパラメータを 1 の値に設定します。システム上のプ
ロセッサ数より大きい値に設定しないでください。
デフォルト ：2 スレッド
有効な値の範囲：1 から 15
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

SP_DEQ_TIMEOUT
このパラメータは、compare および repair コマンド の接続タイムアウト を制御します。sp_desvr プロセスは複製キューに
依存してターゲット システムで sp_declt プロセスをインスタンス化するために、sp_declt プロセスは、キュー内のすべての
以前のメッセージが処理されるまで起動できません。遅延がこのパラメータで指定されたタイムアウト よりも長い場合は、
sp_desvr は終了して、エラーを戻します。キューが 30 分を超えるバックログを起こすことが分かっている場合は、必要に
応じてこのパラメータを増加してみてください。
デフォルト ：1800 秒( 30 分)
有効な値の範囲：121 秒以上
有効になる時期：次の比較のために使用可能になると即時

copy/append コマンドパラメータ
これらのパラメータは、SharePlex copy/append コマンド と関連付けられている sp_sync プロセスによって使用されま
す。

SP_OSY_COMPRESSION
このパラメータは、データ圧縮レベルをオフ (0) から フル (9) の間で調整します。
デフォルト ：6
有効な値の範囲：0～9 (9 は最高レベルの圧縮)
有効になる時期：次の同期のために使用可能になると即時

SP_OSY_LOCK_TIMEOUT
このパラメータは、同期プロセスがテーブルロックを取得するために待機する秒数を設定します。
デフォルト ：2
有効な値の範囲：0 から 900
有効になる時期：次の同期のために使用可能になると即時
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SP_OSY_POST_TIMEOUT
このパラメータは、Post プロセスが準備完了し同期を開始できるようになるまで同期プロセスが待機する秒数を設定しま
す。
デフォルト ：1800
有効な値の範囲：0～36000 (秒)
有効になる時期：次の同期のために使用可能になると即時

SP_OSY_TCP_TIMEOUT
このパラメータは、IPC タイムアウト の秒数を設定します。
デフォルト ：10
有効な値の範囲：0～6000 (秒)
有効になる時期： 次の同期のために使用可能になると即時

SP_OSY_THREADS
このパラメータは、ソースシステムとターゲット システム間の同期処理スレッド のペア( エクスポート /インポート ) 数を設定しま
す。このパラメータは、SharePlex 同期プロセス( 例： copy/append コマンド ) が使用します。
デフォルト ：5
有効な値の範囲：1 から 10
有効になる時期：次の同期のために使用可能になると即時

analyze config コマンドパラメータ
これらのパラメータは、SharePlex analyze config コマンド のプロパティを制御します。

SP_ANL_CHECKPOINT_FREQ
このパラメータは、analyze config コマンド プロセスによって発行されるチェックポイント の頻度を定義するためのパラメータ
の 1 つです。このプロセスはチェックポイント ごとにその状態をディスクに保存して、分析の終了前にプロセスが停止または
失敗した場合でも高速な復旧を可能にします。
デフォルト ：20000 メッセージ
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時
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SP_ANL_CHECKPOINT_TIME
このパラメータは、analyze config コマンド プロセスによって発行されるチェックポイント の頻度を定義するためのパラメータ
の 1 つです。このプロセスはチェックポイント ごとにその状態をディスクに保存して、分析の終了前にプロセスが停止または
失敗した場合でも高速な復旧を可能にします。
デフォルト ：120 メッセージ
有効な値の範囲：任意の正の整数
有効になる時期：即時

SP_ANL_RUN_TIME
このパラメータは、analyze config コマンド の実行時間の長さを制御します。コマンド の実行時間によって、分析対象の
ト ランザクション処理の量が決まります。このパラメータは、デフォルト 値を設定します。このデフォルト 値は、n {minutes |
hours | days} オプションを実行時に使用することで無効にできます。
デフォルト ：4320 分
有効な値の範囲：1 から 432000 分
有効になる時期：即時

廃止されたパラメータ
このセクションでは、廃止された SharePlex パラメータについて説明します。

SharePlex での廃止されたパラメータの処理方法
アップグレード 後、SharePlex は、廃止されたパラメータが環境内に設定されている場合にその機能を引き続きサポート
します。代替のパラメータがある場合や、アップグレード を完了するために他のアクションを実行する必要がある場合は、イ
ベント ログにその旨が示されます。廃止されたパラメータの使用を中止するには、sp_ctrl で reset param コマンド を
発行します。

廃止された Capture パラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

メモ

SP_OCT_ASM_CONNECT_DESC

8.6

データベースのセット アップに
加えられた機能拡張によ
る。
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パラメータ

廃止予定バージョン

メモ

SP_OCT_ASM_SID

8.6

データベースのセット アップに
加えられた機能拡張によ
る。

SP_OCT_OLOG_THREAD

8.0.7

SP_OCT_REPLICATE_DR_DDL

8.6.6

SP_OCT_REPLICATE_
TRIGGER に名前を変更。
下位互換性を維持するため
に古いパラメータも引き続き
使用可能。

廃止された Read パラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

メモ

SP_ORD_NLS_LANG

8.0

SP_ORD_LOGIN_O

8.6

データベースのセット アップに
加えられた機能拡張によ
る。

SP_ORD_OWNER_O

8.6

データベースのセット アップに
加えられた機能拡張によ
る。

SP_ORD_SKIP_OBJECT

8.0.7

この機能は、ルーティングマッ
プに「 c.」と指定することによ
り、ソース設定ファイルで設
定できます。この機能の詳
細については、『SharePlex
管理ガイド 』の「 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。

廃止された Oracle Post パラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

SP_OPO_CHARACTERSET

8.0

SP_OPO_CONF_LOG

8.6.6

SP_OPO_GENERIC_CR

8.0.7

SP_OPO_NCHAR_CHARACTERSET

8.0

メモ

SP_OPO_LOG_
CONFLICT に名前を変
更。下位互換性を維持す
るために古いパラメータも引
き続き使用可能。
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パラメータ

廃止予定バージョン

SP_OPO_NLS_LANG

8.0

SP_OPO_RESTRICT_ALL_REF_CONS

8.6.2

SP_OPO_TRACK_CHANGES

8.0.1

SP_OPO_TYPE

8.6.3

メモ

廃止されたオープンターゲット Post パラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

SP_OPX_CHECKPOINT_FREQ

メモ
8.6.4

廃止された Compare パラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

SP_DEQ_CHARACTERSET

8.0

SP_DEQ_BATCHSIZE

8.5

SP_DEQ_CONFIG_LINE_SIZE

8.5

SP_DEQ_LOG_ROW_DATA

8.6.3

SP_DEQ_LOG_ROWID

8.0.7

SP_DEQ_NCHAR_CHARACTERSET

8.0

SP_DEQ_NLS_LANG

8.0

SP_DEQ_NLS_LANG_SELECTOR

8.0

SP_DEQ_ORACLE_LOGOFF

8.0.7

SP_DEQ_RESULTS_RETENTION

8.0.7

SP_DEQ_REUSE_CONFIG

8.0.7

メモ

廃止された Queue パラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

SP_QUE_SHMSIZE

8.0.7

メモ
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その他の廃止されたパラメータ
パラメータ

廃止予定バージョン

SP_CFP_DEBUG

8.0.7

SP_COP_WALLET_PATH

8.6.3

メモ
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3

SharePlex ユーティリティ
SharePlex ユーティリティを使用して、SharePlex 環境を設定、テスト 、および管理できます。

コンテンツ
設定スクリプト
cleanup.sql
clean_vardir.sh
create_ignore.sql
hana_cleansp
mss_cleansp
ora_cleansp
pg_cleansp
td_cleansp
HANA セット アップ( hana_setup)
Oracle セット アップ( ora_setup)
PostgreSQL セット アップ( pg_setup)
SQL Server セット アップ( mss_setup)
Teradata セット アップ( td_setup)
SharePlex ライセンスユーティリティ
OTS
qview
socket_testsocket_test
sp-bininfo
sp_wallet
ト リガスクリプト
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設定スクリプト
説明
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。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex ユーティリティ

313

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

cleanup.sql
説明
cleanup.sql スクリプト を使用して、SHAREPLEX_PARTITION テーブル( 再び必要になる可能性があるパーティションス
キーマを含む) を除く、すべての SharePlex 内部テーブルを切り捨てます。
注： cleanup.sql スクリプト は、SharePlex Oracle のユーザー、パスワード 、またはデモンスト レーションオブジェク
ト を SharePlex テーブルから削除しません。
cleanup.sql スクリプト は、SharePlex の変数データディレクト リの複製データを保持します。その他のユーティリティは関
連する次のオプションを提供します。
l

l

SharePlex テーブルを切り捨てずに変数データディレクト リの内容を消去するには、「clean_vardir.sh」を参照し
てください。
変数データディレクト リの内容を消去し、SharePlex テーブルを切り捨てるには、を参照してください。このユーティ
リティは、SharePlex を初期状態に完全にリスト アします。

cleanup.sql を初めて実行する前に、Quest テクニカルサポート にお問い合わせください。SharePlex ド キュメント の手順
で clean_vardir.sh を実行する必要がない限り、このユーティリティを運用環境で使用することはほとんどありません。この
スクリプト は設定をディアクティベート するため、誤って使用すると複製の問題が発生し、データを再同期する必要になる可
能性があります。通常、別の方法があります。

サポート されるデータベース
Unix および Windows 上の Oracle

cleanup.sql の実行
1. SharePlex データベースユーザーとして Oracle にログオンします。SharePlex テーブルはそのユーザーに属しま
す。Unix および Linux では、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 SharePlex Oracle ユーザーが存在します。このスクリプト を必ず実行するようにしてください。
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2. ( Unix および Linux) SharePlex 変数データディレクト リを指し示すために SP_SYS_VARDIR 環境変数を
設定します。
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
3. SharePlex 管理者として cleanup.sql を実行します。スクリプト は SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレ
クト リにあります。次の構文を使用します。ここで Oracle_version は、SharePlex でサポート されている Oracle
バージョンの 1 つです。
SQL> @proddir/util/cleanup.sql

clean_vardir.sh
説明
clean_vardir.sh スクリプト を使用して、変数データディレクト リの内容を消去して初期状態にリスト アします。
clean_vardir.sh スクリプト は、SharePlex 内部テーブルの内容を保持します。
l

l

変数データディレクト リの内容を消去せずに、SharePlex テーブルを切り捨てるには、「cleanup.sql」を参照してく
ださい。
変数データディレクト リを整理し、SharePlex テーブルを切り捨てるには、を参照してください。このユーティリティ
は、SharePlex を初期状態に完全にリスト アします。

clean_vardir.sh を初めて実行する前に、Quest テクニカルサポート にお問い合わせください。SharePlex ド キュメント の
手順で clean_vardir.sh を実行する必要がない限り、このユーティリティを運用環境で使用することはほとんどありませ
ん。このスクリプト は設定をディアクティベート するため、誤って使用すると複製の問題が発生し、データを再同期する必要
になる可能性があります。通常、別の方法があります。
clean_vardir.sh スクリプト は、次のファイルを削除します。
l

l

rim サブディレクト リの中のキューファイル。
rim サブディレクト リの中のログファイル。イベント ログは、clean_vardir.sh プロシージャを反映する 1 つのエン
ト リを保持します。

l

data サブディレクト リの中の statusdb ファイルの内容。

l

dump および state サブディレクト リの内容。

clean_vardir.sh スクリプト は設定ファイル、conflict-resolution ファイル、ヒント ファイル、paramdb、oramsglist ファイル
などの、ユーザーが作成したファイルを保持します。
clean_vardir.sh スクリプト は、設定をディアクティベート します。clean_vardir.sh を実行した後で複製を開始するには、
設定をアクティベート する必要があります。

サポート されるデータベース
Unix および Linux 上の Oracle
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clean_vardir.sh の実行
Unix および Linux システム上でのみ、このスクリプト を実行します。
1. sp_cop をシャット ダウンします。
2. SharePlex 変数データディレクト リを指し示すために SP_SYS_VARDIR 環境変数を設定します。SP_SYS_
VARDIR が設定されていない場合、clean_vardir.sh は proddir/data/defaults.yaml ファイルにリスト されてい
るディレクト リに影響します。ここで、proddir は SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リです。
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
3. SharePlex 管理者として clean_vardir.sh を実行します。スクリプト 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。次の構文を使用します。ここで Oracle_version は、SharePlex でサポート されている
Oracle バージョンの 1 つです。
proddir/bin/clean_vardir.sh Oracle_version
スクリプト が完了すると、コマンド プロンプト に戻ります。
注：スクリプト が save_SharePlex_version ディレクト リを削除できないというエラーメッセージを生成した場合は、そのディ
レクト リを手動で削除できます。

create_ignore.sql
説明
DML ト ランザクションがターゲット システムに複製されないようにするには、create_ignore.sql ユーティリティスクリプト を
使用します。このスクリプト は、SHAREPLEX_IGNORE_TRANS という名前のプロシージャをソースデータベースに作成
します。ト ランザクションの開始時に実行すると、プロシージャが実行時点からト ランザクションがコミット またはロールバック
されるまでの間に実行された DML 操作を、Capture プロセスに無視させます。したがって、影響された操作は複製され
ません。
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。

サポート されるデータベース
Unix および Windows 上の Oracle

create_ignore.sql 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 create_ignore.sql を実行します。プロシージャが SharePlex
スキーマ内に作成されるように、SharePlex Oracle ユーザーとして実行します。
このスクリプト は次の PL/SQL を実行します。
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CREATE OR REPLACE PROCEDURE SHAREPLEX_IGNORE_TRANS AS
TNUM NUMBER;
BEGIN
INSERT INTO SHAREPLEX_TRANS (TRANS_NUM, QUE_SEQ_NO_1, QUE_SEQ_NO_2,
COMBO, OP_TYPE) VALUES (-999,0,0,'DUMMY',0);
DELETE FROM SHAREPLEX_TRANS WHERE TRANS_NUM=-999 AND COMBO='DUMMY'
AND OP_TYPE=0;
END;
/
GRANT EXECUTE ON SHAREPLEX_IGNORE_TRANS TO PUBLIC;
/

SHAREPLEX_IGNORE_TRANS の実行
SHAREPLEX_IGNORE_TRANS は、複製するべきでない操作を含むト ランザクションの「開始時点」でコールします。も
し、ト ランザクションの途中でコールすると、プロシージャが開始された前の複製された操作は SharePlex は COMMIT な
しではメッセージをリリースしないため post キューで永久に COMMIT を待つことになります。しかし、Capture はプロシー
ジャがコールされた前のすべての操作を無視するため、これらに対する COMMIT は着信されません。したがって Read プロ
セスはこれらのレコード のキャッシュ情報を永久に保持します。
1. SharePlex ユーザーとして SQL*Plus にログオンします。
2. スキップするト ランザクションの開始時点で SHAREPLEX_IGNORE_TRANS プロシージャを実行します。
execute SharePlex_schema.SHAREPLEX_IGNORE_TRANS;
3. 1 つのト ランザクションで、複製しない変更を追加します。これらの変更は、Capture によって無視されます。
4. COMMIT または ROLLBACK の後、続くト ランザクションの複製は正常に再開されます。

hana_cleansp
説明
hana_cleansp ユーティリティを使用して、SharePlex が HANA ターゲット への複製を行っているシステム上の現在
の複製状態を削除します。
注意：
l

l

hana_cleansp の効果を元に戻すことはできません。初期状態に戻さずに複製を停止するには、abort config
または purge config コマンド を使用できます。
hana_cleansp は、複製設定のすべての HANA ターゲット システムで実行する必要があります。
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l

複製環境を完全に削除するには、複製設定内のすべての Oracle ソースシステムで ora_cleansp ユーティリティ
を実行します。システムで hana_cleansp または ora_cleansp が実行されたかどうか、またいつ実行されたのか
を確認するには、そのシステムの SharePlex イベント ログを表示します。

hana_cleansp は、ターゲット システムで以下の操作を実行します。
l

l

SharePlex スキーマ内の SHAREPLEX_OPEN_TRANS 内部テーブルと、SharePlex によってインスト ールされ
たその他のテーブルを切り詰めます( 該当する場合) 。
キューファイル、プロセスログファイル、statusdb の内容( ファイルではありません) 、dump および state ディレクト
リの内容、およびイベント ログの 1 つのエント リ( hana_cleansp のステータスエント リ) を除くすべてのエント リを変
数データディレクト リから削除します。

hana_cleansp では、以下の項目が保持されます。
l

l

SharePlex データベース、アカウント 、およびパスワード 。SharePlex テーブル内のデータのみがクリーンアップさ
れます。
ユーザーが作成したファイル( たとえば paramdb) およびターゲット 設定

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

hana_cleansp の実行
1. HANA システム上のすべての SharePlex プロセスを停止します。
2. そのシステムの sp_cop をシャット ダウンします。
3. 次の構文を使用して、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから hana_cleansp ユーティリティを
実行します。
hana_cleansp [-p port_number] database_name/user_name/password
ここで、
l

port_number は、クリーンアップする SharePlex インスタンスのポート 番号です。

l

database_name は SharePlex データベースの名前です。

l

user_name は SharePlex ユーザーアカウント の名前です。

l

password はそのユーザーアカウント のパスワード です。

mss_cleansp
説明
mss_cleansp ユーティリティを使用して、SQL Server システムの現在の複製状態を削除します。
注意：
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l

l

mss_cleansp の実行は、テスト およびデモンスト レーション環境では許容されますが、実稼働環境では不適切
であることがほとんです。クリーンアップの効果を元に戻すことはできません。
mss_cleansp を実行している SharePlex インスタンスが複数のデータベースを対象にキャプチャまたは post
するように設定されている場合、mss_cleansp は、そのすべてのデータベースの複製構成とサポート データを削
除します。

mss_cleansp は、ターゲット システムで以下の操作を実行します。
l

l

SHAREPLEX_OPEN_TRANS 内部テーブルと、SharePlex によってインスト ールされたその他のテーブルを切り
捨てます( 該当する場合) 。
キューファイル、プロセスログファイル、statusdb の内容( ファイルではありません) 、dump および state ディレクト
リの内容、およびイベント ログの 1 つのエント リ( mss_cleansp のステータスエント リ) を除くすべてのエント リを変
数データディレクト リから削除します。

mss_cleansp では、以下の項目が保持されます。
l

l

SharePlex データベース、アカウント 、およびパスワード 。SharePlex テーブル内のデータのみがクリーンアップさ
れます。
ユーザーが作成したファイル( たとえば paramdb) およびターゲット 設定

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

mss_cleansp の実行
1. SQL Server システム上のすべての SharePlex プロセスを停止します。
2. そのシステムの sp_cop をシャット ダウンします。
3. 次の構文を使用して、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから mss_cleansp を実行します。
mss_cleansp database_name/user_name/password
ここで、
l

database_name は SharePlex データベースの名前です。

l

user_name は SharePlex ユーザーアカウント の名前です。

l

password はそのユーザーアカウント のパスワード です。

ora_cleansp
説明
ora_cleansp ユーティリティを使用して、ディアクティベート 設定を含む、システム上の現在の複製状態を削除します。
注意：
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l

l

ora_cleansp の実行は、テスト およびデモンスト レーション環境では許容されますが、実稼働環境では不適切
であることがほとんです。クリーンアップの影響は、元に戻すことができません。
ora_cleansp を実行している SharePlex インスタンスが複数のデータベースを対象にキャプチャまたは post
するように設定されている場合、ora_cleansp は、そのすべてのデータベースの複製構成とサポート データを削
除します。

サポート されるデータベース
Unix、Linux、および Windows 上の Oracle

ora_cleansp のその他の代替手段
ora_cleansp を実行する前に、次の代替手段を検討します。
l

l

l

複製を初期状態に回復せずに設定の活動を停止するには、sp_ctrl 内で abort config または purge config コ
マンド を使用できます。
変数データディレクト リの中のファイルをパージせずに SharePlex テーブルを切り詰めるには、製品ディレクト リの
bin サブディレクト リ( Unix および Linux システム) または util サブディレクト リ( Windows システム) から
cleanup.sql スクリプト を実行します。
Unix および Linux システムでは、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから clean_vardir.sh
スクリプト を実行することで、SharePlex テーブルを切り詰めずに変数データディレクト リの中のファイルをパージで
きます。

ora_cleansp の動作方法
ora_cleansp は、次のように 2 段階で動作して複製を最初の状態に復元します。
内部テーブルの切り詰め：最初に、ora_cleansp は、安全に切り詰めることができる SharePlex 内部テーブル
を切り詰めます。SharePlex Oracle ユーザー、パスワード 、またはデモンスト レーションオブジェクト は削除されま
せん。
変数データディレクト リの削除：続いて、ora_cleansp は次のコンポーネント を SharePlex 変数データディレクト
リから削除します。
l

l

rim サブディレクト リの中のキューファイル。
log サブディレクト リの中のログファイル。イベント ログは、ora_cleansp プロシージャの結果を反映する 1
つのエント リを保持します。

l

data サブディレクト リの中の statusdb ファイルの内容。

l

dump および state サブディレクト リの内容。

l

oos サブディレクト リ内のト ランザクション( SP_OPO_SAVE_OOS_TRANSACTION パラメータが有効
な場合) 。

ora_cleansp は、設定ファイル、conflict-resolution ファイル、ト ランスフォーメーションファイル、ヒント ファイル、
paramdb、oramsglist ファイルなどのユーザー作成ファイルを保存します。
ora_cleansp は、設定をディアクティベート します。ora_cleansp を実行した後で複製を起動するには、設定をアクティ
ベート する必要があります。
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ora_cleansp の実行
重要!ora_cleansp は、複製を初期状態に復元するために、すべてのソースおよびターゲット システムで実行する必要が
あります。システムで ora_cleansp が実行されたかどうか、またいつ実行されたのかを確認するには、そのシステムのイベ
ント ログを表示してください。
1. SharePlex Administrator としてログオンします。
2. [Unix および Linux のみ] SharePlex 変数データディレクト リを指し示すために SP_SYS_VARDIR 環境変数を
設定します。複数の変数データディレクト リを使用して複数の sp_cop のインスタンスを実行している場合は、ク
リーンアップする変数データディレクト リに合わせて SP_SYS_VARDIR を設定します。
ksh シェルの場合：
$export SP_SYS_VARDIR=/SharePlex_vardir_absolute_path
csh シェルの場合：
$setenv SP_SYS_VARDIR /SharePlex_vardir_absolute_path
3. 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。
4. sp_cop をシャット ダウンします。
sp_ctrl> shutdown
5. Unix および Linux システムで ps -ef | grep sp_ コマンド または Windows システムで SpUtil プログラムから
Taskmgr を使用することで、すべての SharePlex プロセスが停止したことを確認します。
6. Unix および Linux システムの kill -9 コマンド または Windows システムの KillSharePlex.bat プログラムを使用す
ることで、すべての独立した SharePlex プロセスを kill します。
7. [Unix および Linux のみ] まだ実行していない場合は、oratab ファイルを表示して、インスタンスの ORACLE_
HOME および ORACLE_SID の値を判断します。
$cd /etc
$ more oratab
8. [Unix および Linux のみ] ORACLE_HOME および ORACLE_SID 環境変数を設定します。
ksh シェルの場合：
$export ORACLE_HOME=[value from oratab file]
$export ORACLE_SID=[value from oratab file]
csh シェルの場合：
$ setenv ORACLE_HOME [value from oratab file]
$ setenv ORACLE_SID [value from oratab file]
9. オペレーティングシステムのコマンド ラインで、ディレクト リを SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リに変
更します( 注 ：これが現在の作業ディレクト リであることが前提です) 。
10. Oracle インスタンス内の SharePlex ユーザーアカウント で ora_cleansp を実行します。注：異なるユーザーとし
て実行する場合、ora_cleansp は SharePlex テーブルを切り詰めません。
$ ./ora_cleansp SharePlex_username/SharePlex_password
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。
C:\users\splex\bin>ora_cleansp SharePlex_username/SharePlex_password -r9400
11. この結果を確認するためにユーティリティを実行して Event Log を表示します。
注：このユーティリティが .../save_SharePlex_version ディレクト リを削除できないことを示すエラーメッセージを生
成した場合、メッセージを無視して、このディレクト リを削除できます。
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pg_cleansp
説明
pg_cleansp ユーティリティを使用して、SharePlex が PostgreSQL ターゲット に複製している、システム上の現在の
複製状態を削除します。
注意：
l

l

l

pg_cleansp の影響は、元に戻すことができません。初期状態に戻さずに複製を停止するには、abort config ま
たは purge config コマンド を使用できます。
pg_cleansp は、複製設定内のすべての PostgreSQL ターゲット システムで実行する必要があります。
複製環境を完全に削除するには、複製設定内のすべての Oracle ソースシステムで ora_cleansp ユーティリティ
を実行します。システムで pg_cleansp または ora_cleansp が実行されたかどうか、またいつ実行されたのかを
確認するには、そのシステムの SharePlex イベント ログを表示してください。

pg_cleansp は、ターゲット システムで以下の操作を実行します。
l

l

SharePlex スキーマ内の SHAREPLEX_OPEN_TRANS 内部テーブルと、SharePlex によってインスト ールされ
たその他のテーブルを切り詰めます( 該当する場合) 。
キューファイル、プロセスログファイル、statusdb の内容( ファイルではありません) 、dump および state ディレクト
リの内容、およびイベント ログの 1 つのエント リ( pg_cleansp のステータスエント リ) を除くすべてのエント リを変数
データディレクト リから削除します。

pg_cleansp では、以下の項目が保持されます。
l

l

SharePlex データベース、アカウント 、およびパスワード 。SharePlex テーブル内のデータのみがクリーンアップさ
れます。
ユーザーが作成したファイル( たとえば paramdb) およびターゲット 設定

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

pg_cleansp の実行
1. PostgreSQL システムで SharePlex プロセスをすべて停止します。
2. そのシステムで sp_cop をシャット ダウンします。
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3. 次の構文を使用して、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから pg_cleansp ユーティリティを実
行します。
pg_cleansp [-p port_number] database_name/user_name/password
ここで、
l

port_number は、クリーンアップする SharePlex インスタンスのポート 番号です。

l

database_name は、SharePlex データベースの名前です。

l

user_name は、SharePlex ユーザーアカウント の名前です。

l

password は、そのユーザーアカウント のパスワード です。

td_cleansp
概要
td_cleansp ユーティリティを使用して、SharePlex が Teradata ターゲット に複製しているシステムの現在の複製状
態を削除します。
注意：
l

l

l

td_cleansp の効果は元に戻せません。初期状態に戻さずに複製を停止するには、abort config または purge
config コマンド を使用できます。
td_cleansp は、複製設定内のすべての Teradata ターゲット システム上で実行する必要があります。
複製環境を完全に削除するには、複製設定内のすべての Oracle ソースシステムで ora_cleansp ユーティリティ
を実行します。システムで td_cleansp または ora_cleansp が実行されたかどうか、またいつ実行されたのかを
確認するには、そのシステムの SharePlex イベント ログを表示してください。

td_cleansp はターゲット システムで以下の操作を実行します。
l

l

SharePlex スキーマ内の SHAREPLEX_OPEN_TRANS 内部テーブルと、SharePlex によってインスト ールされ
たその他のテーブルを切り詰めます( 該当する場合) 。
キューファイル、プロセスログファイル、statusdb の内容( ファイルではありません) 、dump および state ディレクト
リの内容、およびイベント ログの 1 つのエント リ( td_cleansp のステータスエント リ) を除くすべてのエント リを変数
データディレクト リから削除します。

td_cleansp では、以下の項目が保持されます。
l

l

SharePlex データベース、アカウント 、およびパスワード 。SharePlex テーブル内のデータのみがクリーンアップさ
れます。
ユーザーが作成したファイル( たとえば paramdb) およびターゲット 設定

サポート されるデータベース
サポート されるプラット フォーム上の Teradata
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td_cleansp の実行
1. Teradata システムのすべての SharePlex プロセスを停止します。
2. そのシステムの sp_cop をシャット ダウンします。
3. 次の構文を使用して、SharePlex 製品ディレクト リの bin サブディレクト リから td_cleansp を実行します。
td_cleansp [-p port_number] database_name/user_name/password
ここで、
l

port_number は、クリーンアップする SharePlex インスタンスのポート 番号です。

l

database_name は、Teradata データベースの名前です。

l

user_name は、SharePlex ユーザーアカウント の名前です。

l

password は、そのユーザーアカウント のパスワード です。

例：td_cleansp -p 8347 mytera/splex/splex
4. Y と入力して、クリーンアップを確認します。
Are you sure you want to perform the clean for '/home/splex/var' and port
8347?[N] : y
Clean port 8347
Cleaning /home/splex/var subdirectories
shareplex_open_trans table truncated

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

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

HANA セット アップの使用に関するガイドライン
l

l

l

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

l

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

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

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

応答

Enter the
connection
string [] :

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

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

l

DRIVER：HANA ODBC ド ライバへのパス。

l

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

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

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

Enter the
password
for the
Administrat
or account
:

管理者のパスワード を入力します。

Enter the
name of the

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

応答

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

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

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

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

Enter the
name of the
new
SharePlex
user:

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

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

SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力します。

Re-enter
the
password
for the
SharePlex
user :

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

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

GRANT USER ADMIN TO sp_user;

l

GRANT TABLE ADMIN TO sp_user;

l

GRANT CATALOG READ TO sp_user;

l

GRANT DATA ADMIN TO sp_user WITH ADMIN OPTION;

l

GRANT ROLE ADMIN TO sp_user WITH ADMIN OPTION;

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

GRANT CREATE ANY ON SCHEMA schema_name TO sp_user;

l

GRANT DEBUG ON SCHEMA schema_name TO sp_user;

l

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

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

SharePlex アカウント

l

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

l

SharePlex ユーザー用のデフォルト 接続

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

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

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

Oracle セット アップを実行するタイミング

ソースシステム

SharePlex のインスト ール時

中間システム

中間システムは、カスケード 設定で使用されます。この設定では、
SharePlex がデータを( 単一または複数の) リモート システムに複製して、
そのデータを中間システムから最終的なターゲット に送信します。中間シ
ステム上のデータベースにデータを post するように SharePlex を設定し、
ホット バックアップを使用してこのシステムおよびターゲット 上でデータを作
成する場合は、中間システムおよびターゲット システムで Oracle セット
アップを実行しないでください。実行するタイミングは、初期の同期手順の
実行時です。

ターゲット システム

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

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

o

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

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

接続

ASM を使用する / 使用しないデータベー
ス

Bequeath

ASM を使用する / 使用しないデータベー
ス

TNS エイリアス

ASM を使用する PDB

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

( データベースと ASM インスタンスの両方で TNS ログインを指定)

Oracle セット アップを使用するための要件
l

l

Oracle セット アップを実行しているシステムで、データベースクライアント をインスト ールします。データベースで使用
する適切なクライアント バージョンについては、Oracle のド キュメント を参照してください。
SharePlex 複製設定内のすべてのソースおよびターゲット Oracle インスタンスに対して、Oracle セット アップを
実行します。
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l

l

l

l

l

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

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

説明

SharePlex
オブジェクト
表領域

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

SharePlex
一時表領
域

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

SharePlex
インデック
ス表領域

セット アップユーティリティで、SharePlex テーブルのインデックスを格納する表領域の入力を求められま
す。デフォルト のインデックス表領域は、SharePlex オブジェクト がインスト ールされているインデックス表領
域です。I/O 競合を最小限に抑えるには、テーブルがインスト ールされたインデックス表領域とは異なるイ
ンデックス表領域を指定します。
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スト レージ

説明
注： 以前のバージョンの SharePlex からのインデックスが SharePlex オブジェクト 表領域にインスト ールさ
れている場合、このインデックスを別の表領域に移動し、セット アップユーティリティの実行時に、その表領
域を指定できます。

SharePlex データベースユーザーに付与される権限
Oracle セット アップは、次の権限を SharePlex データベースユーザーに付与します。
l

l

l

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

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

l

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

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

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

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

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

応答

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

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

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

非マルチテナント データベース：デフォルト をそのまま使用
するか、正しい SID または TNS エイリアスを入力しま
す。RAC では、tns_alias を「クラスタでの SharePlex の
設定」で作成したグローバルエイリアスにする必要があり
ます。 詳細については、『SharePlex インスト ールガイ
ド 』の「Oracle クラスタでの SharePlex の設定」を参照
してください。

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

Enter a DBA user for SID

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

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

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

非マルチテナント データベース：DBA ユーザーのパスワー
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プロンプト

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

Current SharePlex user is user.
Would you like to create a new SharePlex
user?

既存の SharePlex アカウント を更新するにはN と入力
し、新しい SharePlex アカウント を作成するには Y と入
力します。プロンプト が表示されたら、資格情報を入力
します。
既存の SharePlex ユーザーについては、正しいパスワー
ド の入力を 5 回試行できます。パスワード は難読化され
ます。
重要! アクティブな設定があり、SharePlex スキーマを変
更した場合は、SharePlex オブジェクト を古いスキーマ
から新しいスキーマにコピーして、複製環境を保持しま
す。

Do you want to enable replication of
tables with TDE?

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

Enter the default tablespace for use by
SharePlex:

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

Enter the temporary tablespace for use by
Shareplex:

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

Enter the index tablespace for use by
SharePlex:

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

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

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

注意： 残りのプロンプト では、ASM 接続を設定しま
す。ASM が検出されない場合、データベースセット
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プロンプト

応答

アップはこの時点で完了します。
ASM detected.Do you wish to connect to ASM
using BEQUEATH connection?

Enter を押して、SharePlex で BEQUEATH 接続を使
用して ASM インスタンスに接続するか、N を押して TNS
エイリアスを使用します。
重要! データベースが ASM を使用し、 かつデータベース
tns_alias が SCAN IP で設定されている場合、
SharePlex が ASM インスタンスに接続するためには、
ASM tns_alias を介した接続を指定する必要がありま
す。

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

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

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

TNS エイリアスの名前を入力します。

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

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

Enter user password for user:

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

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

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex ユーティリティ

334

PostgreSQL セット アップ( pg_setup)
概要
PostgreSQL システムで pg_setup プログラムを実行して、SharePlex 用のユーザーアカウント 、スキーマ、およびテー
ブルを作成します。

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

pg_setup を使用する場合のガイドライン
l

l

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

l

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

l

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

解決方法

接続
文字
列

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

DSN

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

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

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

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

l

クラウド インスト ール
l

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

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

応答

Enter the PostgreSQL DSN
name or connection
string [] :

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

Enter the PostgreSQL
Administrator name :

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

Enter the password for
the Administrator
account :

管理者のパスワード を入力します。

Enter the replication
target database name:

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

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

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

応答

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

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

Enter the name of the
new SharePlex user:

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

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

SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力します。

Re-enter the password
for the SharePlex user :

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

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

SQL Server セット アップ( mss_setup)
概要
SQL Server セット アッププログラム( mss_setup) を Microsoft SQL Server システム上で実行して、SharePlex を SQL
Server データベースユーザーとして確立します。このユーティリティは、以下の項目を作成します。
l

l

l

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

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

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex ユーティリティ

337

SQL Server セット アップの使用に関するガイドライン
l

l

l

l

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

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

l

データベースを操作し、SharePlex データベースアカウント およびオブジェクト を作成するために必要な権限を
SharePlex に付与するには、SQL Server セット アップを SQL Server システム管理者として実行する必要が
あります。
( クラウド インスト ール) クラウド ホスト 型データベースサービスの特権に関する一般的な制限により、セット アップ
ユーティリティがあらゆる種類のシナリオで成功することが困難になります。データベースのセット アップを正しく行うに
は、セット アップユーティリティのみを使用して、次のように複製を設定します。セット アップユーティリティによって作
成される新しいデータベースでは、SharePlex ユーザーもセット アップユーティリティによって作成されます。既存の
データベースでは、SharePlex ユーザーは、データベースの所有者またはデータベースへのアクセス権限を持つ既
存のユーザーです。

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

応答

Enter the DSN name or
connection string [] :

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

Enter the Microsoft SQL
Server Administrator name
:

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

Enter the password for the
Administrator account :

管理者のパスワード を入力します。

Enter the name of the
database :

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

応答

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

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

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

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

Enter the name of the new
SharePlex user:

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

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

SharePlex ユーザーアカウント のパスワード を入力します。

Re-enter the password for
the SharePlex user :

もう一度 SharePlex パスワード を入力します。

セット アップが正常に終了すると、次のようなメッセージが表示されます。
Completed SharePlex for Microsoft SQL Server database configuration
SharePlex User name: splex
Database name: db1
Target specification in SharePlex configuration: r.db1

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

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

Teradata セット アップを使用するための要件
l

l

SharePlex が使用する ODBC データソース名( DSN) が存在する必要があります。セット アップ中に、この名前を
指定するようにプロンプト が表示されます。手順については、Teradata ODBC マニュアルを参照してください。
SharePlex 複製設定のすべてのターゲット Teradata インスタンスで、Teradata セット アップを実行します。
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l

l

サーバクラスタ内の SharePlex 変数データディレクト リを含む共有ディスクがマウント されているノード で、
Teradata セット アップを実行します。
集約レプリケーションの場合は、Teradata ターゲット の変数データディレクト リごとに Teradata セット アップを実
行します。

Teradata セット アップの実行に必要な権限
データベースの操作および SharePlex データベースアカウント の作成に必要な権限をSharePlex に付与するには、
Teradata セット アップを Teradata 管理者として実行する必要があります。

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

応答

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

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

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

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

Enter the DSN name or
connection string []:

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

Enter the Teradata
Administrator name:

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

Enter the password for the
Administrator account:

管理者のパスワード を入力します。

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

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

Enter the name of the new
SharePlex user:

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

$/users/splex/bin> td_setup -p9400

(or...)
Enter the name of the
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プロンプト

応答

existing SharePlex user:
Enter the password for new
SharePlex user:

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

(or...)
Enter the password for
existing SharePlex user:
Re-enter the password for
new SharePlex user:

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

Enter the name of the
database:

デフォルト を受け入れるか、別のデータベース名を入力します。

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

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

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

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

一時ライセンスキー( デモンスト レーションライセンス)

l

永久ライセンスキー

l

サイト ライセンスキー

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

ライセンスリクエスト に必要な情報の収集

l

ライセンスキーの追加

l

ライセンスキーの表示

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

=
=
=
=
=
=
=

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

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

l

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

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

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

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

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

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

SharePlex Services タブを選択します。

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

SharePlex Services タブを選択します。

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

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

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

l

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

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

OTS
説明
OTS( ODBC Test Suite) ユーティリティを使用して、SharePlex の機能をテスト します。具体的には、選択した ODBC ド
ライバを介してオープンターゲット のターゲット データベースに接続してから、テスト データを異なるタイプの列に post します。
注：
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l

l

OTS ユーティリティは汎用 ODBC 接続およびデータ型処理の手法を使用して、Quest SharePlex の認定をまだ
受けていない ODBC データベースの事前テスト を可能にします( 「データベースが SharePlex によるサポート 対象
として認識される仕組み 」を参照) 。OTS ユーティリティは、認定済みデータベースでは不要です。認定済みデー
タベースのリスト については、『SharePlex リリースノート 』を参照してください。
このユーティリティは、ベータテスト のフェーズ中です。その結果は、SharePlex ターゲット としての ODBC データスト
アの適合性を確定的に実証するものではありません。認定プロセスの一環として、提案されている実稼働環境の
複製で実データの包括的なテスト を必ず実施する必要があります。

サポート されるデータベース
SharePlex での使用を考慮されているオープンターゲット のデータベース

必要条件
1. テスト する必要がある ODBC ド ライバをインスト ールします。
2. ( Linux) 次の環境変数を設定します。
l

l

次の場所の両方に対する LD_LIBRARY_PATH を設定します。
l

ODBC ライブラリが含まれるSharePlex lib ディレクト リ。

l

ODBC ド ライバの場所。

データベースのデータソース名( DSN) を設定した場合、OTS のインスト ール先ディレクト リを指し示すよう
に ODBCINI および ODBCSYSINI を設定します。DSN が存在せず、接続文字列で接続する場合、こ
れらの変数を設定する必要はありません( 「OTS の実行方法」を参照) 。

3. OTS は、INSERT、UPDATE、および DELETE 操作をテスト するためのテーブルを作成します。このテーブルは、
データベースに接続するユーザーが作成および所有します( 「OTS の実行方法」を参照) 。当該ユーザーは、この
テーブルを作成および所有するための十分な権限を持っている必要があります。

スタンドアロン OTS のインスト ール方法
OTS は SharePlex ビルド 内でも、スタンド アロンバージョンでも利用できます。
スタンド アロンバージョンをインスト ールするには
Linux：OTS パッケージ SPOodbc_test_suite-version-Beta-db_version-rh-40-amd64-m64.tpm をダウンロード し
ます。インスト ールディレクト リを要求するプロンプト が表示されます。
Windows：ots.exe ファイルをダウンロード して、任意のディレクト リ内に配置します。

OTS の実行方法
1. OTS を実行します。SharePlex のインスト ール内から実行している場合や、Linux 上でスタンド アロン OTS パッ
ケージを実行している場合は、util サブディレクト リから実行します。Windows スタンド アロンバージョンの OTS を
実行している場合は、インスト ールディレクト リから実行します。

SharePlex 8.6 (8.6.6) リファレンスガイド
SharePlex ユーティリティ

345

2. 以下のとおり入力します。
l

l

ターゲット データベースのデータソース名( DSN) 。DSN はすでに存在している必要があります。次に、名
前とパスワード を要求するプロンプト が表示されます。
接続文字列。この文字列には、ターゲット データベースへの接続を確立するため、正しいパラメータをすべ
て設定する必要があります。

OTS requires connection information for the tested database.
Enter data source name (DSN) or connection string: mydsn

仕組み
OTS ユーティリティは、次のテスト を実行します。
1. ユーティリティを実行しているユーザーが指定した名前とパスワード または接続文字列でオープンターゲット のター
ゲット に接続します。
2. 使用できるスト レージ値や列で Null が許容されるかどうかなど、サポート されている一連の操作やデータ型につい
て、ターゲット データベースに対するクエリを実行します。
3. データ型ごとに SharePlex でサポート されているフルセット の DML および DDL 操作を発行します。
4. 結果の要約を画面に表示します( 「OTS」を参照) 。
5. デバッグのサポート およびサポート ケース向けにレポート 、ダンプファイル、およびログを作成します。
注： レポート ファイルが生成されるのは、OTS がデータベースに接続できる場合に限定されます。接続に失敗した
場合、ファイルは空の状態です。

OTS 結果の解釈方法
OTS のサマリ画面には、次の情報が表示されます。
l

使用された接続情報の要約

l

テスト されたデータ型の要約リスト

l

テスト の詳細

詳細な結果は、例に示すように、文字データ型や整数データ型など、データ型のカテゴリごとに 1 つのテーブルに編成さ
れます。
図 1: 文字データ型の詳細テーブルの例
Test:Character Datatypes
-------------------------------------------------------------------------------Name
Size Nullable Insert Insert Update Delete Add Drop Trunc Pass/Fail
Null
Col Col
-------------------------------------------------------------------------------char
4096 Y
P
P
P
P
P
P
P
P
nchar
4096 Y
P
P
P
P
P
P
P
P
varchar 4096 Y
P
P
P
P
P
P
P
P
sysname
30 Y
P
P
P
P
P
P
P
P
nvarchar 4096 Y
P
P
P
P
P
P
P
P
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各テーブルの最初の 3 つの列( Name、Size、Nullable) は、ODBC ド ライバに対するクエリから取得されます。データ
型に NULL を含めることができる場合、Nullable 列には Y( Yes) が表示されます。それ以外の場合は、N( No) が表
示されます。
クエリによる列の後に、実行されたテスト を表す列が続きます。テスト されたデータ型ごとに 1 つの行が存在します。OTS が
テスト する、SharePlex でサポート されている操作は、次のとおりです。
l

NULL 値による INSERT

l

INSERT

l

UPDATE

l

DELETE

l

ALTER TABLE to ADD COLUMN

l

ALTER TABLE to DROP COLUMN

l

TRUNCATE TABLE

結果は、それぞれのテスト で CHAR および VARCHAR データ型に対して使用された( 該当する) 最大および最小スト
レージ値も示します。
l

l

最大値のみを持つデータ型( VARCHAR および CHAR) の場合、OTS は最大サイズよりも大きいデータを挿
入して、ODBC データベースド ライバがエラーを返すか、エラーを伴わずにデータを自動的に切り詰めるかどうかを
判別します。
最小値と最大値の両方を持つデータ型( 数値データ型) の場合、それぞれの値に対して一連の操作テスト が実
行されます。ODBC データベースド ライバがオーバーフローエラーを返すか、値を自動的に四捨五入して切り詰め
るかどうかを確認するため、最小値を下回る数値と最大値を上回る数値がテスト されます。

データ型および操作のテスト ごとに、P( Pass) または F( Fail) の結果が与えられ、SharePlex が特定のデータ型で特定の
DML または DDL 操作を実行できたかどうかを示します。
最後の列 Pass/Fail は、特定のデータ型でまとめてテスト の合格または不合格がわかるように示します。行のいずれかの
操作タイプが F の場合、Pass/Fail 列の F がト リガされます。これは、そのデータ型のテスト 全般の不合格を意味します。

結果の使用方法
OTS ユーティリティは、Quest SharePlex の認定をまだ受けていないオープンターゲット のデータベース向けの初期スクリー
ニングツールです。その目的は、特定のメタデータセット を使用して特定のターゲット に複製する操作の種類が、
SharePlex 自体のインスト ールやセット アップなしで成功する可能性があるかどうかを判別することです。たとえば、次のよ
うなテスト の結果が得られた場合、SharePlex がターゲット にほぼ確実に post できると考えられます。
l

l

1 つを除いて、すべての DML テスト に合格したが、不合格になったデータ型は実際のデータでは定義されてい
ない場合。
すべての DDL が不合格になったが、DDL を複製する必要はない場合。

OTS ユーティリティは、最初のステップに過ぎません。 実際のデータで SharePlex のフルインスト ールをテスト する手
順、ソース Oracle アプリケーションによって生成された実際の操作を使用する手順、および複製した操作をテスト 環境
内の実際のターゲット テーブルに post する手順の代わりとなるものではありません。さらに、OTS によるテスト に合格して
も、データベースが SharePlex によってフルサポート されることを必ずしも意味するわけではありません。「OTS の実行方
法」を参照してください。
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データベースが SharePlex によるサポート 対象として
認識される仕組み
SharePlex が特定のオープンターゲット のデータベースをサポート するかどうかを判別するには、次の点を考慮します。
1. SharePlex が OTS を介してデータベースの特定の ODBC ド ライバからフルセット のト ランザクションを実行で
きるか。
2. SharePlex Product Management がデータベースのサポート に技術的および市場的な実現可能性を認める
か。
3. Quest QA ラボが SharePlex によるデータベースのサポート が可能であることをテスト で検証済みであるか。
質問 1 および 2 に対する答えがはいである場合は、データベースが ODBC 対応の認定済みです。これは、質問 3 に答
えるために QA ラボでテスト する対象として、そのデータベースが適格であることを意味します。
特定のデータベースの有効なエディション、バージョン、およびプラット フォームをすべてテスト することは実際的ではありませ
ん。市場的および技術的な要因に基づいて、Product Management がテスト 対象のデータベースの種類を決定しま
す。一連のテスト に合格した場合、Product Management がデータベースに Quest SharePlex 認定済みの称号を与
えることを検討できます。

qview
説明
qview ユーティリティを通して、キューの名前を表示したり古いキューファイルを削除したりすることができます。ここで説明
するqview ツールは、設定をディアクティベート しません。
警告！ 初めてqview を使用する際は、Quest Technical Support の支援なしでは使用しないでください。このユー
ティリティが正常に使用されなかった場合、複製環境が故障し再同期および再アクティベーションが必要になる可能性が
あります。

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

qview の実行
SharePlex 管理者としてシステムにログオンし、オペレーティングシステムのコマンド ラインを使用して、SharePlex 製品
ディレクト リの bin サブディレクト リから qview を実行します。このユーティリティは、インタラクティブなコマンド セッションです。
Windows プラット フォーム上で SharePlex サービスの実行中に qview を実行するには、管理者ユーザーとしてシステム
にログオンします。Windows では 管理者ユーザーは 1 つしかありません。他のユーザーは、管理者「権限」がある( 管理
者グループのメンバである) かどうかを問わず、qviewを実行することができません。管理者権限を持つ他の Windows
ユーザーは、SharePlex サービスがシャット ダウンされている場合に qview を実行できます。
Windows で、qview を -p オプション付きで実行して、キューを表示する SharePlex インスタンスのポート 番号を指
定します。
qview -pport list
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qview コマンドの概要
qview ユーティリティには、次のコマンド があります。
コマンド

説明

list

システム上でアクティブなすべての設定のキューをす
べて表示します。

trim

古いサブキューファイルをクリーンアップします。

fullrb

完全なロールバックメッセージを作成します。

otrans

Capture キュー内で、指定された数のメッセージをス
キャンします。

キューのリスト
list コマンド は、システム上のすべてのアクティブ設定のすべてのキューを表示するために使用します。

説明
qview list コマンド は、個々のキュー、キューに書き込む複製プロセス、キューを読み取る複製プロセスをリスト します。た
とえば capture キューの場合は、Capture プロセスと Read プロセスがリスト されます。キューは、次のように指定します。
l

capture キューは +C で指定します。

l

export キューは +X で指定します。

l

post キューは +P で指定します。

出 力 の例
この例では、名前の文字列の sp_ocap で示されているように、capture キュー o.ora11+C に対するライタは Capture プ
ロセスです。名前の文字列の sp_ord で示されているように、リーダーは Read プロセスです。同じ名付けロジックが、出
力に示されている他のキューにも適用されます( export キュー expdsg+X および post キュー expdsg+P) 。
The following queues exist:
o.ora11+C
WRITER +PA+o.ora11+sp_ocap+o.ora11
READER +PR+o.ora11+sp_ordr+o.ora11
elliot+X
WRITER +PR+o.ora11+sp_ordr+o.ora11
READER +PX+elliot+sp_xport+0x0a01014e (11.1.1.78)
elliot+P+o.ora11-o.ora11
subqueues range from 2 to 6
WRITER +PI+elliot+sp_mport+0x0a01014e (11.1.1.78)
READER +PP+elliot+sp_opst_mt+o.ora11-o.ora11

構文
list
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古いサブキューの削除
trim コマンド を使用して、ソースシステム上の古いサブキューファイルをクリーンアップします。

説明
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。Post プロセスは、ターゲット インスタンスに対して Oracle セッションを確立しま
す。一時にターゲット システムに存在するサブキューの数は、複製が開始されてからのソースシステム上でのピークアクティ
ビティを反映します。
SharePlex はチェックポイント リカバリシステムの一部として、複製されたデータをサブキューからディスク上の関連付けられ
たデータファイルに定期的に書き込みます。各サブキューにはそれに関連付けられた 1 つまたは複数のデータファイルがあ
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 が行われていても、データファイルはシステムに残ります。その結果、ソースシステムのアクティビティレベルが
高いほど、ディスク上のデータファイルの量が増えます。qstatus 表示の post キューのサイズ( MB) は、すべてのデータファ
イルが使用している実際のディスク領域です。
たとえばソースシステムに 100 個の並行セッションがあり、ターゲット システムの post queue に 100 個のサブキューを作成
するとします。さらにデータファイルが半分しか使用されていない場合、たとえば 8 MB 中 4 MB しか使用されていないた
め、削除されないとします。このシステムの post queue には 各 4 MB のデータファイルが 100 個あり、合計 400MB の
ディスク領域を使用していることになります。
qview にある trim コマンド を使用すると、read-release された古いサブキューを定期的に削除し、ターゲット データベー
スにまだコミット されていないデータを含んでいるものを保持することができます。trim コマンド では、サブキュー 0 または 1
は最も使用されるサブキューであるため削除されません。

このコマンド の実 行 方 法
このコマンド を実行する対象は、ターゲット システムに限定されます。
Import および Post を停止してから、qview を実行して、このコマンド を発行します。sp_cop は実行中のままで構い
ません。
注：もしこれらのプロセスのどちらか、もしくは両方が停止されていない場合は、qview が次のエラーメッセージを返しま
す。que_INUSE: Que is already open.
キューは 1 度に 1 個のキューのみ trim できます。複数の post キューが存在する場合、コマンド で影響を与える対象の選
択を要求するプロンプト が表示されます。
Queue zac+P+o.ora920-o.ora920 (y/n) <n>? n
Queue elliot+P+o.ora920-o.ora920 (y/n) <n>? y
注：キューを選択しないと、qview が次のエラーメッセージを返します：que_NOEXIST: Queue does not exist.

構文
trim

フルロールバックの実行
otrans および fullrb コマンド を使用して、フルロールバックメッセージを作成します。
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説明
otrans コマンド を使用して、読み取りのリリース時点から、Capture キュー内で、指定された数のメッセージをスキャンしま
す。その後、qview ユーティリティはト ランザクション ID、操作( レコード ) 数、DML タイプ操作( 1 つだけ存在する場合) 、
および変更されたオブジェクト ID( 1 つだけ存在する場合) を出力します。
otrans から取得したト ランザクション ID を使用して、fullrb を実行します。qview ユーティリティは Capture キューを開い
て、帯域外のフルロールバックメッセージを Capture キューに書き込んでから、コミット を書き込みます。

このコマンド の実 行 方 法
1. Capture を停止します。
2. qview を実行します。
3. otrans コマンド を発行します。
vqiew> otrans 500000
出力は、次のようになります。
Full rollback 8(7).752562-3(139) --- 99999 Update operations on object id 466857
Open transaction 8(23).752700-2(14162) --- 2001 Update operations (1000 backward
operations)
on object id 466857
4. otrans 出力のト ランザクション ID を使用して、fullrb コマンド を発行します。
vqiew> fullrb 8(7).752562-3(139)
出力は、次のようになります。
Current queue o.ora920+C
user +PA+o.ora920+sp_ocap+o.ora920
Full rollback record written to capture queue at 378744, id 1102
odr_magic
0x4f445235
odr_op
ODR_FULL_ROLLBACK (50)
odr_trans
8(7).752562-3(139)
odr_time
01/01/88 00:00:00 (0)
5. Capture を開始します。
sp_ctrl> start capture

構文
otrans number
ここで、number は、キュー内でスキャンするメッセージ数です。
fullrb transaction_ID
ここで、transaction_ID は、otrans から返されたト ランザクション ID です。
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socket_testsocket_test
説明
socket_test ユーティリティを使用して、Compare/Repair 機能のネット ワークやファイアウォールの問題をデバッグします。
socket_test ユーティリティが成功した場合は、ソースとターゲット の通信の妨げとなるネット ワークまたはファイアウォールの
問題がないことを示します。
このセクションでは、Network Address Translation( NAT) が設定された環境でこのユーティリティを使う方法を説明しま
す。NAT は、ローカルエリアネット ワーク( LAN) でプライベート の内部ト ラフィック用に IP アド レスを使用し、パブリックの
外部ト ラフィック用に別のアド レスを使用することを可能にします。NAT は 2 つのネット ワーク( たとえば、プライベート
LAN とパブリックインターネット 、あるいは保護されたネット ワークと保護されていないネット ワーク) の間のブリッジおよびイ
ンタプリタとして動作します。
システムで NAT を使用しているか判断するには、ソースマシンから nslookup を実行し、次にターゲット マシンから実行し
ます。すべてのテスト で同じホスト 名を使用してください。異なる値が出力された場合は、NAT が設定された環境でシステ
ムが動作している可能性が高いです。
socket_test ユーティリティは SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リにあります。サーバコンポーネント とクライ
アント コンポーネント の 2 つのコンポーネント があります。

サポート されるデータベース
UNIX および Linux でサポート されるすべてのデータベース

socket_test の実行
1. ソースマシンで、次の構文を使用して socket_test を実行します。server オプションを指定して、サーバコン
ポーネント を実行してください。
$ proddir/util/socket_test server
プラット フォーム情報、ホスト 名、ホスト IP アド レス、およびポート 番号が以下の例のように表示されます。
socket_test クライアント コンポーネント ( ステップ 2) が接続するまで、サーバは待機状態となります。
socket_test - version:1.2
HP-UX irvqasuf B.11.11 U 9000/800 1141089608 unlimited-user license
Program executing as server..., Thu Mar 9 19:58:22 2006
SP_SYS_HOST_NAME was not set.
server host name: irvqasuf
server IP:10.1.0.146
Port Number:57370
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2. ターゲット マシンで、次の構文を使用して socket_test を実行します。client オプションを指定して、クライアント
コンポーネント を実行してください。ソースマシンの NAT IP アド レス、および前のステップの socket_test server
のテスト で発行されたポート 番号を指定します。
$ proddir/util/socket_test client IP_address
テスト に成功すると、2 つの状態が発生します。
l

ユーティリティに以下の例のようなメッセージ「SUCCESSFULLY read/write messages from
server」が表示されます。
socket_test - version:1.2
SunOS irvlabu01 5.9 Generic_112233-12 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-880
Program executing as client..., Thu Mar 9 19:52:40 2006
SP_SYS_HOST_NAME was not set.
client host name: irvlabu01
client IP:10.1.0.36
Client is try to connect to.....
Server Host:10.1.0.146
Server Port:57370
rb(512):ReadWriteCnt = 0, readCnt=0, readBytes=0, writeCnt=0,
writeBytes=0re:ReadWriteCnt = 1, readCnt=1, totalRBytes=512,
writeCnt=0, totalWBytes=0
-m,0,0,-s,0,-l,10000000,-t,0,-r,0,-o,0,-x,0,0,0,0,0,0,
SUCCESSFULLY read/write messages from server
CE:ReadWriteCnt = 1, readCnt=1, totalRBytes=512, writeCnt=0,
totalWBytes=0
Client completed successfully, Thu Mar 9 19:52:40 2006
Program exiting..., Thu Mar 9 19:52:40 2006

l

また、手順 1 でのソースマシンの socket_test server 出力に以下のようなテキスト が追加されます。
Connected to client
WB(512):ReadWriteCnt = 0, readCnt=0, readBytes=0, writeCnt=0,
writeBytes=0
WE:ReadWriteCnt = 1, readCnt=0, totalRBytes=0, writeCnt=1,
totalWBytes=512
SE:ReadWriteCnt = 1, readCnt=0, totalRBytes=0, writeCnt=1,
totalWBytes=512
Server completed successfully, Thu Mar 9 20:00:07 2006
Program exiting..., Thu Mar 9 20:00:07 2006

テスト に成功しなかった場合、以下の例のようなエラーメッセージが表示され、socket_test server は待機状
態のままになります。
socket_test - version:1.2
SunOS irvlabu01 5.9 Generic_112233-12 sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-880
Program executing as client..., Thu Mar 9 20:02:26 2006
SP_SYS_HOST_NAME was not set.
client host name: irvlabu01
client IP:10.1.0.36
Client is try to connect to.....
Server Host:10.1.0.146
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Server Port:57370
Error calling connect in connect_to_server
Error 146:Connection refused
Error 146 calling connect_to_server
CE:ReadWriteCnt = 0, readCnt=0, totalRBytes=0, writeCnt=0,
totalWBytes=0
Error in client, Thu Mar 9 20:02:26 2006
ソケット テスト が失敗した場合は、ソースマシン上で Ctrl-C コマンド を実行することで socket_test サーバを終
了できます。

sp-bininfo
説明
sp-bininfo ユーティリティを使用して、SharePlex の新しいリリースに、GA リリースの間にサポート から受け取った
SharePlex の過去のワンオフビルド が含まれていることを確認します。
出力には、SharePlex の現在のバージョン用にインスト ールされているワンオフごとに以下の情報が表示されます。
l

SharePlex モジュール。Capture( sp_ocap) 、Post( sp_opst または sp_xpst) など

l

SharePlex のバージョンおよびビルド 番号

l

データベースおよびプラット フォーム

l

l

変更要求( CR) 番号。これは、内部で使用される一意の変更追跡番号で、ワンオフ要求が開発プロセスに入る
時点でケースに割り当てられます。
ワンオフで更新された SharePlex ライブラリ

図 2: サンプル sp-bininfo 出力
(6) sp_ocap:
build 171 of SharePlex_Oracle (ONEOFF-CR123456-CR654321-CR789102-oracle110)
8.6.3 for rh-40-amd64 by jdoe
Shareplex shared lib(s):
libspwildcard.so.8.6.3.47
libsporacle.so.8.6.3.47
libsporalog.so.8.6.3.47
libspshareplex.so.8.6.3.47
libspspo.uname.so.8.6.3.47
libspdb.so.8.6.3.47
libspodb.so.8.6.3.47
libspspo.typecheck.so.8.6.3.47
libspcore.so.8.6.3.47
libspext.so.8.6.3.47
libspspo.memory.impl.so.8.6.3.47
libspspo.memory.stub.so.8.6.3.47
libspspo.shim.so.8.6.3.47
libspspymdb.so.8.6.3.47
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サポート されるデータベース
該当なし

サポート 対象のプラット フォーム
Linux および Unix

sp-bininfo の実行
1. 現在の SharePlex インスト ールの製品ディレクト リ内にある util サブディレクト リから sp-bininfo ユーティリティ
を実行します。
$ cd path_to_SharePlex_proddir/util
$ ./sp-bininfo
2. sp-bininfo の出力に表示される各ワンオフの CR と、新しい SharePlex バージョンに付属する『リリースノート 』の
「解決済みの問題」セクションに記載されている CR を比較します。
3. ワンオフの CR が「解決済みの問題」に記載されていない場合、新しいバージョンにはその機能が含まれていな
いため、アップグレード を続行するべきではありません。見つからない修正を入手するには、SharePlex サポート に
問い合わせてください。
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sp_wallet
説明
sp_wallet ユーティリティを使用して、SharePlex に Oracle Wallet パスワード を入力します。SharePlex では、TDE マス
タ暗号化キーにアクセスするためにウォレット パスワード を使用します。SharePlex は、TDE マスタ暗号化キーを使用し
て、REDO ログ内にある複製が必要な TDE で保護されたデータを復号化します。
sp_wallet を使用する前に、Oracle Wallet ファイルの読み取り権限を dba グループに付与します。

サポート されるデータベース
Unix、Linux、および Windows 上の Oracle

sp_wallet の実行
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。
*** 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]
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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]

ト リガスクリプト
説明
SharePlex ではト リガが複製を妨げることがないように、SQL*Plus でト リガを管理するために実行できる 3 つのインタラク
ティブなスクリプト を提供します。スクリプト を実行する前に次の点に注意してください。
l

l

l

l

l

l

l

l

ト リガスクリプト を実行するには、SYS オブジェクト と DBA オブジェクト の両方へのアクセス権を持っている必要があ
ります。SharePlex データベースアカウント がインスト ール時に適切に設定されていれば、そのアカウント がこのアク
セス権を持っています。
Oracle パッチ( 場合によってはト リガを作成もしくは編集するものもある) を適用した後、ト リガが無効になっていな
い場合は、sp_add_trigger.sql をターゲット システムで再実行します。
スクリプト は SharePlex 製品ディレクト リの util サブディレクト リにあります。
SharePlex ト リガスクリプト は、行レベルのト リガのみをサポート します。文レベルのト リガは、SharePlex ユーザー
別に個別に有効・無効にする必要があります。
複製されないテーブルのデータを変更するト リガが複製設定のテーブルに影響しない場合、そのト リガは特別な
処理なしにターゲット システムで実行できます。ただし、スクリプト は複製の一部であるかどうかを問わず、Oracle
インスタンス内のすべてのオブジェクト で動作します。
SharePlex には、ト リガの管理用としてその他の対話型スクリプト が用意されています。sp_add_trigger.sql お
よびその他の SharePlex 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 』を参照してくださ
い。
スクリプト はターゲット オブジェクト に対して実行します。ピアト ゥピアレプリケーションを使用しない限り、ソースオブ
ジェクト に対して実行しないでください。
スクリプト はソースオブジェクト とターゲット オブジェクト が同一のマシンにある場合は使用できません。この設定で
は、ユーザーはターゲット オブジェクト 上のト リガを無効にできます。

サポート されるデータベース
サポート されるプラット フォーム上の Oracle
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sp_add_trigger.sql
ピアト ゥピアおよび高可用性に設定されているためターゲット オブジェクト 上のト リガを無効にすることができない場合は、
sp_add_trigger.sql を使用します。このスクリプト はプロセスに関連された SharePlex Oracle ユーザーを無視し、その
他すべてのユーザーに対してト リガが実行されるように、ト リガを変更します。データベース内の個々のト リガに、次の
WHEN 句が挿入されます。
when user != ‘SharePlex_username’ begin
スクリプト は SharePlex ユーザー名を入力するように促すプロンプト を表示し、その後ト リガを変更します。SYS、
SYSTEM、SCOTT に属するト リガは変更しません。

構文
@absolute_pathname/sp_add_trigger.sql

sp_change_trigger.sql
sp_change_trigger.sql は、sp_add_trigger.sql で作成された WHEN 句内の SharePlex ユーザーの名前を置き換
えるために使用します。現行の SharePlex ユーザー名と新しいユーザー名を入力するプロンプト が表示されます。スクリプ
ト を実行する前に Oracle 内で SharePlex ユーザーを変更します。

構文
@absolute_pathname/sp_change_trigger.sql

sp_remove_trigger.sql
sp_remove_trigger.sql は、sp_add_trigger.sql で作成された WHEN 句を削除するために使用します。
SharePlex ユーザー名の入力を促すプロンプト を表示し、すべてのト リガから WHEN 句を自動的に 削除します。このス
クリプト は今後これらのテーブルに複製することがないときに使用します。もしこれらのト リガを無効するしないまま
SharePlex を使用してこれらのテーブルに複製した場合、SharePlex がデータを post したときにト リガが実行され
SharePlex が非同期エラーを生成します。

構文
@absolute_pathname/sp_remove_trigger.sql
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4

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、「 SharePlex の複数の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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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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