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第 1 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの
データ変換
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでは、データはさまざまなサ
ーバーとプログラム間で受け渡され、場合によっては、異なるコード・ページ間で
変換される必要があります。

Q レプリケーションのコード・ページ
Q レプリケーションでは、データはさまざまなサーバーやプログラム間を受け渡し
され、データの変換が必要になることがあります。例えば、プログラムに異なるコ
ード・ページがある場合、またはプラットフォームやプロセッサーが数値を異なる
方法で処理する場合などです。
ソース・サーバーとターゲット・サーバーが異なるコード・ページにある場合で
も、データは必要に応じて列レベルで変換されます。エンディアンおよび浮動小数
点表記変換が処理されます。
推奨: 可能なら、以下のプログラムまたはサーバーについては、一致するコード・
ページを使用することによってデータ変換を避けてください。
v Q キャプチャー・プログラム
v Q アプライ・プログラム
v ソース・サーバー
v ターゲット・サーバー
ソース・サーバーおよびターゲット・サーバーが異なるコード・ページを使用する
必要がある場合、Q キャプチャー・プログラムとソース・サーバーに一致するコー
ド・ページを使用し、Q アプライ・プログラムとターゲット・サーバーに一致する
コード・ページを使用してください。
ソース表からのデータをターゲット表またはストアード・プロシージャーに複製す
ると、Q キャプチャー・プログラムはソース表のフォーマットで WebSphere® MQ
を介してデータを送信します。必要であれば、ターゲットでソース・データが変換
されます。
Linux、UNIX、および Windows で、Q アプライ・プログラム
は、受信キューからソース・データを受け取ると、トランザクション中の各列、お
よびメッセージ中の他のすべてのデータを独自のコード・ページに変換します。タ
ーゲット・サーバーは、データが Q アプライ・プログラムのコード・ページ、およ
び浮動小数点表記であることを予期しています。
z/OS で、Q アプライ・プログラムはソース・データをそれ自
体のコード・ページに変換しません。その代わりに、操作ごとに Q アプライ・プロ
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グラムは DB2 のデータのソース・コード・ページにタグを付けます。その後、DB2
はソース・コード・ページからのデータをターゲット・コード・ページに直接変換
します。
ソース表が EBCDIC または ASCII で定義されて、ターゲット表が UTF-8 で定義
されている場合、ターゲット列が小さすぎて EBCDIC または ASCII データが
UTF-8 に変換される際に発生するバイトの拡張を保持できない場合に SQL エラー
が発生することがあります。このエラーを回避するには、ソースに保管されたすべ
ての文字に対して 3 バイトを保持するようにターゲット表の列を定義する必要があ
ります。例えば、ソース列が CHAR(x) として定義されている場合、ターゲット列
は CHAR(3x) として定義される必要があります。
推奨: zSeries® は、浮動小数点値を、Intel ベースの CPU とは
異なる方法で表現するので、それによってデータの一部が失われる可能性がありま
す。浮動小数点列をキーとして使用することは避けてください。
制約事項: Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムのコード・
ページは、UTF-16 にすることはできません。
異なるコード・ページを使用するサーバー間でデータを複製する予定である場合
は、「IBM DB2 管理ガイド: プランニング」をチェックして、使用するコード・ペ
ージに互換性があるかどうかを判別してください。

イベント・パブリッシングのコード・ページ
イベント・パブリッシングでは、データはソース・サーバーのコード・ページか
ら、UTF-8 (コード・ページ 1208、XML の標準コード化スキーム) として XML
メッセージに変換されるか、あるいは、ユーザー指定のコード・ページ (デフォル
トのコード・ページは 1208) での区切り文字で区切られたメッセージに変換されま
す。
ユーザー・アプリケーションが管理メッセージ (例えば、サブスクリプションの非
アクティブにされたメッセージ) を XML 形式で Q キャプチャー・プログラムに送
信する場合、XML パーサーは、メッセージを Q キャプチャー・プログラムのコー
ド・ページに変換します。

2
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第 2 章 ユーザー ID およびパスワードのセットアップ
Q レプリケーション・プログラムおよびイベント・パブリッシング・プログラムを
使用するには、分散システム上の DB2® サーバーにアクセスするためのユーザー
ID およびパスワードをセットアップする必要があります。

Linux、UNIX、および Windows における認証要件
Q レプリケーションでは、特定タイプの認証を使用しなければならないという要件
はありません。ビジネス上のニーズに最もかなう、互換性のある認証タイプを使用
してください。
以下のリストに詳細を示します。
DB2 のソースとターゲット
v Q レプリケーションは、データベース・アプリケーション・プログラム
です。
v どんなデータベース・アプリケーションにとっても、基盤になっている
DB2 クライアント/サーバー機能は透過的なので、Q レプリケーションに
とっても、その透過性は同じです。
v Q レプリケーションは、従来の ID とパスワードの組み合わせによって
DB2 データベースに接続します。これと互換の任意の認証タイプを使用
することができます。
v Q レプリケーションでは、それ以外に認証タイプに関する要件はありま
せん。
Oracle ソース
v Oracle データベースを対象にした Q キャプチャーは、Oracle C++ Call
Interface (OCCI) データベース・アプリケーション・プログラムです。
v Q キャプチャーでは、Oracle データベースに接続するために必要な通常
の Oracle ユーザー資格情報を使用します。接続時にオペレーティング・
システムのユーザー資格情報を使用することはありません。
v capture_server パラメーターまたは apply_server パラメーターの値
は、tnsnames.ora ファイルで定義されている別名に対応します。
capture_schema パラメーターまたは apply_schema パラメーターの値
は、接続時に指定するユーザー ID に対応します。
v asnpwd ユーティリティーでパスワード・ファイルを作成する必要があり
ます。Oracle 用の Q キャプチャーは、Oracle データベースに接続すると
きに、そのパスワード・ファイルからパスワードを取得します。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの許可要件
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムを実行するユー
ザー ID には、サーバーへの接続、テーブルへのアクセスまたは更新、および他の
操作を実行するための権限が必要です。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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Q キャプチャー・プログラムの許可要件
Q キャプチャー・プログラムを実行するすべてのユーザー ID には、DB2 システ
ム・カタログへのアクセス、すべての Q キャプチャー・コントロール表へのアクセ
スおよび更新、DB2 ログの読み取り、および Q キャプチャー・プログラム・パッ
ケージの実行のための権限が必要です。
z/OS® の許可要件のリストについては、Q キャプチャーおよび
キャプチャー・プログラムのための DB2 許可を参照してください。
以下のリストは、Linux、UNIX、および Windows の DB2 要件
とオペレーティング・システム要件を要約しています。
要件

Q キャプチャー・プログラムを実行するユーザー ID は、以下の権限およ
び特権を持っている必要があります。
v DBADM または SYSADM 権限。
v capture_path パラメーターで指定されているディレクトリーに対する
WRITE 特権。 Q キャプチャー・プログラムは、このディレクトリーで
診断ファイルを作成します。
v

グローバル・オブジェクトを作成する権限。

パーティション・データベース環境では、ユーザー ID はデータベース・パ
ーティションへの接続、およびパスワード・ファイルの読み取りが可能でな
ければなりません。

Q アプライ・プログラムの許可要件
Q アプライ・プログラムを実行するすべてのユーザー ID には、DB2 システム・カ
タログへのアクセス、ターゲットへのアクセスおよび更新、Q アプライ・コントロ
ール表へのアクセスおよび更新、Q アプライ・プログラム・パッケージの実行、お
よび Q アプライ・パスワード・ファイルの読み取りのための権限が必要です。
z/OS の許可要件のリストについては、Q アプライおよびアプ
ライ・プログラムのための DB2 許可を参照してください。

以下のリストは、Linux、UNIX、および Windows と非 DB2 ターゲットの DB2 要
件とオペレーティング・システム要件を要約しています。
要件

Q アプライ・プログラムを実行するユーザー ID は、以下の権限および特
権を持っている必要があります。
v DBADM または SYSADM 権限。
v Q アプライ・プログラムがターゲット表のロードに使用される場合、ソ
ース表の SELECT 特権。
v apply_path パラメーターで指定されているディレクトリーに対する
WRITE 特権。 Q アプライ・プログラムは、このディレクトリーで診断
ファイルを作成します。
v
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グローバル・オブジェクトを作成する権限。
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Q アプライ・プログラムが LOAD ユーティリティーの CURSOR からの
LOAD オプションを使用してターゲット表をロードする場合、Q アプラ
イ・サーバーはフェデレーテッド・サーバーでなければならず、Q アプラ
イ・サーバー上にニックネーム、サーバー定義、およびユーザー・マッピン
グを作成することが必要です。ユーザー・マッピングで提供されるユーザー
ID には、フェデレーテッド Q アプライ・サーバー上でニックネームから
読み取る特権、およびソース表から読み取る特権がなければなりません。
非 DB2 ターゲットの要件
Q アプライ・プログラムを実行するユーザー ID は、以下の権限および特
権を持っている必要があります。
v リモート・データベースに対する CREATE TABLE および CREATE
INDEX。
v フェデレーテッド・データベースのニックネームに対する WRITE 特
権、およびユーザー・マッピングを介した、非 DB2 ターゲットに対する
WRITE 特権。

レプリケーション・センターおよび ASNCLP プログラムの許可要
件
レプリケーション・センターまたは ASNCLP コマンド行プログラムを使用して Q
レプリケーションとイベント・パブリッシングを管理するユーザー ID には、ソー
ス・サーバーとターゲット・サーバーに特定のデータベース許可が必要です。
レプリケーション構成に関連するすべてのデータベースに対するユーザー ID を少
なくとも 1 つは持っている必要があり、さらにレプリケーション・アラート・モニ
ターを使用する場合は、そのユーザー ID に、Q キャプチャー・サーバー、Q アプ
ライ・サーバー、およびモニター・コントロール・サーバーでさまざまな管理用タ
スクを実行する権限が必要です。
以下の権限と特権が必要です。
v Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、およびモニター・コントロ
ール・サーバーの CONNECT 特権
v Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、およびモニター・コントロ
ール・サーバーでコントロール表を作成するために必要なすべての表、表スペー
ス、および索引特権
v Q アプライ・サーバーでターゲットを作成するために必要なすべての表、表スペ
ース、および索引特権
v Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、およびモニター・コントロ
ール・サーバー上のすべてのコントロール表用の SELECT、UPDATE、INSERT
および DELETE 特権
以下の DB2 for z/OS システム・カタログ表に対する

v
SELECT 特権:

– SYSIBM.SYSCHECKS
– SYSIBM.SYSCOLUMNS
– SYSIBM.SYSDATABASE
– SYSIBM.SYSDUMMY1
第 2 章 ユーザー ID およびパスワードのセットアップ
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– SYSIBM.SYSINDEXES
– SYSIBM.SYSINDEXPART
– SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
– SYSIBM.SYSKEYS
– SYSIBM.SYSKEYTARGETS
– SYSIBM.SYSPARMS
– SYSIBM.SYSRELS
– SYSIBM.SYSROUTINES
– SYSIBM.SYSSTOGROUP
– SYSIBM.SYSTABCONST
– SYSIBM.SYSTABLEPART
– SYSIBM.SYSTABLES
– SYSIBM.SYSTABLESPACE
– SYSIBM.SYSTRIGGERS
v Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、およびモニター・コントロ
ール・サーバーを含めた、レプリケーションまたはパブリッシングに関係する各
DB2 データベースでプランをバインドする特権
v 以下のストアード・プロシージャーの特権:

以下のストアード・プロシージャーでの EXECUTE 権限:
– SYSIBM.SQLPROCEDURECOLS
– SYSPROC.DSNWZP
– SYSPROC.ADMIN_INFO_SSID

共有ライブラリーを使用したストアード・プロシージャーの作成およびス
トアード・プロシージャーの呼び出しの特権
レプリケーション・センターでの管理を単純化するには、「パスワードおよび接続
の管理」ウィンドウを使用して、サーバーまたはシステムのユーザー ID の保管、
保管した ID の変更、接続のテストを行います。このウィンドウをオープンするに
は、「レプリケーション・センター」フォルダーを右マウス・ボタンでクリック
し、「レプリケーション・センター用パスワードの管理 (Manage Passwords for
Replication Center)」を選択します。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの接続要件
分散環境でデータを複製またはパブリッシュする場合、接続をセットアップして構
成しなければなりません。ほとんどの場合、ASNCLP コマンド行プログラム、レプ
リケーション・センター、またはレプリケーション・アラート・モニターを使用し
たり、ターゲット表をロードしたり、さらには、シグナルを挿入して Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションをアクティブまたは非アクティブにするために、
リモート DB2 データベースまたはサブシステムに接続できなければなりません。
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DB2 データベースまたはサブシステムの接続要件は、レプリケーションまたはパブ
リッシング環境によって異なります。
v ASNCLP またはレプリケーション・センターでは、以下へ接続できなければなり
ません。
– Q キャプチャー・サーバー。これはイベント・パブリッシングを管理するため
です。
– Q キャプチャー・サーバーおよび Q アプライ・サーバー。これは Q レプリ
ケーションを管理するためです。
– モニター・コントロール・サーバー。これはレプリケーション・アラート・モ
ニターをセットアップするためです。
v EXPORT ユーティリティーを使用することによって、ソース・データを含むター
ゲットを Q アプライ・プログラムに自動的にロードさせる場合、Q アプライ・
プログラムが Q キャプチャー・サーバーに接続することが可能でなければなり
ません。この接続では、asnpwd コマンドで作成される、パスワード・ファイルが
必要です。
v Q キャプチャー・プログラムは、パーティション・データベースに接続できなけ
ればなりません。この接続では、asnpwd コマンドで作成される、パスワード・フ
ァイルが必要です。
v 管理ツール、システム・コマンド、または SQL を使用してリモート・ワークス
テーションからのレプリケーションを管理する場合、そのリモート・ワークステ
ーションが、Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、またはモニタ
ー・コントロール・サーバーに接続できなければなりません。

リモート・サーバー用のユーザー ID およびパスワードの管理
(Linux、UNIX、Windows)
レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでは、リモート・サーバーに接
続するためのユーザー ID とパスワードを保管するパスワード・ファイルが必要に
なる場合があります。
このタスクについて
パスワード・ファイルは、次の場合に必要です。
v アプライ・プログラムは、リモート・サーバー上のデータにアクセスするために
パスワード・ファイルを必要とします (キャプチャー・プログラムはパスワー
ド・ファイルを必要としません)。
v Q アプライ・プログラムは、EXPORT ユーティリティーを使用してターゲットを
ロードする Q サブスクリプションの場合に、Q キャプチャー・サーバーに接続
するためにパスワード・ファイルを必要とします。
v Q キャプチャー・プログラムは、複数パーティション・データベースに接続する
ためにパスワード・ファイルを必要とします。
v Q キャプチャー・プログラムがソース・データベースからはリモートで実行され
る場合、または Q アプライ・プログラムがターゲット・データベースからはリ
モートで実行される場合、それらのプログラムはリモート・データベースに接続
するためにパスワード・ファイルを必要とします。

第 2 章 ユーザー ID およびパスワードのセットアップ
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v asntdiff および asntrep コマンドは、それらのユーティリティーによる表の相
違の比較や修復を行う対象のデータベースに接続するために、パスワード・ファ
イルを必要とします。
v レプリケーション・アラート・モニターは、モニター対象の Q キャプチャー・
サーバー、キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、またはアプライ・
サーバーに接続するためにパスワード・ファイルを必要とします。
パスワード・ファイルの互換性に関する重要な注: バージョン 9.5 フィックスパッ
ク 2 以降では、asnpwd コマンドによって作成されるパスワード・ファイルは、異
なる暗号化メソッドを使用します。そのため、それより前のバージョンのレプリケ
ーション・プログラムおよびユーティリティーではそれらのファイルを読み取るこ
とができません。これらのフィックスパックより前のレベルを含む、さまざまなレ
ベルのプログラムおよびユーティリティーの間でパスワード・ファイルを共用する
場合は、これらのフィックスパック以降の asnpwd コマンドを使用してパスワー
ド・ファイルを再作成しないでください。これらのフィックスパック以降のレプリ
ケーション・プログラムおよびユーティリティーは、以前のパスワード・ファイル
を引き続き処理できます。さらに、以前のパスワード・ファイルを、新しい暗号化
方式を使用するように変更することはできません。新規パスワード・ファイルを作
成する必要があります。
一般に、レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでは次のシナリオがサ
ポートされます。
v あるバージョンでパスワード・ファイルを作成して、それより新しいバージョン
でそのファイルを使用する。例えば、V8.2 でパスワード・ファイルを作成し、
V9.1 および V9.5 でそれを使用できます。
v あるフィックスパックでパスワード・ファイルを作成して、同じバージョン内の
それより新しいフィックスパックでそのファイルを使用する。例えば、V9.1 フィ
ックスパック 3 でパスワード・ファイルを作成し、V9.1 フィックスパック 5 で
それを使用できます。
v あるシステム上でパスワード・ファイルを作成して、別のシステムでそのファイ
ルを使用する。ただし、以下の基準を満たしている必要があります。
– 両方のシステムが同じコード・ページを使用している。
– システムがどちらも 32 ビットであるか、どちらも 64 ビットである。
9.5 フィックスパック 2 より前の場合、暗号化パスワード・ファイルは x64
Windows 用にはサポートされません。
手順
リモート・サーバー用のユーザー ID およびパスワードを管理するには、以下のガ
イドラインに従ってください。
v asnpwd コマンドを実行して、Linux、UNIX、および Windows 上で実行されてい
るレプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラム用の暗号化パ
スワード・ファイルを作成します。 パスワード・ファイルは、以下のパラメータ
ーによって設定されたパスに保管する必要があります。
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表 1. パスワード・ファイルの要件
プログラム

パラメーター

アプライ

apply_path

Q アプライ

apply_path

Q キャプチャー

capture_path

レプリケーション・アラート・モニター

monitor_path

asntdiff または asntrep コマンド

DIFF_PATH

v Q アプライ・プログラムとレプリケーション・アラート・モニターが同じシステ
ム上で実行されている場合には、同じパスワード・ファイルを共有できます。そ
れらのプログラムでパスワード・ファイルを共有する場合は、プログラムで同じ
パスおよびファイル名を指定するか、シンボリック・リンクを使用して異なるデ
ィレクトリーにある同じパスワード・ファイルを共有します。
v レプリケーション・センターは、リモート・サーバーに接続するために、asnpwd
コマンドで作成されるパスワード・ファイルを使用しません。レプリケーショ
ン・センターが初めてデータベースまたはサブシステムにアクセスする必要が生
じたときに、ユーザー ID とパスワードの入力が求められ、入力したユーザー ID
とパスワードはそれ以降の使用のために保管されます。「パスワードおよび接続
の管理 (Manage Passwords and Connectivity) ウィンドウを使用して、サーバーま
たはシステムで使用する ID を保管したり、保管した ID を変更したり、接続を
テストしたりすることができます。このウィンドウを開くには、「レプリケーシ
ョン・センター」フォルダーを右クリックして、「レプリケーション・センター
のパスワードの管理 (Manage Passwords for Replication Center)」を選択しま
す。

第 2 章 ユーザー ID およびパスワードのセットアップ
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第 3 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング用
の WebSphere MQ のセットアップ
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは WebSphere MQ (以前の
MQ Series) を使用して、トランザクション・データを送信し、他のメッセージを交
換します。
推奨: コントロール表および Q サブスクリプションなどのレプリケーション・オブ
ジェクトを作成する前、および Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを
開始する前に、キュー・マネージャー、キュー、およびメッセージング・インフラ
ストラクチャー用の他のオブジェクトを作成してください。以下の便利なツールと
サンプルが用意されています。
v MQ Script Generator。レプリケーション・センターのメニュー・バーで Script
Generator のアイコンをクリックすることにより使用できます。
v ASNCLP コマンド行プログラムの CREATE MQ SCRIPT コマンド
SASNSAMP データ・セットの ASNQDEFQ サンプル・ジョ

v
ブ。

SQLLIB/samples/repl/q ディレクトリーの asnqdefq サンプ

v
ル・スクリプト。

WebSphere MQ の詳細については、http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wmqv7/
v7r0/index.jsp の WebSphere MQ インフォメーション・センターを参照してくださ
い。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングで必要な WebSphere
MQ オブジェクト
実行するレプリケーションまたはパブリッシングのタイプに応じて、さまざまな
WebSphere MQ オブジェクトが必要になります。
WebSphere MQ オブジェクトの作成の詳細については、http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wmqv7/v7r0/index.jsp の WebSphere MQ インフォメーション・センターを
参照してください。

単一方向レプリケーション (リモート) で必要な WebSphere MQ
オブジェクト
リモート・サーバー間の単一方向 Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシ
ングでは、Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラム用のキュ
ー・マネージャーおよびキューが必要です。
サーバーが分散しているため、ネットワーク経由のトランザクションの伝送および
通信のための伝送キューおよびチャネルも必要です。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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以下のリストでは、2 つのリモート・サーバー間の単一方向レプリケーションで必
要なオブジェクトが示されています。
ソース・システム上の非チャネル・オブジェクト
v キュー・マネージャー
v 送信キューとして機能するリモート・キュー定義 (このキューはターゲッ
ト・システム上の受信キューを指します)。
v 管理キューとして機能するローカル・キュー
v 再始動キューとして機能するローカル・キュー
ターゲット・システム上の非チャネル・オブジェクト
v キュー・マネージャー
v 受信キューとして機能するローカル・キュー
v 管理キューとして機能するリモート・キュー定義 (このキューはソース・
システム上の管理キューを指します)。
v Q アプライ・プログラムが作成し、ターゲット表のロード中に使用す
る、任意の一時ローカル予備キュー用のモデル・キュー定義
注: 同じキュー・マネージャーを共有する複数の Q アプライ・プログラ
ムがある場合、各 Q アプライ・プログラムごとに、キュー・マネージャ
ー内で固有の名前の、自身のモデル・キューが存在することが必要です。
ソースからターゲットへのチャネル
v ソース・キュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v 関連するローカル伝送キュー
v ターゲット・キュー・マネージャー内で定義される、対応する受信側チャ
ネル
ターゲットからソースへのチャネル
v ターゲット・キュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v 関連するローカル伝送キュー
v ソース・キュー・マネージャー内で定義される、対応する受信側チャネル
13 ページの図 1 では、リモート・サーバー間の単一方向 Q レプリケーションで必
要な WebSphere MQ オブジェクトが示されています。
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図 1. リモート・サーバー間の単一方向 Q レプリケーションで必要な WebSphere MQ オブジ
ェクト： Q キャプチャー・プログラムで必要なオブジェクトは、ソース・システム上のキュ
ー・マネージャー内で定義されます。 Q アプライ・プログラムで必要なオブジェクトは、タ
ーゲット・システム上のキュー・マネージャー内で定義されます。 Q キャプチャー・プログ
ラムからのデータ・メッセージおよび情報メッセージ用の、ソース・システムとターゲット・
システム間の伝送パスを作成するために、2 つのチャネル・オブジェクトが必要です。 Q ア
プライ・プログラムからの制御メッセージ用の、ターゲット・システムからソース・システム
への伝送パスを作成するために、2 つのチャネル・オブジェクトも必要です。

単一方向レプリケーション (同一のシステム) で必要な
WebSphere MQ オブジェクト
Q キャプチャー・プログラムが同一のシステムの Q アプライ・プログラムにデー
タを複製する場合、必要なキュー・マネージャーは 1 つだけです。送信キューおよ
び受信キューで同一のローカル・キューを使用でき、2 つのプログラムが 1 つのロ
ーカル管理キューを共用できます。
リモート・キュー定義、伝送キュー、またはチャネルは必要ありません。
以下のリストでは、同一のシステムでの単一方向 Q レプリケーションまたはイベン
ト・パブリッシングで必要な WebSphere MQ オブジェクトが示されています。
v Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムの両方で使用される、1
つのキュー・マネージャー
v 送信キューと受信キューの両方として機能する、1 つのローカル・キュー
v Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムの両方で管理キューと
して機能する、1 つのローカル・キュー
v 再始動キューとして機能する、1 つのローカル・キュー
第 3 章 WebSphere MQ のセットアップ
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v ターゲット表のロード処理中にソース表への変更を保管するための動的予備キュ
ーを作成するために Q アプライが使用する、モデル・キュー。
図 2 では、同一のシステムでの単一方向 Q レプリケーションで必要な WebSphere
MQ オブジェクトを示しています。

図 2. 同一のシステムでの単一方向 Q レプリケーションで必要な WebSphere MQ オブジェク
ト： Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムが同一のシステム上で実
行されている場合、必要なキュー・マネージャーは 1 つだけです。一方のローカル・キュ
ー・サーバーは、送信キューと受信キューの両方として機能し、もう一方のローカル・キュ
ー・サーバーは、Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムの両方で管理キュ
ーとして機能します。

同一のシステムで複製する Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラ
ムの両方で使用されるコントロール表を作成する場合、コントロール表の両方のセ
ットで同じキュー・マネージャーを指定します。レプリケーション・キュー・マッ
プを作成する場合、送信キューおよび受信キューで同一のローカル・キューを指定
できます。 Q キャプチャー・コントロール表を作成する際に指定する管理キューと
同じものを、レプリケーション・キュー・マップを作成する際に Q アプライ管理キ
ューとして指定することもできます。

イベント・パブリッシングに必要な WebSphere MQ オブジェク
ト
リモート・サーバー間のイベント・パブリッシングは、キュー・マネージャー、お
よび Q キャプチャー・プログラムとユーザー・アプリケーション用のキューを必要
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とします。サーバーが分散しているため、トランザクション・データを送信し、ネ
ットワークを通じて通信するために、伝送キューとチャネルも必要です。
以下のリストは、2 つのリモート・サーバー間のイベント・パブリッシングで必要
なオブジェクトを示しています。
ソース・システム上の非チャネル・オブジェクト
v キュー・マネージャー
v 送信キューとして機能するリモート・キュー (このキューはターゲット・
システム上の受信キューを指します)
v 管理キューとして機能するローカル・キュー
v 再始動キューとして機能するローカル・キュー
ターゲット・システム上の非チャネル・オブジェクト
v キュー・マネージャー
v 受信キューとして機能するローカル・キュー
v 管理キューとして機能するリモート・キュー (このキューはソース・シス
テム上の管理キューを指します)
ソースからターゲットへのチャネル
v ソース・キュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v 関連するローカル伝送キュー
v ターゲット・キュー・マネージャー内で定義されている、対応する受信側
チャネル
ターゲットからソースへのチャネル
v ターゲット・キュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v 関連するローカル伝送キュー
v ソース・キュー・マネージャー内で定義されている、対応する受信側チャ
ネル
16 ページの図 3 は、リモート・サーバー間のイベント・パブリッシングで必要な
WebSphere MQ オブジェクトを示しています。
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図 3. リモート・サーバー間のイベント・パブリッシングで必要な WebSphere MQ オブジェ
クト： Q キャプチャー・プログラムで必要なオブジェクトは、ソース・システム上のキュ
ー・マネージャー内で定義されます。ユーザー・アプリケーションで必要なオブジェクトは、
ターゲット・システム上のキュー・マネージャー内で定義されます。 Q キャプチャー・プロ
グラムからのデータ・メッセージおよび情報メッセージ用の、ソース・システムとターゲッ
ト・システム間の伝送パスを作成するために、2 つのチャネル・オブジェクトが必要です。ま
た、ユーザー・アプリケーションからの制御メッセージ用にターゲット・システムからソー
ス・システムへの伝送パスを作成するためにも、2 つのチャネル・オブジェクトが必要です。

Q キャプチャー・プログラムからユーザー・アプリケーションへの複数のチャネル
を作成する場合、通過を待機するメッセージを保持するための複数の伝送キューが
必要です。

双方向またはピアツーピア・レプリケーションで必要な
WebSphere MQ オブジェクト (2 つのリモート・サーバー)
2 つのサーバー間で両方向にトランザクションを複製するには、単一方向レプリケ
ーションで必要な同一の WebSphere MQ オブジェクトのセットを 2 つ定義しま
す。1 つ異なる点があります。各システムで必要なキュー・マネージャーは 1 つだ
けです。
例えば、サーバー A とサーバー B の間で両方向にトランザクションを複製するこ
とを計画しているとします。サーバー A の Q キャプチャー・プログラムをサーバ
ー B の Q アプライ・プログラムにリンクさせる WebSphere MQ オブジェクトを
作成します。さらに、サーバー B の Q キャプチャー・プログラムをサーバー A
の Q アプライ・プログラムにリンクさせる WebSphere MQ オブジェクトも作成し
ます。サーバー A とサーバー B はそれぞれ、実行されるシステムの単一のキュ
ー・マネージャーに接続します。
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以下のリストでは、2 つのリモート・サーバー間の双方向またはピアツーピア・レ
プリケーションで必要なオブジェクトが示されています。キュー・マネージャー
は、レプリケーション・サーバーの一部ではなく、同じシステム上で実行するた
め、オブジェクトはシステムごとにグループ化されます。

システム A の非チャネル・オブジェクト
v キュー・マネージャー
v 送信キューとして機能するリモート・キュー定義 (このキューはシステム B の受
信キューを指します)
v 管理キューとして機能するローカル・キュー
v 再始動キューとして機能するローカル・キュー
v 受信キューとして機能するローカル・キュー
v 管理キューとして機能するリモート・キュー定義 (このキューはシステム B の管
理キューを指します)
v Q アプライ・プログラムが作成し、ターゲット表のロード中に使用する、任意の
一時ローカル予備キュー用のモデル・キュー定義

システム B の非チャネル・オブジェクト
v キュー・マネージャー
v 送信キューとして機能するリモート・キュー定義 (このキューはシステム A の受
信キューを指します)
v 管理キューとして機能するローカル・キュー
v 再始動キューとして機能するローカル・キュー
v 受信キューとして機能するローカル・キュー
v 管理キューとして機能するリモート・キュー定義 (このキューはシステム A の管
理キューを指します)
v Q アプライ・プログラムが作成し、ターゲット表のロード中に使用する、任意の
一時ローカル予備キュー用のモデル・キュー定義

チャネル・オブジェクト
システム A からシステム B へのチャネル・オブジェクト
v システム A のキュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v システム A の関連するローカル伝送キュー
v システム B のキュー・マネージャー内で定義される、対応する受信側チ
ャネル
システム B からシステム A へのチャネル・オブジェクト
v システム B のキュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v システム B の関連するローカル伝送キュー
v システム A のキュー・マネージャー内で定義される、対応する受信側チ
ャネル
18 ページの図 4 では、2 つのリモート・サーバー間の双方向またはピアツーピア
Q レプリケーションで必要な WebSphere MQ オブジェクトを示しています。
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図 4. 2 つのリモート・サーバー間の双方向またはピアツーピア Q レプリケーションで必要な WebSphere MQ オブジ
ェクト： 単一方向 Q レプリケーションでは、Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムへの接続
で必要な、同じ WebSphere MQ オブジェクトの 2 つのセットを作成しなければなりません。オブジェクトの片方のセ
ットは、一方向でレプリケーションを処理し、オブジェクトのもう一方のセットは、その逆方向でレプリケーションを
処理します。必要なキュー・マネージャーは、システムごとに 1 つだけです。

ピアツーピア・レプリケーション (3 つ以上のリモート・サーバ
ー) で必要な WebSphere MQ オブジェクト
3 つ以上のリモート・サーバーを持つピアツーピア・グループにおいて、各サーバ
ーには、グループ内の各追加サーバーへの 1 つの発信チャネルが必要です。また、
グループ内の各追加サーバーからの着信チャネルも必要です。
各サーバーの Q アプライ・プログラムには、1 つの発信チャネルにつき 1 つのリ
モート管理キューが必要です。 Q キャプチャー・プログラムはローカル管理キュー
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を 1 つしか必要としません。なぜなら、Q アプライ・プログラムからのすべての着
信メッセージは、1 つのキュー・マネージャーによって処理され、1 つのキューに
送信されるからです。
送信キューと受信キューの数は、グループ内のサーバーの数によって異なります。
例えば、3 つのリモート・サーバーを持つグループの場合、サーバー A の Q キャ
プチャー・プログラムは、サーバー B に発信するトランザクション用とサーバー
C に発信するトランザクション用の 2 つの送信キューを必要とします。サーバー
A の Q アプライ・プログラムは、サーバー B から着信するトランザクション用と
サーバー C から着信するトランザクション用の 2 つの受信キューを必要としま
す。
以下のリストは、3 つ以上のサーバーを持つピアツーピア・レプリケーション内の
各システムで必要なオブジェクトを示しています。

各システムの非チャネル・オブジェクト
v 1 つのキュー・マネージャー
v 各発信チャネルごとの 1 つのリモート送信キュー
v Q キャプチャー・プログラム用の管理キューとして機能する 1 つのローカル・
キュー
v 再始動キューとして機能する、1 つのローカル・キュー
v 各着信チャネルごとの 1 つのローカル受信キュー
v 各発信チャネルごとの Q アプライ・プログラム用の 1 つのリモート管理キュー
v Q アプライ・プログラムが作成し、ターゲット表のロード中に使用する、任意の
一時ローカル予備キュー用のモデル・キュー定義

各システムの発信チャネル・オブジェクト
これらのオブジェクトをグループ内の追加サーバーごとに作成します。例えば、3
つのサーバーを持つグループの場合、各サーバーは 2 つの発信チャネルを必要とし
ます。
v ローカル・キュー・マネージャー内で定義される送信側チャネル
v 関連するローカル伝送キュー
v このチャネルの接続先のリモート・サーバー上のキュー・マネージャー内で定義
される、対応する受信側チャネル

各システムの着信チャネル・オブジェクト
これらのオブジェクトをグループ内の追加サーバーごとに作成します。例えば、3
つのサーバーを持つグループの場合、各サーバーは 2 つの着信チャネルを必要とし
ます。
v ローカル・キュー・マネージャー内で定義される受信側チャネル
v このチャネルの接続先のリモート・サーバー上のキュー・マネージャー内で定義
される、対応する送信側チャネル
20 ページの図 5 は、1 つの論理表が複製される 3 つのリモート・サーバー間のピ
アツーピア・レプリケーションに関係する、1 つのサーバーで必要な WebSphere
第 3 章 WebSphere MQ のセットアップ
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MQ オブジェクトを示しています。

図 5. 2 つのリモート・サーバーを持つピアツーピア・レプリケーションに関係する、1 つの
サーバーで必要な WebSphere MQ オブジェクト： 各システムで、1 つのキュー・マネージ
ャーを作成します。 Q キャプチャー・プログラムは、1 つの管理キューと 1 つの再始動キ
ューを必要とします。各発信チャネルごとに 1 つのリモート送信キューを作成します。 Q
アプライ・プログラムは、各発信チャネルごとに 1 つのリモート管理キューと、各着信チャ
ネルごとに 1 つのローカル受信キューを必要とします。グループ内の追加サーバーごとに 1
つの発信チャネルと 1 つの着信チャネルを作成します。

WebSphere MQ オブジェクトの設定要件
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングで使用する WebSphere MQ
オブジェクトには、特定のプロパティーが必要です。
このトピックでは、さまざまなシナリオで使用される、WebSphere MQ オブジェク
トに必要な設定について説明します。このトピックには、次のセクションが含まれ
ています。
v
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v

23 ページの『ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクト』

推奨: コントロール表および Q サブスクリプションなどのレプリケーション・オブ
ジェクトを作成する前、および Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを
開始する前に、キュー・マネージャー、キュー、およびメッセージング・インフラ
ストラクチャー用の他のオブジェクトを作成してください。以下の便利なツールと
サンプルが用意されています。
v MQ Script Generator。レプリケーション・センターのメニュー・バーで Script
Generator のアイコンをクリックすることにより使用できます。
v ASNCLP コマンド行プログラムの CREATE MQ SCRIPT コマンド
SASNSAMP データ・セットの ASNQDEFQ サンプル・ジョ

v
ブ。

SQLLIB/samples/repl/q ディレクトリーの asnqdefq サンプ

v
ル・スクリプト。

永続メッセージに関する注記: バージョン 9.7 以降 (または、DB2 for z/OS バージ
ョン 9.1 では APAR PK85947 用の PTF 以上のレベル)、Q レプリケーションおよ
びイベント・パブリッシングには永続 WebSphere MQ メッセージが必要なくなりま
した。Q キャプチャー・プログラムの開始時に message_persistence=n を指定する
か、IBMQREP_CAPPARMS 表内の MESSAGE_PERSISTENCE 列の保存済みの値を
変更することにより、非永続メッセージの使用を選択できます。非永続メッセージ
はログに記録されず、リカバリーできません。 message_persistence の設定にかか
わらず、Q キャプチャー・プログラムは常に永続メッセージを再始動キューに送信
し、Q アプライ・プログラムは常に永続メッセージを管理キューに送信します。
DEFPSIST(N) を指定して非永続キューを作成すると、これらの永続メッセージはキ
ューの設定をオーバーライドします。
WebSphere MQ オブジェクトの構成の詳細については、http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wmqv7/v7r0/index.jsp の WebSphere MQ インフォメーション・センターを
参照してください。

ソースでの WebSphere MQ オブジェクト
表 2 では、ソースでの WebSphere MQ オブジェクトの、選択されたパラメーター
の必須の値を記載しています。
表 2. ソースでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値
オブジェクト名
キュー・マネージャー

設定要件
MAXMSGL
(このキュー・マネージャーのキューで許可されているメッ
セージの最大サイズ。) この値は、少なくとも、レプリケ
ーション・キュー・マップまたはパブリッシング・キュ
ー・マップの作成時に定義する max_message_size と同じ
大きさでなければなりません。 max_message_size は、各
送信キューに割り振られるメッセージ・バッファーを定義
します。 MAXMSGL の値はまた、少なくとも、各送信キ
ュー、伝送キュー、および管理キューに定義される
MAXMSGL とも同じ大きさでなければなりません。
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表 2. ソースでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値 (続き)
オブジェクト名
送信キュー

管理キュー

設定要件
PUT (ENABLED)
Q キャプチャー・プログラムが、データ・メッセージおよ
び情報メッセージをキューに入れられるようにします。
GET (ENABLED)
Q キャプチャー・プログラムが、キューからメッセージを
受け取ることができます。
PUT(ENABLED)
Q アプライ・プログラムが、情報メッセージをキューに入
れられるようにします。
SHARE
複数のアプリケーション・インスタンスがキューからメッ
セージを受け取ることができるようにします。

再始動キュー

PUT (ENABLED)
Q キャプチャー・プログラムは、再始動メッセージをキュ
ーに入れることができます。
GET (ENABLED)
Q キャプチャー・プログラムは、キューから再始動メッセ
ージを受け取ることができます。

伝送キュー

USAGE(XMITQ)
伝送キュー。
MAXDEPTH(500000)
伝送キューで許可されているメッセージの最大数は 999999
です。 Q アプライ・プログラムの動作速度は Q キャプチ
ャーの動作と合わせたものとなるため、この最大数が必要
になることはないと考えられます。予想されるトランザク
ション・ワークロードを反映した設定を使用してくださ
い。
MAXMSGL
キューのメッセージの最大サイズが、ターゲット・システ
ムでの受信キューに定義する MAXMSGL、およびレプリケ
ーション・キュー・マップの作成時に設定する
max_message_size の値以上であることを確認してくださ
い。
推奨: 送信キューと受信キューのペアにつき、伝送キューを 1 つず
つ使用してください。
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表 2. ソースでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値 (続き)
オブジェクト名
送信側チャネル

設定要件
CHLTYPE(SDR)
送信側チャネル。
DISCINT(0)
切断インターバルが、複製されるトランザクションがない
期間に、このチャネルがタイムアウトにならないだけの長
さになっているかを確認してください。
CONVERT(NO)
送信メッセージ・チャネル・エージェントは、受信メッセ
ージ・チャネル・エージェントがこの変換を実行できない
場合にはメッセージの変換を試行しないという指定をしま
す。
HBINT レプリケーション・キュー・マップまたはパブリッシン
グ・キュー・マップの heartbeat_interval パラメーター
を使用して、この値を調整します。 HBINT パラメーター
を使用してハートビート・フローを送信する場合、
heartbeat_interval を 0 に設定して、ハートビート・メ
ッセージを除去することを考慮してください。

受信側チャネル

CHLTYPE(RCVR)
受信側チャネル。

ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクト
表 3 では、ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクトの、選択されたパラメー
ターの必須の値を記載しています。
表 3. ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値
オブジェクト名
キュー・マネージャー

設定要件
MAXMSGL
(このキュー・マネージャーのキューで許可されているメッ
セージの最大サイズ。) この値は、少なくとも、レプリケ
ーション・キュー・マップの作成時に定義する
max_message_size と同じ大きさでなければなりません。
max_message_size は、各送信キューに割り振られるメッセ
ージ・バッファーを定義します。

第 3 章 WebSphere MQ のセットアップ
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表 3. ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値 (続き)
オブジェクト名
受信キュー

設定要件
GET(ENABLED)
Q アプライ・プログラムが、キューからメッセージを受け
取ることができます。
PUT(ENABLED)
Q キャプチャー・プログラムが、データおよび情報メッセ
ージをキューに入れられるようにします。
MAXMSGL
キューのメッセージの最大サイズが、少なくとも、ソー
ス・システムでの伝送キューに定義する MAXMSGL、およ
びレプリケーション・キュー・マップの作成時に設定する
max_message_size および MEMORY_LIMIT と同じである
ことを確認してください。
MAXDEPTH(500000)
受信キューで許可されるメッセージの最大数を、レプリケ
ーション・ワークロードを反映する数に設定します。
DEFSOPT(SHARED)
複数の Q アプライ・スレッドがこのキューを処理できる
ようにします。
INDXTYPE(MSGID)
キューの MQGET 操作を効率よく行うために、キュー・マ
ネージャーがメッセージ ID に基づいてメッセージの索引
を保守するという指定をします。

管理キュー
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PUT(ENABLED)
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケーショ
ンが、制御メッセージをキューに入れられるようにしま
す。
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表 3. ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値 (続き)
オブジェクト名
モデル (予備) キュー

設定要件
キュー名
デフォルトで、Q アプライ・プログラムは、
IBMQREP.SPILL.MODELQ という名前のモデル・キューを
探します。 Q サブスクリプションの作成または変更時
に、Q サブスクリプションで使用するモデル・キューに対
して別の名前を指定することができます。
DEFTYPE(PERMDYN)
予備キューが永続的な動的キューになるように指定しま
す。それらは、Q アプライ・プログラムの要求で作成およ
び削除されますが、キュー・マネージャーを再始動した場
合でも消失しません。メッセージがログに記録されるの
で、リカバリーが可能です。
DEFSOPT(SHARED)
複数のスレッド (さまざまなエージェント・スレッドおよ
び予備エージェント・スレッド) が、予備キュー上のメッ
セージに同時にアクセスできるようにします。
MAXDEPTH(500000)
これは、予備キュー上のメッセージの数として推奨されて
いる上限です。ターゲット表がロードされる間にソース表
で予期される変更の数に基づいて、この数を調整してくだ
さい。
MSGDLVSQ(FIFO)
予備キュー上のメッセージが、先入れ先出し法の順序で送
達されるように指定します。
注: 同じキュー・マネージャーを共有する複数の Q アプライ・プロ
グラムがある場合、各 Q アプライ・プログラムごとに、キュー・
マネージャー内で固有の名前の、自身のモデル・キューが存在する
ことが必要です。

伝送キュー

送信側チャネル

USAGE(XMITQ)
伝送キュー。
CHLTYPE(SDR)
送信側チャネル。
DISCINT(0)
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケーショ
ンによって送信される制御メッセージがほとんどないと予
想される非アクティブの期間中、このチャネルがタイムア
ウトにならないだけの長さに切断インターバルがなってい
るかを確認してください。
CONVERT(NO)
送信メッセージ・チャネル・エージェントは、受信メッセ
ージ・チャネル・エージェントがこの変換を実行できない
場合にはメッセージの変換を試行しないという指定をしま
す。
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表 3. ターゲットでの WebSphere MQ オブジェクトの必須のパラメーター値 (続き)
オブジェクト名
受信側チャネル

設定要件
CHLTYPE(RCVR)
受信側チャネル。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの WebSphere MQ
オブジェクトを作成するサンプル・コマンド
WebSphere MQ スクリプト (MQSC) コマンドおよびシステム・コマンドを使用し
て、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングで必要な WebSphere MQ
オブジェクトを作成します。
キュー・マネージャーを作成するには、以下のシステム・コマンドを使用すること
ができます。
キュー・マネージャーの作成
crtmqm -lp 50 -ls 10 queue_manager_name
このコマンドは、キュー・マネージャーを作成し、これが 50 個の 1 次ロ
グ・ファイルと 10 個の 2 次ログ・ファイルを使用するように指定しま
す。
キュー・マネージャーの開始
strmqm queue_manager_name
キュー・マネージャーを作成して開始した後、 27 ページの表 4 および 28 ページの
表 5 の MQSC コマンドを使用してオブジェクトを作成することができます。
これらの表には単一方向のレプリケーションのセットアップに必要な WebSphere
MQ オブジェクトが含まれます。同じコマンド (若干の変更を加えたもの) を使用し
て、多方向レプリケーションまたはパブリッシングのオブジェクトを作成すること
ができます。
runmqsc queue_manager_name システム・コマンドを使用して MQSC セッションを
開始してから、対話式に、または各サーバーで実行されるスクリプトを作成するこ
とにより、表で MQSC コマンドを発行します。
レプリケーション・センターで MQ Script Generator ツールを使用して、各サーバ
ーで WebSphere MQ オブジェクトを作成することもできます。
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Q キャプチャー・プログラムによって使用されるオブジェクト
表 4. Q キャプチャー・プログラムが使用する WebSphere MQ オブジェクトのサンプル MQSC コマンド (ソース・キ
ュー・マネージャーの名前は CSQ1、ターゲット・キュー・マネージャーの名前は CSQ2 と想定)
オブジェクト

サンプル・コマンド

送信キュー
Q キャプチャー・プログラムから Q アプライ・
プログラムまたはユーザー・アプリケーションに
データ・メッセージを送信するキュー。リモート
構成では、これはターゲット・システム上の受信
キューのソース・システムのローカル定義です。
各送信キューは、1 つの Q キャプチャー・プロ
グラムのみによって使用されます。

DEFINE QREMOTE(’ASN.SAMPLE_TO_TARGET.DATA’)
RNAME(’ASN.SAMPLE_TO_TARGET.DATA’)
RQMNAME(’CSQ2’)
XMITQ(’CSQ2’)
PUT(ENABLED)

DEFINE QLOCAL(’ASN.ADMINQ’)
管理キュー
PUT(ENABLED)
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリ GET(ENABLED)
ケーションから Q キャプチャー・プログラムへ SHARE
の制御メッセージを受信するローカル・キュー。
各管理キューは、1 つの Q キャプチャー・プロ
グラムのみによって読み取られます。
DEFINE QLOCAL(’ASN.RESTARTQ’)
再始動キュー
PUT(ENABLED)
Q キャプチャー・プログラムに、再始動後の
GET(ENABLED)
DB2 リカバリー・ログの中の読み取りを開始す
る場所を送信キューごとに指示する単一のメッセ
ージを保持するローカル・キュー。それぞれの Q
キャプチャー・プログラムは、独自の再始動キュ
ーを持っていなければなりません。
伝送キュー
チャネルを渡るのを待っているメッセージを保持
するローカル・キュー。このキューには、そのメ
ッセージの終着場所を思い出させるものとして宛
先キュー・マネージャーの名前を付けることがで
きます。
推奨: 送信キューと受信キューのペアにつき、伝送キュー
を 1 つずつ使用してください。

DEFINE QLOCAL(’CSQ2’)
USAGE(XMITQ)
MAXDEPTH(500000)

DEFINE CHANNEL(’CSQ1.TO.CSQ2’)
送信側チャネル
CHLTYPE(SDR)
ソース・システムからターゲット・システムへの CONNAME(’IP_address (port)’)
TRPTYPE(TCP)
チャネルの送信側の末端。
XMITQ(’CSQ2’)
DISCINT(0)
CONVERT(NO)
ここで、IP_address はターゲット・システムの IP アドレ
スで、port はターゲット・システムの未使用ポートを指定
するオプション・パラメーターです。 WebSphere MQ の
デフォルト・ポートは 1414 です。
DEFINE CHANNEL(’CSQ2.TO.CSQ1’)
受信側チャネル
CHLTYPE(RCVR)
ターゲット・システムからソース・システムへの TRPTYPE(TCP)
チャネルの受信側の末端。
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Q アプライ・プログラムによって使用されるオブジェクト
表 5. Q アプライ・プログラムが使用する WebSphere MQ オブジェクトのサンプル MQSC コマンド
オブジェクト

サンプル・コマンド

受信キュー
Q キャプチャー・プログラムから Q アプライ・
プログラムまたはユーザー・アプリケーションへ
のデータおよび通知メッセージを受信するキュ
ー。これは、ターゲット・システム上のローカ
ル・キューです。

DEFINE QLOCAL(’ASN.SAMPLE_TO_TARGET.DATA’)
GET(ENABLED)
PUT(ENABLED)
DEFSOPT(SHARED)
MAXDEPTH(500000)

管理キュー
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリ
ケーションから Q キャプチャー・プログラムに
制御メッセージを送信するキュー。リモート構成
でこのキューは、ソース・システム上の管理キュ
ーのターゲット・システムのローカル定義です。

DEFINE QREMOTE(’ASN.ADMINQ’)
RNAME(’ASN.ADMINQ’)
RQMNAME(’CSQ1’)
XMITQ(’CSQ1’)
PUT(ENABLED)

予備キュー
ターゲット表のロード時に Q キャプチャー・プ
ログラムからのトランザクション・メッセージを
保持する、ターゲット・システムで定義されてい
るモデル・キュー。Q アプライ・プログラムは、
モデル・キュー定義に基づいてロード・プロセス
中に予備キューを動的に作成し、次いで削除しま
す。モデル・キューのデフォルト名は
IBMQREP.SPILL.MODELQ です。 Q サブスクリ
プションを作成または変更するときに、別の名前
のモデル・キューを使用することを指定すること
により、それぞれの Q サブスクリプションごと
に異なるモデル・キューを指定することができま
す。

DEFINE QMODEL(’IBMQREP.SPILL.MODELQ’)
DEFSOPT(SHARED)
MAXDEPTH(500000)
MSGDLVSQ(FIFO)
DEFTYPE(PERMDYN)

DEFINE QLOCAL(’CSQ1’)
伝送キュー
USAGE(XMITQ)
チャネルを渡るのを待っているメッセージを保持
するローカル・キュー。このキューには、そのメ
ッセージの終着場所を思い出させるものとして宛
先キュー・マネージャーの名前を付けることがで
きます。
DEFINE CHANNEL(’CSQ2.TO.CSQ1’)
送信側チャネル
CHLTYPE(SDR)
ターゲット・システムからソース・システムへの CONNAME(’IP_address (port)’)
TRPTYPE(TCP)
チャネルの送信側の末端。
XMITQ(’CSQ1’)
DISCINT(0)
CONVERT(NO)
ここで、IP_address はソース・システムの IP アドレス
で、port はソース・システムの未使用ポートを指定するオ
プション・パラメーターです。 WebSphere MQ のデフォ
ルト・ポートは 1414 です。
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表 5. Q アプライ・プログラムが使用する WebSphere MQ オブジェクトのサンプル MQSC コマンド (続き)
オブジェクト

サンプル・コマンド

DEFINE CHANNEL(’CSQ1.TO.CSQ2’)
受信側チャネル
CHLTYPE(RCVR)
ソース・システムからターゲット・システムへの TRPTYPE(TCP)
チャネルの受信側の末端。

WebSphere MQ クライアントでのレプリケーション・プログラムの実行
レプリケーション・プログラムと連動するキュー・マネージャーに WebSphere MQ
クライアントを使って接続するシステム上で、Q キャプチャー、Q アプライ、また
はレプリケーション・アラート・モニター・プログラムを実行することができま
す。
作業を始める前に
v WebSphere MQ メッセージ・チャネル・エージェント (MCA) のユーザー ID
は、クライアント・システム上でレプリケーション・プログラムを実行するユー
ザー ID と同じにする必要があります。 MCA のユーザー ID は、サーバー接続
チャネル定義で MCAUSER パラメーターを使うことによって設定されます。
MCAUSER (' ') を指定することも可能です。これは z/OS SVRCONN2 のデフォ
ルトです。
v

WebSphere MQ のデフォルトのインストール・パスを変更し
た場合、WebSphere MQ ランタイム・ライブラリーを指す環境変数を変更する必
要があります。ライブラリー・パスの設定に関するベスト・プラクティスについ
ては、WebSphere MQ インフォメーション・センターの 64 ビットのキュー・マ
ネージャーの影響を参照してください。

v Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプライ・プログラムが実行されるシス
テムからのクライアント接続を受け入れる、キュー・マネージャーが実行される
システム上で SVRCONN チャネルを定義する必要があります。
v キュー・マネージャーをバージョン 7.1 にマイグレーションする時は、チャネル
認証を使用可能にするための追加の手順を行う必要がある場合があります。詳細
は、WebSphere MQ インフォメーション・センターの チャネル認証 を参照して
ください。
制約事項
WebSphere MQ for z/OS サブシステムをクライアントとする

v
ことはできません。

v Q キャプチャーまたは Q アプライがクライアント上で実行されているとき、レ
プリケーション・センターまたは ASNCLP プログラムを使用してこれらのプロ
グラムのデフォルトのキュー・マネージャーをリストすることはできません。

このタスクについて
WebSphere MQ クライアントを構成するときは、キュー・マネージャーが実行され
るシステム、あるいは類似した情報が含まれるクライアント・チャネル定義表を環
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境変数が指すように設定します。さらに、キュー・マネージャーがサーバー上にあ
ることをレプリケーション・プログラムに通知するように環境変数を設定します。
Q キャプチャー、Q アプライ、またはレプリケーション・アラート・モニター・プ
ログラムは、これらの変数が設定されていると、WebSphere MQ クライアント・ラ
イブラリーを動的にロードします。
WebSphere MQ クライアント/サーバー構成のセットアップについて詳しくは、
WebSphere MQ インフォメーション・センターの WebSphere MQ クライアントの
セットアップ方法を参照してください。
推奨: 最適なパフォーマンスを得るために、Q キャプチャー・プログラムおよび Q
アプライ・プログラムを、連動するキュー・マネージャーと同じシステムで実行し
ます。
手順
WebSphere MQ クライアントで Q レプリケーション・プログラムを実行するに
は、次のようにします。
1. クライアント・システムで、レプリケーション環境変数
ASNUSEMQCLIENT=true を設定します。
2. 以下のいずれかの方法を使用して、WebSphere MQ クライアント接続を定義しま
す。
方法

説明

MQSERVER 環境変数 レプリケーション・プログラムが連動するキュー・マネージャーを
指すように、MQSERVER システム環境変数を設定します。この変
数は、クライアント・チャネル定義表を使用しているかどうかに応
じて、以下の 2 つの異なる方法で設定できます。
クライアント・チャネル定義表がない場合: SVRCONN チャネルの
リスナーを指します。
着信クライアント要求をモニターする、WebSphere MQ サ
ーバー上のリスナーを channel_name/transport_type/host
(port) という形式で指定します。例えば、リモート・キュ
ー・マネージャー RQMGR2 (SVRCONN チャネル
SYSTEM.DEF.SVRCONN、ホスト MQHOST、ポート 1414
を使用) を指すように MQSERVER 変数を設定するには、
以下のようにします。
MQSERVER="SYSTEM.DEF.SVRCONN/TCP/MQHOST(1414)"
クライアント・チャネル定義表がある場合; キュー・マネージャー
名のみを使用します。
クライアント・チャネル定義表を使用している場合、キュ
ー・マネージャー名だけを指定します。例えば、レプリケ
ーション・プログラムが WebSphere MQ クライアント・
システムで実行されていて、リモート・キュー・マネージ
ャー RQMGR2 と連動している場合、クライアント・シス
テムで MQSERVER=RQMGR2 を設定します。
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方法

説明

MQCHLLIB または
これらの変数が必要となるのは、クライアント・チャネル定義表を
MQCHLTAB 環境変数 使用している場合だけです。 MQCHLLIB または MQCHLTAB 環境
変数を設定して、クライアント・チャネル定義表が入っているファ
イルへのパスを指定します。詳しくは、WebSphere MQ インフォメ
ーション・センターの「MQCHLLIB」および「MQCHLTAB」を参
照してください。
注: MQCHLLIB および MQCHLTAB にはプラットフォーム固有の
デフォルト値が含まれているため、クライアント・チャネル定義表
が、MQCHLLIB デフォルト値が指定するディレクトリーのクライ
アント・システムにある (例えば Linux または UNIX での
/var/mqm/) 場合、および MQCHLTAB デフォルト値が指定してい
るファイル名の下にある (例えば、Linux または UNIX での
AMQCLCHL.TAB) 場合、これらの環境変数の設定を省略できま
す。

Q レプリケーションおよびパブリッシングの WebSphere MQ オブジェク
トの妥当性検査
レプリケーション・センターを使用して、構成内の WebSphere MQ キュー・マネー
ジャーとキューの設定を表示、選択、および妥当性検査できます。ASNCLP コマン
ド行プログラムも妥当性検査を実行できます。どちらのツールも、レプリケーショ
ン・キュー・マップ内のオブジェクトを妥当性検査するために、テスト・メッセー
ジを送信できます。
作業を始める前に
v オブジェクトが定義されているキュー・マネージャーが開始されている必要があ
ります。
v

WebSphere MQ への管理アクセスをセットアップするには、
ASNADMSP サンプル・ジョブを実行します。詳しくは、レプリケーション管理
ツールを WebSphere MQ と連携して使用できるようにするを参照してくださ
い。

v

Linux および UNIX では、レプリケーション・センターを開
始する前に、WebSphere MQ ライブラリーへのパスを DB2LIBPATH 環境変数に
追加し、DB2 を停止して開始してください。パスを設定しないと、予期しない動
作になる可能性があります。例えば、asnadmt プロセスの数が際限なく増えてし
まう可能性があります。

v

この機能をサポートするためにインストールされたレプリケ
ーション管理ストアード・プロシージャーには、ユーザー定義の TEMPORARY
表スペースが必要です。グループ PUBLIC または現行ユーザーへの USE 許可の
あるユーザー定義の TEMPORARY 表スペースが検出されない場合は、
ASNADMINIFSPACE という名前の新規表スペースが作成されます。データベー
スに接続したユーザーには、このストアード・プロシージャーを作成する権限が
なければなりません。新規表スペースが作成される場合、そのユーザーには、
TEMPORARY 表スペースを作成する権限とその表スペースの使用を ALL に付与
する権限がなければなりません。
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v レプリケーション管理ツールが WebSphere MQ クライアント・システムで実行
されている場合、クライアント/サーバー環境変数を DB2 から使用できる状態に
し、レプリケーション管理ストアード・プロシージャーがそれらにアクセスでき
るようにする必要があります。詳しくは、 29 ページの『WebSphere MQ クライ
アントでのレプリケーション・プログラムの実行』を参照してください。
このタスクについて
メッセージ・テスト機能を使用する場合、レプリケーション・センターまたは
ASNCLP は、送信キューへのテスト・メッセージの書き込みと、受信キューからの
メッセージの読み込みを試みます。また、このツールは Q アプライ管理キューへの
テスト・メッセージの書き込みと、Q キャプチャー管理キューからのメッセージの
読み込みも試みます。
制約事項: Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプライ・プログラムが実行中の
場合、メッセージのテストは失敗します。
手順
1. Q レプリケーションおよびパブリッシングの WebSphere MQ オブジェクトを妥
当性検査するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

レプリケーション・セ 1. ウィンドウまたはウィザード・ページで WebSphere MQ オブジ
ンター
ェクトを指定した後、「WebSphere MQ オブジェクトの妥当性
検査」をクリックして、キュー・マネージャーおよびキューの設
定が正しいかどうかを検査します。レプリケーション・センター
はオブジェクトを検査し、変更する必要がある設定を記述したメ
ッセージを提供します。
2. レプリケーション・キュー・マップの作成または変更を行ってい
る場合は、テスト・メッセージを送信できます。「WebSphere
MQ キューの妥当性検査」ウィンドウで、「テスト・メッセー
ジの送信」を選択してから、「開始」をクリックします。
テストの結果を示すメッセージがウィンドウのメッセージ領域に表
示されます。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

1. VALIDATE WSMQ ENVIRONMENT FOR コマンドを使用します。テスト
の結果を示すメッセージが標準出力 (STDOUT) に送信されま
す。
例えば、SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN という名前のレプリ
ケーション・キュー・マップに指定されている送信キュー、受信
キュー、および Q アプライ管理キューを妥当性検査するには、
次のようにします。
VALIDATE WSMQ ENVIRONMENT FOR REPLQMAP
SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN
2. レプリケーション・キュー・マップの作成または変更を行ってい
る場合は、VALIDATE WSMQ MESSAGE FLOW FOR REPLQMAP コマンド
を使用します。テストの結果を示すメッセージが標準出力
(STDOUT) に送信されます。
例えば、レプリケーション・キュー・マップ
SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN に指定されるキューの間でテ
スト・メッセージを送信するには、次のようにします。
VALIDATE WSMQ MESSAGE FLOW FOR REPLQMAP
SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN

2. キュー・マネージャーまたはキューを変更し、もう一度妥当性検査機能を使用し
て、変更内容を検査することができます。
WebSphere MQ 理由コードについて詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wmqv7/v7r0/index.jsp の WebSphere MQ インフォメーション・センターを
参照してください。

レプリケーション・ツールによって実行される WebSphere MQ の妥当性
検査
レプリケーション・センターまたは ASNCLP コマンド行プログラムを使用して
WebSphere MQ のセットアップを妥当性検査する場合、これらのツールはキューの
プロパティーが正しいかどうかを検査するとともに、複製またはパブリッシュされ
るデータが伝送可能かどうかを確かめるためにテスト・メッセージを送信すること
もできます。
ツールは、WebSphere MQ に接続して妥当性テストを実行するために、ストアー
ド・プロシージャーを使用します。 z/OS の場合、SASNSAMP データ・セットの
ASNADMSP サンプル・ジョブを使用して、ストアード・プロシージャーをインス
トールする必要があります。 Linux、UNIX、および Windows の場合、ストアー
ド・プロシージャーは自動でインストールされますが、これを使用するための前提
条件があります。詳しくは、 31 ページの『Q レプリケーションおよびパブリッシン
グの WebSphere MQ オブジェクトの妥当性検査』を参照してください。
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表 6 では、WebSphere MQ オブジェクトそのものに対してツールが実行する妥当性
検査を説明します。表 7 では、オブジェクトがコントロール表で正しく定義されて
いることを確認するために実行される妥当性検査を説明します。
表 6. キューのプロパティーが正しいかどうかに関する WebSphere MQ の妥当性検査
ASN メッセージ

WebSphere MQ 理由コード

妥当性検査

ASN2262E

2058

指定されたキュー・マネージ
ャーが存在するかどうか。

ASN2263E

2059

キュー・マネージャーが接続
可能かどうか。

ASN2264E

2322 (コマンド・サーバーの
使用も参照)

キュー・マネージャーのコマ
ンド・サーバーが実行中かど
うか。

ASN2267E

2085

指定されたキュー・マネージ
ャーにキューが存在するかど
うか。

ASN2268E

リストされていないすべての
理由コード。

ASN2272W

2001、2011、2042、2043、
2045、2046、2052、2057、
2091、2092、2101、2152、
2184、2194、2196、2198、
2199、2201

WebSphere MQ がこれらの理
由コードのいずれかを返した
かどうか。

ASN2273W

2082

指定された別名キューが正し
い基本キューを指しているか
どうか。

ASN2274W

なし。伝送キューの作成を参
照。

リモート送信キューまたは Q
アプライ管理キュー用に、伝
送キューが存在するかどう
か。

ASN2275W

なし。キュー・マネージャー
の属性を変更する、またはロ
ーカル・キュー属性の変更を
参照。

キューの最大メッセージ・サ
イズ (MAXMSGL) が、その
キュー・マネージャーの最大
メッセージ・サイズ
(MAXMSGL) より大きいかど
うか。
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ASN メッセージ

妥当性検査

ASN2276W

送信キューの最大メッセージ・サイズ
(MAXMSGL) が、受信キューの MAXMSGL
以下であるかどうか。

ASN2277W

Q キャプチャー管理キューまたは再始動キュ
ーが、ローカル・キュー、またはローカル・
キューを参照する別名キューのいずれかであ
るかどうか。
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表 7. レプリケーションのセットアップが正しいかどうかに関する WebSphere MQ の妥当性
検査 (続き)
ASN メッセージ

妥当性検査

ASN2278W

送信キューが、ローカル・キュー、リモー
ト・キュー、またはローカル・キューかリモ
ート・キューを参照する別名キューのいずれ
かであるかどうか。

ASN2279W

キュー・マップの max_message_size の値
が、送信キューの最大メッセージ・サイズ
(MAXMSGL) 以下であるかどうか。

ASN2281W

Q キャプチャーと Q アプライがキュー・マ
ネージャーを共有している場合、送信キュー
と Q アプライ管理キューが、ローカル・キ
ュー、またはローカル・キューを参照する別
名キューとして定義されているかどうか。

ASN2282W

Q キャプチャーと Q アプライがキュー・マ
ネージャーを共有している場合、送信キュー
と受信キューが同じローカル・キュー、また
は同じローカル・キューを参照する別名キュ
ーであるかどうか。管理キューが同じローカ
ル・キュー、または同じローカル・キューを
参照する別名キューであるかどうか。

ASN2284W

Q キャプチャーと Q アプライが異なるキュ
ー・マネージャーを使用する場合、送信キュ
ーと Q アプライ管理キューが、リモート・
キュー、またはリモート・キューを参照する
別名キューのいずれかであるかどうか。

ASN2285W

Q サブスクリプションのロード・フェーズを
指定した場合、予備キューを作成するための
モデル・キューが存在するかどうか。

ASN2286W

モデル・キューがレプリケーション用に正し
く定義されているかどうか。

ASN2287W

送信キュー、受信キュー、および管理キュー
が、レプリケーション用の正しい設定になっ
ているかどうか。

WebSphere MQ オブジェクトの接続および許可に関する要件
データを複製またはパブリッシュする前に、Q レプリケーションおよびイベント・
パブリッシング・プログラムが実行されるシステム上のキュー・マネージャー間の
接続を構成する必要があります。また、レプリケーションおよびパブリッシング・
プログラムを実行するユーザー ID に、WebSphere MQ オブジェクトに対して必要
なアクションを実行する許可があることも確認します。このトピックでは、接続要
件と許可要件について説明します。
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接続要件
レプリケーションまたはパブリッシングに関係する各システム上のキュー・マネー
ジャーは、相互に接続が可能でなければなりません。 分散環境では、Q キャプチャ
ー・プログラム、Q アプライ・プログラム、およびユーザー・アプリケーション
は、キュー・マネージャーに接続し、リモート・キュー定義、伝送キュー、および
チャネル経由でメッセージを送信することで通信を行います。
また、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは、キュー・マネージ
ャーのグループが、リモート・キュー定義、伝送キュー、およびチャネルを使わず
にネットワーク上で直接通信するクラスタリングもサポートします。
キュー・マネージャーと、そのキュー・マネージャーがキューを管理している Q キ
ャプチャー・プログラムまたは Q アプライ・プログラムとが異なるシステム上で実
行されている場合は、クライアント/サーバー接続もサポートされます。
さまざまなキュー・マネージャー構成やそれぞれの接続のセットアップ方法の詳細
については、「WebSphere MQ 相互通信」を参照してください。

許可要件
WebSphere MQ キューは、Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プロ
グラムがデータ交換や通信を行うための主要な手段であり、これらのプログラム
は、キュー上のデータにアクセス可能でなければなりません。
WebSphere MQ オブジェクトを作成するときは、レプリケーション・プログラムを
操作するユーザー ID に、これらのオブジェクトに対して必要なアクションを実行
する権限があることを確認してください。以下のリストは、Q キャプチャー・プロ
グラム、Q アプライ・プログラム、レプリケーション・アラート・モニターに関す
るこれらの要件を要約しています。
注: セキュリティー管理者は、WebSphere MQ を管理する必要のあるユーザーを
mqm グループに追加します。これには、Linux および UNIX システム上の root ユ
ーザーが含まれます。mqm グループの権限またはメンバーシップに対する変更は、
MQSC コマンド REFRESH SECURITY または、同等のプログラマブル・コマンド・フ
ォーマット (PCF) を発行しない場合、キュー・マネージャーが再始動されるまで認
識されません。
Q キャプチャー・プログラムの許可要件
Q キャプチャー・プログラムを実行するユーザー ID には、次の権限が必
要です。
v Q キャプチャー・プログラムが実行されるシステム上でキュー・マネー
ジャーに接続するための権限 (MQCONN または MQCONNX)。
v 送信キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープン
(MQOPEN)、属性についての問い合わせ (MQINQ)、メッセージの書き込
み (MQPUT)、メッセージのコミット (MQCMIT)、およびメッセージのロ
ールバック (MQBACK)。
v Q キャプチャー管理キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープ
ン (MQOPEN)、属性についての問い合わせ (MQINQ)、およびメッセージ
の読み込み (MQGET)。

36

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

v 再始動キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープン
(MQOPEN)、属性についての問い合わせ (MQINQ)、メッセージの書き込
み (MQPUT)、およびメッセージの読み込み (MQGET)。
v 伝送キューで以下のアクションを実行する権限: オープン (MQOPEN)、
メッセージの書き込み (MQPUT)、属性についての問い合わせ
(MQINQ)。
Q アプライ・プログラムの許可要件
Q アプライ・プログラムを実行するユーザー ID には、次の権限が必要で
す。
v Q アプライ・プログラムが実行されるシステム上でキュー・マネージャ
ーに接続するための権限 (MQCONN または MQCONNX)。
v 受信キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープン
(MQOPEN)、属性についての問い合わせ (MQINQ)、およびメッセージの
読み込み (MQGET)。
v Q アプライ管理キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープン
(MQOPEN)、属性についての問い合わせ (MQINQ)、およびメッセージの
書き込み (MQPUT)。
v 一時予備キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープン
(MQOPEN)、メッセージの書き込み (MQPUT)、メッセージの読み込み
(MQGET)、削除 (dlt)、変更 (chg)、および消去 (clr)。
レプリケーション・アラート・モニターの許可要件
受信キュー上のメッセージ数のモニター (QAPPLY_QDEPTH アラート条件)
または予備キュー上のメッセージ数のモニター (QAPPLY_SPILLQDEPTH
アラート条件) にレプリケーション・アラート・モニターを使用する場合、
モニターを実行するユーザー ID には、Q アプライ・プログラムが実行さ
れるシステム上のキュー・マネージャーに対する接続権限が必要です。
Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのどちらの場合も、メッ
セージ・チャネル・エージェント (MCA) と関連付けられるユーザー ID には次の
権限が必要です。
v ローカル・キュー・マネージャーに接続する権限。
v ローカル伝送キュー上で以下のアクションを実行する権限: オープン (MQOPEN)
およびメッセージの書き込み (MQPUT)。
WebSphere MQ の許可と特権の詳細については、「WebSphere MQ セキュリティ
ー」を参照してください。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングにおける WebSphere
MQ のストレージ要件
WebSphere MQ リソースが、ネットワーク障害および/またはターゲット障害に対し
て希望するレベルの回復力を実現するように計画してください。メッセージを転送
できない場合、より多くのリソースがソースで使用されます。メッセージを適用で
きない場合は、より多くのリソースがターゲットで使用されます。
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デフォルトでは、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングで使用され
るメッセージは永続的です。WebSphere MQ は、すべての永続メッセージをログに
書き込みます。キュー・マネージャーを障害後に再始動する場合は、キュー・マネ
ージャーは必要に応じてログに記録されたすべてのメッセージを取得します。永続
メッセージにはより多くのストレージが必要です。 Q キャプチャー・プログラムの
開始時に message_persistence=n を指定して、非永続メッセージの使用を選択する
こともできます。
WebSphere MQ ログ・ファイルについて詳しくは、http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/wmqv7/v7r0/index.jsp の WebSphere MQ インフォメーション・センターを
参照してください。

WebSphere MQ メッセージ・サイズ
WebSphere MQ メッセージのサイズは、キューおよびキュー・マネージャーの作成
時、さらにレプリケーションまたはパブリッシングの設定時に制限できます。
WebSphere MQ、Q レプリケーション、およびイベント・パブリッシングの間で、
メッセージ・サイズ限度を調整する必要があります。
WebSphere MQ では、MAXMSGL (最大メッセージ長) を定義してメッセージのサ
イズを制限します。
次のリストは、MAXMSGL と、Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・
プログラムのメモリー限度との関連を示しています。
Q キャプチャー・プログラム
Q キャプチャー・プログラムがメッセージを送信キューに書き込む前に、
各メッセージをバッファーに入れるために使用するメモリーの量を制限でき
ます。この MAX_MESSAGE_SIZE は、レプリケーション・キュー・マップ
またはパブリッシング・キュー・マップの作成時に定義します。デフォルト
は 64 KB です。
重要: Q キャプチャー・プログラムに許可するメッセージ・バッファーが、
キューで処理するように設定したものより大きい場合は、レプリケーション
またはパブリッシングは行われません。送信キューが受信キューに対してリ
モートにある場合には、レプリケーション・キュー・マップまたはパブリッ
シング・キュー・マップに対して指定され IBMQREP_SENDQUEUES 表に
保管される MAX_MESSAGE_SIZE の値は、伝送キューおよびキュー・マネ
ージャー両方の MAXMSGL 属性より少なくとも 4 KB 小さくする必要が
あります。この 4 KB の差は、メッセージが伝送キューにあるときにメッ
セージ・ヘッダーで送られる余分の情報のためのものです。送信および受信
キューが同じキュー・マネージャー内で定義されている場合、
MAX_MESSAGE_SIZE には、キューの MAXMSGL の値と同じ値を使用す
ることができます。
Q アプライ・プログラム
エージェント・スレッドがメッセージを再アセンブルしてトランザクション
にする前に、Q アプライ・プログラムが受信キューから取得する複数のメ
ッセージをバッファーに入れるために使用するメモリーの量を制限できま
す。レプリケーション・キュー・マップの作成時に MEMORY_LIMIT オプ
ションを設定します。デフォルトは 2 MB です。
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重要: 受信キューとしての機能を果たすローカル・キューの MAXMSGL
が、受信キューを含むレプリケーション・キュー・マップの
MEMORY_LIMIT より大きくないことを確認してください。

メッセージ分割
Q キャプチャー・プログラムは、トランザクションを行境界で分けることにより、
MAX_MESSAGE_SIZE を超えるトランザクションを複数のメッセージに自動的に分
割します。ソース表のラージ・オブジェクト (LOB) 列のデータを複製またはパブリ
ッシュする場合は、Q キャプチャー・プログラムは LOB データを複数のメッセー
ジに自動的に分割します。こうすることにより、メッセージが各送信キューを含む
レプリケーション・キュー・マップまたはパブリッシング・キュー・マップに定義
された MAX_MESSAGE_SIZE を超えなくなります。
一部のオペレーティング・システムでは、キューまたはチャネルには大きすぎるメ
ッセージが自動的に分割されるようにするために、WebSphere MQ でメッセージ分
割を定義できます。Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは、この
メッセージ分割機能を使用しません。メッセージ分割を使用するよう WebSphere
MQ オブジェクトを設定する場合でも、キューの MAXMSGL がレプリケーショ
ン・キュー・マップまたはパブリッシング・キュー・マップの
MAX_MESSAGE_SIZE 以上であることを確認する必要があります。
メッセージ・サイズの詳細については、ご使用のプラットフォームの「WebSphere
MQ システム管理ガイド」を参照してください。

ラージ・オブジェクト (LOB) 値のキュー項目数に関する考慮事項
ソース表からのラージ・オブジェクト (LOB) 値は、各送信キューのメッセージ・バ
ッファーとして Q キャプチャー・プログラムが割り振るメモリーの最大量を超える
可能性があります。
送信キューのデフォルトの MAX_MESSAGE_SIZE (メッセージ・バッファー) は 64
キロバイトです。 DB2 では LOB 値は最大で 2 ギガバイトまで可能であり、LOB
値は頻繁に複数のメッセージに分割されます。
LOB データを複製することを計画している場合、ソース・システム上の伝送キュー
と管理キュー、およびターゲット・システム上の受信キューの MAXDEPTH 値が、
分割された LOB メッセージが入るだけの大きさになっているかを確認してくださ
い。レプリケーション・キュー・マップまたはパブリッシング・キュー・マップを
作成する際に、送信キューの MAX_MESSAGE_SIZE を増やすことにより、LOB デ
ータを送信するのに必要なメッセージの数を減らすことができます。
大きい LOB 値が、比較的小さいメッセージ・バッファーに基づいて分割される場
合、非常に多くの LOB メッセージが作成されて、伝送キューまたは受信キューに
設定するメッセージの最大量 (MAXDEPTH) を超える可能性があります。このよう
な場合、キュー・エラーのプロンプトが出されます。リモート受信キューがエラー
状態の場合、ターゲット・システム上のメッセージ・チャネル・エージェントは、
送達できないメッセージごとに WebSphere MQ 例外レポートを送信します。これら
の例外レポートには、Q キャプチャー・プログラムの管理キューが入れられている
場合があります。
第 3 章 WebSphere MQ のセットアップ
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Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのキュー・マネージ
ャーのクラスタリング
Q レプリケーションは、キュー・マネージャーのクラスター環境で機能します。ク
ラスタリングにより、リモート・キュー定義、伝送キュー、およびチャネルを必要
とせずに、キュー・マネージャーのグループがネットワークを介して直接通信でき
ます。
クラスター構成を使用することにより、同じクラスター内の複数のキュー・マネー
ジャーに、同じ名前を使用してキューの複数のインスタンスを作成できます。ただ
し Q レプリケーションでは、ターゲット・システム上の受信キューを定義する回数
は、クラスター内で必ず一度だけにしなければなりません。Q キャプチャー・プロ
グラムおよび Q アプライ・プログラムは、連続番号付けシステムを使用して、欠落
しているメッセージを識別および検索します。 (各メッセージの番号には、連続す
る正の整数が割り当てられます。) 受信キュー名は、Q キャプチャー・プログラム
と Q アプライ・プログラムの特定のペアに固有でなければなりません。 2 つの受
信キューに同じ名前が付けられている場合、連続番号付けシステムは機能しませ
ん。
Q レプリケーションは、クラスター配布リストと同時には機能しません。これは、
単一の MQPUT コマンドを使用して、複数の宛先に同じメッセージを送信します。
詳細については、「WebSphere MQ キュー・マネージャー・クラスター」を参照し
てください。
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第 4 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング用
のデータベースの構成 (Linux、UNIX、Windows)
データを複製する前に、環境変数を設定し、ソースおよびターゲット・データベー
スを構成しなければなりません。イベント・パブリッシングでは、構成が必要なの
はソース・データベースだけです。

必須: DB2 ソース表および DB2 for z/OS システム表での DATA
CAPTURE CHANGES の設定
複製元の DB2 表には、DATA CAPTURE CHANGES 属性を設定する必要がありま
す。また、DB2 for z/OS バージョン 9 以降では、
SYSIBM.SYSTABLES、SYSIBM.SYSCOLUMNS、および SYSIBM.SYSTABLEPART
の各システム・カタログ表に DATA CAPTURE CHANGES を設定する必要があり
ます。
このタスクについて
DATA CAPTURE CHANGES をソース表に設定すると、DB2 はレプリケーション
に必要な拡張フォーマットで SQL 変更をログに記録します。このオプションが設
定されていない場合、レプリケーション管理ツールが表を変更するための DDL を
生成します。ただし、この属性は、表の作成時や、表を変更する際に自分で設定で
きます。
DB2 for z/OS システム表では、DATA CAPTURE CHANGES を設定することによ
り、ソース表の構造に対する変更 (新規列の追加や列データ・タイプの変更など) を
検出したり、複製したりできるようになります。
注: レプリケーション・ソースが DB2 for z/OS バージョン 9 以降である場合、
SYSIBM.SYSTABLES、SYSIBM.SYSCOLUMNS、および SYSIBM.SYSTABLEPART
システム・カタログ表に DATA CAPTURE CHANGES が設定されていなければ、Q
キャプチャー・プログラムは停止します。
表に対して DATA CAPTURE CHANGES をオンにすると、少量の追加のロギング
が行われるようになります。表にこのオプションを設定すると、DB2 は更新ごとに
変更前と変更後の行のフルイメージをログに記録します。このオプションが設定さ
れていない場合、DB2 は変更された列のみをログに記録します。DB2 リカバリーに
は、この量のロギングで十分だからです。追加ロギングの量は行サイズに比例しま
すが、DATA CAPTURE CHANGES がオンになっている表のみが対象です。
制約事項
表が変更された場合は、表スペースを再編成するまで、同じ表
スペース内のその表またはその他の表に DATA CAPTURE CHANGES を設定する
ことはできません。
手順
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントを使用して、レプリケー
ション・ソース表に DATA CAPTURE CHANGES を設定します。DB2 for z/OS シ
ステム・カタログ表には、ALTER TABLE ステートメントを使用して DATA
CAPTURE CHANGES を設定します。
z/OS 上でバージョン 10 のレプリケーション管理ツールを使用してコントロール表
を作成する場合、ツールは必須システム表の DATA CAPTURE CHANGES 属性を
検査します。この属性が設定されていなければ、コントロール表を作成するために
生成された SQL には、以下の ALTER TABLE ステートメントが含まれます。
ALTER TABLE SYSIBM.SYSTABLES DATA CAPTURE CHANGES
ALTER TABLE SYSIBM.SYSCOLUMNS DATA CAPTURE CHANGES
ALTER TABLE SYSIBM.SYSTABLEPART DATA CAPTURE CHANGES

コントロール表を作成しないのであれば、これらの同じステートメントを使用し
て、この必須属性を設定できます。

以前のバージョンの、またはリモートの DB2 データベースの構成
旧バージョンの DB2 データベースを対象にして InfoSphere® Replication Server ま
たは Data Event Publisher を構成し、それらの既存のデータベースをマイグレーシ
ョンしないで最新のレプリケーション機能を使用できるように設定できます。ま
た、DB2 データベースをホストするサーバーとは異なるサーバーで InfoSphere
Replication Server または Data Event Publisher を実行するように構成することも可
能です。両方の構成で、同様の手順を使用します。
InfoSphere Replication Server と旧バージョンの DB2 を組み合わせた場合の基本構
成を以下の図に示します。この例では、InfoSphere Replication Server バージョン
9.5 と DB2 バージョン 8.2 を使用しています。

図 6. Replication Server と以前のバージョンの DB2 データベースとの構成

リモート DB2 データベースを使用した場合の基本構成を以下の図に示します。
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図 7. リモート DB2 データベースを使用した構成

作業を始める前に
以前のバージョンの DB2 データベースと同じシステム上で新しいバージョンの
Replication Server または Data Event Publisher を使用することを予定している場合
は、インストール・シナリオを読んで、インストール時の重要な考慮事項を確認し
てください。
Q アプライとは異なるバージョンまたはリリースの Q キャプチャーを使用するこ
とを予定している場合は、バージョン 9.7 の Q レプリケーションおよびイベン
ト・パブリッシングの共存サポートを参照してください。
このタスクについて
Replication Server または Data Event Publisher をインストールした場合、既存の
DB2 が以前のバージョンであっても、既存の DB2 データベースはアップグレード
されません。 InfoSphere Replication Server または Data Event Publisher をインスト
ールして、ライセンス交付を受けた後であれば、レプリケーション・プログラム
は、データベースが別の DB2 インスタンスまたは別のシステムにあるかどうかに
かかわりなく、同じリリース以下のどの DB2 データベース (最低でバージョン
8.2) とも連動できます。インストールの一部として新しい DB2 インスタンスが作
成されますが、その新しい DB2 インスタンスを開始する必要もなければ、そのイ
ンスタンスの中でデータベースを作成する必要もありません。
バージョン混合またはリモート・レプリケーション構成の場合、以下の追加のステ
ップが必要です。
v 以前の、またはリモート DB2 データベースおよびノードは、レプリケーショ
ン・プログラムを含むインスタンスでカタログする必要があります。

第 4 章 データベースの構成 (Linux、UNIX、Windows)
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v バージョン混合の構成では、レプリケーション・コントロール表を作成して、レ
プリケーション・プログラムの上位レベルのバージョンと一致させる必要があり
ます。
v バージョン混合の構成では、最新のレプリケーション・プログラムでインストー
ルされた上位レベルの DB2 のインスタンス所有者が、以前のバージョンの DB2
の DB2 ログを読み取る権限を持っている必要があります。
制約事項
レプリケーション管理ツールは、DB2 for Linux、UNIX、および Windows のバージ
ョン 10.1 上で、ソース・データベースまたはターゲット・データベースについて
の、バージョン 10.1 より前のコントロール表は作成しません。
Q キャプチャーまたは Q アプライを DB2 と同じローカル環境に配置する場合
v DB2 for Linux, UNIX, and Windows の圧縮表またはパーティション表か
らのレプリケーションは、DB2 バージョン 9.7 以降でのみサポートされ
ています。DB2 は、ログ・レコードを Q キャプチャー・プログラムに渡
す前に解凍します。データは、ソースからターゲットに解凍された状態で
渡され、ターゲットは圧縮セットを持つ必要はありません。
v ロード操作を複製するには、ソース・データベースと Q キャプチャーを
z/OS では APAR PK78558 以降、Linux、UNIX、Windows ではバージョ
ン 9.7 以降にする必要があります。
Q キャプチャーまたは Q アプライを DB2 とは異なるリモート環境に配置する場
合
v Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、ソース・デー
タベース、およびターゲット・データベースは、同じ Linux、UNIX、ま
たは Windows プラットフォーム上にあり、すべて同じビット・アーキテ
クチャー (例えば、32/32 ビットまたは 64/64 ビットなど) を使用してい
る必要があります。
v レプリケーション管理ツールを使用してキューのリストを生成したりキュ
ーを検証したりすることはできません。
v リモート Q キャプチャー・プログラムが実行されるシステムのエンディ
アンおよびコード・ページは、ソース・データベースおよびオペレーティ
ング・システムのエンディアンおよびコード・ページと一致しなければな
りません。
手順
1.

Replication Server または Data Event Publisher をインストールし、インストー
ラーの指示に従ってインスタンスを作成します。 これらの製品は、以前の DB2
バージョン (最低でバージョン j8.2) と同じシステムにインストールすること
も、リモート・システムにインストールすることもできます。

2. CATALOG NODE および CATALOG DATABASE コマンドを使用して、新しいインスト
ール済みインスタンスの、ソースまたはターゲットである DB2 ノードおよびデ
ータベースをカタログします。 レプリケーションまたはイベント・パブリッシ
ングによって使用される DB2 インスタンスから DB2 コマンド・ウィンドウを
開き、以前のバージョンの、またはリモートのデータベースのノードおよびデー
タベースをカタログします。
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3. レプリケーション・プログラムおよびパブリッシング・プログラムによって使用
される asnpwd パスワード・ファイルを作成します。
4. ソース・データベースまたはターゲット・データベースが Q キャプチャーまた
は Q アプライより低いバージョンの場合、ASNCLP またはレプリケーション・
センターを使用して、レプリケーション・プログラムのバージョンと一致するレ
プリケーション・コントロール表を作成します。
5. レプリケーション・センターまたは ASNCLP を使用して、キュー・マップと Q
サブスクリプションを作成します。
6. データベースをレプリケーション・ソースにする場合は、Q キャプチャー・プロ
グラムがソースに接続する際に使用するユーザー ID に SYSADM または
DBADM 許可を付与します。これにより、Q キャプチャー・プログラムに DB2
ログ・レコードを取り出す許可が与えられます。
7. 新しいバージョンか、リモート・システム上の同じバージョンかに関係なく、Q
キャプチャーと Q アプライをレプリケーション・インスタンスから開始しま
す。 例えば、CATALOG DATABASE コマンドで指定した、以前のまたはリモートの
DB2 データベースの別名を指定して、新しくインストールされたインスタンス
からレプリケーションを開始します。

GDPS アクティブ/アクティブ (z/OS) の構成
Q レプリケーションは、IBM® Tivoli® NetView® for z/OS からレプリケーション環
境をモニターするために、GDPS® アクティブ/アクティブ・サイトと Network
Management Interface (NMI) のデータ同期を提供します。
以下のセクションでは、GDPS アクティブ/アクティブ・サイトを使用した Q レプ
リケーションの構成とセキュリティーに関する詳細情報について説明します。

ワークロード名
アクティブ/アクティブ・サイトの場合、ワークロード名は、サイト間でメッセージ
を送受信するためのキューを識別するレプリケーション・キュー・マップの名前に
一致します。ペアになった Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラ
ムの間には、それぞれのサイトに 1 つのレプリケーション・キュー・マップが必要
です。双方向構成の 2 つの方向を構成する 2 つのワークロードは、同じワークロ
ード名、および同じキュー・マップ名を持っている必要があります。この要件によ
り、NetView はワークロードのペアを識別することができます。
レプリケーション・キュー・マップ名の長さは、ワークロード名の制限のため、64
文字以下に制限されています。キュー・マップ名は英字で開始する必要がありま
す。残りの文字には英数字を使用できます。サポートされている唯一の特殊文字
は、下線 (_) です。
Q レプリケーションは、Network Management Interface を介してメトリックを要求
したときにアクティブ状態のワークロードについてのみ、ワークロード・メトリッ
クを報告します。非アクティブ状態のワークロード、または前回の要求以降停止さ
れていたワークロードについては、何も報告されません。共通の NetView ワークス
ペースで増分カウンターとして報告されるメトリックの場合、Q レプリケーション
は、連続する NMI 要求間のサンプリング・インターバルからの増分カウンター
と、ワークロードが開始されて以降のカウンターの累積合計の両方を報告します。
第 4 章 データベースの構成 (Linux、UNIX、Windows)

45

レプリケーションをモニターするための Network Management
Interface
Tivoli NetView for z/OS を使用して、GDPS アクティブ/アクティブ・サイト・ソリ
ューション内のサイト間の Q レプリケーション環境の正常性をモニターすることが
できます。Tivoli モニターは、GDPS アクティブ/アクティブ・ソリューション
(IMS™ レプリケーション、Q レプリケーション、ロード・バランサー・アドバイザ
ー) の一部であるさまざまなレプリケーション製品のパフォーマンスおよび状況に
ついて、統一されたハイレベルな表示で提供します。さらに詳細なレプリケーショ
ン・パフォーマンス情報、調整、およびトラブルシューティングについては、通常
は Q レプリケーション・ダッシュボードを使用します。
Tivoli からのモニターは、新しいインターフェースである Network Management
Interface を使用して実行されます。Network Management Interface は、AF_UNIX ソ
ケットを使用する要求/応答プロトコルです。GDPS アクティブ/アクティブは、Q
キャプチャーまたは Q アプライ・モニター表を照会するのではなく、この新しいイ
ンターフェースを使用し、Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プロ
グラムに対して NMI 要求を出して、パフォーマンス・メトリックを入手します。
Network Management Interface は、Q アプライ・プログラムと Q キャプチャー・プ
ログラムによって実装されます。NMI クライアント・アプリケーションはこのイン
ターフェースを使用して、状況とパフォーマンスの情報 (例えば、レプリケーショ
ンの待ち時間) を含む操作可能メトリックを要求できます。このインターフェース
を使用可能にするには、Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラム
の両方に 2 つのパラメーター、nmi_enable と nmi_socket_name を設定する必要が
あります。
nmi_enable
nmi_enable パラメーターは、Tivoli NetView から Q レプリケーション統
計をモニターするために、Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプラ
イ・プログラムで Network Management Interface の提供が使用可能になっ
ているかどうかを指定します。NMI クライアント・アプリケーションは、C
キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムと同じ z/OS シ
ステム上にある必要があります。
nmi_socket_name
nmi_socket_name パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムまたは Q
アプライ・プログラムが NMI クライアント・アプリケーションからの統計
情報の要求を listen する AF_UNIX ソケットの名前を指定します。このパ
ラメーターを指定して、プログラムにより自動的に生成されるソケット名を
変更できます。
これら 2 つのパラメーターについて詳しくは、以下のトピックを参照してくださ
い。
v

395 ページの『asnqcap パラメーターの説明』

v

441 ページの『asnqapp パラメーターの説明』

nmi_enable または nmi_socket_name パラメーターを指定して Q キャプチャー・プ
ログラムまたは Q アプライ・プログラムを開始した場合、これらの値はこれらのプ
ログラムの現行セッション中に使用されます。セッション間でパラメーター値を保
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存するには、それぞれのパラメーター表 (Q キャプチャー・プログラムでは
IBMQREP_CAPPARMS、Q アプライ・プログラムでは IBMQREP_APPLYPARMS)
を更新する必要があります。これらの各表には、以下のトピックで説明されている
NMI_ENABLE 列と NMI_SOCKET_NAME 列が含まれています。
v

521 ページの『IBMQREP_CAPPARMS 表』

v

565 ページの『IBMQREP_APPLYPARMS 表』

SQL を使用してコントロール表でこれらのパラメーターの値を更新します。以下に
例を示します。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS SET NMI_ENABLE=Y

ここで、schema は、この Q キャプチャー・インスタンスのコントロール表のスキ
ーマ名です。

セキュリティー
NetView クライアントが接続すると、Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプ
ライ・プログラムは、システムにインストールされているセキュリティー機能 (例
えば、RACF®、TOP SECRECT、または ACF2) を使用してクライアントを認証しま
す。プログラムでは、以下のプロトコルが使用されます。
v プログラムは、コマンド SECIGET の ioctl() 呼び出しにより、接続されたクライ
アントのセキュリティー ID を獲得します。
v RACROUTE への呼び出しは、クライアントの許可を検査します。
v セキュリティー ID が SERVERAUTH リソース・クラス内の次のプロファイルへ
の READ アクセスを持っている場合、クライアントは許可されていると見なさ
れます。
– QREP.NETMGMT.sysname.procname.QAPPLY.DISPLAY
– QREP.NETMGMT.sysname.procname.QCAPTURE.DISPLAY
v クライアントがこのプロファイルにアクセスできない場合、Q レプリケーション
は別の許可検査を実行して、クライアントがスーパーユーザー権限 (有効 UID ゼ
ロ、または FACILITY クラス内の BPX.SUPERUSER リソースへの許可) を持っ
ているかどうかを確認します。持っている場合、そのクライアントは許可されて
います。

環境変数の設定 (Linux、UNIX、Windows)
Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、またはレプリケーショ
ン・アラート・モニター・プログラムを操作する前、ASNCLP コマンド行プログラ
ムまたはレプリケーション・センターを使用する前、またはシステム・コマンドを
発行する前に、環境変数を設定する必要があります。
手順
環境変数を設定するには、以下のようにします。
1. Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、およびモニター・コント
ロール・サーバーが含まれる、DB2 インスタンス名 (DB2INSTANCE) の環境変
数を設定します。

第 4 章 データベースの構成 (Linux、UNIX、Windows)

47

Linux および UNIX では次のコマンドを使用します。

v

export DB2INSTANCE=db2_instance_name

Windows では次のコマンドを使用します。

v

SET DB2INSTANCE=db2_instance_name

2. デフォルトのコード・ページ値以外のコード・ページを使用してソース・データ
ベースを作成した場合は、DB2CODEPAGE 環境変数をそのコード・ページに設
定します。
3. オプション: デフォルトの DB2 データベースの環境変数 (DB2DBDFT) を Q キ
ャプチャー・サーバーまたは Q アプライ・サーバーに設定します。
4.

Q レプリケーション・プログラム・ライブラリーおよび実
行可能ファイルがインストールされているディレクトリーが、システム変数に含
まれていることを確認します。DB2 インスタンスのホーム・ディレクトリーの
デフォルト・ライブラリー・パスは SQLLIB/lib で、デフォルト実行可能ファイ
ル・パスは SQLLIB/bin です。ライブラリーまたは実行可能ファイルを移動させ
た場合は、新しいパスを含むように環境変数を更新してください。

5. AIX® および DB2 Extended Server Edition: 以下のコマンドを入力し、AIX で
はソースおよびターゲット・データベースで、DB2 Extended Server Edition では
(Q キャプチャー・プログラムが複数のデータベース・パーティションに接続し
なければならない場合) ソース・データベースだけで、EXTSHM 環境変数を
ON に設定します。
$ export EXTSHM=ON
$ db2set DB2ENVLIST=EXTSHM

a. DB2 を始動するたびに、EXTSHM 環境変数が設定されていることを確認し
ます。これを行うには、/home/db2inst/sqllib/profile.env ファイルを編集
します。ここで、db2inst はターゲット・データベースを含んでいる DB2 イ
ンスタンスの名前です。ファイルに次の行を追加するか、変更します:
DB2ENVLIST=’EXTSHM’
b. /home/db2inst/sqllib/userprofile ファイルに次の行を追加します: export
EXTSHM=ON

TMPDIR 環境変数の設定 (Linux、UNIX)
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムの一時ファイル書き
込み用のディレクトリーを指定することができます。これらのファイルを指定のデ
ィレクトリーに書き込むことで、誤ってファイルが削除されることがないようにし
ます。
このタスクについて
デフォルトで、レプリケーション・プログラムは一時ファイル用に /tmp ディレク
トリーを使用します。これらのファイルはルート特権を持つ別のプログラムによっ
て削除されることもあります。例えば、Linux または UNIX のシステム管理者は通
常、一定の間隔でサービス・ジョブを実行し、/tmp ディレクトリー内のファイルを
削除します。
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一時ファイルがないと、プログラムの通信が行えなくなる可能性があります。例え
ば、asnqacmd stop コマンドを発行して Q アプライ・プログラムを停止する場合、
一時ファイルが欠落していると、コマンドは失敗します。
誤って削除されないようにするために、TMPDIR 環境変数を使って一時ディレクト
リーを指定することができます。
注: レプリケーション・プログラムおよびパブリッシング・プログラムを実行する
ユーザー ID には、/tmp ディレクトリーまたは TMPDIR 変数で指定されたディレ
クトリーへの書き込み権限が必要です。
手順
TMPDIR 環境変数を設定するには、レプリケーション・プログラムまたはパブリッ
シング・プログラムを実行するユーザー ID でアクセスできるディレクトリーを指
定します。別のユーザー ID でファイルを削除できないようにします。
例えば、以下のコマンドは /home/repldba/tempfiles/ ディレクトリーを指定しま
す。
export TMPDIR=/home/repldba/tempfiles/

Q キャプチャーおよび Q アプライ (AIX) のメモリー問題の対処
AIX オペレーティング・システムでは、Q レプリケーション、WebSphere MQ、お
よび DB2 に対して正しく設定することに加え、環境変数を設定することで、レプ
リケーション・プログラムの操作のための十分なメモリーを確保することができま
す。
このタスクについて
EXTSHM および LDR_CNTRL 環境変数を設定し、ulimit コマンドを使用すると、
メモリーに関する問題の対処に役立つ場合があります。さらに、DB2 用に
MAXAGENTS パラメーターを増やすこともできます。
手順
Q キャプチャーおよび Q アプライのメモリー問題に対処するには、以下のように
します。
1. 以下の AIX システム環境変数が最大化されていることを確認します。
EXTSHM
EXTSHM (拡張共用メモリー) 変数は基本的に、共用メモリー領域は 11
のみという制限を除去します。 64 ビット・プロセスは EXTSHM によ
って影響を受けることはありません。
a. 以下のコマンドを入力することで、ソースおよびターゲット・データ
ベースで (または Q キャプチャー・プログラムが複数のデータベー
ス・パーティションに接続する必要がある場合はソース・データベー
スだけで)、EXTSHM を ON に設定します。
$ export EXTSHM=ON
$ db2set DB2ENVLIST=EXTSHM
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b. DB2 を始動するたびに、EXTSHM が設定されていることを確認しま
す。これを行うには、/home/db2inst/sqllib/profile.env ファイル
を編集します。ここで、db2inst はターゲット・データベースを含ん
でいる DB2 インスタンスの名前です。ファイルに次の行を追加する
か、変更します: DB2ENVLIST=’EXTSHM’
c. /home/db2inst/sqllib/userprofile ファイルに次の行を追加しま
す。
export EXTSHM=ON

LDR_CNTRL
LDR_CNTRL 環境変数を使用して、Q アプライ・プログラムがそのデー
タとヒープ・セグメントにラージ・ページを使用するように構成できま
す。
注: この値を設定する前に、予防措置を講じてください。必要な場合
は、この変更を AIX システムに加える前に、AIX サポートまたはシス
テム管理者に問い合わせてください。
例えば、最初のコマンドをは 4 つのセグメントを、2 番目のコマンドは
3 つのセグメントを追加します。
export LDR_CNTRL=MAXDATA=0x40000000
export LDR_CNTRL=MAXDATA=0x30000000

ulimit コマンド
ulimit コマンドは、/etc/security/limits ファイルに定義されている
とおりに、ユーザー・プロセス・リソース制限を設定または報告しま
す。 DB2 インスタンス所有者の ulimit -a 値は、データとスタックが
無制限に設定されていないことを示します。 AIX サーバー上の 64 ビ
ット・インスタンスの場合、データベース共用メモリーには制約はあり
ません。
推奨: すべての ulimit パラメーターが無制限に設定されていることを
確認してください。場合によっては data/stack/nofiles が制限されてお
り、無制限に設定することができません。この場合は、システム管理者
に問い合わせてください。
2. WebSphere MQ の設定が正しいことを確認します。 WebSphere MQ が 32 ビッ
ト・クライアント (バージョン 5.3) であり、AIX および DB2 が 64 ビットで
ある場合、Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロール表を含む DB2 デ
ータベースは、ループバック接続を使用してカタログする必要があります。
WebSphere MQ が V6.0 であり、DB2 が 32 ビットである場合、ループバック
接続をセットアップすることが必要になる場合もあります。ループバックはコス
トが高くなりますが (TCP/IP がコストが高い)、他に打つ手がない場合は、
SQL1224N などの問題の解決にループバック接続を使用してみてください。
3. DB2 の設定が正しいことを確認します。
a. db2set を調べ、EXTSHM がエクスポートされていることを確認します。
b. オペレーティング・システムのプロセス、スレッド、またはスワップ・スペ
ースに対する制限が原因となっているエラーについて調べます。 これらのエ
ラーのタイプは、SQL1225N メッセージにより識別できます。このメッセー
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ジを受け取る場合は、ユーザー ID ごとのプロセスの最大数を指定する
maxuproc パラメーターの現行値を検査してください。以下のコマンドは、
maxuproc 値を検査します。
lsattr -E -l sys0

root ユーザーとして以下のコマンドを使用して、maxuproc をさらに高い値に
設定します。
chdev -l sys0 -a maxuproc=’new_value’

c. データベース・マネージャー (DBM) 構成で、MAXAGENTS パラメーターの
設定値を引き上げます。
ワーカー・エージェントの数が MAXAGENTS 値に達すると、新規エージェ
ントを必要とするそれ以降のすべての要求は、エージェントの数がその値を
下回るまで拒否されます。この値は、すべてのアプリケーションで実行中の
コーディネーター・エージェント、サブエージェント、非アクティブ・エー
ジェント、およびアイドル・エージェントを含む、エージェントの合計数に
適用されます。 MAXAGENTS の値は少なくとも、同時にアクセスすること
が許可されている各データベースの MAXAPPLS パラメーターの値の合計で
なければなりません。
4. レプリケーション・キュー・マップの memory_limit パラメーターが 32MB (デ
フォルト) 以下に設定されていることを確認します。これはそれぞれの受信キュ
ーに対する現行の推奨値です。

Q キャプチャー・プログラムが動作するソース・データベースの構成
(Linux、UNIX、Windows)
ソース・データベースでアーカイブ・ロギングが有効になっていない場合、アーカ
イブ・ロギングを有効にし、Q キャプチャー・プログラムが読み取る前にログ項目
が上書きされないようにしなければなりません。この変更を有効にするために、ソ
ース・データベースのオフライン・バックアップも実行しなければなりません。
このタスクについて
重要: 大規模なデータベースのバックアップには長い時間がかかります。このプロ
セス中、アプリケーションはデータベースから切断され、新しい接続は許可されま
せん。
手順
レプリケーション・センターまたはコマンド行からソース・データベースを構成で
きます。
Q キャプチャー・プログラムを実行するように DB2 データベースを構成するに
は、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

レプリケーション・セ 「アーカイブ・ロギングをオン」ウィンドウを使用して、アーカイ
ンター
ブ・ロギングを有効にします。このウィンドウをオープンするに
は、有効にする Q キャプチャー・サーバーを右クリックして、
「データベースをレプリケーション可能にする」を選択します。
重要: 「ロギングの構成ウィザードの使用」チェック・ボックスを
クリックする場合は、「ロギング・タイプ」ページの「アーカイ
ブ・ロギング」ラジオ・ボタンを選択する必要があります。レプリ
ケーションに影響を与える唯一のウィザード・オプションが、「ア
ーカイブ・ロギングをオン」オプションです。
コマンド行

1. データベース構成内の「リカバリー用ログの保持状態」の値を確
認します。NO に設定されている場合は、LOGARCHMETH1 デ
ータベース構成パラメーターを OFF 以外の値に設定して、アー
カイブ・ロギングをオンにしてください。
2. オプション: update database configuration コマンドを使用
し、レプリケーションまたはパブリッシングでの必要に応じて、
ソース・データベースの値を増やします。以下のデータベース構
成値は、多くの大規模なレプリケーション・シナリオに適したも
のです (データベースが他のアプリケーションと協働するように
構成されている場合、値がこれらよりもすでに大きくなっている
場合があります): APPLHEAPSZ 4096、LOGFILSIZ
2000、LOGPRIMARY 20、LOCKLIST 200、DBHEAP
1000、STMTHEAP 4096、LOGBUFSZ 64、MAXAPPLS 300。Q
キャプチャーがラージ・オブジェクト (LOB) または XML デー
タを複製して、ロック・タイムアウトが発生した場合は、
LOCKTIMEOUT 値の調整が必要な可能性があります。
LOGSECOND パラメーターでは、値 20 がほとんどのシナリオ
に適しています。長いトランザクションの複製を想定している場
合、ほとんどのログ・スペースの問題を避けるために、DB2 バ
ージョン 8.1 以降では LOGSECOND = -1 を設定するようにお
勧めします。
3. ソース・データベースに適切なパラメーターを使用し、backup
database コマンドを発行します。

Q アプライ・プログラムが動作するターゲット・データベースの構成
(Linux、UNIX、Windows)
Q アプライ・プログラムは、高度な並列処理であり、さまざまなレプリケーショ
ン・ワークロードに合わせて構成できます。 Q アプライ・プログラムの構成の仕方
に応じて、MAXAPPLS (アクティブ・アプリケーションの最大数) パラメーターが
適切に設定されているかを確認する必要があります。 Q アプライ・プログラムは、
ターゲットへのトランザクションのアプライのワークロードを分割するために指定
した数に基づいて、複数のエージェントを使用します。データベースは各エージェ
ントを、接続を試行する個々のアプリケーションとして扱います。
作業を始める前に
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64 ビット環境の場合: Q レプリケーションまたはイベント・パ
ブリッシングを HP-UX または Solaris プラットフォームの 64 ビット環境で実行
している場合は、データベース (Q アプライ・サーバー) をループバック・データ
ベースとしてカタログし、パスワード・ファイルにこのデータベースの項目を作成
します。 Q アプライ・サーバーをループバック・データベースとしてカタログしな
いと、Q アプライ・プログラムが共用メモリーの限界に達したときに Semaphore
Wait の問題 (sqlcode 1224) が発生します。
手順
特定のレプリケーション・シナリオに基づいて MAXAPPLS パラメーターを設定す
るには、以下のようにします。
1. コマンド update database configuration for database using MAXAPPLS n を
発行します。ここで、database はターゲット・データベースを、n はターゲッ
ト・データベースで同時に実行できるアプリケーションの最大数です。 n を判
別するには、以下の公式を使用します。
n >= (number of applications other than Q Apply that can use the database at the
same time) + (3 * the number of Q Apply programs on the database) + (number of
receive queues, each with a browser thread + total number of Q Apply agents for
all receive queues)

これは、Q アプライ・プログラム以外の 2 つのアプリケーションが同時にデー
タベースを使用できるというシナリオに基づいた、この計算結果の例です。 Q
アプライ・プログラムが 2 つあり、1 つは 3 つのエージェントを使用して単一
の受信キューを処理し、もう 1 つは 12 のエージェントを使用して 4 つの受信
キューを処理します (そのため、5 つの受信キューを処理するために合計で 5
つのブラウザー・スレッドがあります)。
n >= 2 + (3 * 2) + (5 + 15)

このシナリオでは、MAXAPPLS を 28 以上に設定します。
2. オプション: LOAD ユーティリティーの CURSOR からの LOAD オプションを
使用して、Q アプライ・プログラムに自動的にターゲットをロードさせる場合、
以下のコマンドを発行します。 update dbm cfg using FEDERATED YES.
3. オプション: update database configuration コマンドを使用し、レプリケーション
での必要に応じて、ターゲット・データベースの値を増やす。以下のデータベー
ス構成値は、多くの大規模なレプリケーション・シナリオに適したものです (デ
ータベースが他のアプリケーションと協働するように構成されている場合、値が
これらよりもすでに大きくなっている場合があります): APPLHEAPSZ
4096、LOGFILSIZ 2000、LOGPRIMARY 20、LOCKLIST 200、DBHEAP
1000、STMTHEAP 4096、LOCKTIMEOUT 30。 LOGSECOND パラメーターで
は、値 20 がほとんどのシナリオに適しています。長いトランザクションの複製
を想定している場合、ほとんどのログ・スペースの問題を避けるために、DB2
バージョン 8.1 以降では LOGSECOND = -1 を設定するようにお勧めします。
LOGBUFSZ では、64 から 512 の間の値が推奨されています。
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オプション: プログラム・パッケージのバインド
(Linux、UNIX、Windows)
Linux、UNIX、および Windows では、Q キャプチャー・プログラム、Q アプラ
イ・プログラム、またはレプリケーション・アラート・モニターが初めてデータベ
ースに接続した時に、プログラム・パッケージが自動的にバインドされます。これ
らのパッケージのバインドは、バインド・オプションを指定して手動で行ったり、
データベースでの競合が少ないと思われる時間に行うこともできます。

オプション : Q キャプチャー・プログラム・パッケージのバイン
ド (Linux、UNIX、Windows)
Linux、UNIX、および Windows では、Q キャプチャー・プログラムが初めて Q キ
ャプチャー・サーバーに接続した時に、Q キャプチャー・プログラム・パッケージ
が自動的にバインドされます。バインド・オプションを指定するか、またはこのデ
ータベースでの競合が少ないと思われる時間に、パッケージを手動でバインドする
かを選択できます。以下の手順では、Q キャプチャー・プログラム・パッケージを
手動でバインドする方法について説明します。
手順
Q キャプチャー・プログラム・パッケージをバインドするには、以下のようにしま
す。
1. 以下のコマンドを入力し、Q キャプチャー・サーバーに接続します。
db2 connect to database

ここで、database は Q キャプチャー・サーバーです。
2. Q キャプチャーのバインド・ファイルがあるディレクトリーに変更します。
v Linux、UNIX: db2homedir/SQLLIB/bnd (db2homedir は、DB2 インスタンスの
ホーム・ディレクトリー)
v Windows: DB2_install_drive:¥...¥SQLLIB¥bnd
3. 以下のコマンドを入力し、Q キャプチャー・パッケージを作成してデータベース
にバインドします。
db2 bind @qcapture.lst isolation ur blocking all

ここで ur は、パフォーマンスの向上のため、非コミット読み取り形式のリスト
を指定しています。
このコマンドは、パッケージを作成します。その名前は、qcapture.lst ファイル内
で見つけることができます。

オプション : Q アプライ・プログラム・パッケージのバインド
(Linux、UNIX、Windows)
Linux、UNIX、および Windows では、Q アプライ・プログラムが初めてターゲッ
ト・データベースに接続した時に、Q アプライ・プログラム・パッケージが自動的
にバインドされます。Q アプライ・プログラムがターゲット表のロードを処理する
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場合は、ソース・データベースに接続した時になります。 バインドは、バインド・
オプションを指定して手動で行ったり、データベースでの競合が少ないと思われる
時間に行うこともできます。
手順
Q アプライ・プログラム・パッケージをバインドするには、以下のようにします。
1. Q アプライのバインド・ファイルがあるディレクトリーに変更します。
v

v

db2homedir/SQLLIB/bnd (db2homedir は DB2 インスタン
スのホーム・ディレクトリー)
DB2_installation_drive:¥...¥SQLLIB¥bnd

2. ソース・データベースとターゲット・データベースの両方で、以下のステップを
行います。
a. 以下のコマンドを入力して、データベースに接続します。
db2 connect to database

ここで、database は Q アプライ・サーバーまたは Q キャプチャー・サーバ
ーです。
データベースがリモート・データベースとしてカタログされている場合は、
db2 connect to コマンドでユーザー ID とパスワードを指定する必要があり
ます。
b. 以下のコマンドを入力し、Q アプライ・プログラム・パッケージを作成して
データベースにバインドします。
db2 bind @qapply.lst isolation ur blocking all grant public

この ur は非コミット読み取り形式のリストであることを意味しています。
c. オプション: バージョン 9.7 以降の DB2 ソースからターゲット表をロード
するために DB2 EXPORT ユーティリティーを使用することを計画してい
て、Q アプライ・プログラムを開始するユーザー ID が BINDADD 権限を
持っていない場合、Q アプライ開始前に以下のバインドを実行してくださ
い。
db2 bind @db2ubind.lst CONCURRENTACCESSRESOLUTION WAIT_FOR_OUTCOME
COLLECTION ASN

Sybase ターゲットの場合は必須: 次のように、カーソル固定 (CS) 分離レベルを使
用して Q アプライ・プログラムのパッケージを手動でフェデレーテッド・データベ
ースにバインドします。
db2 bind @qapply.lst isolation CS blocking all grant public

オプション : レプリケーション・アラート・モニター・パッケー
ジのバインド (Linux、UNIX、Windows)
Linux、UNIX、および Windows では、レプリケーション・アラート・モニター・プ
ログラムが初めてモニター・コントロール・サーバーに接続した時に、レプリケー
ション・アラート・モニター・パッケージが自動的にバインドされます。または、
いずれかの Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプライ・サーバーをモニターす
るように選択した場合は、そのサーバーに接続した時になります。手動でバインド
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を行ってバインド・オプションを指定するか、またはこれらのデータベースでの競
合が少ないと思われる時間に手動でパッケージをバインドすることができます。
手順
レプリケーション・アラート・モニター・パッケージをバインドするには、以下の
ようにします。
1. レプリケーション・アラート・モニターのバインド・ファイルが配置されている
ディレクトリーに変更します。
v Linux、UNIX: db2homedir/SQLLIB/bnd (db2homedir は、DB2 インスタンスの
ホーム・ディレクトリー)
v Windows: DB2_install_drive:¥...¥SQLLIB¥bnd
2. 各モニター・コントロール・サーバーについて、以下の手順を実行します。
a. 以下のコマンドを入力して、データベースに接続します。
db2 connect to database

ここで、database は Q アプライ・サーバーまたは Q キャプチャー・サーバ
ーです。
データベースがリモート・データベースとしてカタログされている場合は、
db2 connect to コマンドでユーザー ID とパスワードを指定する必要があり
ます。
b. 以下のコマンドを入力し、レプリケーション・アラート・モニター・パッケ
ージを作成してデータベースにバインドします。
db2 bind @asnmoncs.lst isolation cs blocking all grant public
db2 bind @asnmonur.lst isolation ur blocking all grant public

なお、cs はカーソル固定形式のリストを意味し、ur は非コミット読み取り
形式のリストであることを意味しています。
これらのコマンドは、パッケージを作成します。その名前は、asnmoncs.lst お
よび asnmonur.lst ファイル内で見つけることができます。
3. 現在モニターの対象としており、レプリケーション・アラート・モニターの接続
先となっているそれぞれのサーバーに接続し、以下のコマンドを入力し、レプリ
ケーション・アラート・モニター・パッケージを作成して、データベースにバイ
ンドします。
db2 bind @asnmonit.lst isolation ur blocking all grant public

この ur は非コミット読み取り形式のリストであることを意味しています。
このコマンドは、パッケージを作成します。その名前は、asnmonit.lst ファイル内
で見つけることができます。
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Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのコントロール表
の作成
データをパブリッシュまたは複製する前に、Q キャプチャー・プログラムまたは Q
アプライ・プログラム、あるいはその両方のコントロール表 を作成しなければなり
ません。コントロール表には、Q サブスクリプションとパブリケーションに関する
情報、メッセージ・キュー、稼働パラメーター、およびユーザー設定が保管されて
います。
作業を始める前に
v コントロール表を作成するサーバーに ASNCLP コマンド行プログラムまたはレ
プリケーション・センターが接続できなければなりません。
– DB2 と DB2 の間で複製を実行している場合は、管理ツールがソースおよびタ
ーゲット・サーバーに接続することが可能でなければなりません。
–

DB2 から非 DB2 サーバーに複製を実行している場合は、ツールがソース・
サーバー、DB2 フェデレーテッド・サーバー、および非 DB2 ターゲット・サ
ーバーに接続することが可能でなければなりません。

v 以下の WebSphere MQ オブジェクトの名前を把握しておかなければなりませ
ん。
Q キャプチャー・コントロール表
– Q キャプチャー・プログラムと連動するキュー・マネージャー。
– 管理キューとして機能するローカル・キュー。
– 再始動キューとして機能するローカル・キュー。
Q アプライ・コントロール表
– Q アプライ・プログラムと連動するキュー・マネージャー。
ヒント: ASNCLP の VALIDATE WEBSPHERE MQ ENVIRONMENT FOR コマンドを使用す
るか、またはレプリケーション・センターのコントロールを妥当性検査して、コ
ントロール表に指定するキュー・マネージャーおよびキューが存在し、そのプロ
パティーが正しいかどうかを確認します。
制約事項
パーティション・データベースの場合、コントロール表によって使用されるすべて
の表スペースは、カタログ・パーティション上にある単一パーティション表スペー
スになければなりません。
このタスクについて
Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプライ・プログラムの各インスタンスに
は、Q キャプチャー・スキーマまたは Q アプライ・スキーマで示される、コント
ロール表の独自のセットがあります。例えば、ASN1 というスキーマを含む、Q キ
ャプチャー・プログラムの稼働パラメーターを保管しているコントロール表は、
ASN1.IBMQREP_CAPPARMS という名前になります。
デフォルトで、コントロール表は z/OS 上の 2 つの表スペースに配置されます。1
つはページ・レベルのロッキングを必要とする表の表スペースで、もう 1 つは行レ
ベルのロッキングを必要とする表の表スペースです。 Linux、UNIX、および
第 4 章 データベースの構成 (Linux、UNIX、Windows)

57

Windows の場合、コントロール表はデフォルトで 1 つの表スペースに作成されま
す。各コントロール表が作成される場所をカスタマイズできます。さらに、既存の
表スペースを指定するか、あるいは新規の表スペースを作成できます。
フェデレーテッド・ターゲット: 非 DB2 ターゲットに複製を行っている場合は、
164 ページの『フェデレーテッド Q レプリケーションの Q アプライ・コントロー
ル表の作成』を参照してください。
ピアツーピア・レプリケーションの場合、Q キャプチャー・プログラムまたは Q
アプライ・プログラムはサーバーごとのペアとして実行されます。コントロール表
の両方のセットのスキーマは同じでなければなりません。
手順
Q キャプチャーまたは Q アプライのコントロール表を作成するには、次の方法の
いずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE CONTROL TABLES FOR コマンドを使用します。例え
ば、以下のコマンドは環境を設定し、SAMPLE データベースにコン
トロール表を作成し、ASN1 という Q キャプチャー・スキーマを
使用します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET QMANAGER "QM1" FOR CAPTURE SCHEMA;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
SET RUN SCRIPT LATER;
CREATE CONTROL TABLES FOR CAPTURE SERVER
USING RESTARTQ "ASN1.QM1.RESTARTQ"
ADMINQ "ASN1.QM1.ADMINQ" MEMORY LIMIT 64
MONITOR INTERVAL 600000;
CREATE コマンドは、再始動キューおよび管理キューを指定し、ト
ランザクションの構築に使用できるデフォルトのメモリー量を倍の
64 MB に増やし、パフォーマンス情報を記録するデフォルトのイン
ターバルを 600000 ミリ秒 (1 分) に減らします。

レプリケーション・セ 「コントロール表の作成」ウィザードを使用します。これらのウィ
ンター
ザードをオープンするには、「Q キャプチャー・サーバー」フォル
ダーを右マウス・ボタンでクリックして、「Q キャプチャー・コン
トロール表の作成」をクリックするか、または「Q アプライ・サー
バー」 フォルダーを右マウス・ボタンでクリックして、「Q アプ
ライ・コントロール表の作成」をクリックします。

異なるバージョンにおけるコントロール表の作成
(Linux、UNIX、Windows)
ご使用の DB2 バージョンより新しいバージョンのレプリケーションまたはパブリ
ッシングを使用できます。そのためには、DB2 のバージョンではなく、レプリケー
ションおよびパブリッシングのバージョンと一致するようにレプリケーション・コ
ントロール表を作成しなければなりません。例えば、レプリケーション・バージョ
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ン 9.7 を DB2 バージョン 9.5 データベースと一緒に使用する計画の場合、コント
ロール表はバージョン 9.7 にしなければなりません。
作業を始める前に
異なるバージョンにおいてコントロール表を作成するには、DB2 をアップグレード
することなく、レプリケーションまたはパブリッシング製品を最初にインストール
する必要があります。
このタスクについて
以下の図は、レプリケーション・センターが、バージョン 9.1 の DB2 上にバージ
ョン 9.7 の Q アプライ・コントロール表を作成する構成を示します。 ASNCLP
コマンド行プログラムを使用しても、異なるバージョンのコントロール表を指定で
きます。

図 8. DB2 とは異なるバージョンのレプリケーション・コントロール表の作成： バージョン 9.7 レプリケーション・
センターは、コントロール表を V9.7、V9.5、または V9.1 のいずれでも作成できます。この図では、レプリケーショ
ン・センターは V9.5 DB2 上にデフォルトの V9.5 コントロール表を作成しますが、V9.1 DB2 上には V9.7 コントロ
ール表を作成します。こうすると Q キャプチャー・プログラムのレベルは V9.5、Q アプライ・プログラムのレベル
は V9.7 です。ただし、Q キャプチャーのバージョンが Q アプライのバージョンより低いので、Q キャプチャーの互
換性は 0905 に設定しなければなりません。この設定では、Q キャプチャーは V9.5 メッセージを Q アプライに送信
し、V9.5 機能がサポートされます。

注: Q キャプチャーと Q アプライでコントロール表のバージョンが異なる場合、
IBMQREP_CAPPARMS コントロール表の COMPATIBILITY 列の値が Q キャプチ
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ャーが送信するメッセージのレベルを決定します。 Q キャプチャー・サーバーの互
換性レベルは、読み取り側の Q アプライ・プログラムのコントロール表のアーキテ
クチャー・レベル以下でなければなりません。この図では、Q キャプチャー・プロ
グラムとそのコントロール表のバージョンが 9.5 なので、Q キャプチャーの互換性
は 0905 に設定されています。この場合、Q キャプチャー・プログラムはバージョ
ン 9.5 メッセージを送信し、Q アプライがバージョン 9.7 であっても、2 つのプロ
グラムはバージョン 9.5 機能を使用します。
制約事項
v レプリケーションまたはパブリッシング製品のバージョンは、DB2 のバージョン
以降でなければなりません。 DB2 はバージョン 8.2 以降でなければなりませ
ん。
v コントロール表のバージョンはレプリケーションまたはパブリッシング製品のバ
ージョンに一致している必要があります。
v DB2 for z/OS では、コントロール表のバージョンを指定することはサポートされ
ません。 z/OS の場合、レプリケーション・センターは常に、レプリケーショ
ン・センターが実行されている DB2 クライアントのバージョンと一致するコン
トロール表を作成します。コントロール表の作成には、z/OS 上のレプリケーショ
ンおよびパブリッシング製品に付属しているサンプル SQL を使用することもで
きます。
v 一部のレプリケーションおよびパブリッシング機能は、DB2 レベルに依存してい
ます。例えば、ソース DB2 がバージョン 9.7 以降の場合、複製できるのは圧縮
表または範囲パーティション表だけです。DB2 は、ログ・レコードを Q キャプ
チャー・プログラムに渡す前に解凍します。データは、ソースからターゲットに
解凍された状態で渡され、ターゲットは圧縮セットを持つ必要はありません。
手順
異なるバージョンでコントロール表を作成するには、以下のいずれかの方法を使用
します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

以下の例のように、CREATE CONTROL TABLES FOR コマンドで
version キーワードを使用してバージョンを指定します。
CREATE CONTROL TABLES FOR CAPTURE SERVER USING
RESTARTQ "ASN1.QM1.RESTARTQ" ADMINQ "ASN1.QM1.ADMINQ"
version 9.5

レプリケーション・セ 「Q キャプチャー・コントロール表の作成」ウィザードまたは「Q
ンター
アプライ・コントロール表の作成」ウィザードの「サマリー
(Summary)」ページで、Q キャプチャーまたは Q アプライ・バージ
ョンのリストの横にある「変更」をクリックします。「コントロー
ル表のバージョン変更 (Change Control Table version)」ウィンドウ
で、バージョンを指定します。
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以前のバージョンの、またはリモートの DB2 データベースの構成
旧バージョンの DB2 データベースを対象にして InfoSphere Replication Server また
は Data Event Publisher を構成し、それらの既存のデータベースをマイグレーショ
ンしないで最新のレプリケーション機能を使用できるように設定できます。また、
DB2 データベースをホストするサーバーとは異なるサーバーで InfoSphere
Replication Server または Data Event Publisher を実行するように構成することも可
能です。両方の構成で、同様の手順を使用します。
InfoSphere Replication Server と旧バージョンの DB2 を組み合わせた場合の基本構
成を以下の図に示します。この例では、InfoSphere Replication Server バージョン
9.5 と DB2 バージョン 8.2 を使用しています。

図 9. Replication Server と以前のバージョンの DB2 データベースとの構成

リモート DB2 データベースを使用した場合の基本構成を以下の図に示します。

図 10. リモート DB2 データベースを使用した構成
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作業を始める前に
以前のバージョンの DB2 データベースと同じシステム上で新しいバージョンの
Replication Server または Data Event Publisher を使用することを予定している場合
は、インストール・シナリオを読んで、インストール時の重要な考慮事項を確認し
てください。
Q アプライとは異なるバージョンまたはリリースの Q キャプチャーを使用するこ
とを予定している場合は、バージョン 9.7 の Q レプリケーションおよびイベン
ト・パブリッシングの共存サポートを参照してください。
このタスクについて
Replication Server または Data Event Publisher をインストールした場合、既存の
DB2 が以前のバージョンであっても、既存の DB2 データベースはアップグレード
されません。 InfoSphere Replication Server または Data Event Publisher をインスト
ールして、ライセンス交付を受けた後であれば、レプリケーション・プログラム
は、データベースが別の DB2 インスタンスまたは別のシステムにあるかどうかに
かかわりなく、同じリリース以下のどの DB2 データベース (最低でバージョン
8.2) とも連動できます。インストールの一部として新しい DB2 インスタンスが作
成されますが、その新しい DB2 インスタンスを開始する必要もなければ、そのイ
ンスタンスの中でデータベースを作成する必要もありません。
バージョン混合またはリモート・レプリケーション構成の場合、以下の追加のステ
ップが必要です。
v 以前の、またはリモート DB2 データベースおよびノードは、レプリケーショ
ン・プログラムを含むインスタンスでカタログする必要があります。
v バージョン混合の構成では、レプリケーション・コントロール表を作成して、レ
プリケーション・プログラムの上位レベルのバージョンと一致させる必要があり
ます。
v バージョン混合の構成では、最新のレプリケーション・プログラムでインストー
ルされた上位レベルの DB2 のインスタンス所有者が、以前のバージョンの DB2
の DB2 ログを読み取る権限を持っている必要があります。
制約事項
レプリケーション管理ツールは、DB2 for Linux、UNIX、および Windows のバージ
ョン 10.1 上で、ソース・データベースまたはターゲット・データベースについて
の、バージョン 10.1 より前のコントロール表は作成しません。
Q キャプチャーまたは Q アプライを DB2 と同じローカル環境に配置する場合
v DB2 for Linux, UNIX, and Windows の圧縮表またはパーティション表か
らのレプリケーションは、DB2 バージョン 9.7 以降でのみサポートされ
ています。DB2 は、ログ・レコードを Q キャプチャー・プログラムに渡
す前に解凍します。データは、ソースからターゲットに解凍された状態で
渡され、ターゲットは圧縮セットを持つ必要はありません。
v ロード操作を複製するには、ソース・データベースと Q キャプチャーを
z/OS では APAR PK78558 以降、Linux、UNIX、Windows ではバージョ
ン 9.7 以降にする必要があります。
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Q キャプチャーまたは Q アプライを DB2 とは異なるリモート環境に配置する場
合
v Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、ソース・デー
タベース、およびターゲット・データベースは、同じ Linux、UNIX、ま
たは Windows プラットフォーム上にあり、すべて同じビット・アーキテ
クチャー (例えば、32/32 ビットまたは 64/64 ビットなど) を使用してい
る必要があります。
v レプリケーション管理ツールを使用してキューのリストを生成したりキュ
ーを検証したりすることはできません。
v リモート Q キャプチャー・プログラムが実行されるシステムのエンディ
アンおよびコード・ページは、ソース・データベースおよびオペレーティ
ング・システムのエンディアンおよびコード・ページと一致しなければな
りません。
手順
1.

Replication Server または Data Event Publisher をインストールし、インストー
ラーの指示に従ってインスタンスを作成します。 これらの製品は、以前の DB2
バージョン (最低でバージョン j8.2) と同じシステムにインストールすること
も、リモート・システムにインストールすることもできます。

2. CATALOG NODE および CATALOG DATABASE コマンドを使用して、新しいインスト
ール済みインスタンスの、ソースまたはターゲットである DB2 ノードおよびデ
ータベースをカタログします。 レプリケーションまたはイベント・パブリッシ
ングによって使用される DB2 インスタンスから DB2 コマンド・ウィンドウを
開き、以前のバージョンの、またはリモートのデータベースのノードおよびデー
タベースをカタログします。
3. レプリケーション・プログラムおよびパブリッシング・プログラムによって使用
される asnpwd パスワード・ファイルを作成します。
4. ソース・データベースまたはターゲット・データベースが Q キャプチャーまた
は Q アプライより低いバージョンの場合、ASNCLP またはレプリケーション・
センターを使用して、レプリケーション・プログラムのバージョンと一致するレ
プリケーション・コントロール表を作成します。
5. レプリケーション・センターまたは ASNCLP を使用して、キュー・マップと Q
サブスクリプションを作成します。
6. データベースをレプリケーション・ソースにする場合は、Q キャプチャー・プロ
グラムがソースに接続する際に使用するユーザー ID に SYSADM または
DBADM 許可を付与します。これにより、Q キャプチャー・プログラムに DB2
ログ・レコードを取り出す許可が与えられます。
7. 新しいバージョンか、リモート・システム上の同じバージョンかに関係なく、Q
キャプチャーと Q アプライをレプリケーション・インスタンスから開始しま
す。 例えば、CATALOG DATABASE コマンドで指定した、以前のまたはリモートの
DB2 データベースの別名を指定して、新しくインストールされたインスタンス
からレプリケーションを開始します。
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第 5 章 単一方向 Q レプリケーションのセットアップ
単一方向レプリケーションでは、ソース表からターゲット表への単一の方向でデー
タを複製したり、ストアード・プロシージャーを使用してターゲットでデータを操
作したりできます。 Q サブスクリプションのターゲットは、DB2 サーバーまたは
非 DB2 サーバーのいずれかとなります。
Q キャプチャー・プログラムは、ソース表からトランザクションを複製し、このト
ランザクションを圧縮形式で送信キューに書き込みます。その後、Q アプライ・プ
ログラムが受信キューから圧縮メッセージを受け取り、トランザクションをターゲ
ット表に適用するか、ストアード・プロシージャーに渡します。

単一方向レプリケーション
単一方向レプリケーションでは、データをソース表からターゲット表またはストア
ード・プロシージャーに複製します。
単一方向レプリケーションは、以下の特性のある Q レプリケーション構成です。
v ソース表で生じたトランザクションは、WebSphere MQ キューを使用してターゲ
ット表に複製されるか、データ操作のために入力パラメーターとしてストアー
ド・プロシージャーに渡されます。
v ターゲット表で生じたトランザクションは、ソース表に複製されて戻されること
はありません。
v 通常、ターゲット表は読み取り専用ですが、そうでない場合、Q アプライ・プロ
グラム以外のアプリケーションで更新されることはありません。
Q キャプチャー・プログラムは、ソース表からトランザクションを複製し、このト
ランザクションを圧縮形式で送信キューに書き込みます。その後、Q アプライ・プ
ログラムが受信キューから圧縮メッセージを受け取り、トランザクションをターゲ
ット表 (DB2 表または DB2 フェデレーテッド・サーバー上のニックネームのいず
れか) に適用するか、ストアード・プロシージャーに渡します。
どのソース表からでも、すべての列と行あるいは列と行のサブセットだけのいずれ
でも複製できます。データを変換する場合、Q アプライ・プログラムを指定して、
ソース表からトランザクションを入力パラメーターとして規定のストアード・プロ
シージャーに受け渡すことができます。ストアード・プロシージャーは、DB2 また
は非 DB2 サーバーいずれかのデータを更新できます。
単一方向レプリケーションでは、以下のオブジェクトがサーバー間にあります。
レプリケーション・キュー・マップ
少なくとも 1 つのレプリケーション・キュー・マップを作成し、ソース・
サーバーにある Q キャプチャー・プログラムから、ターゲット・サーバー
(あるいは非 DB2 ターゲット表に複製する場合には DB2 フェデレーテッ
ド・サーバー) にある Q アプライ・プログラムにデータを転送しなければ
なりません。
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Q サブスクリプション
ソース表とターゲット表のペアごとまたはソース表とストアード・プロシー
ジャーのペアごとに 1 つの Q サブスクリプションがあります。例えば、
SERVER_RED にソース表、SERVER_GREEN にターゲット表、そして、
SERVER_BLUE に別のターゲット表がある場合、以下のように 2 つの Q
サブスクリプションがあります。
v SERVER_RED 上のソース表から SERVER_GREEN 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
v SERVER_RED 上のソース表から SERVER_BLUE 上のターゲット表への
Q サブスクリプション。
図 11 は、単一方向レプリケーションで 3 つのソース表を同時に 3 つのターゲット
表にマッピングする場合に入手するものを示しています。この例では、3 つの別個
の Q サブスクリプションが存在します。ソース A からの変更はターゲット A に
複製され、ソース B からの変更はターゲット B に複製され、それ以降も同様にな
ります。ソース A からの変更をターゲット B に複製することはできません。この
ソースとターゲットの対は同一のレプリケーション・キュー・マップ、Q キャプチ
ャー・プログラム、および Q アプライ・プログラムを使用します。

図 11. 単一方向レプリケーションを行う複数の Q サブスクリプション： 単一方向レプリケ
ーションで、各ソース表からの変更は WebSphere MQ キューで、特定のターゲット表に複製
します。
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レプリケーション・キュー・マップと Q サブスクリプションのグループ化
Q サブスクリプションとレプリケーション・キュー・マップを定義する前に、まず
Q サブスクリプションとレプリケーション・キュー・マップをどのようにグループ
化するかを計画する必要があります。
各 Q サブスクリプションでは、単一のソース表が、単一のターゲット表またはスト
アード・プロシージャーと組み合わせられます。Q サブスクリプションを定義する
際は、ソース表からターゲット表またはストアード・プロシージャーへのデータの
転送に使用するレプリケーション・キュー・マップも定義する必要があります。
特に、各レプリケーション・キュー・マップは、Q キャプチャー・プログラムが変
更を送信する WebSphere MQ キューと、Q アプライ・プログラムが、変更をター
ゲット表に適用したり、ストアード・プロシージャーに渡したりする前に、それら
の変更の受信元の WebSphere MQ キューを識別します。 単一のレプリケーショ
ン・キュー・マップを、複数の Q サブスクリプションのデータの転送に使用できる
ため、どの Q サブスクリプションが同一のレプリケーション・キュー・マップを使
用してデータを転送するかを決定する必要があります。
Q サブスクリプションとレプリケーション・キュー・マップをグループ化する場合
は、以下の規則に従います。
v WebSphere MQ キューを、複数の Q キャプチャー・プログラムまたは複数の Q
アプライ・プログラムで共有することはできません。
v 単一の Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプライ・プログラムが、複数の
キューに対して読み取りや書き込みを行えます。例えば、単一の Q キャプチャ
ー・プログラムが、多数の送信キューにデータを書き込むことができ、単一の Q
アプライ・プログラムが、多数の受信キューからデータを読み取って適用するこ
とができます。
v Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのペアとの間に、1 つ
以上のレプリケーション・キュー・マップを作成できます。各 Q キャプチャ
ー・プログラムと Q アプライ・プログラムは、複数のレプリケーション・キュ
ー・マップを処理できます。例えば、単一の Q キャプチャー・プログラムが、
複数の送信キューにメッセージを送信することができ、Q アプライ・プログラム
が、複数の受信キューからメッセージを取り込むことができます。

Q キャプチャー・プログラムによる送信キューの処理方法
レプリケーション・キュー・マップの場合、Q キャプチャー・プログラムは、アク
ティブ Q サブスクリプションが存在するすべての表の変更をキャプチャーします。
Q キャプチャー・プログラムはこれらの変更を、データベース・ログから、対応す
るコミット・レコードまたはアボート・レコードを読み取るまでメモリー内に保管
します。その後 Q キャプチャー・プログラムは、コミットされたトランザクション
に関する情報を、その Q サブスクリプションで定義されているすべての送信キュー
に送信します。

Q アプライ・プログラムによる受信キューの処理方法
Q アプライ・プログラムは、特定の Q アプライ・スキーマに対して定義されたす
べての受信キューに対してブラウザー・スレッドを開始します。ブラウザーごと
に、Q アプライのブラウザー・スレッドが受信キューから読み取るトランザクショ
第 5 章 単一方向
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ン・メッセージが、定義したエージェント最大数までの 1 つ以上の Q アプライ・
エージェントによって適用されます。受信キューに関しては、トランザクション間
にユニーク制約や外部キー間の関係に基づく従属関係がある場合、トランザクショ
ンは直列で実行されます。トランザクション間に制約の従属関係がない場合、トラ
ンザクションは可能な限り並列で実行されます。

類似した Q サブスクリプションのレプリケーション・キュー・マッ
プによるグループ化の提案
一般的に、1 つ以上のアプリケーションによるトランザクションに関係する表につ
いては、それらの表に対して Q サブスクリプションを作成して、共通のレプリケー
ション・キュー・マップがそれらの表すべてによって共有されるようにする必要が
あります。類似した Q サブスクリプションを同一のレプリケーション・キュー・マ
ップによってグループ化すれば、Q アプライ・プログラムがデータをターゲット表
に適用したり、ストアード・プロシージャーに渡したりする際に、トランザクショ
ンのデータ整合性が保証されます。 Q アプライ・プログラムは、すでにこれらのト
ランザクションの変更を並列で適用しているので、データのアプライの並列性を高
めるために複数のレプリケーション・キュー・マップを作成する必要はありませ
ん。
独立したレプリケーション・キュー・マップによってデータを送信する関連トラン
ザクションに関係する Q サブスクリプションを定義している場合、Q キャプチャ
ー・プログラムは複数の送信キューの間でデータを分割します。受信キューに関連
付けられた複数の Q アプライ・ブラウザーが独立してデータを適用します。
従属関係のある Q サブスクリプションは、同一のレプリケーション・キュー・マッ
プを共有する必要があります。受信キューの Q アプライ・ブラウザーはトランザク
ション間の従属関係を検出するため、従属表を含むすべての Q サブスクリプション
は同じ受信キューを使用する必要があります。従属トランザクションが異なるレプ
リケーション・キュー・マップによって異なる受信キューに送信されると、ターゲ
ット・データベースから、ソース・データベースとのトランザクションの整合性が
失われる可能性があります。
複数のアプリケーションがソース・サーバーを更新しているが、これらが同一の表
を更新することはない場合、ソース・サーバーからターゲット・サーバーにデータ
を複製するための単一の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラム
のペアを構成する場合は、この Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プロ
グラムのペアが使用する複数のレプリケーション・キュー・マップを定義すること
を検討できます。各アプリケーションのトランザクションと関連した Q サブスクリ
プションはすべて、これらのいずれかのレプリケーション・キュー・マップによっ
て複製されます。このような構成には、障害分離やスループットの向上などの利点
があります。それぞれ独自のレプリケーション・キュー・マップを持つ Q キャプチ
ャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのペアを複数構成すれば、さらに高い
スループットと障害分離が得られる可能性があります。ただし、これらの利点を、
CPU 使用量が増えること、およびレプリケーション環境がさらに複雑になることと
比較してバランスを取る必要があります。
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レプリケーション・キュー・マップの作成
Q サブスクリプションを作成する際、各 Q サブスクリプションをレプリケーショ
ン・キュー・マップと関連付けることによって、データの送信に使用する
WebSphere MQ キューを指定します。レプリケーション・キュー・マップは、Q サ
ブスクリプションを作成する前、または Q サブスクリプションの作成中のステップ
の 1 つとして作成することができます。
作業を始める前に
v レプリケーション・キュー・マップおよび Q サブスクリプションをグループ化
する方法を計画します。
v Q サブスクリプションのソース表があるサーバー上に、Q キャプチャー・プログ
ラムのコントロール表を作成します。
v Q サブスクリプションのターゲット表があるサーバー上に、Q アプライ・プログ
ラムのコントロール表を作成します。
v WebSphere MQ で適切なオブジェクトを定義していることを確認します。
制約事項
Q レプリケーションとイベント・パブリッシングの両方に対して同じ送信キューを
使用することはできません。なぜなら、送信キューは圧縮メッセージ (Q レプリケ
ーション用) か XML メッセージ (イベント・パブリッシング用) のどちらかをトラ
ンスポートすることはできますが、両方をトランスポートすることはできないため
です。
手順
レプリケーション・キュー・マップを作成するには、次の方法のいずれかを使用し
ます。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE REPLQMAP コマンドを使用します。例えば、以下に示す
コマンドは、環境を設定して、レプリケーション・キュー・マップ
SAMPLE_ASN1_TO_TARGET_ASN1 を作成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
SET SERVER TARGET TO DB TARGET;
SET APPLY SCHEMA ASN1;
SET RUN SCRIPT LATER;
CREATE REPLQMAP
SAMPLE_ASN1_TO_TARGET_ASN1 USING
ADMINQ "ASN1.QM1.ADMINQ"
RECVQ "ASN1.QM1_TO_QM2.DATAQ"
SENDQ "ASN1.QM1_TO_QM2.DATAQ"
NUM APPLY AGENTS 8 HEARTBEAT INTERVAL 5;
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方法

説明

レプリケーション・セ 「レプリケーション・キュー・マップの作成」ウィンドウを使用し
ンター
ます。「Q サブスクリプションの作成」ウィザードの「サーバー」
ページからこのウィンドウをオープンするか、オブジェクト・ツリ
ーから適切な Q キャプチャー・スキーマまたは Q アプライ・スキ
ーマを展開し、「レプリケーション・キュー・マップ」フォルダー
を右クリックして「作成」を選択します。

ヒント: いずれかのレプリケーション管理ツールを使用することにより、レプリケ
ーション・キュー・マップに指定する送信キュー、受信キュー、および管理キュー
の妥当性検査を実行できます。また、キューとキューの間でテスト・メッセージを
送信することもできます。妥当性検査をするには、ASNCLP で VALIDATE WSMQ
ENVIRONMENT FOR コマンドを使用するか、レプリケーション・センターの「レ
プリケーション・キュー・マップの作成」ウィンドウで、「キューの妥当性検査」
をクリックします。テスト・メッセージを送信するには、ASNCLP で VALIDATE
WSMQ MESSAGE FLOW FOR REPLQMAP コマンドを使用するか、レプリケーシ
ョン・センターの「WebSphere MQ キューの妥当性検査」ウィンドウを使用しま
す。
レプリケーション・キュー・マップを作成する場合、以下のオプションを指定でき
ます。
送信キュー
Q キャプチャー・プログラムがソース・トランザクションおよび通知メッ
セージを送信する WebSphere MQ キュー。レプリケーション・キュー・マ
ップを定義する際、圧縮メッセージを転送するように構成されている送信キ
ューを選択する必要があります。
受信キュー
Q アプライ・プログラムのソース・トランザクションおよび通知メッセー
ジの受信元 WebSphere MQ キュー。
管理キュー
Q キャプチャー・プログラムに制御メッセージを送信するために Q アプラ
イ・プログラムが使用するキュー。このキュー上で Q アプライ・プログラ
ムが送信するメッセージにはいくつかの目的があります。例えば、Q キャ
プチャー・プログラムにメッセージの送信の開始を命令する、ターゲット表
のロード・プロセスを開始する、などです。
最大メッセージ長
Q キャプチャー・プログラムがこの送信キューに置けるメッセージの最大
サイズ (KB)。この最大メッセージ長は、キューまたはキュー・マネージャ
ーに対して定義される WebSphere MQ 最大メッセージ・サイズ属性
(MAXMSGL) 以下でなければなりません。
キュー・エラー・アクション
送信キューが (例えばキューが満杯であるなどの) エラーが原因でメッセー
ジを受け入れられなくなった場合に、Q キャプチャー・プログラムが取る
アクション。
v 実行を停止する
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v エラーのキューにメッセージを置くことを停止するが、他のキューには引
き続きメッセージを置く
Q アプライ・エージェントの数
Q アプライ・プログラムがこの受信キューからのトランザクションを並行
して適用するために使用するスレッド、またはエージェントの数。ソース表
から受信した順にトランザクションを適用することを要求するには、Q ア
プライ・エージェントを 1 つだけ指定します。変更を並行してターゲッ
ト・サーバーに適用するには、複数の Q アプライ・エージェントを指定し
ます。
Q アプライの最大メモリー使用量
Q アプライ・プログラムがこの受信キューからのメッセージのバッファー
として使用するメモリーの最大量 (MB)。
ハートビート・インターバル
複製トランザクションがないときに、Q キャプチャー・プログラムが依然
実行中であることを Q アプライ・プログラムに知らせるために、Q キャプ
チャー・プログラムがこのキュー上でメッセージを送信する頻度 (秒単位)。
ハートビートは、ハートビート・インターバルが満了した後の最初のコミッ
ト・インターバルで送信されます。値 0 を指定すると、Q キャプチャー・
プログラムはハートビート・メッセージを送信しません。
このハートビート・インターバルは、WebSphere MQ チャネルに定義でき
る WebSphere MQ パラメーター HBINT (ハートビート・インターバル) と
は異なります。

単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションの作成
Q レプリケーションでは、Q サブスクリプションを作成することにより、ソース表
からターゲット表へのデータの複製をセットアップしたり、ストアード・プロシー
ジャーを使用してターゲットでデータを操作したりできます。Q サブスクリプショ
ンは、ソース対ターゲットの各ペアに対して作成する必要があります。 Q サブスク
リプションのターゲットは、DB2 サーバーまたは非 DB2 サーバーのいずれかとな
ります。
各 Q サブスクリプションは、以下の情報を識別する単一のオブジェクトです。
v 変更の複製元にするソース表
v 変更内容の複製先とするターゲット表またはストアード・プロシージャー
v 複製するソース表の列および行
v レプリケーション・キュー・マップ。これは、ソース・サーバーとターゲット・
サーバーの間で情報を転送する WebSphere MQ キューを指定する。
一度に 1 つ以上の Q サブスクリプションを作成できます。
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重要: Q サブスクリプションはパブリケーションとは異なる別個のオブジェクトで
す。パブリケーションでは、データは Q アプライ・プログラムに対してではなく、
ユーザーが選択したアプリケーションに対してパブリッシュされます。 Q サブスク
リプションは、データを複製するためのものであり、パブリケーションは、データ
をパブリッシュするためのものです。ソース表の変更内容を複製し、Q アプライ・
プログラムによってそれらのソースの変更内容をターゲット表に適用したり、デー
タ操作のためにストアード・プロシージャーに渡したりする場合は、パブリケーシ
ョンではなく、Q サブスクリプションを定義してください。

ターゲット・オブジェクト・プロファイルの作成
レプリケーション・センターまたは ASNCLP コマンド行プログラムでプロファイ
ルを作成して、管理ツールによってターゲット・サーバーに作成されるオブジェク
トの独自のデフォルト命名規則を指定することができます。
このタスクについて
以下のオブジェクトのプロファイルを作成することができます。
レプリケーション・センター
ターゲット表、表スペース (DB2 以外のターゲットの場合はそれに相当す
るもの)、索引、およびニックネーム
ASNCLP
表スペースまたは索引
管理ツールは、作成されるオブジェクトの命名の際に、ターゲット・オブジェク
ト・プロファイルに含まれる命名規則を使用します。
手順
ターゲット・オブジェクト・プロファイルを作成するには、次の方法のいずれかを
使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

SET PROFILE コマンドを使用して、ASNCLP プログラムによって
作成される表スペースまたは索引のカスタム・パラメーターを指定
します。例えば、以下のコマンドは環境を設定し、表 (ページ固定
機構に従う) の索引オプションを設定するプロファイル
TBSPROFILE を作成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET PROFILE TBSPROFILE FOR OBJECT
PAGE LOCK INDEX OPTIONS ZOS
DB TARGETDB STOGROUP MYSTOGROUPPRIQTY
PERCENT OF SOURCE 70;
SET PROFILE コマンドを発行した後、プロファイルの名前をタス
ク・コマンドで指定することにより、プロファイルをタスク・コマ
ンドと関連付けることができます。
プロファイルの有効範囲は、現行セッションの間のみ続きます。い
ったん ASNCLP セッションを終了すると、プロファイル情報は次
のセッションのために保存されません。
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方法

説明

レプリケーション・セ 「ターゲット・オブジェクト・プロファイルの管理」ノートブック
ンター
を使用します。このノートブックをオープンするには、オブジェク
ト・ツリーの Q アプライ・サーバーを右クリックし、「ターゲッ
ト・オブジェクト・プロファイルの管理」をクリックします。
レプリケーション・センターには、デフォルトのターゲット・オブ
ジェクト・プロファイルがあります。このターゲット・オブジェク
ト・プロファイルは、Q サブスクリプションを新規作成するときに
変更またはオーバーライドすることができます。既存のオブジェク
トは、リネームされません。
レプリケーション・センターは、各ターゲット・サーバーごとに、1
つのターゲット・オブジェクト・プロファイルを保管します。 Q
サブスクリプションを作成するとき、レプリケーション・センター
は、ターゲット・サーバーのプロファイルを使用し、ターゲット表
の所有者と名前を決定します。その所有者と名前をもつ表がある場
合、レプリケーション・センターは Q サブスクリプションのター
ゲットを既存の表として使用します。その所有者と名前をもつ表が
ない場合、レプリケーション・センターはその所有者と名前をもつ
表を作成します。
ターゲット・オブジェクトの命名規則は、以下の 3 つの部分から構
成されています。
v 接頭部
v ベース (関連データベース・オブジェクトまたはタイム・スタン
プの名前のいずれか)。
v 接尾部
ターゲット表を新規の表スペースまたは既存の表スペースのどちら
に作成するかも指定できます (DB2 以外のターゲットの場合は DB
スペース)。ターゲット・サーバーが z/OS 上の DB2 サブシステム
である場合、ターゲット表の表スペースで使用するパーティショニ
ングはソース表の表スペースと同一でなければならないかどうかな
ど、表スペースの稼働パラメーターを指定できます。
これらのオブジェクト名の短縮形規則を定義することもできます。
オブジェクト名 (接頭部、ベース、接尾部) が、オペレーティン
グ・システムの最大長を超えると、短縮形規則は、レプリケーショ
ン・センターに名前がオペレーティング・システムの許容する最大
長になるように、左または右のいずれかから、名前のベースを短縮
するように指示します。

単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションの作成
単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成することにより、ソース
表のデータを、ターゲット表に複製する方法、またはデータ操作のためにストアー
ド・プロシージャーのパラメーターに渡す方法を定義できます。
作業を始める前に
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v レプリケーション・キュー・マップおよび Q サブスクリプションをグループ化
する方法を計画します。
v Q サブスクリプションのソース表があるサーバーに、Q キャプチャー・プログラ
ムのコントロール表を作成します。
v Q サブスクリプションのターゲットがあるサーバーに、Q アプライ・プログラム
のコントロール表を作成します。
v レプリケーション・キュー・マップを作成することにより、複製用のキューとそ
れらの属性を指定します。 (このタスクは、Q サブスクリプションを作成する前
か、Q サブスクリプションを作成する際に行うことができます。)
v Q アプライ・プログラムによって、ソースの変更をターゲット表にではなく、ス
トアード・プロシージャーに渡す場合は、ストアード・プロシージャーを作成し
ます。
制約事項
v ビューを Q サブスクリプションのソースまたはターゲットにすることはできま
せん。
v ターゲット表の IDENTITY 列を GENERATED ALWAYS と定義することはでき
ません。

v ROWID 列がレプリケーションで指定されている唯一のユニーク索引である場合
を除いて、レプリケーションで ROWID 列を選択しないでください。双方向また
はピアツーピア・レプリケーションでは ROWID 列のレプリケーションがサポー
トされていません。
推奨: レプリケーションのユニーク索引には、ROWID 列ではなく IDENTITY 列
を使用してください。
LOB 列を複製している場合は ROWID ユニーク索引の他にユニーク索引がもう
1 つ必要です。

v 複数パーティション・データベースからのレプリケーションがサポートされてい
ます。 レプリケーションがサポートするパーティション数には制限がありませ
ん。
v 値の圧縮または行の圧縮を使用する表からのレプリケーションがサポートされて
います。DB2 は、ログ・レコードを Q キャプチャー・プログラムに渡す前に解
凍します。データは、ソースからターゲットに解凍された状態で渡され、ターゲ
ットは圧縮セットを持つ必要はありません。
v マテリアライズ照会表 (MQT) からのレプリケーションがサポートされていま
す。
手順
1 つのソース表から 1 つのターゲット表、またはストアード・プロシージャーへの
単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成するには、次の方法のい
ずれかを使用します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE QSUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは
環境を設定し、単一方向レプリケーションの Q サブスクリプショ
ン EMPLOYEE0001 を作成します。それには次の特性があります。
v レプリケーション・キュー・マップは
SAMPLE_ASN1_TO_TARGETDB_ASN1。
v Q アプライ・プログラムは、EXPORT および IMPORT ユーティ
リティーを使ってターゲット表をロードします。
v 行の固有性を決定するレプリケーションのキー列として EMPNO
列を使用します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
SET SERVER TARGET TO DB TARGET;
SET APPLY SCHEMA ASN1;
SET RUN SCRIPT LATER;
CREATE QSUB USING REPLQMAP
SAMPLE_ASN1_TO_TARGETDB_ASN1
(SUBNAME EMPLOYEE0001 EMPLOYEE OPTIONS
HAS LOAD PHASE I TARGET NAME
TGTEMPLOYEE KEYS (EMPNO) LOAD TYPE 2)

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用します。ウィザ
ンター
ードをオープンするには、該当する Q キャプチャーまたは Q アプ
ライ・スキーマを展開し、「Q サブスクリプション」フォルダーを
右クリックして、「作成」を選択します。
ウィザードを使用することにより、1 つ以上の Q サブスクリプシ
ョンを作成することができます。
「行と列」ページ
一度に複数の Q サブスクリプションを作成する場合、レ
プリケーション・センターは、各ソース表のすべての列お
よび行を複製するものとみなします。ウィザードの「Q サ
ブスクリプションの検討」ページで、ソースの列および行
のサブセットだけが複製されるように個々の Q サブスク
リプションを変更できます。
「ターゲット表」ページ
一度に複数の Q サブスクリプションを作成する場合は
「ターゲット表」ページを使ってターゲット・オブジェク
ト・プロファイルを検討できます。必要に応じてプロファ
イルを変更し、Q サブスクリプション用のターゲット表を
ニーズに合わせるようにします。
ターゲット・オブジェクト・プロファイルによって、既存
のターゲット表が使用されるか、または新しく作成される
かが決まります。レプリケーション・センターは、プロフ
ァイルで定義されている命名スキーマに一致するオブジェ
クトを探し、なければそのオブジェクトを作成します。
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Q サブスクリプションのソース列 (単一方向レプリケーション)
デフォルトでは、Q サブスクリプションを作成すると、ソース表にあるすべての列
の変更が、ターゲット表またはストアード・プロシージャーに複製されます。しか
し、単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場合は、ソース
表にあるすべての列ではなく、列のサブセットを複製することができます。
以下の状況では、列のサブセットを複製することができます。
v ソース表にある列のすべてを、ターゲット表やストアード・プロシージャーで利
用可能にはしたくない。
v Q サブスクリプションのターゲットが、ソース表に定義されているデータ・タイ
プのすべてをサポートしているわけではない。
v ターゲット表がすでに存在し、それに含まれている列が、ソース表より少ない。
図 12 は、列のサブセットの複製方法を示しています。

図 12. 単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションにおける列のサブセット化： レ
プリケーション用に列 A および C のみが選択されている。ソース表からターゲット表へ行
が複製されるとき、Q キャプチャー・プログラムは列 A および C の値のみを複製する。

列のサブセットを複製する場合は、ターゲットに複製するソース列のみを選択しま
す。単一の Q サブスクリプションを作成する場合は、管理ツールに、ソース表から
列のサブセットを複製する方法のオプションが示されます。
レプリケーション・センターで複数の Q サブスクリプションを一度に作成する場合
は、「Q サブスクリプションの作成」ウィザードの「レビュー」ページで、列をサ
ブセット化する個々の Q サブスクリプションを選択し、その Q サブスクリプショ
ンのプロパティーを編集してください。
重要 (LOB 列の場合): Q サブスクリプションに対して LOB データ・タイプを含
む列を選択する場合は、ソース表が少なくとも 1 つの固有のデータベース制約 (例
えば、ユニーク索引や主キー) を強制していることを確認してください。Q サブス
クリプションに対して、この一意性のプロパティーを構成する列を選択する必要は
ありません。

Q キャプチャー・プログラムがメッセージを送信する頻度 (単一方
向レプリケーション)
Q サブスクリプションを作成する際に、Q キャプチャー・プログラムが Q アプラ
イ・プログラムにメッセージを送信するタイミングを指定できます。 Q キャプチャ
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ー・プログラムは、Q サブスクリプションの一部である列が変更された場合のみ、
またはソース表内の列が変更されるたびに、メッセージを送信できます。
以下のセクションでは、Q キャプチャー・プログラムによってメッセージが送信さ
れることになる、2 つの異なるタイプのイベントについて説明します。
v 『Q サブスクリプションの列が変更されたときにのみメッセージを送信する』
v 『ソース表が変更されるたびにメッセージを送信する』
ソース表にあるすべての列を複製する場合、これらの 2 つのオプションの結果は、
同じアクションとなります。

Q サブスクリプションの列が変更されたときにのみメッセージを送信
する
デフォルトで、Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプション用に選択し
た列に変更があった場合にのみメッセージを送信します。
例えば、ソース表に 100 の列があり、それらの列うちの 25 の列を、Q サブスクリ
プションで複製する列として選択しているとします。 Q サブスクリプションの列が
変更された場合にのみメッセージを送信することを指定している場合は、Q サブス
クリプションの一部である 25 の列のいずれかに変更が加えられると、Q キャプチ
ャー・プログラムがメッセージを送信します。 Q サブスクリプションの一部ではな
い 75 の列のいずれかに変更が加えられても、Q キャプチャー・プログラムはメッ
セージを送信しません。
推奨: ソース表の中の Q サブスクリプションの対象ではない列が頻繁に変更される
場合は、Q サブスクリプションの対象である列の変更のみを複製してください。こ
のオプションは、ソース表で発生するすべての変更の履歴を保持するのは望ましく
ない場合に使用してください。このオプションは、キューを介して送信されるデー
タの量を最小化します。

ソース表が変更されるたびにメッセージを送信する
ソース表で変更が発生するたびに Q キャプチャー・プログラムがメッセージを送信
するよう Q サブスクリプションを定義できます。ソース表の列のサブセットのみを
複製している場合、Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプションの一部
でない列が変更された場合にも、メッセージを送信します。
例えば、ソース表に 100 の列があり、それらの列うちの 25 の列を、Q サブスクリ
プションで複製する列として選択しているとします。ソース表が変更されるたびに
メッセージを送信することを指定している場合は、ソース表の 100 の列のいずれか
に変更が加えられると、Q キャプチャー・プログラムがメッセージを送信します。
推奨: このオプションは、ソース表で発生するすべての変更を監査する目的で履歴
を残す場合に使用してください。

行のフィルタリングのための検索条件 (単一方向レプリケーション)
デフォルトでは、単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する
と、ソース表のすべての行が、ターゲット表またはストアード・プロシージャーに
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複製されます。しかし、単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成
する場合は、検索条件を含む WHERE 文節を指定して、複製する行を識別できま
す。
Q キャプチャー・プログラムは、DB2 リカバリー・ログ内でソース表と関連した変
更を検出すると、その変更を検索条件に照らして評価し、ターゲット表やストアー
ド・プロシージャーにその変更を複製するかどうかを決定します。
単一の Q サブスクリプションを作成する場合は、レプリケーション・センターの
「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを用いて、ソース表から行のサブセッ
トを複製するための WHERE 文節を追加することができます。複数の Q サブスク
リプションを一度に作成する場合は、「Q サブスクリプションの作成」ウィザード
の「レビュー」ページで、行をサブセット化する個々の Q サブスクリプションを選
択し、その Q サブスクリプションのプロパティーを編集して WHERE 文節を追加
してください。
ターゲット表に初めからソース・データがロードされるように Q サブスクリプショ
ンを定義している場合は、Q サブスクリプションの検索条件は、ターゲット表がロ
ードされるときに評価されます。ターゲット表のロード時に行のフィルタリングが
使用されるため、ターゲット表には初めからソース表の行のサブセットが含まれま
す。
WHERE 文節を指定すると、現在のログ・レコードの値を使用して列を評価するか
どうかを指定できます。現在のログ・レコードの値を使用して WHERE 文節の列を
評価したい場合は、列名の直前にコロンを 1 つ挿入します。

現在のログ・レコードの値を使用して列を評価する WHERE 文節の
例
WHERE :LOCATION = ’EAST’ AND :SALES > 100000

この例で、LOCATION および SALES は、現在のログ・レコードの値を使用して評価
されるソース表の列名です。ここで、Q キャプチャー・プログラムは、East での
$100,000 を超える売上を含むソース表の変更だけを送信します。列名を入力する場
合、名前を二重引用符で囲んでいないと、文字は大文字に変換されます。例えば、
列名に大文字と小文字が混在している場合は、"Location" と入力します。
Q キャプチャー・プログラムは、WHERE 文節に含まれる列を複製する場合、ター
ゲット表やストアード・プロシージャーに送信する必要のある操作のタイプを変更
することが必要になる場合があります。

WHERE 文節が原因で Q キャプチャー・プログラムが操作のタイプ
を変更しなければならない場合の例
WHERE :LOCATION = ’EAST’
AND :SALES > 100000

ソース表で以下の変更が発生したとします。
INSERT VALUES ( ’EAST’, 50000 )
UPDATE SET SALES = 200000 WHERE LOCATION = ’EAST’

変更前の値が WHERE 文節の検索条件に合致しないので、Q キャプチャー・プログ
ラムは、操作を UPDATE ではなく INSERT として送信します。
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同様に、変更前の値が検索条件を満たしていて、変更後の値が検索条件を満たして
いない場合は、Q キャプチャー・プログラムは UPDATE を DELETE に変更します。
例えば、上記と同じ以下の WHERE 文節があるとします。
WHERE :LOCATION = ’EAST’
AND :SALES > 100000

ここで、ソース表で以下の変更が発生したとします。
INSERT VALUES ( ’EAST’, 200000 )
UPDATE SET SALES = 50000 WHERE LOCATION = ’EAST’

最初の変更である挿入は、WHERE 文節の検索条件と合致する (200000 > 100000
は成立する) ので、ターゲット表またはストアード・プロシージャーに送信されま
す。ただし、2 番目の変更 (更新) は、検索条件を満たしていません (50000 >
100000 が偽)。 Q キャプチャー・プログラムは変更を DELETE として送信し、ター
ゲット表またはストアード・プロシージャーから値が削除されるようにします。

複雑な検索条件
Q レプリケーションでは、さらに複雑な WHERE 文節を指定できます。ただし、検
索条件を複雑にするとパフォーマンスが影響を受ける場合があります。例えば、他
の表や、ソース表または他の表のレコードを参照する副選択を含むさらに複雑な
WHERE 文節を指定できます。

副選択を含む WHERE 文節の例
WHERE :LOCATION = ’EAST’
AND :SALES > (SELECT SUM(EXPENSE) FROM STORES WHERE STORES.DEPTNO = :DEPTNO)

上記の例では、Q キャプチャー・プログラムは、利益を生んだ East の変更 (売上の
値が経費の合計より大きい場合) だけを送信します。副選択は STORES 表と、ソー
ス表の LOCATION、SALES、および DEPTNO という列を参照します。
WHERE 文節に副選択が含まれた Q サブスクリプションを定義する場合は、以下の
問題が発生する可能性があります。
v ソース表で変更が発生するたびに、Q キャプチャー・プログラムが STORES 表に
対する大規模な選択を実行して SUM(EXPENSE) 値を計算するため、パフォーマン
スが低下する場合がある。また、このタイプの選択では、表に対するロックが競
合する場合があります。
v 副選択で予期しない結果となる場合がある。例えば、副選択は現在のデータベー
ス値と照らして評価されるため、データベースの中で EXPENSE 値が変更される
と、WHERE 文節の列は古いログ・レコード値で置換されるため、上記の例では
誤った応答をします。副選択で参照される表名が変わらない場合は、検索条件は
正しい結果を示します。

検索条件の制約事項
v 列関数を副選択ステートメント内で使用しない場合は、検索条件に列関数を含め
ることはできません。
v 列関数を含む無効な WHERE 文節
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#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------WHERE :LOCATION = ’EAST’ AND SUM(:SALES) > 1000000

レプリケーション・センターは、レプリケーション・センターが Q サブスクリ
プションを作成するときではなく、Q キャプチャー・プログラムが検索条件を評
価するときに、検索条件の妥当性検査をします。 Q サブスクリプションに無効
な検索条件が含まれている場合、その無効な条件が評価されると、その Q サブ
スクリプションは失敗し、非アクティブにされます。
v ORDER BY または GROUP BY 文節を副選択ステートメント内で使用しない場合は、
これらの文節を検索条件に含めることはできません。
GROUP BY を含む無効な WHERE 文節
#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------WHERE :COL1 > 3 GROUP BY COL1, COL2

GROUP BY を含む有効な WHERE 文節
WHERE :COL2 = (SELECT COL2 FROM T2 WHERE COL1=1 GROUP BY COL1, COL2)

v 検索条件は変更の複製元となるソース表の実際の名前を参照できません。
WHERE 文節では、ソース表の実際の名前に schema.tablename という表記を使
用しないでください。ただし、副選択では、schema.tablename という表記を使用
して別の表名を参照できます。
ソース表の実際の名前と列名を含む無効な WHERE 文節:
#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------WHERE :ADMINISTRATOR.SALES > 100000

上記の WHERE 文節で、ADMINISTRATOR は複製される表であり、SALES は列名で
す。この無効な WHERE 文節は、administrator 表の SALES 列の値のうち、
SALES が 100000 を超えるもののみを選択することを目的としています。
列名を含む有効な WHERE 文節:
WHERE :SALES > 100000

上記の WHERE 文節で、SALES は列名です。
v 検索条件で、変更前の列にあった値を参照することはできません。検索条件で
は、変更後の値のみを参照できます。
v 検索条件に、EXISTS 述部を含めることはできません。
v 検索条件に比較述部 (SOME、ANY、または ALL を使用する述部) を含めることはで
きません。
v 検索条件で、LOB 値を参照することはできません。
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行のフィルタリングのためのログ・レコード変数 (単一方向レプリ
ケーション)
単一方向 Q サブスクリプションに関して複製する行をフィルタリングするために、
許可 ID や DML 操作などのデータベース・リカバリー・ログからの変数を使用で
きます。また、こうした変数を SQL WHERE 節と組み合わせることによって、よ
り広範囲の行フィルターを作成することもできます。
これらの変数には、表で変更がどのように生じるかについて記述されていて、変更
操作についての情報、トランザクションを所有しているユーザー、さらに z/OS の
場合にはジョブ名またはプラン名が含まれます。以下のログ・レコード変数を使用
できます。
$OPERATION

DML 操作。有効な値は、I (挿入)、U (更
新)、および D (削除) です。

$AUTHID

トランザクションの許可 ID。

$AUTHTOKEN

z/OS: トランザクションの許可トークン (ジ
ョブ名)。

$PLANNAME

z/OS: トランザクションのプラン名。

こうした変数を使用する述部を作成します。その述部に基づいて、Q キャプチャ
ー・プログラムがログを読み取る際に、トランザクションを複製するかどうかを判
別します。この機能を使用すると、基本表のデータだけでなく、それ以外のデータ
に基づいてフィルターを作成できます。例えば、挿入操作だけを複製するように指
定する ("$OPERATION IN ’I’") など、データウェアハウスのフィードに適したフィ
ルターを DML 操作で作成できます。また、特定のトランザクションを無視する Q
キャプチャー・プログラムの機能を使用して Q キャプチャー・インスタンス・レベ
ルで操作するのではなく、"$AUTHID = ’HR’" のようにして、ID に基づいたフィル
ターを Q サブスクリプション・レベルで作成することもできます。
述部を指定するには、ASNCLP コマンド行プログラムで CREATE QSUB コマンド
または ALTER QSUB コマンドに CHANGE CONDITION キーワードを指定して用
います。以下に例を示します。
CREATE QSUB USING REPLQMAP DALLAS_ASN_TO_TOKYO_ASN
(SUBNAME SALES0002 OPTIONS CHANGE CONDITION
"$AUTHID = ’HR’")

述部は、IBMQREP_SUBS 表の CHANGE_CONDITION 列に格納されます。

ログ・レコード変数と検索条件の結合
ログ・レコード変数を、Q キャプチャーが提供するもう 1 つのタイプの行フィルタ
ー、つまり SQL WHERE 節を使用する検索条件と一緒に使用できます。検索条件
内の値とは異なり、ログ・レコードに基づく述部では、WHERE キーワードを接頭
部に付ける必要はありません。
WHERE 節を用いた検索条件と、ログ・レコード変数を使用した述部を指定する
と、Q キャプチャーは AND 演算子を使用して 2 つの述部を結合します。例え
ば、以下の検索条件の場合、Q キャプチャーが、STATE 列の値が CA (カリフォル
ニアの郵便上の略語) の行だけを複製するように指定します。
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WHERE :STATE = ’CA’

ログ・レコード変数を使用した以下の述部は、Q キャプチャーが、許可 ID が HR
以外のすべてのトランザクションを複製するように指定します。
$AUTHID <> ’HR’

Q キャプチャー・プログラムが IBMQREP_SUBS 表の SEARCH_CONDITION 列で
WHERE 節と、 CHANGE_CONDITION 列のログ・レコード述部を検出すると、そ
の 2 つを 1 つの述部に結合します。 Q キャプチャーは、STATE が CA で、トラ
ンザクションの許可 ID が HR 以外の行だけを複製します。
WHERE :STATE = ’CA’ AND $AUTHID <> ’HR’

CREATE QSUB コマンドまたは ALTER QSUB コマンドの CHANGE CONDITION
キーワードで結合された述部全体を指定すると、結果は同じになります (SEARCH
CONDITION キーワードで何も指定しない場合)。ただし、ログ・レコード変数を使
用するためには、CHANGE CONDITION も指定する必要があります。
注: レプリケーションでは CHANGE CONDITION には 2048 文字が使用できます
が、DB2 では、2048 文字まで可能な述部すべてを処理できない場合があります。
このステートメントが (SEARCH CONDITION と結合して) 長すぎるか複雑すぎる
と、DB2 は SQL0101N エラー (「ステートメントが長すぎるか、または複雑すぎ
ます」。SQLSTATE=54001) を戻す可能性があります。

ロード考慮事項
ログ・レコード変数を伴う述部は、ターゲット表をロードする際には使用されませ
ん。こうした変数は、ロード・ユーティリティーがデータを選択するソース表の一
部ではない情報に基づいているためです。ターゲットのロード時には検索条件が使
用されます。検索条件は、ロード・ユーティリティーが選択可能なソース表の列を
指定しているからです。
前述の例では、Q アプライ・プログラムによって呼び出されたロード・ユーティリ
ティーは、ターゲットにロードするソース・データを選択する際に以下の述部を使
用します。
WHERE :STATE = ’CA’

ログ・レコード変数を使用することに加えて、ソース・データのサブセットを用い
てターゲット表をロードする場合には、述部を注意深く作成してください。

asntdiff ユーティリティーに関する考慮事項
asntdiff ユーティリティーを使用してソース表とターゲット表のデータを比較する場
合、ログ・レコード変数を伴う述部を使用すると、このユーティリティーはこれら
の表を同期するために多数の挿入操作を推奨することに注意してください。このよ
うな状況を生じる恐れがある場合には、asntrep ユーティリティーを使用して表の修
復を行わないでください。修復によって、ソースのフィルタリング操作の効果が取
り消されてしまうからです。
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ソース列からターゲット列にマップする方法 (単一方向レプリケー
ション)
既存のターゲット表の場合、ソース列のデータをターゲット列にマップする方法を
指定できます。ターゲット表が存在しない場合は、レプリケーション・センターま
たは ASNCLP プログラムが、ソース表と同じ列が含まれたターゲット表 (非 DB2
ターゲット表がある場合にはニックネーム) を作成します。
レプリケーション・センターを使用して Q サブスクリプションを作成する場合、タ
ーゲット列へのソース列のマッピングのための以下のオプションを選択できます。
列名およびデータ・タイプによってマップ (Map by column name and data type)
ソース表の各列は、同一の名前およびデータ・タイプを持つターゲット表内
の列 (またはストアード・プロシージャーのパラメーター) にマップされま
す。
列位置およびデータ・タイプによってマップ (Map by column position and data
type) レプリケーション用に選択したソース表の最初の列が、ターゲット表の最初
の列、またはストアード・プロシージャーの最初のパラメーターにマップさ
れ、レプリケーション用に選択したソース表の 2 番目の列が、2 番目のタ
ーゲット列またはパラメーターにマップされ、それ以降も同様になります。
ターゲットの列は、左から右の順にマップされます。マップされた列の各ペ
アのデータ・タイプは、同じでなければなりません。
同一の列名およびデータ・タイプにマップしない列がある場合、それらの余分の列
は、手動でマップする必要があります。これには、さまざまなデータ・タイプにマ
ップする SQL 式を定義する作業が含まれる場合もあります。
注: ターゲット・オブジェクト・プロファイルで作成するマッピング規則が影響を
及ぼすのは将来の Q サブスクリプションだけであり、既存の Q サブスクリプショ
ンには影響しません。
ソース表の列は、ターゲット表にある列数より多くは複製できません。しかし、タ
ーゲット表には、レプリケーション用に選択したソース列の数より多くの列が含ま
れていても構いません。ターゲット表に、ソース列へマップしない余分の列が含ま
れている場合、それらの余分のターゲット列は、ターゲット・キーの一部にするこ
とはできず、NULL 可能か、デフォルト値を持つ非ヌルのいずれかでなければなり
ません。

非 DB2 ターゲット表
以下の考慮事項は、DB2 以外のリレーショナル・データベースにおける、ソース列
からターゲット表へのマッピングに関するものです。
v 新規ターゲット表を作成する選択をした場合、ターゲット表は、DB2 ソース・デ
ータ・タイプに近いデータ・タイプで作成されます。例えば、DB2 ソース表にデ
ータ・タイプが TIME の列がある場合、Oracle 表は DATE の列データ・タイプ
で作成され、ニックネームにおけるこのデフォルト・マッピングは TIMESTAMP
になります。フェデレーテッド・ターゲットで使用されるマッピングについて詳
しくは、DB2 インフォメーション・センターのデフォルトの順方向データ・タイ
プ・マッピングを参照してください。
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v 既存のターゲット表に複製する選択をした場合、ソース列は、非 DB2 ターゲッ
ト表のデータ・タイプではなく、DB2 フェデレーテッド・ニックネームで定義さ
れたデータ・タイプにマップします。
v

複数の Q サブスクリプション
複数の Q サブスクリプションを一度に作成する場合は、レプリケーション・センタ
ーの「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用して、ソース表の列をター
ゲット表の列やストアード・プロシージャーのパラメーターにマップする方法の規
則を指定できます。一度に複数の Q サブスクリプションを作成する場合、レプリケ
ーション・センターは、ソース表のすべての列を複製するものとみなし、列マッピ
ング規則をすべての列に適用します。いずれかの列が指定した規則どおりにマップ
しない場合、それらの余分の列は、手動でマップする必要があります。

ストアード・プロシージャー
既存のストアード・プロシージャーの場合、ソース列のデータをパラメーターにマ
ップする方法を指定できます。ソース表は、ストアード・プロシージャーのパラメ
ーターより多くの列を複製することはできません。ストアード・プロシージャーに
は、ソース列にマップしない余分のパラメーターを含めることはできません。

Q レプリケーションでの式の使用
データがソースからターゲットに複製されている間に、式を使用してそのデータを
変更できます。 Q レプリケーションは SQL 式と XML 式の両方をサポートして
います。

Q レプリケーションでの SQL 式
単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場合、SQL 式を使
用すると、ソース表とターゲット表間でデータを変換したり、複数のソース列を単
一のターゲット列にマップしたり、またはターゲットで他のタイプの算出列を作成
したりできます。
制約事項
以下の場合には、SQL 式の使用はサポートされていません。
v 双方向レプリケーションまたはピアツーピア・レプリケーション
v ラージ・オブジェクト (LOB) 列
v ストアード・プロシージャー・ターゲット
v CCD 表の変更前の値
v SUM および MAX などの集約関数
Q レプリケーションは、以下の例を含む、すべてのタイプの DB2 SQL 式をサポー
トしています。
連結
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2 つ以上のソース列の内容を単一のターゲット列にマージできます。例え
ば、COL1 と COL2 という 2 つのソース列を、 COLEXP というターゲッ
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ト列にマップできます。Q サブスクリプションで単一のソース列を指定す
るのではなく、SQL 式 CONCAT(:C1,:C2) を指定して、その式をターゲッ
ト列 COLEXP にマップします。
サブストリング
SQL substr() 式を使用すると、ソース列内のデータの一部分だけを適用でき
ます。例えばこの関数を使用して、ソース列よりも長さの短いターゲット列
にデータを複製したり、ソース列からアドレスや他の文字ストリングの一部
を抽出したりできます。
定数

ターゲット表列に、ソース表内のデータからではなく、CONSTANT および
DERIVED CONSTANT 式からデータを追加できます。例えば、 IBM とい
う文字や DB2 特殊レジスターの値 (CURRENT TIMESTAMP など) を、列
に追加できます。

ケース CASE 式を使用すると、ソース表とターゲット表間におけるより複雑なデー
タ形式変更を行えます。
図 13 には、算出列を作成するための、式の Q レプリケーションにおける使用法が
示されています。

図 13. SQL 式をサポートする Q レプリケーションの例： この図は、ソース表から、異なる
タイプの算出列を持つターゲット表を作成するための SQL 式の使用法について示していま
す。ソース表の下の凡例には、連結 (C1 || C2) などの、使用される種々の式が示されていま
す。ターゲット表では、ソース表からの一部の列は結合列または変更列にマップされます。そ
の他のターゲット表列は、ソース表のデータからではなく定数から派生した式から作成されま
す。

1 つのターゲット列に対してソース列は幾つでもマップできますし、単一のソース
列を幾つものターゲット列に対して分割してマップすることができます。
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式は、ソースでキャプチャーされた行の任意の列を参照できます。ソース列名の前
にはコロン (:) を付け、列名の後にはスペースを追加します。例えば、「:COL1 」
のようにします。
ターゲット表のロード・フェーズを指定する Q サブスクリプションの場合、ロー
ド・フェーズの間、さらには予備キューからのソースの変更をアプライ中に、Q ア
プライ・プログラムは DB2 を使用して SQL 式を評価します。手動ロードを指定す
ると、そのロード・プロセスの際に式を評価する必要があります。
SQL 式は、クラシック・データ・ソース、フェデレーテッド・ターゲット、および
CCD ターゲット表でサポートされています。CCD 表の場合、Q アプライ・プログ
ラムは、変更後イメージ列および変更前イメージ列の両方の SQL 式を評価しま
す。

キー列の式
レプリケーションのキーとして使用される列 (IBMQREP_TRG_COLS 表の
IS_KEY=Y)、およびターゲット表のユニーク制約の一部であるもののレプリケーシ
ョンのキーとしては使用されない列にも、SQL 式を指定できます。
SQL 式を使用してソース列をターゲット列にマップする場合、以下に示す組み合わ
せを使用できます。
v 1 つのレプリケーション・ターゲット・キー列にマップされる 1 つのレプリケー
ション・ソース・キー列
v 1 つのレプリケーション・ターゲット・キー列にマップされる任意の数のレプリ
ケーション・ソース・キー列
v 任意の数のレプリケーション・ターゲット・キー列および非キー列に分けられ、
マップされる 1 つのレプリケーション・ソース・キー列
v 1 つのレプリケーション・ターゲットの非キー列に結合され、マップされる、ソ
ースのレプリケーション・キー列および非キー列
制約事項:
v 1 つのレプリケーション・ターゲット・キー列にマップされるソースのレプリケ
ーション・キー列および非キー列の組み合わせは、サポートされていません。競
合を正しく解決するために、Q アプライ・プログラムでは、ターゲットでレプリ
ケーション・キーとして指定されている任意の列に必ずデータが送信される必要
があります。ターゲットのキー列がソースの非キー列にマップされる場合、特に
CHANGED_COLS_ONLY の値が Y (はい) であり、すべての変更前の値が送信さ
れていないときには、Q キャプチャー・プログラムは必要なデータを送信しない
ことがあります。
87 ページの図 14 には、算出列を作成するための、式の Q レプリケーションにお
ける使用法が示されています。
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図 14. キー列の SQL 式をサポートする Q レプリケーションの例： この図は、ソース表か
ら、異なるタイプの算出列を持つターゲット表を作成するための SQL 式の使用法について示
しています。ソース表の下の凡例には、サブストリング [substr(KEY3,2,3)] などの、使用され
る種々の式が示されています。ターゲット表では、ソース表からの一部の列は結合列または変
更列にマップされます。その他のターゲット表列は、ソース表のデータからではなく定数から
派生した式から作成されます。

Q サブスクリプションに指定する索引またはキーは、ソースとターゲットで一致し
ている必要はありません。列をレプリケーションのキーとする場合、ターゲットの
ユニーク制約のいずれか 1 つと一致するすべての列を選択する必要があります。こ
の要件によって、Q アプライ・プログラムは競合を正しく検出し、解決できるよう
になります。ターゲットにユニーク制約がない場合、レプリケーションのキーの一
部として、ターゲットですべての列を選択する必要があります (LOB および LONG
などの一部の列タイプは除く)。

レプリケーション管理ツールでの式サポート
Q サブスクリプションを作成するのに ASNCLP コマンド行プログラムを使用して
いる場合には、TRGCOLS オプションの一部である EXPRESSION キーワードを使
用します。SQL 式、およびその式でマップ先となるターゲット列の名前を指定しま
す。
例えば、以下のコマンドは環境を設定して、ソース表内のすべての列が含まれ、列
COL1 と COL2 を連結してターゲット表列 CEXP にマップする式を指定する、新
しいターゲット表を有する Q サブスクリプションを作成します。
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ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET SERVER TARGET TO DB TARGET;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASNCAP1;
SET APPLY SCHEMA ASNAPP1;
CREATE QSUB USING REPLQMAP SAMPLE_ASNCAP1_TO_TARGET_ASNAPP1
(SUBNAME TESTEXP DATA.EMPLOYEE TARGET NAME DATA.TGTEMPLOYEE
TRGCOLS ALL EXPRESSION (“CONCAT(:COL1,:COL2)" TARGET CEXP));

また ALTER QSUB コマンドを使用して、既存の Q サブスクリプションを変更す
る際に SQL 式を指定することもできます。
レプリケーション・センターで、「式」ウィンドウを使用して算出列を作成できま
す。「Q サブスクリプションの作成」ウィザードの「行と列」ページから立ち上が
る、「列のマッピング」ウィンドウから「式」ウィンドウを開きます。「妥当性検
査」をクリックして、式の構文を確認します。

バイト・レベルの SQL 式
ソース表とターゲット表のコード・ページが異なる場合、バイト・レベルでデータ
を評価する SQL 式 (例えば、HEX 関数) は、次に示すようにデータが自動ロード
の間に複製されたか、通常の Q アプライ・プログラムの操作の間に複製されたかに
応じて、ターゲット表に異なる結果を生成します。
自動ロードの間
DB2 はソース・データで SQL 式を評価して、結果をターゲットのコー
ド・ページに変換します。
行が複製されるとき
Q アプライ・プログラムはソース・データをターゲット・コード・ページ
に変換して、DB2 はその行の SQL 式を評価します。
HEX 関数の使用に代わる方法としては、ターゲット列を FOR BIT DATA として
定義することです。そうすると、Q アプライ・プログラムは、コード・ページの変
換を回避して、ソース・データを 16 進数表記でターゲット表に保管します。

Q レプリケーションでの XML 式
単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場合、XML 式を使
用すると、ソース表とターゲット表間で XML データを変換できます。
Q レプリケーションは XML データ・タイプをサポートしています。XML 列上の
式のサポートにより、XML データの強力な変換を行えます。例えば、XML オブジ
ェクトのシェイプの変更、そのサブセットのみの複製、ターゲットの別のスキーマ
に準拠させることを実行できます。ターゲットのアプリケーションで別の形式のデ
ータが必要な場合に、XML データ・タイプの式が必要になることがあります。例と
しては、アプリケーションのマイグレーション、ウェアハウスのフィード、アプリ
ケーションの統合が含まれます。
Q サブスクリプションの作成時に、レプリケーション・センターまたは ASNCLP
コマンド行プログラムを使用して、SQL 式の指定と同じ方法で XML 式を指定でき
ます。
v
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v 『制約事項』
v

90 ページの『XML 式の例』

サポートされている DB2 SQL/XML 関数
Q アプライは、XML 式を、ターゲット表の更新に使用する SQL ステートメント
に統合します。 Q アプライは、式を構文解析して構文的および意味体系的に正しい
かどうかを判別することはしません。使用法が誤っている場合、Q アプライは、ス
テートメントを実行しようとした時に IBMQREP_EXCEPTIONS 表内に DB2 SQL
エラーまたは警告を報告し、Q サブスクリプションに関する定義済みのエラー・ア
クションに従います。
推奨: まず SQL ステートメントをテストしてその構文を妥当性検査してから、Q
サブスクリプションに追加してください。
表 8 は、サポートされる XML 式の例を示し、サポートされない式をリストしてい
ます。
表 8. サポートされる XML 式とサポートされない XML 式
サポートされる XML 式の例

サポートされない XML 式

v XMLATTRIBUTES スカラー関数

以下の関数のあるもの (XMLAGG 集約関数
など) は、さまざまな行からの XML 値を使
用しますが、Q アプライは一度に 1 行のみ
のデータを処理するので、これらの関数はサ
ポートされていません。その他の関数は、照
会で使用できますが、式の一部にすることは
できません。

v XMLCOMMENT スカラー関数
v XMLCAST 仕様
v XMLCONCAT スカラー関数
v XMLDOCUMENT スカラー関数
v XMLELEMENT スカラー関数
v XMLFOREST スカラー関数
v XMLNAMESPACES 宣言
v XMLPARSE スカラー関数
v XMLPI スカラー関数

v PARAMETER スカラー関数:
db2-fn:sqlquery 関数内でこの関数を使用で
きます。照会は式の一部ではありません。
v XMLAGG: 集約関数

v XMLQUERY スカラー関数

v XMLEXISTS 述部: 照会の WHERE 節で
は使用できます。

v XMLROW スカラー関数

v XMLGROUP: 集約関数

v XMLSERIALIZE スカラー関数

v XMLTABLE: 集約関数

v XMLTEXT スカラー関数

v XMLXSROBJECTID: XML 値の出力がな
いスカラー関数

v XMLVALIDATE スカラー関数

v XMLTRANSFORM: スカラー関数。XML
値以外の出力が有効なのでサポートされて
いません。

制約事項
XML 式に関する Q レプリケーション・サポートには、以下の制約事項がありま
す。
v XML 列とキー列の両方で XML 式を複製できません。
v ラージ・オブジェクト (CLOB、BLOB、DBCLOB) 列を XML 列にマップできま
せん。
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v XML 列を、CHAR や VARCHAR などの、非 LOB 列または非 XML 列にマッ
プできません。
v 以下のように、いくつかの関数はさまざまな DB2 プラットフォーム間で使用さ
れる際にサポートされません。
– ソースが DB2 for z/OS でターゲットが DB2 for Linux, UNIX, and Windows
の場合は、XMLQUERY はサポートされません。
– DB2 for Linux, UNIX, and Windows 上の XMLQUERY は XQuery 言語式を
サポートしますが、DB2 z/OS 上の XMLQUERY は XPath 言語式をサポート
します。
– DB2 for Linux, UNIX, and Windows 上の XMLVALIDATE の構文は、DB2
z/OS 上の対応する DSN_XMLVALIDATE 関数とは違います。また、変換され
た文書を記述するスキーマは、ソースとターゲットの両方で登録されなければ
なりません。 LOAD 操作は、変換されたデータをソースから抽出してから、
変換されたデータをターゲットに適用します。スキーマがソースで使用するた
めに登録されていない場合は、LOAD 操作は終了し、Q サブスクリプション
は使用不可になります。

XML 式の例
以下の例は、ソースとターゲットの間で XML 式を使用できるようにする方法のい
くつかを示します。
XML 文書の連結と新しいルート・ノードの追加
式を使用して、2 つの XML 列内のデータを、新しいルート・ノードによ
って囲まれる XML 文書にマージできます。以下の例は、XMLCONCAT 関
数を使用してソースの xmlcol1 列と xmlcol2 列のデータを結合し、
XMLELEMENT 関数を使用してデータを新しいルート・エレメントで囲み
ます。この場合は、xmlcol1 列と xmlcol2 列を単一のターゲット列にマップ
し、式を指定します。
ソース・データ

xmlcol1: <book><author>Foo</author><title>bar</title></book>
xmlcol2: <book><author>Bar</author><title>Foo</title></book>

式

XMLELEMENT(NAME “bookstore"、XMLCONCAT(:xmlcol1, :xmlcol2))

ターゲットの結果 <bookstore>
データ
<book><author>Foo</author><title>bar</title></book>
<book><author>Bar</author><title>Foo</title></book>
</bookstore>

データの変換またはサブセット化
XQUERY を使用して、複製済みの XML 文書を変更できます。例えば、
XML 文書内のエレメントを削除したり、新しいエレメントを追加したりで
きます。以下の例は、<title> エレメントとその内容をソース XML 文書
から削除します。
ソース・データ
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式

XMLQUERY(
copy $oldval := $d
modify do delete
$oldval/book/title
return $oldval'
PASSING :xmlcol AS "d")

ターゲットの結果 <book><author>Foo</author></book>
データ

最終 XML 文書の妥当性検査
変更済みの XML 文書を、ターゲット・データベースにある特定のスキー
マに対して妥当性検査する必要が生じることがあります。式の中で
XMLVALIDATE 関数を使用すると、データが複製されている間に妥当性検
査を実行できます。以下の例のように、スキーマ・ロケーションをパラメー
ターとして示す他の式を囲む XMLVALIDATE が式に含まれていなければ
なりません。
ソース・データ

<book><author>Foo</author><title>bar</title></book>

式

XMLVALIDATE(
XMLQUERY('transform
copy $oldval := $d
modify do delete
$oldval/book/title
return $oldval'
PASSING :xmlcol AS "d")
ACCORDING TO XMLSCHEMA
ID modifiedBooks.xsd)

ターゲットの結果 <book><author>Foo</author></book>
データ

CHAR および VARCHAR 列の XML 列へのマッピング
XML 文書を含む CHAR および VARCHAR ソース・データを、DB2 のネ
イティブの XML 形式にマイグレーションできます。以下の例のように、
XMLPARSE 関数は文字データを構文解析し、レプリケーションはターゲッ
トで XML 列にデータを保管します。
ソース・データ

<book><author>Foo</author><title>bar</title></book>

式

XMLPARSE(DOCUMENT :xmlcol)

ターゲットの結果 <book><author>Foo</author><title>bar</title></book>
データ

ターゲットの索引列またはキー列 (単一方向レプリケーション)
Q アプライ・プログラムは、ターゲット表またはストアード・プロシージャー・パ
ラメーターに行を適用する際に、各行が必ず固有 (ユニーク) になるようにするた
め、ターゲットにおいて主キー、ユニーク制約、またはユニーク索引を使用しま
す。
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単一の Q サブスクリプションを作成する場合は、レプリケーション・センターの
「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを用いて、ターゲットの行を一意に識
別するための列を選択できます。複数の Q サブスクリプションを一度に作成する場
合は、「Q サブスクリプションの作成」ウィザードの「レビュー」ページで、ター
ゲットで固有性を識別するために用いる列をカスタマイズできます。
レプリケーション・センターは、ソース表で固有性を検出すると、ターゲットの索
引またはキーを推奨します。推奨を受け入れるか、ターゲットのレプリケーショ
ン・キーとする列を指定することができます。
制約事項: ラージ・オブジェクト (LOB) 列および LONG 列は、キーとして使用で
きません (IBMQREP_SRC_COLS および IBMQREP_TRG_COLS コントロール表の
IS_KEY)。
レプリケーション・センターが行う推奨は、ターゲット表がすでに存在しているか
どうかによって異なります。以下のセクションでは、レプリケーション・センター
が、ターゲットのキーまたは索引を推奨する際に使用するロジックについて説明し
ます。
v 『新規ターゲット表のターゲット・キーまたはターゲット索引』
v 『Q サブスクリプションの既存のターゲット表のターゲット・キーまたはターゲ
ット索引』

新規ターゲット表のターゲット・キーまたはターゲット索引
レプリケーション・センターは、新規ターゲット表用の主キー、ユニーク制約、ま
たはユニーク索引を推奨するとき、ソース表に以下のいずれかの定義があるかどう
かをこの順序でチェックします。
1. 主キー
2. ユニーク制約
3. ユニーク索引
レプリケーション・センターがソース表のこれらのいずれかの定義を検出し、それ
らのソース列がレプリケーション用に選択されている場合、レプリケーション・セ
ンターはソース表の主キー (またはユニーク制約かユニーク索引) をターゲットのキ
ーとして使用します。レプリケーション・センターは、SQL を生成して新規ターゲ
ット表を作成するとき、ユーザーが指定するキーまたは索引を使用して作成しま
す。デフォルトの索引名とスキーマを使用できますが、デフォルトをユーザーの命
名規則に一致するように変更することもできます。
レプリケーション・センターは、主キー、ユニーク制約、またはユニーク索引をソ
ースで検出できない場合に、サブスクライブしたすべての有効なソース列に基づく
ユニーク索引を新規ターゲット表のために自動的に作成します。

Q サブスクリプションの既存のターゲット表のターゲット・キーまた
はターゲット索引
レプリケーション・センターは、既存のターゲット表用のキーまたは索引を推奨す
るとき、まずターゲット表に主キー、ユニーク制約、またはユニーク索引がすでに
存在するかどうかをチェックします。レプリケーション・センターは、ターゲット
表で固有性を検出すると、それらの列が、ソース表から複製する列として選択した
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列に含まれていることを確認します。さらにレプリケーション・センターは、ソー
ス表でこれらの列が使用されているかどうかもチェックし、ソース表での固有性を
強制的に適用します。ソース表とターゲット表の間に、キー列または索引列の完全
一致が少なくとも 1 つあれば、レプリケーション・センターは、それらの列を使用
してターゲット行の固有性を確立するよう推奨します。
ターゲット表に固有性がない場合、レプリケーション・センターは、ソース表に以
下のいずれかの定義がないか、この順でチェックします。
1. 主キー
2. ユニーク制約
3. ユニーク索引
レプリケーション・センターがソース表のこれらのいずれかの定義を検出し、それ
らのソース列がレプリケーション用に選択されている場合、レプリケーション・セ
ンターは、このソース表のソース表の主キー、ユニーク制約、またはユニーク索引
を推奨します。

ターゲット表での予期しない条件のオプション (単一方向レプリケ
ーション)
Q アプライ・プログラムは、ソース表で発生する変更でターゲットを更新します。
他のアプリケーションもそのターゲットを変更していると、Q アプライ・プログラ
ムは、予期していなかった行をターゲットで検出する可能性があります。
例えば、Q アプライ・プログラムが、他のアプリケーションによってすでに削除さ
れたターゲット行を更新しようとしていることがあります。選択するオプション
は、どの程度細かく問題を分離して修正するかに依存します。
多くのシナリオでは、Q アプライ・プログラムに、変更を強制的に適用させるか、
あるいはターゲット・データ内の予期しない条件を無視させることができます。し
かし、シナリオによっては、ターゲット・データ内で問題が起こるとはまったく予
期していないために、問題のトラブルシューティングに必要と思われるレベルに応
じて、別のアクションを選択することもできます。
Q アプライ・プログラムがターゲット・データ内で予期しない条件を検出したとき
に、以下のいずれかのアクションを取るよう指定できます。
v

94 ページの『変更の強制的な適用』

v

94 ページの『予期しない条件の無視』

v

94 ページの『対応する Q サブスクリプションの非アクティブ化』

v

95 ページの『Q アプライ・プログラムによる、対応する受信キューからの読み
取りの停止』

v

96 ページの『Q アプライ・プログラムの停止』

CCD ターゲット表: CCD 表がコンデンスおよびコンプリート (CONDENSED=Y お
よび COMPLETE=Y) である場合、変更を強制するか、それとも予期しない状態を
無視するかを選択できます。 CCD 表の他のすべてのタイプでは、強制だけが有効
な選択項目です。
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ストアード・プロシージャー: Q アプライ・プログラムがストアード・プロシージ
ャーにデータを渡す場合は、ストアード・プロシージャーの動作に応じたアクショ
ンを選択する必要があります。 Q アプライ・プログラムがストアード・プロシージ
ャーにデータを渡すほとんどのシナリオにおいては、行操作を変えることにより変
更を強制的に適用することは、ほとんどの場合、望ましくありません。データを操
作するストアード・プロシージャーが関係するほとんどのシナリオでは、Q アプラ
イ・プログラムがターゲット・データ内の予期しない条件を無視するように指定で
きます。ただし、その行の SQL ステートメントを再ビルドして一部のデータのみ
を変換する (例えば、米ドルから欧州ユーロへの変換のみを行う) ストアード・プロ
シージャーがある場合は、変更を強制的に適用することを検討できます。
予期しない条件に対して選択されているオプションに関係なく、Q アプライ・プロ
グラムは、行の処理中に問題を検出すると、予期しない条件を
IBMQREP_APPLYTRACE 表と診断ログ・ファイルに記録します。また、エラー行
のコピーが、IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入されます。

変更の強制的な適用
Q アプライ・プログラムは、ターゲット・データ内で予期しない条件を検出する
と、ソース表の変更を、ターゲット表またはストアード・プロシージャー・パラメ
ーターへ強制的に適用します。 Q アプライ・プログラムは、変更をターゲット表に
適用したり、ストアード・プロシージャー・パラメーターに渡したりできるよう
に、操作を (例えば、挿入から更新へ) 変更します。その後、変更の再アプライを試
行します。
推奨: Q アプライ・プログラムがソース表から受け取るデータをすべてターゲット
に反映したい場合は、変更を強制的に適用できます。

予期しない条件の無視
Q アプライ・プログラムは、ターゲット・データ内で予期しない条件を検出した場
合、その予期しない条件を無視し、その行をアプライせずに、そのエラーと適用さ
れなかった行をログに記録してから、残りのトランザクションを完了してコミット
します。ターゲットにあるデータがすべて優先され、ターゲットのデータは上書き
されません。ただし、Q アプライ・プログラムが予期しない条件を無視するよう選
択している場合は、一部のデータがターゲットに適用されません。適用されなかっ
た行はすべて IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録されます。
推奨: 次の場合は、Q アプライ・プログラムがターゲット・データでの予期しない
条件を無視するようにできます。
v シナリオにおいて、ソース表およびターゲット表でのデータ収束は重要でない。
v すべての SQL 状態が予想され、容認できる。

対応する Q サブスクリプションの非アクティブ化
Q アプライ・プログラムは、ターゲット・データ内で予期しない条件を検出する
と、予期しない条件が発生した Q サブスクリプションのみを非アクティブ化 (また
は停止) し、他の Q サブスクリプションの変更は引き続き適用します。 Q アプラ
イ・プログラムは、そのエラーと適用されなかった行を記録してから、残りのトラ
ンザクションを完了してコミットします。 Q キャプチャー・プログラムは、非アク

94

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

ティブ化された Q サブスクリプション用のソース表で発生する変更のキャプチャー
を停止します。このオプションでは、特定の表の問題が最も細かい細分度でトラブ
ルシューティングされます。この場合は、その Q サブスクリプションの問題をチェ
ックし、それを修正してから、その Q サブスクリプションをアクティブ化できま
す。 Q サブスクリプションが非アクティブ化された場合、その Q サブスクリプシ
ョンを再びアクティブ化する際には、その Q サブスクリプションのターゲットの再
ロードが必要ということに留意してください。
推奨事項:
v 次の場合は、ターゲット・データ内で予期しない条件が発生したときに、対応す
る Q サブスクリプションを非アクティブ化することを選択できます。
– 同一のレプリケーション・キュー・マップを使用して複製される、非関連の複
数の表に対して定義された複数の Q サブスクリプションがある。
– 表がほとんど変更されない (特にこの表が親で、親キー列がまれにしか変更さ
れない場合)。
v 次の場合は、ターゲット・データ内で予期しない条件が発生したときに、対応す
る Q サブスクリプションを非アクティブ化しないことを選択できます。
– Q サブスクリプションの表に、他の表との参照整合性があるため、1 つの Q
サブスクリプションを非アクティブ化すると、他の表が影響を受ける可能性が
ある。表が子表である場合は、(DELETE RESTRICT がオンの場合に) 参照整
合性エラーのために、親表で発生する削除または更新が、子表で失敗する可能
性があります。すべての Q サブスクリプションが参照整合性に関係したエラ
ーで終わり、エラーの結果として、すべてが事実上使用不可になる可能性があ
ります。
–

Q サブスクリプションを再びアクティブ化するときに、Q サブスクリプショ
ンを再ロードする必要があるのに、ターゲットを再ロードしたくない。

– Q サブスクリプションの非アクティブ化は、シナリオにおける、ターゲット・
データ内で予期しない条件が発生した場合の結果としては重大すぎる。

Q アプライ・プログラムによる、対応する受信キューからの読み取り
の停止
Q アプライ・プログラムは、ターゲット・データ内で予期しない条件を検出する
と、エラーのあった Q サブスクリプションだけでなく、受信キュー上にあるすべて
の Q サブスクリプションの変更のアプライを停止します。 Q アプライ・プログラ
ムは、そのエラーと適用されなかった行を記録し、残りのトランザクションの完了
やコミットはしません。ターゲット・データ内の予期しない条件の影響を受けるト
ランザクションは、ロールバックされます。
Q アプライ・プログラムは、他のあらゆる受信キューからの読み取りを継続します
が、非アクティブのキューからの読み取りは試行しません。 Q キャプチャー・プロ
グラムは非アクティブ・キューへのデータの送信を継続するため、それが満杯にな
る前に、問題を訂正して受信キューを再始動する必要があります。 Q キャプチャ
ー・プログラムは、送信キューに書き込めなくなると、レプリケーション・キュ
ー・マップに対して指定されているエラー・オプションに応じて、その送信キュー
を使用するすべての Q サブスクリプションを非アクティブ化するか、またはシャッ
トダウンします。
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推奨事項:
v 次の場合は、ターゲット・データ内で予期しない条件が発生したときに、Q アプ
ライ・プログラムによる受信キューからのトランザクションのアプライを停止す
ることができます。
– シナリオにおいて、ターゲット・データ内の予期しない条件は許容できず、頻
繁には発生しないものと予期される。
– 関連する複数の表に対して定義された複数の Q サブスクリプションがあり、
それらの Q サブスクリプションが同一のレプリケーション・キュー・マップ
を共有しているので、1 つの Q サブスクリプションのターゲット・データに
予期しない条件がある場合は、すべての Q サブスクリプションを停止した
い。この場合は、その 1 つの Q サブスクリプションの何が悪かったのかをチ
ェックし、その Q サブスクリプションを修正してから、受信キューを再始動
できます。このオプションでは、トランザクションを保持し、関連した表の参
照整合性を維持することができるので、ターゲット表に複製する変更がほとん
どない場合は、このオプションの使用が適している可能性があります。
v ターゲット・データ内で予期しない条件が発生したときに、Q アプライ・プログ
ラムによる受信キューからのトランザクションのアプライが停止されるという結
果がシナリオにおいて重大すぎる場合は、これを停止しないようにできます。

Q アプライ・プログラムの停止
Q アプライ・プログラムは、ターゲット・データ内で予期しない条件を検出すると
シャットダウンしますが、受信キューは引き続き Q キャプチャー・プログラムから
ソース・データを受信します。Q アプライ・プログラムは、そのエラーと適用され
なかった行を記録し、残りのトランザクションの完了やコミットはしません。ター
ゲット・データ内の予期しない条件の影響を受けるトランザクションは、ロールバ
ックされます。 Q アプライ・プログラムが 1 つの受信キューからしか読み取らな
い場合、このオプションの結果は、Q アプライ・プログラムによる受信キュー上の
すべての Q サブスクリプションの変更のアプライを停止する場合と同じになりま
す。
シャットダウンは、Q アプライ・プログラムに対して設定できる、ターゲット・デ
ータで予期しない条件が発生した場合の最も重大な応答です。 Q キャプチャー・プ
ログラムは受信キューへのデータの送信を継続するため、受信キューが満杯になる
前に、問題を訂正して受信キューを再始動する必要があります。Q キャプチャー・
プログラムは、送信キューに書き込めなくなると、レプリケーション・キュー・マ
ップに対して指定されているエラー・オプションに応じて、その送信キューを使用
するすべての Q サブスクリプションを非アクティブ化するか、またはシャットダウ
ンします。
推奨事項:
v 次の場合は、ターゲット・データ内で予期しない条件が発生したときに Q アプ
ライ・プログラムを停止することができます。
– 関連する複数の表に対して定義された複数の Q サブスクリプションがあり、
複数のレプリケーション・キュー・マップによってデータが転送される。 1
つの Q サブスクリプションのターゲット・データ内に予期しない条件がある
場合は、すべての Q サブスクリプションを停止したい。この場合は、その 1
つの Q サブスクリプションの何が悪かったのかをチェックし、その Q サブス
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クリプションを修正してから、受信キューを再始動できます。このオプション
では、トランザクションを保持し、関連した表の参照整合性を維持することが
できるので、ターゲット表に複製する変更がほとんどない場合は、このオプシ
ョンの使用が適している可能性があります。
– 構成を簡単にモニターしたい。この Q アプライ・プログラムの停止オプショ
ンは、Q アプライ・プログラムによる受信キューからのトランザクションのア
プライの停止と似ています。しかし、単に特定の受信キューからの読み取りを
停止する代わりに Q アプライ・プログラムがシャットダウンする場合は、さ
らに簡単に環境をモニターできる可能性があります。このオプションは、例え
ば、テストの際に選択できます。
v ターゲット・データ内で予期しない条件が発生したときに、Q アプライ・プログ
ラムが停止されるという結果がシナリオにおいて重大すぎる場合は、これを停止
しないようにできます。

Q レプリケーションのエラー・オプション
Q レプリケーションでは、環境で Q アプライ・プログラムが SQL エラーなどの
エラーを検出したときに取るアクションを指定できます。選択するオプションは、
どの程度細かく問題を分離して修正するかに依存します。単一方向レプリケーショ
ンと多方向レプリケーションのどちらにも、同一のエラー・オプションが適用され
ます。
Q アプライ・プログラムがエラーを検出したときに取るアクションとして、以下の
いずれかを選択できます。
v 『対応する Q サブスクリプションの非アクティブ化』
v

98 ページの『Q アプライ・プログラムによる、対応する受信キューからの読み
取りの停止』

v

99 ページの『Q アプライ・プログラムの停止』

選択されているエラー・オプションに関係なく、Q アプライ・プログラムは、エラ
ーを検出すると、エラーを IBMQREP_APPLYTRACE 表とその診断ログ・ファイル
に記録し、適用されなかった行のコピーとエラーについての詳細を
IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入します。

対応する Q サブスクリプションの非アクティブ化
Q アプライ・プログラムはエラー検出すると、エラーが発生した Q サブスクリプ
ションのみを非アクティブ化 (または停止) し、他の Q サブスクリプションの変更
は引き続き適用します。 Q アプライ・プログラムは、そのエラーと適用されなかっ
た行を記録してから、残りのトランザクションを完了してコミットします。 Q キャ
プチャー・プログラムは、非アクティブ化された Q サブスクリプション用のソース
表で発生する変更のキャプチャーを停止します。このオプションでは、特定の表の
問題が最も細かい細分度でトラブルシューティングされます。その Q サブスクリプ
ションの問題をチェックし、それを修正してから、その Q サブスクリプションをア
クティブ化できます。 Q サブスクリプションが非アクティブ化された場合、その
Q サブスクリプションを再びアクティブ化する際には、その Q サブスクリプショ
ンのターゲットの再ロードが必要ということに留意してください。
推奨事項:
第 5 章 単一方向
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v 次の場合は、エラーが発生したときに、対応する Q サブスクリプションを非ア
クティブ化できます。
– 同一のレプリケーション・キュー・マップを使用して複製される、非関連の複
数の表に対して定義された 2 つの Q サブスクリプションがある。
– 表がほとんど変更されない (特にこの表が親で、親キー列がまれにしか変更さ
れない場合)。
v 次の場合は、エラーが発生したときに、対応する Q サブスクリプションを非ア
クティブ化しないようにできます。
– Q サブスクリプションの表に、他の表との参照整合性があるため、1 つの Q
サブスクリプションを非アクティブ化すると、他の表が影響を受ける可能性が
ある。表が子表である場合は、(DELETE RESTRICT がオンの場合に) 参照整
合性エラーのために、親表で発生する削除または更新が、子表で失敗する可能
性があります。すべての Q サブスクリプションが参照整合性に関係したエラ
ーで終わり、エラーの結果として、すべてが事実上使用不可になる可能性があ
ります。
–

Q サブスクリプションを再びアクティブ化するときに、Q サブスクリプショ
ンを再ロードする必要があるのに、ターゲットを再ロードしたくない。

– Q サブスクリプションを非アクティブ化するというのは、シナリオにおける、
エラーが発生した場合の結果としては重大すぎる。

Q アプライ・プログラムによる、対応する受信キューからの読み取り
の停止
Q アプライ・プログラムは、エラーを検出すると、エラーのあった Q サブスクリ
プションだけでなく、受信キュー上にあるすべての Q サブスクリプションの変更の
アプライを停止します。 Q アプライ・プログラムは、そのエラーと適用されなかっ
た行を記録し、残りのトランザクションの完了やコミットはしません。エラーの影
響を受けるトランザクションは、ロールバックされます。 Q アプライ・プログラム
は、他の受信キューからデータを読み取る場合、それら他の受信キューのデータの
処理を継続します。他の受信キューからデータを読み取らない場合、Q アプライ・
プログラムはシャットダウンします。 Q キャプチャー・プログラムは受信キューへ
のデータの送信を継続するため、受信キューが満杯になる前に、問題を訂正して受
信キューを再始動する必要があります。Q キャプチャー・プログラムは、送信キュ
ーに書き込めなくなると、レプリケーション・キュー・マップに対して指定されて
いるエラー・オプションに応じて、その送信キューを使用するすべての Q サブスク
リプションを非アクティブ化するか、またはシャットダウンします。
推奨事項:
v 次の場合は、エラーが発生したときに、Q アプライ・プログラムによる受信キュ
ーからのトランザクションのアプライを停止できます。
– シナリオにおいて、エラーは許容できず、頻繁には発生しないものと予期され
る。
– 関連する複数の表に対して定義された複数の Q サブスクリプションがあり、
それらの Q サブスクリプションが同一のレプリケーション・キュー・マップ
を共有しているので、1 つの Q サブスクリプションにエラーがある場合は、
すべての Q サブスクリプションを停止したい。この場合は、その 1 つの Q
サブスクリプションの問題をチェックし、その Q サブスクリプションを修正
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してから、受信キューを再始動できます。このオプションでは、トランザクシ
ョンを保持し、関連した表の参照整合性を維持することができるので、ターゲ
ット表に複製する変更がほとんどない場合は、このオプションの使用が適して
いる可能性があります。
v エラーが発生したときに、Q アプライ・プログラムによる受信キューからのトラ
ンザクションのアプライが停止されるという結果が自分のシナリオにおいて重大
すぎる場合は、これを停止しないようにできます。

Q アプライ・プログラムの停止
Q アプライ・プログラムは、エラーを検出するとシャットダウンしますが、受信キ
ューは引き続き Q キャプチャー・プログラムからソース・データを受信します。
Q アプライ・プログラムは、そのエラーと適用されなかった行を記録し、残りのト
ランザクションの完了やコミットはしません。エラーの影響を受けるトランザクシ
ョンは、ロールバックされます。 Q アプライ・プログラムが 1 つの受信キューか
らしか読み取らない場合、このオプションの結果は、Q アプライ・プログラムによ
る受信キュー上のすべての Q サブスクリプションの変更のアプライを停止する場合
と同じになります。
シャットダウンは、Q アプライ・プログラムに対して設定できる、エラーが発生し
た場合の最も重大な応答です。これらの Q サブスクリプションの Q キャプチャ
ー・プログラムは受信キューへのデータの送信を継続するため、受信キューが満杯
になる前に、問題を訂正して受信キューを再始動する必要があります。Q キャプチ
ャー・プログラムは、送信キューに書き込めなくなると、レプリケーション・キュ
ー・マップに対して指定されているエラー・オプションに応じて、その送信キュー
を使用するすべての Q サブスクリプションを非アクティブ化するか、またはシャッ
トダウンします。
推奨事項:
v 次の場合は、エラーが発生したときに、Q アプライ・プログラムによる受信キュ
ーからのトランザクションのアプライを停止できます。
– シナリオにおいて、エラーは許容できず、頻繁には発生しないものと予期され
る。
– 関連する複数の表に対して定義された複数の Q サブスクリプションがあり、
複数のレプリケーション・キュー・マップによってデータが転送される。 1
つの Q サブスクリプションにエラーがある場合は、すべての Q サブスクリプ
ションを停止したい。この場合は、その 1 つの Q サブスクリプションの問題
をチェックし、その Q サブスクリプションを修正してから、受信キューを再
始動できます。このオプションでは、トランザクションを保持し、関連した表
の参照整合性を維持することができるので、ターゲット表に複製する変更がほ
とんどない場合は、このオプションの使用が適している可能性があります。
v エラーが発生したときに、Q アプライ・プログラムによる受信キューからのトラ
ンザクションのアプライが停止されるという結果が自分のシナリオにおいて重大
すぎる場合は、これを停止しないようにできます。

第 5 章 単一方向
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第 6 章 多方向 Q レプリケーションのセットアップ
Q レプリケーションでは、表のすべてのコピーが同期した状態を保ちながらアプリ
ケーションがすべてのサーバーにある表の同一のコピーを更新していても、複数の
サーバー上にある表間で互いにデータを複製し合うことができます。このタイプの
レプリケーションは、多方向 レプリケーションと呼ばれます。

双方向レプリケーション
双方向レプリケーションでは、表のコピーの 1 つに加えられた変更が、その表の 2
番目のコピーに複製され、さらに 2 番目のコピーに行われた変更が最初のコピーに
複製して戻されます。
双方向レプリケーションには、次の特性があります。
v どちらのサーバー上のアプリケーションも、それらの表の中の同じ行を同時に更
新できる。ただし、複製された表の中の同一のデータが両方のサーバーによって
同時に更新される可能性はほとんどあるいはまったくありません。一度に 1 つの
サーバーによって同じ行が更新されるか、あるいは、あるサーバーがデータの特
定の列または行だけを更新し、他のサーバーが別の列または行を更新するかのど
ちらかです。
v 競合が発生した場合は、表のどちらのコピーを優先するか選択できる。
単一の表の両方のコピーの集合を論理表 と呼びます。各サーバーに表のコピーがあ
ります。表の各コピーについては、以下のようになります。
v 列および行の数が同じでなければならない。
v 列名が同一でなければならない。
v 互換データ・タイプが含まれていなければならない。
v 名前およびスキーマが異なっていてもよい。
このタイプのレプリケーションでは、Q アプライ・プログラムを使用してデータを
ストアード・プロシージャーに渡すことによってデータを操作することはできませ
ん。双方向構成の一部であるサーバーごとに、1 つ以上の Q キャプチャー・プログ
ラムと 1 つ以上の Q アプライ・プログラムを実行しなければなりません。
重要: 個々のサーバー上の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラ
ムのコントロール表のスキーマ名は同じでなければなりません。例えば、
SERVER_RED という名前のサーバーと SERVER_GREEN という名前のサーバーが
ある場合、SERVER_RED 上の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プロ
グラムのスキーマは両方とも同じでなければならず、SERVER_GREEN 上の Q キ
ャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのスキーマは同じでなければな
りません。

双方向レプリケーションでのレプリケーション・オブジェクト
双方向構成では、以下のように適切な数のレプリケーション・キュー・マップおよ
び Q サブスクリプションが必要です。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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レプリケーション・キュー・マップの数
双方向レプリケーションに加わるサーバーの各ペア間で、2 つのレプリケー
ション・キュー・マップが必要です。例えば、SERVER_RED と
SERVER_GREEN という名前の 2 つのサーバーがある場合、以下のような
2 つのレプリケーション・キュー・マップが必要です。
v データを SERVER_RED から SERVER_GREEN に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_GREEN から SERVER_RED に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
Q サブスクリプションの数
双方向レプリケーションで複製される論理表ごとに、2 つのサーバー間での
Q サブスクリプションのペアが必要です。例えば、SERVER_RED と
SERVER_GREEN という名前の 2 つのサーバーがある場合、以下のような
2 つの Q サブスクリプションが作成されます。
v SERVER_RED 上のソース表から SERVER_GREEN 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
v SERVER_GREEN 上のソース表から SERVER_RED 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
2 つの論理表がある場合は 4 つの Q サブスクリプションが必要です。論
理表が 3 つの場合は 6 つの Q サブスクリプションが必要で、以降も同様
です。
図 15 では、2 つのサーバー間での 1 つの論理表の双方向レプリケーションを示し
ています。論理表が 1 つの場合、2 つの Q サブスクリプションと 2 つのレプリケ
ーション・キュー・マップが必要です。

図 15. 双方向レプリケーションでの表の 2 つのコピー間での Q サブスクリプション： 変更
は、WebSphere MQ キューを使用して、表の各コピーからその表の他のコピーに複製されま
す。
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双方向レプリケーションでの競合の検出
双方向レプリケーションでは、ある Q サブスクリプション内のソース表から複製さ
れたデータが、Q アプライ・プログラム以外のアプリケーションによって、対応す
るターゲット表に行われた変更と競合する可能性があります。双方向レプリケーシ
ョンはデータ値を使用して、競合の検出および解決を行います。競合の検出に使用
するデータ値を選択できます。これらのデータ値は、キー列値のみ、変更された列
値、またはすべての列値にすることができます。
例えば、あるシステム上のアプリケーションがサーバー (SERVER_RED) 内の表へ
の変更を行い、そのサーバーがスタンバイ・システム上のサーバー
(SERVER_GREEN) 内の同一の表へそれらの変更を複製する、というシナリオを想
像してください。最初のシステム SERVER_RED に障害が起きたら、アプリケーシ
ョンは SERVER_GREEN の表の使用を開始します。最初のシステムがオンラインに
戻ったら、SERVER_GREEN から SERVER_RED へ変更を複製します。ただし、最
初のシステムがシャットダウンされた場合、データの一部が 2 番目のシステムに複
製できなかった可能性があります。そのデータ (この時点では古いデータ) を、
SERVER_GREEN から複製されたデータと置換する必要があります。新しいデータ
を複製する場合、SERVER_RED での Q アプライ・プログラムは競合を認識し、
SERVER_GREEN からの変更を SERVER_RED に強制的に適用します。
両方のサーバーの Q アプライ・プログラムが、表の両方のコピーへのデータのアプ
ライを試行する際に、どのように競合を検査するかを指定できます。また、競合を
検出した場合に、それらのプログラムの行うアクションを選択できます。競合の規
則および競合のアクションに関して行う選択は、行が適用される仕方に関する動作
に影響を与えるため、重要な決定といえます。

ピアツーピア・レプリケーション
ピアツーピア・レプリケーション (マルチマスター・レプリケーションとも呼ばれ
る) では、あるサーバー上での更新は他のすべての関連するサーバーに複製されま
す。
ピアツーピア・レプリケーションには、次の特性があります。
v 複数のサーバー上の表の間でレプリケーションが行われます。
v いずれかのサーバー上のアプリケーションが、これらの表内の同一の行および列
を同時に更新できます。
v すべてのサーバーは、データに対して等しい所有権を持つ対等の関係であり、ど
のサーバーも「マスター」や、データのソース所有者ではありません。
ピアツーピア・レプリケーションでは、複数のサーバー間で表のコピーを複製しま
す。単一表のすべてのコピーの集合を論理表と呼びます。各サーバーに表のコピー
があります。表の各コピーについては、以下のようになります。
v 列および行の数が同じでなければならない。
v 列名が同一でなければならない。
v 互換データ・タイプが含まれていなければならない。
v 名前およびスキーマが異なっていてもよい。
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ピアツーピア・レプリケーションでは、論理表のすべてのコピー間でデータ収束が
保証されます。つまり、表の各コピーは、最終的に他のコピーと同じ状態になり、
最新のコミット値を持つようになります。ピアツーピア・レプリケーションは非同
期であるため、アプリケーションがすべての表に対する変更を停止し、すべての変
更が複製され、すべてのメッセージが処理されるまで、表のコピーは収束しませ
ん。
このタイプのレプリケーションでは、Q アプライ・プログラムを使用してデータを
ストアード・プロシージャーに渡すことによってデータを操作することはできませ
ん。ピアツーピア構成の一部である各サーバーでは、少なくとも 1 つの Q キャプ
チャー・プログラムと 1 つの Q アプライ・プログラムが実行されています。
重要: 個々のサーバー上の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラ
ムのコントロール表のスキーマ名は同じでなければなりません。例えば、
SERVER_RED という名前のサーバーと SERVER_GREEN という名前のサーバーが
ある場合、SERVER_RED 上の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プロ
グラムのスキーマは両方とも同じでなければならず、SERVER_GREEN 上の Q キ
ャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのスキーマは同じでなければな
りません。
ピアツーピア構成では、競合検出および解決は、データ収束を保証する仕方で Q ア
プライ・プログラムによって自動的に管理されるため、競合検出および解決のため
の構成は不要です。 Q レプリケーションは追加情報を保守して各データ変更のバー
ジョンをトラッキングし、Q レプリケーション・システムはこの追加バージョン管
理情報を使用して競合を検出および解決します。
ピアツーピア・レプリケーションで複製されるすべての表は、Q レプリケーション
だけで使用される 2 つの列 (タイム・スタンプ列と短精度整数列) を含むように変
更されます。これらの列は両方ともトリガーによって保守されます。これらの追加
のレプリケーション列およびトリガーは、ピアツーピア・レプリケーション用の Q
サブスクリプションの作成時に作成されます。バージョン管理列は、行のどのバー
ジョンが最新であるかを示します。バージョン管理列の値を調べることによって、
行が最後に更新された時刻や、更新を行ったサーバーを判別できます。
競合検出および解決は、これらのバージョン管理列の内容を基にして行われます。
競合が検出されると、行の最新バージョン、つまり最新の (時間帯に合わせて時刻
を訂正した後の) タイム・スタンプ値を含む行が保持されます。
ピアツーピア・レプリケーションのための Q サブスクリプションを ASNCLP コマ
ンド行プログラムまたはレプリケーション・センターで作成すると、次の競合処理
オプションが IBMQREP_TARGETS 表に自動的に設定されます。
競合規則
V (バージョンの検査): Q アプライ・プログラムは、行を適用する前に、バ
ージョン列を検査します。
競合アクション
F (強制): Q アプライ・プログラムは変更の強制を試行します。これを行う
には Q キャプチャー・プログラムによってすべての列が送信されなければ
ならないため、IBMQREP_SUBS 表の CHANGED_COLS_ONLY 値を N
(いいえ) に設定しなければなりません。
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重要: ピアツーピア・レプリケーションでは、V 競合規則および F 競合アクショ
ンが必要です。コントロール表のこれらの設定は変更しないでください。
バージョン管理列はピアツーピア・レプリケーションでの競合の検出に使用される
ので、LOB データ・タイプの列は他のデータ・タイプの列と同じように処理されま
す。
以下のトピックでは、ピアツーピア・レプリケーションに必要なレプリケーショ
ン・キュー・マップおよび Q サブスクリプションの数と、ピアツーピア・レプリケ
ーションが参照整合性を処理する方法について説明します。
v 『2 つのサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーション用のレプリケーシ
ョン・オブジェクト』
v

106 ページの『3 つ以上のサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーション
用のレプリケーション・オブジェクト』

v

108 ページの『競合解決および参照整合性』

2 つのサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーション用のレプ
リケーション・オブジェクト
2 つのサーバーが関係するピアツーピア構成では、適切な数のレプリケーション・
キュー・マップと Q サブスクリプションが必要です。
レプリケーション・キュー・マップの数
ピアツーピア・レプリケーションに参加するサーバーの各ペア間に、2 つの
レプリケーション・キュー・マップが必要です。例えば、SERVER_RED と
SERVER_GREEN という名前の 2 つのサーバーがある場合、以下のような
2 つのレプリケーション・キュー・マップが必要です。
v データを SERVER_RED から SERVER_GREEN に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_GREEN から SERVER_RED に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
Q サブスクリプションの数
ピアツーピア・レプリケーションで複製される論理表ごとに、2 つのサーバ
ー間に Q サブスクリプションのペアが必要です。例えば、SERVER_RED
と SERVER_GREEN という名前の 2 つのサーバーがある場合、以下のよう
な 2 つの Q サブスクリプションが作成されます。
v SERVER_RED 上のソース表から SERVER_GREEN 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
v SERVER_GREEN 上のソース表から SERVER_RED 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
2 つの論理表がある場合は 4 つの Q サブスクリプションが必要です。論
理表が 3 つの場合は 6 つの Q サブスクリプションが必要で、以降も同様
です。
106 ページの図 16 は、2 つのサーバー間での 1 つの論理表のピアツーピア・レプ
リケーションを示しています。 2 つのサーバー間で複製される 1 つの論理表ごと
に 2 つの Q サブスクリプションが必要です。つまり、対等表 A から対等表 B に
データを複製するための Q サブスクリプションと、対等表 B から対等表 A にデ
第 6 章 多方向
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ータを複製するための Q サブスクリプションです。また、少なくとも 2 つのレプ
リケーション・キュー・マップが必要です。

図 16. 2 つのサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーションでの Q サブスクリプショ
ン： 変更は、WebSphere MQ キューを使用して、表の各コピーからその表の他のコピーに複
製されます。

3 つ以上のサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーション用の
レプリケーション・オブジェクト
3 つ以上のサーバーが関係するピアツーピア構成では、適切な数のレプリケーショ
ン・キュー・マップと Q サブスクリプションが必要です。
レプリケーション・キュー・マップの数
ピアツーピア・レプリケーションに参加するサーバーの各ペア間に、2 つの
レプリケーション・キュー・マップが必要です。必要なレプリケーション・
キュー・マップの数は、式 n*(n-1) を使用して計算できます。ここで、n は
サーバーの数です。例えば、SERVER_RED、SERVER_BLUE、および
SERVER_GREEN という名前の 3 つのサーバーがある場合は、次の 6 つの
レプリケーション・キュー・マップが必要です。
v データを SERVER_RED から SERVER_GREEN に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_GREEN から SERVER_RED に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_RED から SERVER_BLUE に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_BLUE から SERVER_RED に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_BLUE から SERVER_GREEN に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
v データを SERVER_GREEN から SERVER_BLUE に転送する WebSphere
MQ キューを識別するためのレプリケーション・キュー・マップ。
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Q サブスクリプションの数
ピアツーピア・レプリケーションで複製される論理表ごとに、2 つのサーバ
ー間に Q サブスクリプションのペアがあります。構築される Q サブスク
リプションの数は、式 n*(n-1) を使用して計算できます。ここで、n はサー
バーの数です。例えば、SERVER_RED、SERVER_GREEN、および
SERVER_BLUE という名前の 3 つのサーバーがある場合は、次の 6 つの
Q サブスクリプションが構築されます。
v SERVER_RED 上のソース表から SERVER_GREEN 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
v SERVER_GREEN 上のソース表から SERVER_RED 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
v SERVER_RED 上のソース表から SERVER_BLUE 上のターゲット表への
Q サブスクリプション。
v SERVER_BLUE 上のソース表から SERVER_RED 上のターゲット表への
Q サブスクリプション。
v SERVER_BLUE 上のソース表から SERVER_GREEN 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
v SERVER_GREEN 上のソース表から SERVER_BLUE 上のターゲット表へ
の Q サブスクリプション。
2 つの論理表がある場合は 12 の Q サブスクリプションが必要で、論理表
が 3 つの場合は 18 の Q サブスクリプションが必要であり、以下同様で
す。
図 17 は、3 つのサーバー間での 1 つの論理表のピアツーピア・レプリケ
ーションを示しています。このケースでは、6 つの Q サブスクリプション
が必要です。つまり、サーバーの各ペア間に 2 つです。また、少なくとも
6 つのレプリケーション・キュー・マップが必要です。

図 17. 3 つのサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーションでの Q サブスクリプショ
ン： 変更は、WebSphere MQ キューを使用して、表の各コピーからその表の他のすべてのコ
ピーに複製されます。
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競合解決および参照整合性
ほとんどの場合、ピアツーピア・レプリケーションでは、さまざまなコピーで競合
の変更が発生しても、複製された表が同じ状態に収束することが保証されます。た
だし、キー列以外の列に定義されているユニーク制約の重複値、または参照制約違
反に競合の原因がある場合は、解決不能の競合が発生する場合があります。解決不
能の競合が発生すると、競合する行が IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録され、Q
アプライ・プログラムは、Q サブスクリプションに指定されたエラー・アクション
を実行します。
特定の解決不能の競合を許容し、Q サブスクリプションに指定したエラー・アクシ
ョンを Q アプライ・プログラムが実行しないようにする場合は、Q サブスクリプ
ションに OKSQLSTATES を設定することによって許容可能な SQLSTATE 値を指
定できます。ただし、OKSQLSTATES に特定の SQL 状態を指定しても、ピアツー
ピア・レプリケーションでは、参照制約違反または非キー列に定義されたユニーク
制約の重複値に起因する競合の場合は、表のすべてのコピーが確実に収束されるわ
けではないことに注意してください。表相違検出ユーティリティーおよび表修復ユ
ーティリティーを使用して、許可する解決不能の競合に起因する差異を見つけて修
復できます。
複製された表のさまざまなコピーで変更が発生し、Q サブスクリプションのキー列
以外の列のユニーク制約が同じ値になる場合は、競合を解決できません。 Q サブス
クリプションの OKSQLSTATES に値を追加することによって SQLSTATE 23505
が許可されることを指定する場合は、解決不能のユニーク・キー競合が発生して
も、Q アプライ・プログラムは Q サブスクリプションに指定したエラー・アクシ
ョンを実行しません。
参照制約が定義されている表のさまざまなコピーの行で変更が発生する場合は、競
合を解決できません。これらの競合の原因として、その行が関係するメッセージ伝
搬に遅延があるか、実際に競合が発生しているかのどちらかが考えられます。実際
の競合の例は、あるコピーで親行が削除され、同時に子行が別のコピーに挿入され
るという場合です。 Q アプライ・プログラムが、親行が同時に削除されたコピーで
子行を挿入しようとすると、解決不能の競合が発生し、Q アプライ・プログラムは
子行を SQLSTATE 23503 で IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録します。 Q アプラ
イ・プログラムが、子行が同時に挿入されたコピーで親行を削除しようとすると、
参照制約の削除規則で削除が制限されている場合 (DELETE RESTRICT) は、削除は
失敗します。 Q アプライ・プログラムは、親行を SQLSTATE 23504 または
SQLSTATE 23001 で IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録します。
実際の競合の別の例は、子行が同時に挿入され、親行の削除が適用されるときに参
照整合性の削除規則 (CASCADE DELETE) によって子行が除去されるという場合で
す。このケースでは、子行のカスケード削除が表の他のコピーに複製されると、他
のコピーはその子行を検出できないため、SQLSTATE 02000 が報告されます。同じ
SQLSTATE 02000 は、その行が関係するメッセージ伝搬の遅延に起因する場合もあ
ります。コピー 1 での親行の挿入がコピー 3 に到達する前に、コピー 2 での子行
の挿入がコピー 3 に到達するような場合です。
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パーティション・データベースにおける参照整合性
参照整合性の関係がある表が含まれる複数パーティション・データベース環境で
は、親と子の両方の行が同じパーティションに置かれるようにしてください。親と
子の行が参照整合性の関係にあり、同じパーティションにない場合、ターゲットで
参照整合性の問題が発生し、結果として SQLSTATE 23504、23001、または 23503
(これは SQLCODE 530 および 532 に相当する) が出される場合があります。

IBMQREP_DELTOMB 表でのデッドロックの回避
IBMQREP_DELTOMB 表は Q アプライ・プログラムにより使用され、ピアツーピ
ア・レプリケーションの競合する削除を記録します。いずれかのサーバー上のこの
コントロール表でデッドロックが起こった場合には、Q アプライ・プログラムの
deadlock_retries パラメーターの値を増やしてください。また可能ならば、ワーク
ロードにおける削除の競合を減らすようにしてください。

双方向レプリケーションとピアツーピア・レプリケーション
2 つのサーバー上の表間でデータを複製する場合、多方向レプリケーションの選択
肢には、双方向レプリケーションとピアツーピア・レプリケーションの 2 つがあり
ます。
以下の情報は、ビジネス・ニーズによりよく応えるために、双方向レプリケーショ
ンまたはピアツーピア・レプリケーションのどちらを選択すべきかを決定するのに
役立ちます。ご使用の構成で 3 つ以上のサーバーが必要な場合、多方向レプリケー
ションとして提示される選択肢は、ピアツーピア・レプリケーションだけです。

双方向レプリケーションの機能に最適のシナリオ
次の状況では、双方向レプリケーションの選択を考慮してください。
v 構成中で競合が発生することが予期されず、競合が発生したかどうかを検査する
必要がない。最小のオーバーヘッドおよびネットワーク・トラフィックについて
は、両方のサーバーが競合を無視するように指定する。
v 構成中で競合が発生することは予期されないが、安全策として競合が発生したか
どうかを検査し、かつ予期しないデータの衝突が発生した場合に 1 つのサーバー
を優先させることが許容できる。
v 1 つのサーバーがデータの特定の列だけを更新し、他のサーバーが他の列を更新
する。 Q アプライ・プログラムがキーと変更された列の両方で競合を検査する
ように指定する場合、Q アプライ・プログラムは同じ行の別の列に影響を与える
更新をマージします。
v 1 つのサーバーがデータの特定の行だけを更新し、他のサーバーが他の行を更新
する。

ピアツーピア・レプリケーションの機能に最適なシナリオ
競合が LOB データ・タイプの列で発生する可能性がある場合、ピアツーピア・レ
プリケーションの選択を考慮してください。バージョン管理列はピアツーピア・レ
プリケーションでの競合の検出に使用されるので、LOB データ・タイプの列は他の
データ・タイプの列と同じように処理されます。
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双方向レプリケーションの Q サブスクリプションの作成
2 つの表の一方からキャプチャーする変更の種類、変更メッセージの送受信に使用
するキュー、およびメッセージの処理方法を指定する Q サブスクリプションを作成
することができます。2 つの表の一方を変更すると、他方の表に複製されます。
作業を始める前に
v レプリケーション・キュー・マップおよび Q サブスクリプションをグループ化
する方法を計画します。
v 表の最初のコピーがあるサーバーで、Q キャプチャー・プログラムおよび Q ア
プライ・プログラム用のコントロール表を作成します。各サーバー上の Q キャ
プチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのコントロール表のスキーマ
は同じでなければなりません。
v 表の 2 番目のコピーがあるサーバーで、Q キャプチャー・プログラムおよび Q
アプライ・プログラム用のコントロール表を作成します。
v 各サーバー間でデータを転送する、2 つのレプリケーション・キュー・マップを
作成します。表の最初のコピーから 2 番目のものにデータを複製するためのレプ
リケーション・キュー・マップを 1 つと、表の 2 番目のコピーから表の最初の
ものにデータを複製するためのレプリケーション・キュー・マップが 1 つ必要で
す。 (このタスクは、Q サブスクリプションを作成する前か、Q サブスクリプシ
ョンを作成する際に行うことができます。)
制約事項
v ストアード・プロシージャーは、双方向レプリケーションに加えることはできま
せん。
v 双方向レプリケーションでは LOB 列の変更前の値が複製されないため、LOB 列
の競合が検出されません。
v ターゲット表の IDENTITY 列を GENERATED ALWAYS と定義することはでき
ません。
v 相互に参照整合性の関係にある表の Q サブスクリプションは、同時に作成して
ください (つまり、ASNCLP コマンド行プログラムを使用する場合は同じ
CREATE QSUB コマンドで作成し、レプリケーション・センターの「Q サブス
クリプションの作成」ウィザードを使用する場合は同じセッションで作成する、
ということです)。
このタスクについて
ある Q サブスクリプションが作成されて、表の最初のコピーから表の 2 番目のコ
ピーにトランザクションが複製され、別の Q サブスクリプションが作成されて、表
の 2 番目のコピーから表の最初のコピーにトランザクションが戻されて複製されま
す。 ASNCLP コマンド行プログラムまたはレプリケーション・センターを使用し
て双方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場合、管理ツールは
両方の Q サブスクリプションを一度に作成します。
手順
双方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成するには、次の方法のいず
れかを使用します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

双方向レプリケーションでは、CREATE QSUB コマンドを使用しま
す。例えば、以下のコマンドは、環境を設定して、サーバー
SAMPLE および SAMPLE2 にある EMPLOYEE 表の 2 つの双方
向 Q サブスクリプションを作成します。
SET SUBGROUP "bidirgroup";
SET BIDI NODE 1 SERVER DBALIAS SAMPLE SCHEMA RED;
SET BIDI NODE 2 SERVER DBALIAS SAMPLE2 SCHEMA BLUE;
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE.RED
TARGET "SAMPLE2".BLUE REPLQMAP
"SAMPLE_RED_TO_SAMPLE2_BLUE";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE2.BLUE
TARGET SAMPLE.RED REPLQMAP
"SAMPLE2_BLUE_TO_SAMPLE_RED";
SET TABLES (SAMPLE.RED.RED.EMPLOYEE);
CREATE QSUB SUBTYPE B
FROM NODE SAMPLE.RED SOURCE
ALL CHANGED ROWS Y HAS LOAD PHASE I
TARGET CONFLICT RULE C CONFLICT ACTION F
FROM NODE SAMPLE2.BLUE SOURCE
ALL CHANGED ROWS N HAS LOAD PHASE E
TARGET CONFLICT RULE C CONFLICT ACTION I;
SET CONNECTION ステートメントは、使用される 2 つのレプリ
ケーション・キュー・マップを指定します。 FROM NODE ステー
トメントは、それぞれの Q サブスクリプションに固有のオプショ
ンを指定します。

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用します。このウ
ンター
ィザードを開くには、該当する Q キャプチャーまたは Q アプラ
イ・スキーマを展開し、「Q サブスクリプション」フォルダーを右
クリックして、「作成」を選択します。
「ターゲット表」ページで、ターゲット・オブジェクト・プロファ
イルを検討します。必要に応じてプロファイルを変更し、Q サブス
クリプション用のターゲット表をニーズに合わせるようにします。
ターゲット・オブジェクト・プロファイルによって、既存のターゲ
ット表が使用されるか、または新しく作成されるかが決まります。
レプリケーション・センターは、プロファイルで定義されている命
名スキームに一致するオブジェクトを探します。一致するオブジェ
クトがない場合はそのオブジェクトを作成します。

IBMQREP_IGNTRAN 表を使用した、双方向レプリケーションでのパフォー
マンスの改善
Q キャプチャー・プログラムの機能を使用して、指定されたトランザクションを無
視し、純粋な 2 サーバー双方向構成でのパフォーマンスを改善できます。
このタスクについて
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トランザクションの再キャプチャーを回避するために、Q アプライ・プログラム
は、デフォルトで、適用するトランザクションごとに P2PNORECAPTURE シグナ
ルを IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。シグナルは、Q アプライ・プログラム
によって共有される Q キャプチャー・サーバーで挿入されます。Q キャプチャー
は、ログでシグナルを読み取る場合、これらのトランザクションを無視します。
多くの双方向 Q サブスクリプションが存在すると、シグナル挿入の数がレプリケー
ション・パフォーマンスに影響する場合があります。これを防ぐために、プログラ
ムで IBMQREP_IGNTRAN 表を使用して再キャプチャーを回避するように指定でき
ます。この方式では、Q キャプチャー・プログラムは、Q アプライ・プログラムか
らの変更を自動的に無視するように指示されます。また、insert_bidi_signal=N 開
始パラメーターを使用して Q アプライ・プログラムを開始します。
次のガイドラインを参照して、再キャプチャーの回避に使用する方式を決定してく
ださい。
表 9. さまざまな双方向レプリケーション構成での再キャプチャーの回避方式
構成

再キャプチャーの回避方式

2 つのサーバー間の複数の双方向構成。また
は双方向、単一方向、およびピアツーピア構
成の組み合わせ

デフォルト方式を受け入れる必要がありま
す。
シグナル挿入のデフォルト方式によって、す
べての変更がサーバー間に正しく伝搬されま
す。
純粋な 2 サーバー双方向接続形態から開始す
るが、後で、枝分かれした単一方向構成また
はピアツーピア構成を追加する場合は、再キ
ャプチャー回避のデフォルト方式も受け入れ
る必要があります。

純粋な 2 サーバー双方向構成

IBMQREP_IGNTRAN 表を使用して再キャプ
チャーを回避することによって、パフォーマ
ンスを改善できます
IBMQREP_IGNTRAN 表方式を使用する場合
は、枝分かれした単一方向構成またはピアツ
ーピア構成を後から双方向構成に追加しない
でください。

手順
IBMQREP_IGNTRAN 表を使用して、双方向レプリケーションでの再キャプチャー
を回避するには次のようにします。
1. 双方向構成の Q アプライ・プログラムと Q キャプチャー・プログラムによっ
て共有されるサーバーで、Q アプライ・プログラムの ID を
IBMQREP_IGNTRAN 表に挿入します。 ご使用のオペレーティング・システム
に応じて、次の SQL を使用します。
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insert into schema.IBMQREP_IGNTRAN (
PLANNAME,
IGNTRANTRC
) values (
’qapply_plan’,
’N’ );

ここで、schema は、サーバーで Q アプライ・プログラムと Q キャプ
チャー・プログラムによって共有されるスキーマであり、qapply_plan
は、Q アプライ・プログラムのプラン名です (例えば、バージョン 9.1
Q アプライ・プログラムの場合は ASNQA910)。

insert into schema.IBMQREP_IGNTRAN (
AUTHID,
IGNTRANTRC
) values (
’qapply_authid’,
’N’ );

ここで、schema は、サーバーで Q アプライ・プログラムと Q キャプ
チャー・プログラムによって共有されるスキーマであり、qapply_authid
は、Q アプライ・プログラムを開始した許可 ID です。
IBMQREP_IGNTRAN 表オプションを使用するには、Q アプライ・プログラムの
許可 ID は固有なものであり、Q キャプチャー・プログラムを除く他のアプリケ
ーションによって共有されないことが必要です。そうでない場合、Q キャプチャ
ー・プログラムは、これらの他のアプリケーションからのトランザクションも誤
って無視します。z/OS の場合、プラン名は固有なものであるため、このような
状態になることはまれです。ただし、Linux、UNIX、および Windows の場合
は、他のアプリケーションと同じ許可 ID で Q アプライ・プログラムを実行す
ることはめずらしいことではありません。
Q アプライが z/OS 上でバージョン 10.1 にマイグレーション済みの場合: z/OS
での Q アプライのバージョン 10.1 プラン名は、ASNQA910 から ASNQA101
に変更されました。バージョン 10.1 の Q アプライ・プログラムからのトラン
ザクションが必ず無視されるようにするには、Q アプライをバージョン 10.1 に
マイグレーションした後に、IBMQREP_IGNTRAN 表に新しい ASNQA101 プラ
ン名を入力します。次に Q キャプチャー・プログラムを再初期設定するか、ま
たは Q キャプチャーを停止してから開始して新しいプラン名を読みとるように
するか、いずれかです。安全機能として、IBMQREP_IGNTRAN に ASNQA101
と ASNQA910 の 2 つのプラン名を両方入れることができます。
Q キャプチャー・プログラムは、指定された Q アプライのプラン名または許可
ID から着信する複製されたすべてのトランザクションを無視しますが、
IBMQREP_SIGNAL 表の Q アプライからのシグナルの読み取りと処理を引き続
き行います。
2. Q アプライ・プログラムを開始する時に、insert_bidi_signal=n 開始パラメー
ターを指定します。簡易書式構文は、INS=N です。
3. オプション: insert_bidi_signal=n を使用する場合にパフォーマンスを改善す
るには、IBMQREP_IGNTRAN 表の IGNTRANTRC 列の値が N (トレースなし)
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に設定されていることを確認してください。 値が N (デフォルト) になってい
ると、Q キャプチャー・プログラムは、再キャプチャー対象ではないトランザク
ションごとに IBMQREP_IGNTRANTRC 表に行を挿入しなくなるので、表の保
守のオーバーヘッドを減らすことができます。

競合検出のオプション (双方向レプリケーション)
競合規則および競合アクションの選択は、行アプライの動作に影響します。競合規
則は、競合を検出するために検査されるデータの量と、検出される競合のタイプを
決定します。より多くのデータの競合を検査しようとすると、Q キャプチャー・プ
ログラムは、より多くのデータを検査できるようにするために Q アプライ・プログ
ラムに送信しなければならず、これによりパフォーマンスとネットワーク・トラフ
ィックが影響を受ける可能性があります。
双方向レプリケーションの競合検出の場合は、ソース・サーバーにある変更前の値
が、ターゲット・サーバーにある現行値と比較されます。 Q キャプチャー・プログ
ラムは、選択する競合検出のレベルに基づいて、さまざまな変更前の値と変更後の
値の組み合わせを Q アプライ・プログラムに送信します。ここに記載されている情
報は、競合検出のレベルに関してさらに詳細な情報を得る上で役立ちます。
注: 双方向レプリケーションでの競合の検出には変更前の値が使用されますが、Q
レプリケーションでは LOB データ・タイプの変更前の値は複製されないので、
LOB 列の競合は検出されません。
以下のセクションでは、双方向レプリケーションにおける競合検出のオプション
と、さまざまな競合オプションの組み合わせの結果について説明します。
v 『Q アプライ・プログラムによる競合のチェック方法』
v

115 ページの『各サーバーでの競合の解決方法』

v

116 ページの『競合の検査と解決のためのさまざまな選択の結果』

Q アプライ・プログラムによる競合のチェック方法
Q アプライ・プログラムが競合を判別するときにチェックする列のグループとし
て、以下のいずれかを選択できます。
v キー列のみ
v キー列と変更された列
v 全列
キー列のみ
Q アプライ・プログラムは、キー列の値を検査することにより、行を更新
または削除しようとします。 Q アプライ・プログラムは、以下のような競
合を検出します。
v 行がターゲット表にない。
v 行が、ターゲット表にすでに存在する行の重複である。
この競合規則では、Q キャプチャー・プログラムによって競合検査のため
に Q アプライ・プログラムに送信されるデータの量が最小になります。変
更前の値は送信されず、変更された列の変更後の値のみが送信されます。
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キー列と変更された列
Q アプライ・プログラムは、キー列と、更新で変更された列を検査するこ
とにより、行を更新または削除しようとします。 Q アプライ・プログラム
は、以下のような競合を検出します。
v 行がターゲット表にない。
v 行が、ターゲット表にすでに存在する行の重複である。
v 行が両方のサーバーで同時に更新され、同一の列値が変更された。
行が両方のサーバーで同時に更新され、異なる列値が変更された場合は、競
合はありません。この競合規則では、異なる列に影響を及ぼしている更新が
Q アプライ・プログラムによって同一の行にマージされます。 Q アプラ
イ・プログラムは、この競合アクションのために、変更された列の変更前の
値を必要とするため、Q キャプチャー・プログラムは、変更された列の変
更前の値を送信します。
全列

Q アプライ・プログラムは、ターゲット表にあるすべての列を検査するこ
とにより、行を更新または削除しようとします。この競合規則では、Q キ
ャプチャー・プログラムによって競合検査のために Q アプライ・プログラ
ムに送信されるデータの量が最大になります。

各サーバーでの競合の解決方法
サーバーごとに、競合の発生時に各サーバーが取るアクションを選択できます。各
サーバーは、競合行をそのターゲット表に強制的に適用するか、または競合を無視
できます。これらの強制適用および無視のオプションを、次の 2 つの異なる方法で
組み合わせることにより、Q アプライ・プログラムに対して異なる動作を規定でき
ます。
一方のサーバーが競合を強制的に適用し、他方のサーバーが競合を無視する
競合が発生した場合は、一方のサーバー (無視の競合アクションを持つサー
バー) が優先されます。このサーバーが「マスター」またはデータのソース
の所有者となります。行が両方のサーバーで同時に更新され、同一の列値が
変更された場合、マスター・サーバー (無視の競合アクションを持つサーバ
ー) は競合を無視し、マスター・サーバーの行が他方のサーバー (強制適用
の競合アクションを持つサーバー) 上にあるターゲット表に強制的に適用さ
れます。この競合アクションでは、Q キャプチャー・プログラムは、すべ
ての列の変更前の値を Q アプライ・プログラムに送信します。 Q アプラ
イ・プログラムは、すべての競合を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録しま
す。
両方のサーバーが競合を無視する
行が見つからないため、または行がターゲット表の既存の行の重複であるた
めに競合が発生した場合、Q アプライ・プログラムはそのたびにその競合
を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録しますが、そうでない場合は競合を無
視します。この競合アクションでは、Q キャプチャー・プログラムは、変
更前の値を競合検査のために Q アプライ・プログラムに送信しません。変
更された列の変更後の値のみが送信されます。
推奨事項: 2 つのサーバーの間で競合が発生すると予期されない場合、およ
び Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムによる競合検
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出に使用されるオーバーヘッドを最小限に抑える場合は、両方のサーバーで
競合を無視するよう設定してください。

競合の検査と解決のためのさまざまな選択の結果
117 ページの表 10 では、競合検出のための選択できるさまざまなオプションの組み
合わせの結果を示しています。すべてのケースにおいて、最初のサーバーは、ウィ
ザードを開いたサーバーです。

116

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

表 10. さまざまな競合検出オプションの組み合わせの結果
競合の検査方法

競合の解決方法

結果

すべての列で競合を検査する。

最初のサーバーを優先する。

最初のサーバーから 2 番目のサーバ
ーへの Q サブスクリプションの場合:
最初のサーバーにあるソース表に加え
られた変更が、2 番目のサーバーにあ
るターゲット表のデータと競合する場
合、Q アプライ・プログラムはソース
の変更をターゲット表に適用します。
Q アプライ・プログラムは、その競合
を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録
し、ターゲット表の競合行を削除し
て、ソース表の行を挿入します。
2 番目のサーバーから最初のサーバー
への Q サブスクリプションの場合:
ソース表に加えられた変更が、ターゲ
ット表のデータと競合する場合、Q ア
プライ・プログラムはその競合を記録
しますが、変更をターゲット表に強制
的に適用することはしません。

2 番目のサーバーを優先する。

最初のサーバーから 2 番目のサーバ
ーへの Q サブスクリプションの場合:
ソース表に加えられた変更がターゲッ
ト表のデータと競合する場合、Q アプ
ライ・プログラムはその競合を記録し
ますが、変更をターゲット表に強制的
に適用することはしません。
2 番目のサーバーから最初のサーバー
への Q サブスクリプションの場合:
ソース表に加えられた変更が、ターゲ
ット表のデータと競合する場合、Q ア
プライ・プログラムはソースの変更を
ターゲット表に適用します。Q アプラ
イ・プログラムは、ターゲット表の競
合行を削除して、ソース表の行を挿入
します。削除の競合があり、ターゲッ
ト表でその行が見つからない場合、Q
アプライ・プログラムはソースからの
削除を無視します。

いずれのサーバーも優先しない。

Q アプライ・プログラムは、すべての
競合を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に
記録し、処理を続行します。時間の経
過とともに、論理表の 2 つのコピー
は異なるものになっていきます。
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表 10. さまざまな競合検出オプションの組み合わせの結果 (続き)
競合の検査方法

競合の解決方法

結果

変更された非キー列でのみ競合を検査
する。

最初のサーバーを優先する。

最初のサーバーから 2 番目のサーバ
ーへの Q サブスクリプションの場合:
ソース表の非キー列に対する変更が、
ターゲット表の対応する列に加えられ
た変更と競合する場合、Q アプライ・
プログラムはソースの変更をターゲッ
ト表に何らかの仕方で適用します。 Q
アプライ・プログラムは、ターゲット
表の競合行を削除して、ソース表の行
を挿入します。削除の競合があり、タ
ーゲット表でその行が見つからない場
合、Q アプライ・プログラムはソース
からの削除を無視します。
2 番目のサーバーから最初のサーバー
への Q サブスクリプションの場合:
ソース表の非キー列に対する変更が、
ターゲット表の対応する列に加えられ
た変更と競合する場合、Q アプライ・
プログラムはその競合を記録します
が、その変更をターゲット表に強制的
に適用することはしません。

2 番目のサーバーを優先する。

最初のサーバーから 2 番目のサーバ
ーへの Q サブスクリプションの場合:
ソース表の非キー列に対する変更が、
ターゲット表の対応する列に加えられ
た変更と競合する場合、Q アプライ・
プログラムはその競合を記録します
が、その変更をターゲット表に強制的
に適用することはしません。
2 番目のサーバーから最初のサーバー
への Q サブスクリプションの場合:
ソース表の非キー列に対する変更が、
ターゲット表の対応する列に加えられ
た変更と競合する場合、Q アプライ・
プログラムはソースの変更をターゲッ
ト表に何らかの仕方で適用します。 Q
アプライ・プログラムは、ターゲット
表の競合行を削除して、ソース表の行
を挿入します。削除の競合があり、タ
ーゲット表でその行が見つからない場
合、Q アプライ・プログラムはソース
からの削除を無視します。

いずれのサーバーも優先しない。
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Q アプライ・プログラムは、すべての
競合を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に
記録し、処理を続行します。時間の経
過とともに、論理表の 2 つのコピー
は異なるものになっていきます。

表 10. さまざまな競合検出オプションの組み合わせの結果 (続き)
競合の検査方法

競合の解決方法

結果

キー列でのみ競合を検査する。

最初のサーバーを優先する。

最初のサーバーから 2 番目のサーバ
ーへの Q サブスクリプションの場合:
ソース表のキーに対する変更がターゲ
ット表のキーと競合する場合、Q アプ
ライ・プログラムはソースの変更をタ
ーゲット表に適用します。 Q アプラ
イ・プログラムは、ターゲット表の競
合行を削除して、ソース表の行を挿入
します。削除の競合があり、ターゲッ
ト表でその行が見つからない場合、Q
アプライ・プログラムはソースからの
削除を無視します。
2 番目のサーバーから最初のサーバー
への Q サブスクリプションの場合:
ソース表のキーに対する変更が、ター
ゲット表のキーと競合する場合、Q ア
プライ・プログラムはその競合を記録
しますが、変更をターゲット表に強制
的に適用することはしません。

2 番目のサーバーを優先する。

最初のサーバーから 2 番目のサーバ
ーへの Q サブスクリプションの場合:
ソース表のキーに対する変更が、ター
ゲット表のキーと競合する場合、Q ア
プライ・プログラムはその競合を記録
しますが、変更をターゲット表に強制
的に適用することはしません。
2 番目のサーバーから最初のサーバー
への Q サブスクリプションの場合:
ソース表のキーに対する変更がターゲ
ット表のキーと競合する場合、Q アプ
ライ・プログラムはソースの変更をタ
ーゲット表に適用します。 Q アプラ
イ・プログラムは、ターゲット表の競
合行を削除して、ソース表の行を挿入
します。削除の競合があり、ターゲッ
ト表でその行が見つからない場合、Q
アプライ・プログラムはソースからの
削除を無視します。

いずれのサーバーも優先しない。

Q アプライ・プログラムは、すべての
競合を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に
記録し、処理を続行します。時間の経
過とともに、論理表の 2 つのコピー
は異なるものになっていきます。
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ピアツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプションの作成
対等表を相互にマップするように Q サブスクリプションを作成すると、変更を各表
との間で複製できます。このタスクは、ソースからターゲットへのレプリケーショ
ン (複数方向) をセットアップするという、さらに大きなタスクの一部です。

2 つのサーバーによるピアツーピア・レプリケーションの Q サブ
スクリプションの作成
2 つのサーバーによるピアツーピア・レプリケーションでは、表のコピーの 1 つに
加えられた変更内容は、その表の 2 つ目のコピーに複製されます。2 つ目のコピー
の変更内容は、1 つ目のコピーに複製して戻されます。ピアツーピア・レプリケー
ションでは、すべての行および列が複製され、表の各コピーの列名が一致していな
ければなりません。
作業を始める前に
ピアツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する前に、以下の
アクションを実行する必要があります。
v ピアツーピア・レプリケーションに参加する各サーバーごとに、Q キャプチャ
ー・プログラムと Q アプライ・プログラム用のコントロール表を作成します。
各サーバー上の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのコン
トロール表のスキーマは同じでなければなりません。
v サーバー・ペア間でデータを転送する 2 つのレプリケーション・キュー・マップ
を作成します。表の最初のコピーから 2 番目のものにデータを複製するためのレ
プリケーション・キュー・マップを 1 つと、表の 2 番目のコピーから表の最初
のものにデータを複製するためのレプリケーション・キュー・マップが 1 つ必要
です。 (このタスクは、Q サブスクリプションを作成する前か、Q サブスクリプ
ションを作成する際に行うことができます。)
制約事項
v ストアード・プロシージャーは、ピアツーピア・レプリケーションに参加できま
せん。
v

ソース表に LONG VARCHAR 列タイプが含まれていると、
その表はピアツーピア・レプリケーションに参加できません。ピアツーピア・レ
プリケーションの場合、レプリケーション・センターまたは ASNCLP が 2 つの
列をソース表に追加しなければなりません。DB2 for z/OS を使用する場合、レプ
リケーション管理ツールは LONG VARCHAR 列の含まれている表に列を追加で
きません。

v ピアツーピアおよび双方向構成の場合、IMPORT ユーティリティーを使用しない
でください。 IMPORT ユーティリティーは挿入を記録するので、挿入が再キャ
プチャーされます。
v ピアツーピアおよび双方向レプリケーションでは、ソースとターゲットの両方で
同じ制約を使用しなければなりません。
v ピアツーピア構成にある表の IDENTITY 列は、GENERATED BY DEFAULT と
して定義する必要があります。
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v IBM HourGlass を使用して、時刻の要求時に戻される日時を変更するシステムで
は、ピアツーピア・レプリケーションはサポートされません。このソフトウェア
は、ピアツーピアで必要なバージョン列を変更します。
このタスクについて
1 つ目の対等表から 2 つ目の対等表への方向に 1 つの Q サブスクリプションを作
成し、別の Q サブスクリプションを 2 つ目の対等表から 1 つ目の対等表への方向
に作成します。ASNCLP コマンド行プログラムまたはレプリケーション・センター
を使用してピアツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場
合、管理ツールは、両方の Q サブスクリプションを一度に作成します。
手順
2 つのサーバーを持つピアツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプションを
作成するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

ピアツーピア・レプリケーションの CREATE QSUB コマンドを使
用します。例えば、以下のコマンドは環境を設定し、サーバー
SAMPLE および SAMPLPEER に EMPLOYEE 表の 2 つのピアツ
ーピア Q サブスクリプションを作成します。
SET SUBGROUP "p2p2group";
SET PEER NODE 1 SERVER DBALIAS SAMPLE
SCHEMA GREEN;
SET PEER NODE 2 SERVER DBALIAS SAMPLPEER
SCHEMA MAGENTA;
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE.GREEN
TARGET SAMPLPEER.MAGENTA REPLQMAP
"SAMPLE_GREEN_TO_SAMPLPEER_MAGENTA";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLPEER.MAGENTA
TARGET SAMPLE.GREEN REPLQMAP
"SAMPLPEER_MAGENTA_TO_SAMPLE_GREEN";
SET TABLES (SAMPLE.GREEN.GREEN.EMPLOYEE);
CREATE QSUB SUBTYPE P;
SET CONNECTION コマンドは、使用される 2 つのレプリケーシ
ョン・キュー・マップを指定します。 SET TABLES コマンドは、
SAMPLE サーバーの EMPLOYEE 表を指定します。一致する表の
コピーが SAMPLPEER サーバーで作成されます。
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方法

説明

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用します。このウ
ンター
ィザードを開くには、該当する Q キャプチャーまたは Q アプラ
イ・スキーマを展開し、「Q サブスクリプション」フォルダーを右
クリックして、「作成」を選択します。
「ターゲット表」ページ
ターゲット・オブジェクト・プロファイルを確認します。
必要に応じてプロファイルを変更し、Q サブスクリプショ
ン用のターゲット表をニーズに合わせるようにします。
ターゲット・オブジェクト・プロファイルによって、既存
のターゲット表が使用されるか、または新しく作成される
かが決まります。レプリケーション・センターは、プロフ
ァイルで定義されている命名スキームに一致するオブジェ
クトを探します。一致するオブジェクトがない場合はその
オブジェクトを作成します。

3 つ以上のサーバーによるピアツーピア・レプリケーションの Q
サブスクリプションの作成
3 つ以上のサーバーによるピアツーピア・レプリケーションでは、表の各コピーに
対する変更が、その表の他のすべてのコピーに複製されます。すべての行および列
が複製され、表の各コピーの列名は一致していなければなりません。
作業を始める前に
ピアツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する前に、以下の
アクションを実行する必要があります。
v ピアツーピア・レプリケーションに参加する各サーバーごとに、Q キャプチャ
ー・プログラムと Q アプライ・プログラム用のコントロール表を作成します。
各サーバー上の Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムのコン
トロール表のスキーマは同じでなければなりません。
v 各サーバー・ペア間でデータを転送するレプリケーション・キュー・マップを作
成します。ソースからターゲットへのペアそれぞれに対して 1 つのレプリケーシ
ョン・キュー・マップが必要です。 3 つのサーバー間で複製する表が 1 つある
場合は、6 つのレプリケーション・キュー・マップが必要です。 4 つのサーバー
間で複製する表が 1 つある場合は、12 のレプリケーション・キュー・マップが
必要です。 (このタスクは、Q サブスクリプションを作成する前か、Q サブスク
リプションを作成する際に行うことができます。)
制約事項
v ビューおよびストアード・プロシージャーは、ピアツーピア・レプリケーション
に参加できません。
v
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ソース表に LONG VARCHAR 列タイプが含まれていると、
その表はピアツーピア・レプリケーションに参加できません。ピアツーピア・レ
プリケーションの場合、レプリケーション・センターまたは ASNCLP が 2 つの
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列をソース表に追加しなければなりません。DB2 for z/OS を使用する場合、レプ
リケーション管理ツールは LONG VARCHAR 列の含まれている表に列を追加で
きません。
v ピアツーピアおよび双方向構成の場合、IMPORT ユーティリティーを使用しない
でください。 IMPORT ユーティリティーは挿入を記録するので、挿入が再キャ
プチャーされます。
v ピアツーピアおよび双方向レプリケーションでは、ソースとターゲットの両方で
同じ制約を使用しなければなりません。
v ピアツーピア構成にある表の IDENTITY 列は、GENERATED BY DEFAULT と
して定義する必要があります。
v IBM HourGlass を使用して、時刻の要求時に戻される日時を変更するシステムで
は、ピアツーピア・レプリケーションはサポートされません。このソフトウェア
は、ピアツーピアで必要なバージョン列を変更します。
このタスクについて
ソースからターゲットへの各ペアに対して 1 つの Q サブスクリプションが作成さ
れます。 3 つのサーバー間で相互に複製する表が 1 つある場合は、6 つの Q サブ
スクリプションが作成されます。 4 つのサーバー間で相互に複製する表が 1 つあ
る場合は、12 の Q サブスクリプションが作成されます。作成される Q サブスク
リプション数を決定する公式は、n*(n-1) (n は、サーバーの数) です。ASNCLP コ
マンド行プログラムまたはレプリケーション・センターを使用してピアツーピア・
レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場合、管理ツールは、必要な
すべての Q サブスクリプションを一度に作成します。
手順
3 つ以上のサーバーを持つピアツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプショ
ンを作成するには、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

ピアツーピア・レプリケーションの CREATE QSUB コマンドを使
用します。例えば、以下のコマンドは環境を設定し、サーバー
SAMPLE、SAMPLE2、および SAMPLE3 に EMPLOYEE 表の 6
つのピアツーピア Q サブスクリプションを作成します。
SET SUBGROUP "p2p3group";
SET PEER NODE 1 SERVER DBALIAS SAMPLE
SCHEMA GRAY;
SET PEER NODE 2 SERVER DBALIAS SAMPLE2
SCHEMA BROWN;
SET PEER NODE 3 SERVER DBALIAS SAMPLE3
SCHEMA YELLOW;
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE.GRAY
TARGET SAMPLE2.BROWN REPLQMAP
"SAMPLE_GRAY_TO_SAMPLE2_BROWN";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE.GRAY
TARGET SAMPLE3.YELLOW REPLQMAP
"SAMPLE_GRAY_TO_SAMPLE3_YELLOW";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE2.BROWN
TARGET SAMPLE.GRAY REPLQMAP
"SAMPLE2_BROWN_TO_SAMPLE_GRAY";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE2.BROWN
TARGET SAMPLE3.YELLOW REPLQMAP
"SAMPLE2_BROWN_TO_SAMPLE3_YELLOW";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE3.YELLOW
TARGET SAMPLE.GRAY REPLQMAP
"SAMPLE3_YELLOW_TO_SAMPLE_GRAY";
SET CONNECTION SOURCE SAMPLE3.YELLOW
TARGET SAMPLE2.BROWN REPLQMAP
"SAMPLE3_YELLOW_TO_SAMPLE2_BROWN";
SET TABLES (SAMPLE.GRAY.GRAY.STAFF);
CREATE QSUB SUBTYPE P;
SET CONNECTION コマンドは、使用される 6 つのレプリケーシ
ョン・キュー・マップを指定します。 SET TABLES コマンドは、
SAMPLE サーバーの EMPLOYEE 表を指定します。一致する表の
コピーが SAMPLE2 および SAMPLE3 サーバーで作成されます。
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方法

説明

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用します。このウ
ンター
ィザードを開くには、該当する Q キャプチャーまたは Q アプラ
イ・スキーマを展開し、「Q サブスクリプション」フォルダーを右
クリックして、「作成」を選択します。
「サーバー」ページ
ピアツーピア・レプリケーションに参加するサーバーを指
定するたびに、その新しいサーバーから他の選択済みのそ
れぞれのサーバーへのレプリケーション・キュー・マップ
を指定する必要があります。それぞれの既存のサーバーか
らその新しいサーバーへのレプリケーション・キュー・マ
ップを指定する必要もあります。
「ターゲット表」ページ
既存の (基本) 表を含むサーバー以外の各サーバーのター
ゲット・オブジェクト・プロファイルを検討します。必要
に応じてプロファイルを変更し、Q サブスクリプション用
のターゲット表をニーズに合わせるようにします。
ターゲット・オブジェクト・プロファイルによって、既存
のターゲット表が使用されるか、または新しく作成される
かが決まります。レプリケーション・センターは、プロフ
ァイルで定義されている命名スキームに一致するオブジェ
クトを探します。一致するオブジェクトがない場合はその
オブジェクトを作成します。
「ターゲット表のロード」ページ
3 つ以上のサーバーによるピアツーピア・レプリケーショ
ンの Q サブスクリプションを作成する場合、Q サブスク
リプションは常に非アクティブ状態で作成されるので、そ
れらをアクティブ化する必要があります。

2 つのサーバーを使用した双方向およびピアツーピア・レプリケーションの
開始
2 つのサーバーを使用した双方向またはピアツーピア・レプリケーションを開始す
るには、両方のサーバーで Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラ
ムを開始してから、Q サブスクリプションがアクティブになっていることを確認し
ます。
作業を始める前に
ピアツーピア Q サブスクリプションに存在する表に、Q サブ
スクリプションが作成される前のデータが含まれている場合、Q サブスクリプショ
ンを作成した後、Q キャプチャー・プログラムをさまざまなピア・サーバーで開始
する前に、その表に対して REORG コマンドを実行する必要があります。
このタスクについて
デフォルトでは、2 つのサーバーを使った双方向またはピアツーピア・レプリケー
ションの Q サブスクリプションを作成する場合、新規の Q サブスクリプション
第 6 章 多方向
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は、Q キャプチャー・プログラムの開始時または再初期化時に自動的に開始しま
す。ただし、Q サブスクリプションは、新規の場合のみ自動的に開始されます。論
理表のレプリケーションが停止していて、再びレプリケーションを開始する場合に
は、以下の手順に従って手動でレプリケーションを開始する必要があります。
バージョン 9.7 の変更点に関する重要な注: バージョン 9.7 では多方向レプリケー
ション用の初期化プロトコルが変更されたため、すべての Q サブスクリプションが
アクティブ化される間、レプリケーションが一時停止しなくなりました。この変更
のため、構成内の Q キャプチャーまたは Q アプライ・プログラムをバージョン
9.7 にマイグレーションする際に、新しい Q サブスクリプションを追加するか使用
不可にされた Q サブスクリプションをアクティブにする必要がある場合、構成内の
すべての Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムはバージョン 9.7 でなけ
ればなりません。 Q キャプチャー・プログラムが単一方向と双方向の両方またはピ
アツーピア構成に参加していて、いずれかのサーバーを V9.7 にマイグレーション
する場合、単一方向と双方向の両方の構成に関係するすべてのコンポーネントを
V9.7 にマイグレーションしなければなりません。
手順
2 つのサーバーを使った双方向またはピアツーピア・レプリケーションで、論理表
に対するレプリケーションを開始するには、次のようにします。
1. Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを両方のサーバー
で開始します。 Q キャプチャー・プログラムのコールド・スタートまたはウォ
ーム・スタートを行えます。
コールド・スタート
コールド・スタートを使用する場合は、Q アプライ・プログラムを開始
する前に、個々のサーバーで Q キャプチャー・プログラムを開始しな
ければなりません。個々のサーバーで、レプリケーション・センター内
の「状況のチェック」ウィンドウを使用するか、Q キャプチャー・ログ
で初期化メッセージをチェックして、Q アプライ・プログラムを開始す
る前に Q キャプチャー・プログラムが開始していることを確認してく
ださい。
ウォーム・スタート
ウォーム・スタートを使用する場合は、個々のサーバーで Q キャプチ
ャー・プログラムと Q アプライ・プログラムをどのような順序でも開
始できます。
自動的に開始されるように Q サブスクリプションを作成した場合、Q キャプチ
ャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを開始すると、レプリケーシ
ョンが開始されます。
2. 自動的に開始されないように Q サブスクリプションを作成した場合や、レプリ
ケーションを再始動する場合は、論理表に対する 2 つの Q サブスクリプション
のうち 1 つを開始します。 Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・
プログラムが、他の Q サブスクリプションを自動的に開始します。
Q サブスクリプションがロード・フェーズを指定する場合、開始する Q サブスク
リプションのソース表が、他のサーバーでターゲット表をロードするために使用さ
れます。
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3 つ以上のサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーションの開始
3 つ以上のサーバーを使ってピアツーピア・レプリケーションで論理表に対する Q
サブスクリプションを作成した後、Q サブスクリプションのグループを開始してレ
プリケーションを開始することが必要です。
作業を始める前に
v Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムは、グループ中の
すべてのサーバーで実行していることが必要です。Q キャプチャー・プログラム
のコールド・スタートまたはウォーム・スタートを行えます。
コールド・スタート
コールド・スタートを使用する場合は、Q アプライ・プログラムを開始
する前に、個々のサーバーで Q キャプチャー・プログラムを開始しなけ
ればなりません。個々のサーバーで、レプリケーション・センター内の
「状況のチェック」ウィンドウを使用するか、Q キャプチャー・ログで
初期化メッセージをチェックして、Q アプライ・プログラムを開始する
前に Q キャプチャー・プログラムが開始していることを確認してくださ
い。
ウォーム・スタート
ウォーム・スタートを使用する場合は、個々のサーバーで Q キャプチャ
ー・プログラムと Q アプライ・プログラムをどのような順序でも開始で
きます。
v

ピアツーピア Q サブスクリプションに存在する表に、Q サ
ブスクリプションが作成される前のデータが含まれている場合、Q サブスクリプ
ションを作成した後、Q キャプチャー・プログラムをさまざまなピア・サーバー
で開始する前に、その表に対して REORG コマンドを実行する必要があります。

このタスクについて
また、論理表に対するすべての Q サブスクリプションを停止してあり、再びレプリ
ケーションを開始する場合も、グループを開始することが必要です。
3 つ以上のサーバーを使用するピアツーピア・グループを開始するプロセスは、い
くつかの段階に分かれています。まず、2 つのサーバー間の論理表に対して Q サブ
スクリプションを開始してから、すべてのサーバーがアクティブに論理表を複製で
きるようになるまで、一度に 1 つずつ新規サーバーを追加します。
グループに追加できる新規サーバーは、一度に 1 つだけです。他のサーバーがアク
ティブに論理表を複製し始めてから、新規サーバー追加のプロセスを開始してくだ
さい。
バージョン 9.7 の変更点に関する重要な注: バージョン 9.7 では多方向レプリケー
ション用の初期化プロトコルが変更されたため、すべての Q サブスクリプションが
アクティブ化される間、レプリケーションが一時停止しなくなりました。この変更
のため、構成内の Q キャプチャーまたは Q アプライ・プログラムをバージョン
9.7 にマイグレーションする際に、新しい Q サブスクリプションを追加するか使用
不可にされた Q サブスクリプションをアクティブにする必要がある場合、構成内の
すべての Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムはバージョン 9.7 でなけ
第 6 章 多方向
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ればなりません。 Q キャプチャー・プログラムが単一方向と双方向の両方またはピ
アツーピア構成に参加していて、いずれかのサーバーを V9.7 にマイグレーション
する場合、単一方向と双方向の両方の構成に関係するすべてのコンポーネントを
V9.7 にマイグレーションしなければなりません。
手順
3 つ以上のサーバーを使用してピアツーピア・グループでのレプリケーションを開
始するには、次のようにします。
1. グループ中の 2 つのサーバーを選択し、アクティブ化のプロセスを開始しま
す。
2. 2 つのサーバー間で、2 つの Q サブスクリプションのうち 1 つを論理表に対し
て開始します。
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムが、2 つのサーバ
ー間で、この論理表に対して他の Q サブスクリプションを自動的に開始しま
す。Q サブスクリプションがロード・フェーズを指定する場合、開始する Q サ
ブスクリプションは、ロード元にするソース表を使用する Q サブスクリプショ
ンでなければなりません。この表は、他のサーバーで表をロードするために使用
されます。
3. 両方の Q サブスクリプションがアクティブになったら、グループに入れる新規
サーバーを選択します。
4. アクティブに論理表を複製しているサーバーの 1 つを選択します。
5. ステップ 4 で選択したサーバーをソースとして、また新規のサーバーをターゲ
ットとして指定する論理表の Q サブスクリプションを開始します。
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムが、新規サーバー
とアクティブに複製しているサーバーとの間で、論理表に対して他の Q サブス
クリプションを開始します。新規サーバーおよびアクティブに複製している他の
サーバー間の、論理表に対する Q サブスクリプションも開始されます。
この時点で、すべてのサーバー間で、すべての方向でレプリケーションが開始し
ます。
6. グループ中のすべての Q サブスクリプションがアクティブになるまで、ステッ
プ 3、4、および 5 を繰り返します。

2 つのサーバーを使用した双方向およびピアツーピア・レプリケーションの
停止
2 つのサーバーを使用した双方向またはピアツーピア・レプリケーションでは、Q
キャプチャーまたは Q アプライ・プログラムを停止しなくても、論理表のレプリケ
ーションを停止することができます。これを実行するには、論理表に対して Q サブ
スクリプションを非アクティブにします。他の論理表のレプリケーションは、2 つ
のサーバー間で継続します。
作業を始める前に
論理表に対する Q サブスクリプションが A (アクティブ) 状態である必要がありま
す。
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制約事項
2 つの Q サブスクリプションのうち 1 つだけを論理表に対して停止することはで
きません。 1 つの Q サブスクリプションを停止すると、もう一方も自動的に停止
します。
手順
2 つのサーバーを使った双方向またはピアツーピア・レプリケーションで、論理表
に対するレプリケーションを停止するには、2 つの Q サブスクリプションのうち 1
つを停止します。

3 つ以上のサーバーが関係するピアツーピア・レプリケーションの停止
3 つ以上のサーバーを使用したピアツーピア・レプリケーションでは、Q キャプチ
ャーまたは Q アプライ・プログラムを停止しなくても、論理表のレプリケーション
を停止することができます。
作業を始める前に
論理表に対する Q サブスクリプションが A (アクティブ) 状態である必要がありま
す。
このタスクについて
論理表のレプリケーションを、グループ中の 1 つのサーバーで、またはすべてのサ
ーバーで停止できます。
グループ中のすべてのサーバーで論理表のレプリケーションを停止するには、論理
表に対するすべての Q サブスクリプションが停止するまで、一度に 1 つのサーバ
ーずつ、この同じ手順を繰り返します。
手順
論理表のレプリケーションを停止するには、次のようにします。
1. アクティブに論理表を複製している、グループ中のサーバーを選択する。
2. このサーバーをソースとして指定する Q サブスクリプションを停止します。
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第 7 章 データ定義言語 (DDL) 操作の複製
InfoSphere Data Replication バージョン 10.1.3 以降のデータ定義言語 (DDL) レプリ
ケーション機能を活用することにより、DB2 の連続可用性ソリューションおよび災
害復旧ソリューションのための構成と保守を、迅速化かつ簡素化することができま
す。
データ定義言語 (DDL) 操作の自動レプリケーションにより、1 次データベースで表
が追加または変更された時に管理者が介入する必要性がなくなるか、または大幅に
縮小されます。この機能を活用すれば、レプリケーション・プログラムが自動的
に、新たに作成された表をレプリケーションにサブスクライブして、これらの表を
ターゲットで作成したりドロップしたりします。
DDL レプリケーションは、確実にフェイルオーバー・データベースがスタンバイ・
データベースを真に反映するために役立ちます。以下のトピックで、DDL レプリケ
ーション・サポートの詳細を説明します。

スキーマ・レベル・サブスクリプションと DDL レプリケーション
データ定義言語 (DDL) の変更 (データベース間の CREATE TABLE または DROP
TABLE など) を複製するためのメカニズムが、スキーマ・レベル・サブスクリプシ
ョン です。
スキーマ・レベル・サブスクリプションは、複製の対象となるスキーマ・レベル・
ステートメントを示す「schema_name.object_name」に基づくパターンです。スキー
マ・レベル・サブスクリプションは、レプリケーション・プログラムに、あるデー
タベース・スキーマの中での DDL 変更、およびそれらのスキーマの中のある表の
DDL 変更について、それらの DDL ステートメントをキャプチャーし、WebSphere
MQ メッセージとしてパブリッシングし、その DDL をターゲット・データベース
で再生することにより、DDL 変更に対応するようにレプリケーション・プログラム
に伝えます。スキーマ・レベル・サブスクリプションは、特定のソースから特定の
ターゲットへのデータの移動に関連付けされる表レベル Q サブスクリプション と
は異なります。
パターンの各部分には、パーセンテージ記号文字 (%) で表わされるワイルドカード
接尾部を含めることができます。
スキーマ・レベル・サブスクリプションのもう 1 つの重要なコンポーネントは、プ
ロファイルです。プロファイルは、表レベル Q サブスクリプションがどのような仕
組みで作成されるかを指定します。プロファイルは、ASNCLP コマンド行プログラ
ムおよびレプリケーション・プログラムの両方で、パターンと一致する表の Q サブ
スクリプションを作成するために使用されます。スキーマ・レベル・サブスクリプ
ションもプロファイルも、ASNCLP プログラムを使用して作成します。
CREATE SCHEMASUB コマンドは、以下のタスクを実行します。
v 指定されたスキーマが組み込まれたスキーマ・レベル・サブスクリプションを作
成します。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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v 指定されたスキーマ内のすべての表の表レベル Q サブスクリプションを作成し
ます。
v レプリケーション・プログラムが、スキーマの中に追加されるすべての表につい
て、指定されたオプションを使用して自動的に表レベル Q サブスクリプション
を作成できるように、スキーマ・パターンおよびプロファイルを保管します。
スキーマ・レベル・サブスクリプションの情報は、IBMQREP_SCHEMASUBS 表に
格納されます。
以下のセクションでは、スキーマ・レベル・サブスクリプションおよび DDL レプ
リケーションについて詳述します。
v 『含めるスキーマおよび表の指定にワイルドカードを使用する』
v

133 ページの『レプリケーションでサポートされる DDL 操作』

v

133 ページの『スキーマ・レベル・サブスクリプションとキュー・マップの間の
関係』

v

134 ページの『表レベル Q サブスクリプション作成用のプロファイル』

v

134 ページの『新規ターゲット表の作成』

含めるスキーマおよび表の指定にワイルドカードを使用する
スキーマ・レベル・サブスクリプションには 1 つまたは多数のスキーマを含めるこ
とができ、それらのスキーマの中に 1 つまたは多数の表を含めることができます。
複数のスキーマおよび表を指定するには、ワイルドカードとしてパーセント記号文
字 (%) を使用します。ワイルドカードは接尾部として使用する必要があります。例
えば、「ANU%.%」というスキーマ・レベル・サブスクリプションが指定された場
合、ストリング「ANU」で始まるスキーマ名を使用して作成される表は自動的に複
製されます。
ワイルドカードにより、データベース全体をサブスクライブするタスクは非常に簡
素化されます。ワイルドカードは、スキーマ・レベル・サブスクリプションから特
定のスキーマまたは表を除外するために使用することもできます。
データベース全体の複製
すべてのスキーマ内の、すべての表の、すべての CREATE TABLE 操作お
よび DROP TABLE 操作を複製したい場合は、スキーマ・オブジェクト・
パターンを「%. %」としてスキーマ・レベル・サブスクリプションを作成
することによりこれを行うことができます。ASNCLP プログラムの
CREATE SCHEMASUB コマンドでは、以下の例のように、単に ALL キー
ワードを使用することでこれを行うことができます。
CREATE SCHEMASUB SUBTYPE B FOR TABLES NODE 1 ALL OPTIONS options1;

このコマンドは、次のような意味です。「双方向レプリケーション構成用と
して、各方向に 1 つずつ、2 つのスキーマ・レベル Q サブスクリプショ
ンを作成します。すべてのスキーマ内のすべての表の CREATE TABLE お
よび DROP TABLE を複製します。必要な表レベル Q サブスクリプション
を作成するために、options1 プロファイルを使用します。」
スキーマおよび表をレプリケーションから除外する
スキーマ・レベル・サブスクリプションから除外するスキーマ名とオブジェ
クトを指定する場合、この除外は IBMQREP_EXCLSCHEMA コントロール
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表に格納されます。例えば、スキーマ・レベル・サブスクリプションとして
「%.%」が与えられたが IBMQREP_EXCLSCHEMA 表の「BOB」に関する
項目がある場合、スキーマ・レベル・サブスクリプションが「%.%」につい
てアクティブであっても、ステートメント CREATE TABLE BOB.T1 は複
製されません。
IBMQREP_EXCLSCHEMA 表: レプリケーションから除外するスキーマおよび表を指定しま
す。
SCHEMA_NAME

OBJECT_NAME

QMAP

BOB

T%

SITEA2B

スキーマを除外している場合、ワイルドカードは許可されませんが、除外表
に対しては使用できます。除外は、指定されたレプリケーション・キュー・
マップを使用するスキーマ・レベル・サブスクリプションにのみ関係しま
す。
デフォルトでは、DB2 およびレプリケーション・カタログ表は、パターン
「%.%」を使用する場合もその前から除外されています。

レプリケーションでサポートされる DDL 操作
スキーマ・レベル・サブスクリプションの初期リリースでは、CREATE TABLE 操
作および DROP TABLE 操作がサポートされます。
ALTER TABLE ADD COLUMN 操作および ALTER TABLE ALTER COLUMN
SET DATA TYPE 操作は、「z/OS」および「Linux、UNIX、および Windows」両方
のレプリケーションのバージョン 10.1 で自動的に複製することができます。これら
の操作は表レベルで行われ、新しく追加された列に対して使用されます。操作は、
スキーマ・レベル・サブスクリプションの一部ではありません。
既存のソース表列を Q サブスクリプションに追加するには、Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード、レプリケーション・センター、または ASNCLP プログラム
が使用できます。レプリケーション・プログラムは、列を Q サブスクリプションに
追加したり、同じ列をターゲット表に追加したりできます。詳しくは、 148 ページ
の『既存の列を Q サブスクリプションに追加する (単一方向レプリケーション)』
および 152 ページの『既存の列を Q サブスクリプションに追加する (双方向また
はピアツーピア・レプリケーション)』 を参照してください。
ソース表での LOAD 操作を複製するように指定することもできます。詳しくは、
216 ページの『ソース表でのロード操作の複製』を参照してください。
RENAME TABLE は、サポートされていません。表をリネームする場合、表レベル
Q サブスクリプションを停止して、新規の表名を使用して Q サブスクリプション
のプロパティーを更新してから、Q キャプチャー・プログラムを再初期化する必要
があります。

スキーマ・レベル・サブスクリプションとキュー・マップの間の関係
同一のレプリケーション・キュー・マップを指定している同一のソース表に対して
複数の表レベル Q サブスクリプションを持つことはできません。また、同一のキュ
ー・マップに対するスキーマ・レベル・サブスクリプション・パターンはオーバー
第 7 章 DDL レプリケーション
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ラップしてはなりません。例えば、パターン「SERGE.%」と「%.T1」は両方とも、
表 SERGE.T1 と一致します。このタイプのオーバーラップは許可されず、ASNCLP
プログラムは、スキーマ・レベル・サブスクリプションの作成時にこの制限を強制
適用します。
例えば、パターン「ANUPAMA.%」が指定されたスキーマ・サブスクリプションが
すでに存在している場合、パターン「%.%」を指定したスキーマ・レベル・サブス
クリプションを追加することはできません。表が両方のパターンに一致してしまう
ためです。CREATE SCHEMASUB コマンドは失敗します。
表の同一セットに対して複数のスキーマ・レベル・サブスクリプションを持つこと
はできますが、異なるキュー・マップに対してになります。以下に例を示します。
v QUEUEMAP1 上の双方向レプリケーションでの「%.%」、災害復旧用
v QUEUEMAP2 上の単一方向レプリケーションでの「ANUPAMA.%」、ウェアハウ
スのフィード用

表レベル Q サブスクリプション作成用のプロファイル
ASNCLP の CREATE SUBSCRIPTION OPTIONS コマンドを使用して作成するプロ
ファイルは、次の 2 つの目的に使用されます。
v ASNCLP プログラムが、スキーマ・レベル・サブスクリプション・パターンに一
致する既存の表に対して表レベル Q サブスクリプションを作成するため。
v レプリケーション・プログラムが、パターンに一致する CREATE TABLE 操作に
対応して表レベル Q サブスクリプションを作成するため。
プロファイルを CREATE SCHEMASUB コマンドで指定する必要があるため、プロ
ファイルの作成は、DDL レプリケーションをセットアップする時に最初に行うべき
ことの 1 つです。プロファイルを作成しない場合、単一方向レプリケーションと双
方向レプリケーションでは、ASNCLP プログラムとレプリケーション・プログラム
はデフォルト・プロファイルを使用します。
プロファイルは、Q キャプチャー・サーバーの IBMQREP_SUBS_PROF 表に格納さ
れます。
詳しくは、 140 ページの『表レベル Q サブスクリプションのプロファイルの作成』
を参照してください。

新規ターゲット表の作成
ソースでの CREATE TABLE 操作の後に新規ターゲット表を作成する時、Q アプ
ライ・プログラムは、ソースに存在するすべての索引および制約を使用してターゲ
ット表を作成します。その索引および制約が、いくつかの ALTER ステートメント
を使用して作成され、複数のトランザクション内にある場合も同様です。
Q アプライは、DDL ステートメントをソースで実行された時と同じように再生しま
す。ただし、Q アプライが各表を作成してから、ソース・データベースでオブジェ
クトを作成したユーザーと同一になるように所有権を変更する前に SET CURRENT
DEFAULT SCHEMA ステートメントを出す場合は、除きます (それ以外の場合は、
オブジェクトの作成者は Q アプライ・プログラムを開始したユーザー ID になりま
す)。
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既存のソース表の場合、ASNCLP プログラムは、CREATE SCHEMASUB コマンド
を処理する時に、SET PROFILE コマンドで指定されたオプションを使用して、新
規ターゲット表を作成します。

Q キャプチャーがソース・データベースでの DDL 操作を処理する方法
Q キャプチャー・プログラムは、ソース・データベースでのデータ定義言語 (DDL)
操作の一部を、自動的に複製します。他の DDL 変更については、ターゲット・デ
ータベースでアクションを取る必要があります。
以下の表は、Q キャプチャーがさまざまな種類の DDL 操作を扱う方法と、影響を
受ける Q サブスクリプションに対して行う必要のある作業を説明します。
表 11. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業
DDL 操作
CREATE TABLE

扱われる方法

実行すべき作業

Linux、UNIX、および Windows 上のバージョン 10.1
Linux、UNIX、および
新たに作成されるソース表がスキーマ・レベ
Windows 上のバージョン
ル・サブスクリプション内のスキーマ命名パタ
10.1
新規ソース表がス
ーンおよび表命名パターンに一致するかどう
キーマ・レベル・
か、確認する。
サブスクリプショ
ン内のスキーマ命
z/OS、または Linux、UNIX、および Windows 上の以前
名パターンおよび
のバージョン
表命名パターンに
新規ソース表のための表レベル Q サブスクリプ
一致すれば、自動
ションを作成し、一致するターゲット表を作成
的に複製される。Q
するためにレプリケーション管理ツールを使用
キャプチャー・プ
するか、または既存のターゲット表を使用しま
ログラムは、スキ
す。
ーマ・レベル・サ
ブスクリプション
に一致するログ内
で CREATE
TABLE 操作を検出
すると、一致する
ターゲット表を作
成するように Q ア
プライ・プログラ
ムに通知します。
新規ソース表とタ
ーゲット表をマッ
プする表レベル Q
サブスクリプショ
ンも、作成されま
す。
z/OS、または
Linux、UNIX、および
Windows 上の以前のバージ
ョン
CREATE TABLE
操作の自動レプリ
ケーションは行わ
れません。
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表 11. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業 (続
き)
DDL 操作
DROP TABLE

扱われる方法

実行すべき作業

Linux、UNIX、および Windows 上のバージョン 10.1
Linux、UNIX、および
ソース表がスキーマ・レベル・サブスクリプシ
Windows 上のバージョン
ョンに組み込まれているか、確認してくださ
10.1
ソース表がスキー
い。
マ・レベル・サブ
スクリプションの
z/OS、または Linux、UNIX、および Windows 上の以前
一部である場合、
のバージョン
自動的に複製され
表をドロップしても、その表の Q サブスクリプ
る。Q キャプチャ
ションはまだ存在しています。これを除去する
ー・プログラムが
には、Q サブスクリプションを停止してから削
スキーマ・レベ
除します。
ル・サブスクリプ
ションに一致する
ログ内で DROP
TABLE 操作を検出
すると、すべての
キューで、関連す
る表レベル Q サブ
スクリプションも
ドロップされま
す。
z/OS、または
Linux、UNIX、および
Windows 上の以前のバージ
ョン
Q キャプチャーは
Q サブスクリプシ
ョンをアクティブ
のままにします
が、ソース表に関
して読み取るロ
グ・レコードが存
在しません。 z/OS
では ASN0197W
警告メッセージが
発行されます。

136

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

表 11. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業 (続
き)
DDL 操作
ALTER TABLE ADD
(COLUMN)

扱われる方法

実行すべき作業

z/OS および Linux、UNIX、または Windows 上のバー
z/OS および
ジョン 10.1 以降
Linux、UNIX、または
ASNCLP CREATE QSUB コマンドで
Windows 上のバージョン
REPLICATE ADD COLUMN YES を指定する
10.1 以降
か、レプリケーション・センターで Q サブスク
IBMQREP_SUBS
リプションのプロパティーを作成または変更す
表の
る時に「ソース表に追加された新しい列を自動
REPL_ADDCOL 列
的に複製」チェック・ボックスをクリックしま
の値が Y (はい)
す。詳しくは、以下のトピックを参照してくだ
に設定されている
さい。
場合、表に新しい
列を追加すると、
v
ADD COLUMN および
それらの列は Q サ
SET
DATA
TYPE
操作のレプリケーションを
ブスクリプション
使用可能にする
に自動的に追加さ
v 147 ページの『新たに追加された列のソース
れ、ターゲット表
表からの自動レプリケーションを使用可能に
にまだそれらの列
する』
が存在しない場合
にはターゲット表
以前のバージョン
にも追加されま
Q レプリケーション・ダッシュボードまたは
す。
ASNCLP ALTER ADD COLUMN コマンドを使
以前のバージョン
Q キャプチャーは
Q サブスクリプシ
ョンをアクティブ
のままにします
が、ADDCOL シグ
ナルを受け取るま
では、追加された
列を複製しませ
ん。

用するか、または手動で ADDCOL シグナルを
挿入することにより、新しい列を複製すること
を指示します。

TRUNCATE TABLE
TRUNCATE 操作
は、一括削除と同
じ要領でログに記
録されるので、一
連の単一行削除と
して複製されま
す。

アクションは不要です。ソース表に存在しない
行がターゲット表に含まれている場合、それら
の行は削除されません。

ソース表だけでなくターゲット表でも
TRUNCATE を実行しなければならない場合
は、ターゲット表に対して TRUNCATE ステー
トメントを直接実行する必要があります。

TRUNCATE 操作の
レプリケーション
は、サポートされ
ていません。
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表 11. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業 (続
き)
DDL 操作

扱われる方法

ALTER TABLE ALTER
COLUMN SET DATA
TYPE

バージョン 10.1 以降では自
動的に複製されます。対応
するターゲット表列のデー
タ・タイプは変更され、レ
プリケーションは正常に続
行されます。

実行すべき作業

「ADD COLUMN および SET DATA TYPE 操
作のレプリケーションを使用可能にする」を参
照してください。

154 ページの『ALTER TABLE ALTER
COLUMN SET DATA TYPE 操作の自動複製』
を参照してください。
表の構造を変更する その他
の DDL

Q キャプチャーは Q サブ
スクリプションを変更しま
せん。

表の構造を変更しない DDL Q キャプチャーは Q サブ
スクリプションをアクティ
例:
ブのままにします。
v CREATE INDEX
v ALTER FOREIGN KEY
v

ADD CONSTRAINT

1. Q サブスクリプションを停止します。
2. ソース表とターゲット表を変更します。
3. Q サブスクリプションを開始します。
ソース表とターゲット表の間でユニーク制約、主キー、
および参照整合性制約が一致することを確認してくださ
い。このいずれかの特性をソースで変更する場合、予期
されない動作を防ぐために、対応する変更をターゲット
に対して行ってください。また、変更を認識させるため
に Q アプライ・プログラムを再始動してください。

スキーマ・レベル・サブスクリプションの作成
データベース内の 1 つ以上のスキーマに対する CREATE TABLE および DROP
TABLE などの、サポートされる DDL 操作を複製するために、スキーマ・レベル・
サブスクリプションを作成することができます。
作業を始める前に
Q アプライ・プログラムを開始するユーザー ID には、ターゲット・データベース
で表を作成したりドロップしたりできる権限が必要です。
このタスクについて
このタイプのサブスクリプションを作成する場合、サブスクリプションのスキーマ
命名パターンおよび表命名パターンに一致する CREATE TABLE 操作に関するロ
グ・レコードを処理する時に、レプリケーション・プログラムが自動的に表レベル
Q サブスクリプションを作成します。スキーマ内の他のサポートされる DDL も複
製されます。
双方向レプリケーションの場合、各レプリケーションの方向につき 1 つのスキー
マ・レベル・サブスクリプションが必要です。ASNCLP コマンド行プログラムを使
用すると、ペアになったスキーマ・レベル・サブスクリプションのセットを作成し
ます。
ASNCLP コマンドは、表命名パターンに一致する、既存の表のために必須の表レベ
ル Q サブスクリプションも作成します。
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制約事項
以下の構成はサポートされません。
v ピアツーピア・レプリケーション
v CCD ターゲット
v フェデレーテッド・ターゲット
v ストアード・プロシージャー・ターゲット
v DB2 for z/OS と DB2 for Linux, UNIX, and Windows の間のレプリケーション
以下のタイプの DDL は、複製されません。
v パーティション化された表の ADD、ATTACH、および DETACH 操作
v データベース・シーケンス
v トリガーの CREATE または DROP またはマテリアライズ照会表 (MQT)
v

CREATE TABLESPACE

その他の制約事項:
v スキーマ・レベル・サブスクリプションの一部である表レベル Q サブスクリプ
ションは、Q キャプチャー検索条件または Q アプライ SQL 式を使用すること
はできません。
v 双方向レプリケーションの場合、自動的に作成される表レベル Q サブスクリプ
ションが作成されて両方のサイトでアクティブになるまでは、1 つのサイト上で
のみ DML または LOAD 操作のために表が使用される必要があります。例え
ば、双方向構成で、サイト 1 とサイト 2 で表を作成する場合、サイト 1 でその
表をロード開始することはできますが、サイト 2 ではすべての Q サブスクリプ
ションがサイト 2 で作成されてアクティブ (A) 状態になるまで、DML あるいは
LOAD してはなりません。
注: サポートされない操作のリストには、可能性のあるすべての DDL レプリケー
ション制約を記載しているわけではありませんが、特記すべき除外事項はリストさ
れています。サポートされるものとしてリストされていない場合は、サポートされ
ません。
手順
スキーマ・レベル・サブスクリプションを作成するには、ASNCLP プログラムで
CREATE SCHEMASUB コマンドを使用します。
コマンドは、指定された命名パターンに合致するスキーマ内のすべての表に、表レ
ベル Q サブスクリプションを作成します。また、スキーマの中に追加されるすべて
の表について、レプリケーション・プログラムが自動的に Q サブスクリプションを
作成できるように、スキーマ・パターンを保管します。
パーセント記号 (%) をワイルドカードとして使用して、複数のスキーマを含むスキ
ーマ・レベル・サブスクリプションを作成することができます。データベース内の
すべてのスキーマ内のすべての CREATE TABLE 操作および DROP TABLE 操作
を複製するには、ALL キーワードを指定します (これは OWNER LIKE % NAME
LIKE % に相当し、%.% として格納されます)。
オプションで、表レベル Q サブスクリプションを作成する際にプロファイルの名前
を含めることができます。ASNCLP プログラムおよびレプリケーション・プログラ
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ムは、プロファイルで指定されているオプションを使用します。
以下の例は、双方向レプリケーションの場合で、sampschemasub1 と呼ばれるスキー
マ・レベル・サブスクリプションを作成します。サブスクリプションには、
SAMPLE1 データベース上のすべてのスキーマおよび表が含まれ、保存されたプロ
ファイルである options1 を使用します。
SET BIDI NODE 1 SERVER DBALIAS SAMPLE1;
SET BIDI NODE 2 SERVER DBALIAS SAMPLE2;
CREATE SCHEMASUB "sampschemasub1" SUBTYPE B FOR TABLES NODE 1 ALL OPTIONS options1;

表レベル Q サブスクリプションのプロファイルの作成
レプリケーション・プログラムが使用するオプションを指定するプロファイルを、
作成することができます。このプロファイルは、レプリケーション・プログラムが
スキーマ・レベル・サブスクリプションの表レベル Q サブスクリプションを自動作
成する時に、使用されます。
このタスクについて
ASNCLP プログラムも、CREATE SCHEMASUB コマンドに対する応答で、1 つ以
上の指定されたスキーマ内のすべての表の表レベル Q サブスクリプションを自動的
に作成する時に、プロファイルを使用します。
プロファイルは、Q アプライ・サーバーと Q キャプチャー・サーバーの両方で Q
サブスクリプションを設定するための値を提供します。レプリケーション・プログ
ラムは、プロファイルからの値を使用して、Q キャプチャー・サーバーでは
IBMQREP_SUBS 表にデータを設定し、Q アプライ・サーバーでは
IBMQREP_TARGETS 表にデータを設定します。
Q キャプチャーは、スキーマ・レベル・サブスクリプションが最初に開始される
時、または Q キャプチャーが再初期化される時に、プロファイルを読み取ります。
プロファイルを変更しても、既存の表レベル Q サブスクリプションは変更されませ
ん。既存の Q サブスクリプションを変更するには、レプリケーション管理ツールを
使用して Q サブスクリプション・オプションを変更してから、行った変更を Q キ
ャプチャーが読み取れるように reinit コマンドを出します。
プロファイルを作成しない場合、レプリケーション・プログラムは、表レベル Q サ
ブスクリプションを作成するためにデフォルト・プロファイルを使用します。これ
らのプロファイルは、Q サブスクリプションのタイプ (単一方向か双方向か) によ
って異なり、ASNBIDI および ASNUNI という名前です。
重要: 同一のスキーマ・レベル・サブスクリプション内で既存の表レベル Q サブス
クリプションとは異なる表レベル Q サブスクリプションが作成される結果になるよ
うなプロファイルは、作成しないでください。共用スキーマ・レベル・サブスクリ
プションのすべての表レベル・スキーマ・レベル・サブスクリプションは、整合し
ていなければなりません。
手順
表レベル Q サブスクリプションのプロファイルを作成するには、ASNCLP コマン
ド行プログラムで CREATE SUBSCRIPTION OPTIONS コマンドを使用します。
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コマンドでは、個別の表レベル Q サブスクリプションを作成するために指定したい
オプションを指定してください。例えば、双方向レプリケーションの場合の以下の
コマンドでは、行が競合する場合にソース表からの行を使用すること (CONFLICT
ACTION F)、ソース表でのロード操作を複製すること (CAPTURE LOAD R)、およ
びカスケード削除操作は複製しないこと (IGNORE CASCADE DELETES) を指定し
ています。
SET BIDI NODE 1 SERVER SAMPLE;
SET BIDI NODE 2 SERVER SAMPLE2;
CREATE SUBSCRIPTION OPTIONS bidioptions
SUBTYPE B, CONFLICT ACTION F, CAPTURE LOAD W, IGNORE CASCADE DELETES;

このプロファイルを CREATE SCHEMASUB コマンドで作成した場合、ASNCLP
プログラムは、指定されたスキーマおよび表のすべてに表レベル Q サブスクリプシ
ョンを作成する時に、このプロファイル・オプションを使用します。また Q キャプ
チャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムは、CREATE TABLE 操作に
対する応答で新たに作成されたソース表の Q サブスクリプションを作成する時に、
このプロファイルを使用します。

DATA CAPTURE CHANGES とスキーマ・レベル・サブスクリプション
CREATE TABLE 操作のレプリケーションを可能にするには、スキーマ・レベル・
サブスクリプションの一部である新たに作成された表が DATA CAPTURE
CHANGES 属性セットを持つことが必要です。
DATA CAPTURE CHANGES は、DB2 が、表に対する SQL 変更に関する自身の
リカバリー・ログ内の追加情報を必ず提供するようにします。以下のいくつかの方
法のいずれかを使用することにより、新たに作成される表で DATA CAPTURE
CHANGES を有効にすることができます。
v CREATE TABLE ステートメントで明示的に DATA CAPTURE CHANGES を指
定する。
v

CREATE SCHEMA ステートメントで DATA CAPTURE
CHANGES 属性を使用する。このオプションでは、指定されたスキーマ内に作成
されるすべての表が、デフォルトで DATA CAPTURE CHANGES セットを持ち
ます。

v

データベース・レベルの構成パラメーター dft_schemas_dcc
を YES に設定する。デフォルトでは dft_schemas_dcc は NO に設定されてい
ます。YES に設定すると、新たに作成されるスキーマはすべて、デフォルトで
DATA CAPTURE CHANGES 節を持ちます。

CREATE TABLE コマンドが明示的に DATA CAPTURE NONE を指定する場合、
レプリケーション・プログラムは、この表の複製は必要ないと想定して、必要なら
ば DATA CAPTURE 属性を変更できるように警告メッセージを出します。
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スキーマ・レベル・サブスクリプションの開始
サブスクリプションの一部である表に対する CREATE TABLE および DROP
TABLE などの SQL 操作のキャプチャーを開始するように、Q キャプチャー・プ
ログラムに指示して、スキーマ・レベル・サブスクリプションを開始することがで
きます。オプションで、組み込まれている表レベル Q サブスクリプションをすべて
開始することもできます。
このタスクについて
新しく作成されたスキーマ・レベル・サブスクリプションは、N (新規) 状態にな
り、Q キャプチャー・プログラムの開始または再初期化時に自動的に開始されま
す。サブスクリプションをユーザーが停止した場合、またはエラーのために停止し
た場合は、この手順を使用する必要がある場合があります。
スキーマ・レベル・サブスクリプションを開始するには、1 つ以上の Q キャプチャ
ー・サーバーで IBMQREP_SIGNAL 表に START SCHEMASUB シグナルを挿入す
ることが必要になります。Q キャプチャーがこのシグナルを処理すると、対応する
スキーマ・レベル・サブスクリプションの状態は IBMQREP_SCHEMASUBS 表中で
A (アクティブ) に変わります。
ASNCLP プログラムを使用してスキーマ・レベル・サブスクリプションを開始する
場合は、ASNCLP プログラムがシグナルの挿入を実行します。ユーザー自身が SQL
を使用してこの挿入を実行する場合は、双方向またはピアツーピア構成内のすべて
の Q キャプチャー・サーバーで、START SCHEMASUB シグナルを
IBMQREP_SIGNAL 表に挿入する必要があります。
手順
スキーマ・レベル・サブスクリプションを開始するには、次の方法のいずれかを使
用します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

START SCHEMASUB コマンドを使用します。以下の 2 つのオプ
ションがあります。
スキーマ・レベル・サブスクリプションのみを開始する
このオプションは、スキーマ・レベル・サブスクリプショ
ンの一部であるすべての表に対する CREATE TABLE お
よび DROP TABLE 操作の複製を開始するように、Q キ
ャプチャー・プログラムに指示します。以下の例は、双方
向レプリケーション・サーバー SAMPLE1 と SAMPLE2
の間の schemasub1 に対して、このタスクを完了します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET BIDI NODE 1 SERVER DBALIAS SAMPLE1;
SET BIDI NODE 2 SERVER DBALIAS SAMPLE2;
SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON;
START SCHEMASUB schemasub1 NEW ONLY;
スキーマ・レベル・サブスクリプションおよびこれに属するすべて
の表レベル Q サブスクリプションを開始する
このオプションは、スキーマ・レベル・サブスクリプショ
ンの一部であるすべての表に対してサポートされる DDL
操作の複製を開始するとともに、スキーマ・レベル・サブ
スクリプションの一部であるすべての表レベル Q サブス
クリプションに対する行変更の複製を開始するように、Q
キャプチャー・プログラムに指示します。
以下の例で、スクリプト内で必要とされる他のコマンドは
前述の例と同じであり、省略しています。
START SCHEMASUB schemasub1 ALL;

SQL

以下のようにして、1 つ以上の Q キャプチャー・サーバーで
IBMQREP_SIGNAL 表に START SCHEMASUB シグナルを挿入し
ます。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’START SCHEMASUB’,
’schema_subname’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、
schema_subname は開始するスキーマ・レベル・サブスクリプション
の名前です。
双方向またはピアツーピア・レプリケーションの場合、構成内のす
べての Q キャプチャー・サーバーに、このシグナルを挿入する必
要があります。
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スキーマ・レベル・サブスクリプションで使用される表レベル・オプション
の変更
表レベル Q サブスクリプションを作成するために使用されるプロファイルを更新す
ることはできませんが、必要な変更を指定した新規プロファイルを作成してから、
スキーマ・レベル・サブスクリプションが新規プロファイルの使用を開始するよう
に指定することができます。
このタスクについて
プロファイルが更新できない理由は、変更しようとしているプロファイルを他のス
キーマ・レベル・サブスクリプションが使用している可能性があるためです。新規
プロファイルの使用を開始するには、ASNCLP コマンドおよび SQL UPDATE ステ
ートメントを使用します。
新規プロファイルへの変更は、新規の表に作成される今後の Q サブスクリプション
に対してのみ有効です。既存の表レベル Q サブスクリプションを更新するには、別
の SQL ステートメントを出す必要があります。
手順
1. 新規オプションを含む、表レベル Q サブスクリプションの新規プロファイルを
作成します。 ASNCLP で CREATE SUBSCRIPTION OPTIONS コマンドを使用
します。
以下の例では、双方向構成用に bidilist_new という名前の新規プロファイルを作
成します。この新規プロファイルでは、デフォルトのエラー・アクションである
Q (Q アプライは受信キューからの読み取りを中止する) から変更して、エラ
ー・アクションに S (Q アプライは停止) を指定します。
SET BIDI NODE 1 SERVER SAMPLE1;
SET BIDI NODE 2 SERVER SAMPLE2;
CREATE SUBSCRIPTION OPTIONS bidilist_new
SUBTYPE B
ERROR ACTION S;

2. 新規のオプション・リストを指示するには、IBMQREP_SCHEMASUBS 表を更新
します。 双方向レプリケーションの場合は、IBMQREP_SCHEMASUBS 表を両
方のサーバーで更新します。
例として双方向構成を使用すれば、以下のように SAMPLE1 サーバーと
SAMPLE2 サーバーの両方で更新ステートメントを出します。
UPDATE ASN.IBMQREP_SCHEMASUBS SET SUBPROFNAME = ’bidilist_new’
WHERE SCHEMA_SUBNAME = ’schemasub1’;

3. 両方のサーバー上の IBMQREP_TARGETS 表に対して、以下の SQL ステート
メントを出すことにより、既存の表レベル Q サブスクリプションを更新して、
エラー・アクションを S に変更します。
UPDATE ASN.IBMQREP_TARGETS SET ERROR_ACTION = ’S’
nWHERE SCHEMA_SUBNAME = ’schemasub1’;

4. ASNCLP で REINIT SCHEMASUB コマンドを ALL キーワードを指定して使用
することにより、スキーマ・レベル・サブスクリプション、およびその表レベル
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Q サブスクリプションすべてを再初期化します。 このコマンドは、コントロー
ル表に対してなされた変更を読み取るように、Q キャプチャー・プログラムに指
示します。
SET BIDI NODE 1 SERVER SAMPLE1;
SET BIDI NODE 2 SERVER SAMPLE2;
REINIT SCHEMASUB schemasub1 ALL;

スキーマ・レベル・サブスクリプションの停止
サブスクリプションの一部である表に対する CREATE TABLE および DROP
TABLE などの SQL 操作のキャプチャーを終了するために、Q キャプチャー・プ
ログラムに指示して、スキーマ・レベル・サブスクリプションを停止することがで
きます。オプションで、組み込まれている表レベル Q サブスクリプションをすべて
停止することもできます。
このタスクについて
スキーマ・レベル・サブスクリプションを停止するには、1 つ以上の Q キャプチャ
ー・サーバーで IBMQREP_SIGNAL 表に STOP SCHEMASUB シグナルを挿入する
ことが必要になります。ASNCLP プログラムを使用してスキーマ・レベル・サブス
クリプションを停止する場合は、ASNCLP プログラムがこれらの挿入を実行しま
す。
Q キャプチャーがこのシグナルを処理すると、対応するスキーマ・レベル・サブス
クリプションの状態は IBMQREP_SCHEMASUBS 表中で I (非アクティブ) に変わ
ります。表レベル Q サブスクリプションの状態は、これらのサブスクリプションを
明示的に停止しない限り変更されないままになります。単一のコマンドで ASNCLP
プログラムにより明示的に停止することができます。
ユーザー自身が SQL を使用してこの挿入を実行する場合は、双方向またはピアツ
ーピア構成内のすべての Q キャプチャー・サーバーで、STOP SCHEMASUB シグ
ナルを IBMQREP_SIGNAL 表に挿入する必要があります。
手順
スキーマ・レベル・サブスクリプションを停止するには、次の方法のいずれかを使
用します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

STOP SCHEMASUB コマンドを使用します。以下の 2 つのオプシ
ョンがあります。
スキーマ・レベル・サブスクリプションのみを停止する
このオプションは、スキーマ・レベル・サブスクリプショ
ンの一部であるすべての表に対する CREATE TABLE お
よび DROP TABLE 操作の複製を停止するように、Q キ
ャプチャー・プログラムに指示します。以下の例は、双方
向レプリケーション・サーバー SAMPLE1 と SAMPLE2
の間の schemasub1 に対して、このタスクを完了します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET BIDI NODE 1 SERVER DBALIAS SAMPLE1;
SET BIDI NODE 2 SERVER DBALIAS SAMPLE2;
SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON;
STOP SCHEMASUB schemasub1 NEW ONLY;
スキーマ・レベル・サブスクリプションおよびこれに属するすべて
の表レベル Q サブスクリプションを停止する
このオプションは、スキーマ・レベル・サブスクリプショ
ンの一部であるすべての表に対してサポートされる DDL
操作の複製を停止するとともに、スキーマ・レベル・サブ
スクリプションの一部であるすべての表レベル Q サブス
クリプションに対する行変更の複製を停止するように、Q
キャプチャー・プログラムに指示します。
以下の例で、スクリプト内で必要とされる他のコマンドは
前述の例と同じであり、省略しています。
STOP SCHEMASUB schemasub1 ALL;

SQL

以下のようにして、1 つ以上の Q キャプチャー・サーバーで
IBMQREP_SIGNAL 表に STOP SCHEMASUB シグナルを挿入しま
す。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’STOP SCHEMASUB’,
’schema_subname’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、
schema_subname は停止するスキーマ・レベル・サブスクリプション
の名前です。
双方向またはピアツーピア・レプリケーションの場合、構成内のす
べての Q キャプチャー・サーバーに、このシグナルを挿入する必
要があります。
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スキーマ・レベル・サブスクリプションの削除
アクティブに処理中ではないスキーマ・レベル・サブスクリプションを、削除でき
ます。オプションで、関連するすべての表レベル Q サブスクリプションを削除する
ように指定できます。
このタスクについて
ASNCLP プログラムの DROP SCHEMASUB コマンドにより、スキーマ・レベル・
サブスクリプションのみを削除すること (NEW ONLY キーワードを使用) も、表レ
ベル Q サブスクリプションすべてを削除すること (ALL キーワードを使用) もで
きます。
手順
1. Q レプリケーション・ダッシュボード、レプリケーション・センター、または
SQL を使用して、スキーマ・レベル・サブスクリプションが非アクティブ (I)
状態であることを確認します。
2. 以下のいずれかの方法を使用して、関連する表レベル Q サブスクリプションが
すべて非アクティブであることを確認します。
3. DROP SCHEMASUB を発行します。
以下の例では、双方向構成内のスキーマ・レベル・サブスクリプション
JASLY10 を削除し、これに属する表レベル Q サブスクリプションをすべて削除
します。
SET BIDI NODE 1 SERVER SAMPLE;
SET BIDI NODE 2 SERVER SAMPLE2;
DROP SCHEMASUB JASLY10 ALL;

双方向構成内の両サーバー上の Q キャプチャー・コントロール表および Q ア
プライ・コントロール表から、サブスクリプション関連の項目が削除されます。

新たに追加された列のソース表からの自動レプリケーションを使用可能にす
る
新しい列がソース表に追加された時に自動的にターゲット表に追加されて複製され
るように、Q サブスクリプションをセットアップすることができます。
作業を始める前に
v Q キャプチャー・サーバーおよび Q アプライ・サーバーは、「z/OS」と
「Linux、UNIX、および Windows」の両方でバージョン 10.1 以降でなければな
りません。
v

z/OS 上では、いくつかの構成手順が必要です。「ADD
COLUMN および SET DATA TYPE 操作のレプリケーションを使用可能にす
る」を参照してください。

v Q アプライ・プログラムを実行するユーザー ID が、新しい列の追加先となるタ
ーゲット表に対して ALTER 特権を持っていることを確認してください。
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制約事項
以下の場合には、この機能はサポートされていません。
v 既存の列を Q サブスクリプションに追加しようとしている場合
v ターゲット整合変更データ (CCD) 表に対して変更前イメージ列名を指定したい
場合
v ターゲット列に異なる名前を指定したい場合
これらの場合は、『既存の列を Q サブスクリプションに追加する (単一方向レプリ
ケーション)』 および 152 ページの『既存の列を Q サブスクリプションに追加す
る (双方向またはピアツーピア・レプリケーション)』 で説明されている ADDCOL
シグナルを使用してください。
手順
新たに追加された列の自動レプリケーションを使用可能にするには、次の方法のい
ずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE QSUB コマンドで、REPLICATE ADD COLUMN YES を
指定する。以下の例では、セットアップ・コマンド、および続いて
このオプションを指定した CREATE QSUB コマンドを示していま
す。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DBALIAS SAMPLE;
SET SERVER TARGET TO DBALIAS TARGETDB;
SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON;
CREATE QSUB USING REPLQMAP SAMPLE_ASN_TO_TARGETDB_ASN
(SUBNAME EMPLOYEE0001 db2admin.EMPLOYEE
OPTIONS HAS LOAD PHASE I REPLICATE ADD COLUMN YES
KEYS (EMPNO) LOAD TYPE 1);

レプリケーション・セ 以下のウィンドウまたはウィザード・ページのいずれかで、「ソー
ンター
ス表に追加された新しい列を自動的に複製」チェック・ボックスを
クリックします。
v 「ソース表の列 (Source Table Columns)」(単一方向 Q サブスク
リプション)
v 「どのソース列をどのターゲット列にマップしますか ? (Which
source columns map to which target columns?)」(複数の単一方向
Q サブスクリプション)
v 「どのプロファイル設定をターゲット表に使用しますか ? (Which
profile settings for target tables?)」(双方向レプリケーション)

既存の列を Q サブスクリプションに追加する (単一方向レプリケーション)
レプリケーション・プログラムの実行中に、ソース表の既存の列を単一方向の Q サ
ブスクリプションに追加することができます。列が既存ではなく、ご使用のサーバ
ーがバージョン 10.1 以降である場合は、これとは別の手順を使用してください。
作業を始める前に
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v 列を追加する Q サブスクリプションは、A (アクティブ) 状態でなければなりま
せん。
v

列のデータ・タイプが LONG VARCHAR または GRAPHIC
である場合、ソース・データベースまたはサブシステムは、DATA CAPTURE
CHANGES INCLUDE VARCHAR COLUMNS で構成されなければなりません。

制約事項
v 追加する列は NULL 可能か、または NOT NULL WITH DEFAULT として定義
されなければなりません。
v デフォルト値が入っている列を追加する場合、新規列の複製を始める前にソース
表に対して REORG ユーティリティーを実行する必要があります。詳しくは、
DB2 for z/OS ターゲット表に列を追加する際の CHECKFAILED エラーの回避を
参照してください。
v commit_interval パラメーターに指定されているように、Q キャプチャーの 1
回のコミット・インターバル内に 20 個を超える列を追加することはできませ
ん。
v フェデレーテッド・ターゲット: 既存の Q サブスクリプションに列を追加するに
は、ADDCOL シグナルを使用できますが、ニックネームに列を追加することはで
きないため、Q サブスクリプションをドロップし、ターゲット表を変更した後で
Q サブスクリプションを再作成する必要があります。
このタスクについて
バージョン 10.1 以降の場合: 関係するサーバーが、「z/OS」と「Linux、UNIX、お
よび Windows」の両方でバージョン 10.1 以降である場合は、新しい列をソース表
に追加するときにこの手順を使用する必要はありません。IBMQREP_SUBS 表の
REPL_ADDCOL 列の値が Y (はい) に設定されている場合、表に新しい列を追加す
ると、それらの列は Q サブスクリプションに自動的に追加され、ターゲット表にま
だそれらの列が存在しない場合にはターゲット表にも追加されます。このように設
定するには、ASNCLP CREATE QSUB コマンドで REPLICATE ADD COLUMN
YES を指定するか、レプリケーション・センターで Q サブスクリプションのプロ
パティーを作成または変更する時に「ソース表に追加された新しい列を自動的に複
製」チェック・ボックスをクリックします。詳しくは、以下のトピックを参照して
ください。
v

ADD COLUMN および SET DATA TYPE 操作のレプリケー
ションを使用可能にする

v

147 ページの『新たに追加された列のソース表からの自動レプリケーションを使
用可能にする』

Q キャプチャー・サーバーでシグナルを挿入すると、ターゲット表にまだ列を追加
していない場合は自動的に列が追加されます。複数の列を Q サブスクリプションに
追加する場合、新しい列ごとに 1 つのシグナルを挿入します。単一トランザクショ
ンに複数の列を追加できます。シグナルを挿入するときに Q キャプチャー・プログ
ラムを停止できます。プログラムは、再始動したときにそのシグナルをログから読
み取ります。
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レプリケーション・プログラムが自動的に新しい列をターゲット表に追加するよう
にすると、それらの列は確実にソースの列に一致します。列は、ソース表にあるマ
ッチング列と同じデータ・タイプ、ヌル特性、およびデフォルト値を使用してター
ゲット表に追加されます。ASNCLP コマンド行プログラムで ADD COLUMN コマ
ンドを使用するか、ADDCOL シグナルを使用する場合は、ターゲット列に異なる名
前を指定できます。
手順
列を単一方向 Q サブスクリプションに追加するには、次の方法のいずれかを使用し
ます。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム。

ALTER ADD COLUMN コマンドを使用します。例えば次のコマン
ドは、列 BONUS を DEPARTMENT0001 Q サブスクリプションに
追加します。
ALTER ADD COLUMN USING SIGNAL (BONUS)
QSUB DEPARTMENT0001
USING REPQMAP SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN;

Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード
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「Subscriptions」タブで、表から Q サブスクリプションを選択し、
「Actions」 > 「Add Columns」をクリックします。
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方法

説明

SQL

以下のようにコマンド・プロンプトまたはいずれかの DB2 コマン
ド行ツールを使用して、 ADDCOL シグナルを Q キャプチャー・
サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。以下に例を示し
ます。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’ADDCOL’,
’subname;column_name;before_column_name;
target_column_name’,
’P’ );
schema
列を追加する Q サブスクリプションを処理する、Q キャプチ
ャー・プログラムを示します。
subname;column_name;before_column_name;target_column_name
列を追加する Q サブスクリプションの名前および追加する列
の名前 (セミコロンで区切ります)。これらの名前には大/小文字
の区別があり、大/小文字をそのまま保持するための二重引用符
は必要ありません。以下の例に従ってください。
ソース表の列を Q サブスクリプションとターゲット表に追加
する
QSUB1;COL10
列とその列の変更前イメージを追加する (CCD ターゲット表に
対して) QSUB1;COL10;XCOL10
列を、変更前イメージなしで、異なるターゲット列名を使用し
て追加する
QSUB1;COL10;;TRGCOL10 (2 つのセミコロン (;;) 使用し
て、変更前イメージ列を省略していることを示しま
す。)

シグナルが処理されてから、Q キャプチャー・プログラムは新しい列を含むログ・
データを読み取った時点で、その列への変更のキャプチャーを開始します。
ADDCOL シグナルの挿入のコミット後にコミットされた列への変更が、ターゲット
表の新しい列へ複製されます。新しい列が追加されるよりも前からターゲット表に
存在していた行には、新しい列に対して NULL またはデフォルト値が入れられま
す。
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既存の列を Q サブスクリプションに追加する (双方向またはピアツーピ
ア・レプリケーション)
レプリケーション・プログラムの実行中に、ソース表の既存の列を Q サブスクリプ
ションに双方向またはピアツーピアで追加することができます。列が既存ではな
く、ご使用のサーバーがバージョン 10.1 以降である場合は、これとは別の手順を使
用してください。
作業を始める前に
v 表を指定する Q サブスクリプションは、すべてのサーバーにおいて A (アクテ
ィブ) 状態でなければなりません。
v

列のデータ・タイプが LONG VARCHAR または GRAPHIC
である場合、ソース・データベースまたはサブシステムは、DATA CAPTURE
CHANGES INCLUDE VARCHAR COLUMNS で構成されなければなりません。

制約事項
v 追加するすべての列は NULL 可能か、または NOT NULL WITH DEFAULT と
して定義されなければなりません。
v デフォルト値が入っている列を追加する場合、新規列の複製を始める前にソース
表に対して REORG ユーティリティーを実行する必要があります。詳しくは、
DB2 for z/OS ターゲット表に列を追加する際の CHECKFAILED エラーの回避を
参照してください。
v 新規に追加された列のデフォルト値は、その列の ADDCOL シグナルが処理され
るまで変更できません。
v commit_interval パラメーターに指定されているように、Q キャプチャーの 1
回のコミット・インターバル内に 20 個を超える列を追加することはできませ
ん。
このタスクについて
バージョン 10.1 以降の場合: 関係するサーバーが、「z/OS」と「Linux、UNIX、お
よび Windows」の両方でバージョン 10.1 以降である場合は、新しい列をソース表
に追加するときにこの手順を使用する必要はありません。IBMQREP_SUBS 表の
REPL_ADDCOL 列の値が Y (はい) に設定されている場合、表に新しい列を追加す
ると、それらの列は Q サブスクリプションに自動的に追加され、ターゲット表にま
だそれらの列が存在しない場合にはターゲット表にも追加されます。このように設
定するには、ASNCLP CREATE QSUB コマンドで REPLICATE ADD COLUMN
YES を指定するか、レプリケーション・センターで Q サブスクリプションのプロ
パティーを作成または変更する時に「ソース表に追加された新しい列を自動的に複
製」チェック・ボックスをクリックします。詳しくは、以下のトピックを参照して
ください。
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v

ADD COLUMN および SET DATA TYPE 操作のレプリケー
ションを使用可能にする

v

147 ページの『新たに追加された列のソース表からの自動レプリケーションを使
用可能にする』
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この手順を使用するには、最初に 1 つのサーバーの表を変更して列を追加します。
それからそのサーバーで SQL シグナルを挿入します。シグナルが処理されると、
他のサーバーにある表のバージョンは、列を手動で追加しないかぎり自動的に変更
されて列が追加されます。シグナルは、すべてのサーバーにおける Q サブスクリプ
ション定義にも列を追加します。
列は一度にいくつでもソース表に追加できます。この追加は Q キャプチャーおよび
Q アプライ・プログラムが実行されているときまたは停止しているときに行えま
す。
推奨: ADDCOL シグナルを 1 つずつ挿入し、次の ADDCOL シグナルを挿入する
前、または他の何らかのトランザクションを行う前に COMMIT を発行します。
手順
双方向またはピアツーピア・レプリケーションで複製するための列を追加するに
は、以下のようにします。
1. サーバーの 1 つにある論理表を変更して列を追加します。
列をソース表に追加する ALTER TABLE 操作が失敗した場合、ピアツーピア・
グループ内のすべての Q サブスクリプションは非アクティブになります。
2. 次のいずれかの方法を使用して、ソース表の Q サブスクリプションに列を追加
することを、Q キャプチャー・プログラムにシグナル通知します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行プログラム

ALTER ADD COLUMN コマンドを使用しま
す。例えば次のコマンドは、列 BONUS を
DEPARTMENT0001 Q サブスクリプション
に追加します。
ALTER ADD COLUMN USING SIGNAL (BONUS)
QSUB DEPARTMENT0001
USING REPQMAP SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN;

Q レプリケーション・ダッシュボード

「Subscriptions」タブで、表から Q サブスク
リプションを選択し、「Actions」 > 「Add
Columns」をクリックします。
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方法

説明

SQL

以下のようにコマンド・プロンプトまたはい
ずれかの DB2 コマンド行ツールを使用し
て、 ADDCOL シグナルを Q キャプチャ
ー・サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿
入します。以下に例を示します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’ADDCOL’,
’subname;column_name’,
’P’ );
schema
表を変更したサーバーにある Q キャプ
チャー・プログラムを識別します。
subname;column_name
表を変更した Q キャプチャー・サーバ
ーから発信する Q サブスクリプション
の名前、および追加する列の名前 (セミ
コロンで区切ります)。これらの名前には
大/小文字の区別があり、大/小文字をそ
のまま保持するための二重引用符は必要
ありません。

以下の例を検討してください。あるピアツーピア構成に、ServerA、ServerB、および
ServerC の 3 つのサーバーと、EMPLOYEE 表のための
subA2B、subB2A、subA2C、subC2A、subB2C、および subC2B の 6 つの Q サブス
クリプションが含まれているとします。
列 ADDRESS を ServerA の EMPLOYEE 表に追加します。その後、ServerA から
ServerB のトランザクションを処理する Q サブスクリプションのために ADDCOL
シグナルを挿入し、Q サブスクリプション名および列名として subA2B;ADDRESS を
指定します。 ADDCOL シグナルは 1 つだけ必要です。レプリケーション・プログ
ラムは ServerB および ServerC にある EMPLOYEE 表に ADDRESS 列を自動的に
追加し、列定義を 6 つの Q サブスクリプションすべてに追加します。

ALTER TABLE ALTER COLUMN SET DATA TYPE 操作の自動複製
z/OS および Linux、UNIX、および Windows 上のバージョン 10.1 以降、ソース表
での ALTER TABLE ALTER COLUMN SET DATA TYPE 操作は自動的に複製さ
れます。対応するターゲット表列のデータ・タイプは変更され、レプリケーション
は正常に続行されます。
前提条件:
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v Q キャプチャー・サーバーおよび Q アプライ・サーバーは、「z/OS」と
「Linux、UNIX、および Windows」の両方でバージョン 10.1 以降でなければな
りません。例外は、VARCHAR/VARGRAPHIC 列の拡張です。このオペレーショ
ンは、旧バージョンでサポートされています。
v

z/OS 上では、いくつかの構成手順が必要です。「ADD
COLUMN および SET DATA TYPE 操作のレプリケーションを使用可能にす
る」を参照してください。

v Q アプライ・プログラムを実行するユーザー ID が、変更されるターゲット表に
対して ALTER 特権を持っていることを確認してください。
以下の状況では、ソース列のデータ・タイプを変更する場合はターゲット列を手動
で変更する必要があります。
v Q アプライ・プログラムがバージョン 9.7 以前である場合。ソース表のデータ・
タイプを変更する前に、ターゲット列のデータ・タイプを変更する必要がありま
す。
v ソース列がターゲットでは式にマップされる場合。その式、または下位のターゲ
ット表列に対して、必要な変更があれば行わなければなりません。
v 変更された列が、コード・ページ変換の関係のために、ターゲットではより長い
ストリングにマップされる場合。例えば、ソース列のデータ・タイプが
CHAR(10) である状況を考えます。ターゲット列は、コード・ページ変換を処理
するために CHAR(40) としてセットアップされます。ソース列が CHAR(20) に
変更され、この変更が複製されます。しかし、ストリング・データ・タイプを小
さいサイズに変更することはできず、CHAR(40) から CHAR(20) への変更は失敗
します。このような状況を回避するには、手動でターゲット列を CHAR(80) に変
更して、コード・ページ変換後に行エラーが出ないようにする必要があります。
ターゲット列が変更された後、DB2 はその表を REORG PENDING 状態にします。
この場合、その表を使用する前に REORG 操作が必要です。Q アプライ・プログラ
ムは DB2 ストアード・プロシージャー ADMIN_REVALIDATE_DB_OBJECTS を呼
び出し、この表を REORG PENDING 状態から除去します。この REORG 要件に対
する例外は、VARCHAR 列または VARGRAPHIC 列の長さの拡張です。
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第 8 章 フェデレーテッド・ターゲットへの Q レプリケーション
Oracle または Microsoft SQL Server などのターゲットへ向けて Q レプリケーショ
ンが行われる方法は、ソースおよびターゲットの両方が DB2 サーバーであるとき
のシナリオと非常に類似しています。
WebSphere MQ は、2 つの DB2 データベース間での典型的な単一方向レプリケー
ション・シナリオ用に構成されています。トランザクションは、既存の Q キャプチ
ャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを使用して複製されます。
主な相違は Q アプライの側にあります。 DB2 以外のターゲットの場合、Q アプ
ライ・プログラムはフェデレーテッド・サーバー上で実行され、キャプチャーした
変更内容をキューから取得して、それらを非 DB2 リレーショナル・データベース
内のターゲット表に、フェデレーテッド・サーバー・ニックネームを使用して書き
込みます。
Q レプリケーションをフェデレーテッド・ターゲット用に構成するとき、いくつか
の Q アプライ・コントロール表がターゲット・システム上に作成されて、ターゲッ
ト表と同様にニックネームによってアクセスされるようになります。 Q アプライ
は、ターゲット表に対する変更と同じ作業単位の最中に、これらの表に書き込みを
行います。フェデレーテッド・ターゲットごとに、1 セットのコントロール表が必
要になります。
158 ページの図 18 は、フェデレーテッド Q レプリケーションでの、レプリケーシ
ョン・プログラム、DB2 サーバー、および非 DB2 サーバーの関係を示していま
す。
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図 18. フェデレーテッド・サーバーを介する非 DB2 サーバーへの Q レプリケーション

フェデレーテッド Q レプリケーションの以下のサポートが使用可能です。
ソースおよびターゲット
DB2 for z/OS、Linux、UNIX、および Windows から、
Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、Informix®、または Teradata リレー
ショナル・データベースのターゲット表に向けての単一方向レプリケーショ
ンがサポートされます。これは、これらのターゲットに定義されたフェデレ
ーテッド・ラッパーを使用して行います。ニックネームに対して書き込みを
行う DB2 ストアード・プロシージャーへ複製して、データ変換することが
サポートされています。 Q アプライ・プログラムは、EXPORT および
IMPORT ユーティリティーを使用することによって、ソース・データを 1
つ以上のフェデレーテッド・ターゲット表に並列でロードできます。また、
Q アプライが ODBC 選択項目を使用して、ロードのソースからデータを取
り出すように指定したり、Oracle ターゲットの場合には Q アプライが
SQL*Plus ユーティリティーを呼び出すように指定したりできます。
また、Q レプリケーションでは、ソース表と非 DB2 ターゲット表の間でデ
ータを変換する際に SQL 式を使用することもできます。Q アプライ・プロ
グラムは、フェデレーテッド・サーバーのニックネームを使用してデータを
非 DB2 ターゲット表に適用する前に、データ形式変更を実行します。
ターゲットへのデータの適用
Q レプリケーションでは、同種の属性の列が必要です (例えば、ソース表の
INTEGER からニックネームの INTEGER へ)。Q レプリケーションでは、
属性が同一でなくても互換性があれば、ソース列からニックネーム列への複
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製が可能です。例えば、ターゲットの列データの長さがソースよりも長い場
合です (ソースの CHAR(4) からターゲットの CHAR(8) へのレプリケーシ
ョンなど)。
ユーティリティー
レプリケーション・アラート・モニター、および表相違検出ユーティリティ
ーと同期調整ユーティリティー (asntdiff および asntrep) がフェデレーテッ
ド・ターゲットでサポートされています。 asntdiff ユーティリティーはソー
ス表とニックネームとを比較し、asntrep ユーティリティーはソースとター
ゲットとが同期するようにニックネームを更新します。

用語に関する注記
フェデレーテッド Q レプリケーションについてのトピックでは、「フェデレーテッ
ド・ターゲット」という用語は、ターゲット表の入った Oracle、Sybase、Microsoft
SQL Server、Informix、または Teradata データベースを指しています。その他の
DB2 フェデレーテッドのトピックでは、このターゲットは「データ・ソース」と呼
ばれます。他の Q レプリケーションのトピックでは、「ターゲット」という用語
は、Q アプライ・プログラムが実行され、ターゲット表が存在する DB2 データベ
ースを指します。このデータベースには、フェデレーテッド Q レプリケーションで
のニックネームが含まれます。図 19 は、これらの関係について説明しています。

図 19. フェデレーテッド Q レプリケーションでのソースおよびターゲット

フェデレーテッド・ターゲットへの Q レプリケーションのセットアップ
フェデレーテッド・ターゲットへの Q レプリケーションのセットアップには、 Q
アプライ・プログラムが実行されるフェデレーテッド・サーバーの構成、
WebSphere MQ オブジェクトの作成、フェデレーテッド・オブジェクトの作成、お
よび Q レプリケーション・オブジェクトの作成が含まれます。
一般制約事項
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v asntdiff および asntrep ユーティリティーは、DB2 ソース表と、Q アプラ
イ・プログラムが実行されるフェデレーテッド・サーバーのニックネーム
とで、データ・タイプが同じであることを必要とします。
v ADDCOL シグナルを使用して列を既存の Q サブスクリプションに追加
する場合、新規の列はターゲット表および対応するニックネーム内にすで
に存在しているものでなければなりません (ニックネームには列を追加で
きません)。
v ソース・データベース、フェデレーテッド DB2 データベース、および非
DB2 ターゲット・データベースのコード・ページが一致していることを
確認してください。
データ・タイプの制約事項
v ラージ・オブジェクト (LOB) 値のレプリケーションは、Oracle ターゲッ
トでのみサポートされます。これらのターゲットは、NET8 ラッパーを使
用する必要があります。
v GRAPHIC、VARGRAPHIC、または DBCLOB データ・タイプを複製する
には、 Oracle サーバーおよびクライアントがバージョン 9 以降でなけ
ればなりません。サーバー・マッピングもバージョン 9 以降であること
が必要です。
v LONG VARGRAPHIC データ・タイプのレプリケーションは、サポート
されていません。
v Sybase、Microsoft SQL Server、および Informix では、ソース表の列デー
タ・タイプが LONG VARCHAR の場合、作成されるニックネームのデ
ータ・タイプは VARCHAR(32672) となります。 LONG VARCHAR に
許可される長さは 32672 を上回るので、データが切り捨てられる可能性
があります。
手順
フェデレーテッド・ターゲットへの Q レプリケーションをセットアップする方法
は、以下のとおりです。
1. フェデレーテッド・サーバーを構成します。
2. フェデレーテッド・オブジェクトを作成します。
3. WebSphere MQ オブジェクトを作成します。
4. コントロール表を作成します。
5. Q サブスクリプションを作成します。
161 ページの図 20 は、フェデレーテッド Q レプリケーションをセットアップする
ためのステップを示しています。
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図 20. フェデレーテッド Q レプリケーションをセットアップするためのステップの概要

Q レプリケーション用にフェデレーテッド・サーバーを構成する
Q アプライ・プログラムが実行されるシステムに DB2 インスタンスおよびデータ
ベースを構成してからでなければ、フェデレーテッド・ターゲットへの複製はでき
ません。
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作業を始める前に
ソース・データベース、フェデレーテッド DB2 データベース、および非 DB2 デー
タベースのコード・ページが一致していることを確認してください。
手順
Q レプリケーション用にフェデレーテッド・サーバーを構成する方法は、以下のと
おりです。
1. 以下の方法の 1 つによって、Q アプライ・プログラムが実行される DB2 イン
スタンスでフェデレーテッド・サポートを使用可能にします。
方法

説明

コントロール・センター

「DBM 構成」ウィンドウを使用します。このウィンドウを
開くには、オブジェクト・ツリー内で Q アプライ・データ
ベースを含む DB2 インスタンスを右クリックして、「パラ
メーターの構成」をクリックします。「環境」の見出しの下
にある「フェデレーテッド (Federated)」をクリックして、省
略符号ボタンをクリックすることにより、フェデレーテッ
ド・サポートをオンにします。

UPDATE DBM CFG コマンド

Q アプライ・サーバーを含むインスタンスに接続したことを
確認して、以下のコマンドを発行します。
UPDATE DBM CFG USING FEDERATED YES

変更を有効にするには、インスタンスを停止してから再始動する必要がありま
す。
2. Q アプライが実行されるシステム上で、Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、
または Informix クライアント構成ファイルをセットアップおよびテストしま
す。詳細については、以下のトピックの 1 つを参照してください。
v Oracle クライアント構成ファイルのセットアップおよびテスト
v Sybase クライアント構成ファイルのセットアップおよびテスト
v Microsoft SQL Server データ・ソースにアクセスするためのフェデレーテッ
ド・サーバーの準備
v Informix クライアント構成ファイルのセットアップおよびテスト
3. Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、または Informix サーバーに接続するた
めの環境変数を、Q アプライ・プログラムが実行されるフェデレーテッド・サー
バー上の db2dj.ini に設定します。詳細については、以下のトピックの 1 つを
参照してください。
v Oracle 環境変数の設定
v Sybase 環境変数の設定
v Microsoft SQL Server 環境変数の設定
v Informix 環境変数の設定
v Teradata 環境変数の設定
4. Sybase ターゲットの場合に必須: Q アプライ・パッケージを手動で分離レベル
CS とバインドします。
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Q レプリケーションのフェデレーテッド・オブジェクトの作成
フェデレーテッド・サーバー上にラッパー、サーバー定義、およびユーザー・マッ
ピングを作成または登録してからでなければ、Q アプライ・プログラムはフェデレ
ーテッド・サーバーと通信してデータを交換できません。
作業を始める前に
v Q アプライ・サーバーの含まれた DB2 インスタンスをフェデレーテッド・サポ
ート用に構成しなければなりません。
v フェデレーテッド・ターゲットへのレプリケーションに使用されるラッパーが、
フェデレーテッド・ターゲットへの書き込みアクセスを許可していなければなり
ません。
制約事項
Q レプリケーションは、ODBC ラッパーなどの汎用ラッパーを介したフェデレーテ
ッド・ターゲットへのレプリケーションをサポートしていません。
手順
Q レプリケーションのフェデレーテッド・オブジェクトを作成する方法は、以下の
とおりです。
1. Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、または Informix データベース用に適切
なラッパーを登録します。以下のトピックの 1 つを参照してください。
v Oracle ラッパーの登録
v Sybase ラッパーの登録
v Microsoft SQL Server ラッパーの登録
v Informix ラッパーの登録
v Teradata ラッパーの登録
2. Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、または Informix ターゲットのサーバー
定義を登録します。以下のトピックの 1 つを参照してください。
v Oracle データ・ソースのサーバー定義の登録
v Sybase データ・ソースのサーバー定義の登録
v Microsoft SQL Server データ・ソースのサーバー定義の登録
v Informix データ・ソースのサーバー定義の登録
v Teradata データ・ソースのサーバー定義の登録
3. Q アプライ・プログラムが実行されるフェデレーテッド・サーバー上のユーザー
ID と、Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、または Informix サーバー上のユ
ーザー ID との間のユーザー・マッピングを作成します。以下のトピックの 1
つを参照してください。
v Oracle データ・ソースのユーザー・マッピングの作成
v Sybase データ・ソースのユーザー・マッピングの作成
v Microsoft SQL Server データ・ソースのユーザー・マッピングの作成
v Informix データ・ソースのユーザー・マッピングの作成
v Teradata データ・ソースのユーザー・マッピングの作成
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マッピング内のユーザー ID には以下の権限がなければなりません。
v ターゲット・データベース内での表の作成 (コントロール表および選択した場
合はターゲット表)。
v コントロール表およびターゲット表に関する SELECT、INSERT、UPDATE、
および DELETE 権限。
制約事項: サーバー・マッピングで 2 フェーズ・コミットが有効になっている
場合、レプリケーション・センターと ASNCLP コマンド行プログラムは、
Oracle データベース内でのコントロール表またはターゲット表の作成をサポート
しません。

フェデレーテッド Q レプリケーションの Q アプライ・コントロ
ール表の作成
データをフェデレーテッド・ターゲットに複製するためには、Q サブスクリプショ
ン、メッセージ・キュー、稼働パラメーター、およびユーザー設定に関する情報を
保管するためにコントロール表を作成することが必要です。
作業を始める前に
v ラッパー、サーバー定義、およびユーザー・マッピングを作成することにより、
フェデレーテッド・アクセスをセットアップしなければなりません。レプリケー
ション管理ツールは、ラッパーを使用することにより、Oracle、Sybase、Microsoft
SQL Server、Informix、または Teradata ターゲットと連動します。
v デフォルトでは、Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、Informix、または
Teradata ターゲット・データベースに作成される Q アプライ・コントロール表
のスキーマとして、リモート許可 ID が使用されます。ユーザー ID には、この
スキーマにオブジェクトを作成するための権限が必要です。
このタスクについて
フェデレーテッド・ターゲットでは、一部の Q アプライ・コントロール表はターゲ
ット・データベースに作成され、ターゲット表と同様にニックネームによってアク
セスされます。その他のコントロール表は、Q アプライ・プログラムが実行される
フェデレーテッド・サーバーに作成されます。 表 12 は、コントロール表の位置を
示しています。
表 12. フェデレーテッド Q レプリケーションのコントロール表の位置
フェデレーテッド・サーバー内の表

非 DB2 ターゲット・サーバー内の表

v IBMQREP_APPLYENQ

v IBMQREP_DONEMSG

v IBMQREP_APPLYTRACE

v IBMQREP_EXCEPTIONS

v IBMQREP_APPLYMON

v IBMQREP_RECVQUEUES

v IBMQREP_APPLYPARMS

v IBMQREP_SAVERI
v IBMQREP_SPILLEDROW
v IBMQREP_SPILLQS
v IBMQREP_TRG_COLS
v IBMQREP_TARGETS
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Informix: Informix では、フェデレーテッド・サーバーがバイナリー・データを切り
捨てないように、IBMQREP_DONEMSG および IBMQREP_SPILLEDROW コントロ
ール表の MQMSGID 列のデータ・タイプが BYTE に変更されています。さらに、
Informix ではバイナリー・データ上に索引を作成できないので、この表に定義され
た主キーはありません。
手順
フェデレーテッド Q レプリケーションの Q アプライ・コントロール表を作成する
には、以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE CONTROL TABLES FOR コマンドを使用します。FEDERATED
キーワードを指定します。
任意で RMT SCHEMA キーワードを指定して、フェデレーテッ
ド・ターゲット上のコントロール表のスキーマを指定することもで
きます。デフォルトは、リモート許可 ID です。また任意で、これ
らのリモート・コントロール表が作成される表スペース (Oracle)、
セグメント (Sybase)、ファイル・グループ (SQL Server)、または
DB スペース (Informix) を指定することもできます。
例えば次のコマンドは、フェデレーテッド・サーバー FED_DB お
よびリモート許可 ID FED_ASN を使用して環境を設定し、Oracle
ターゲット ORACLE_TARGET へのレプリケーション用の Q アプ
ライ・コントロール表を作成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER TARGET TO DB FED_DB
NONIBM SERVER ORACLE_TARGET;
SET QMANAGER QM2 FOR APPLY SCHEMA;
SET APPLY SCHEMA ASN;
CREATE CONTROL TABLES FOR APPLY SERVER
IN FEDERATED RMT SCHEMA FED_ASN;
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方法

説明

レプリケーション・セ 「Q アプライ・コントロール表の作成」ウィザードを使用します。
ンター
このウィザードをオープンするには、「Q アプライ・サーバー」フ
ォルダーを右クリックして、「Q アプライ・コントロール表の作
成」をクリックします。
「開始」ページ
Q アプライ・サーバーまたは非 DB2 サーバー上にコント
ロール表の位置を指定するには、「カスタム」をクリック
します。
v Q アプライ・サーバーの場合、コントロール表は 1 つ
の表スペース内に作成されます。既存の表スペースを指
定することも、新規の表スペースを作成することもでき
ます。
v フェデレーテッド・ターゲットでは、コントロール表は
デフォルトの表スペース (Oracle)、セグメント
(Sybase)、ファイル・グループ (Microsoft SQL Server)、
または DB スペース (Informix) に作成されます。ある
いは、既存の表スペース、セグメント、ファイル・グル
ープ、または DB スペースを指定することもできます。
「サーバー」ページ
フェデレーテッド・サーバーを選択します。
「ターゲット表」ページ
ターゲット表が Q アプライ・サーバーにマップされた非
DB2 リレーショナル・データベース上にあることを指定し
て、以下を検査します。
v サーバー名 (DB2 フェデレーテッド・サーバーにマップ
された非 DB2 リレーショナル・サーバーのサーバー定
義)。
v Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、または
Informix、または Teradata データベース内で、 Q アプ
ライ・コントロール表の作成に使用されるリモート・ス
キーマ (「スキーマ」 フィールドはこれらのターゲット
のリモート許可 ID を示していますが、値を変更するこ
とも可能です)。

フェデレーテッド Q レプリケーションの Q サブスクリプション
の作成
フェデレーテッド Q レプリケーションに対する Q サブスクリプションは、ソー
ス・データの入った DB2 表を、フェデレーテッド・ターゲットにあるその表のコ
ピーにマップします。 Q サブスクリプションを作成する際に、キュー・マップ、タ
ーゲット表のオプション、および他の設定を指定してください。複製する表ごと
に、Q サブスクリプションを 1 つ作成します。
作業を始める前に
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Informix ターゲットに対して複製するには、buffered_log オプションを使用してト
ランザクション・ロギングを使用可能にする必要があります。
制約事項
v 多方向レプリケーションは、フェデレーテッド・ターゲットではサポートされて
いません。
v ニックネームに対して書き込みを行う DB2 ストアード・プロシージャーだけが
サポートされています。2 フェーズ・コミットはサポートされていないので、こ
のストアード・プロシージャーは、ローカル DB2 表とニックネームの両方に同
時に書き込むことはできません。
v Oracle、Sybase、Microsoft SQL Server、 Informix、または Teradata データベース
のビューまたはストアード・プロシージャーは、ターゲットとしてサポートされ
ていません。
v Q アプライ・プログラムがターゲット表をロードするには、Oracle 以外のすべて
のターゲットに関して EXPORT ユーティリティーと IMPORT ユーティリティー
を指定する必要があります。Oracle の場合には、SQL*Plus を使用できます。ロ
ード機能を使用する前に、Teradata ターゲット表を参照するニックネームが空に
なっていなければなりません。 Oracle、Microsoft SQL Server、Informix、および
Sybase の、TRUNCATE 操作をサポートするデータベース・バージョンの表を参
照するニックネームについては、空である必要はありません。Q アプライがター
ゲット表で TRUNCATE 操作を開始するためです。ターゲット表に参照整合性制
約がある場合、切り捨て操作はサポートされません。
Oracle ターゲット: SQL*Plus を使用するには、パスワード・ファイルを作成す
る必要があります。そのためには、apply_path パラメーターで指定したディレク
トリー、または以下のキーワードの値を使用して Q アプライを呼び出すディレ
クトリーで、asnpwd コマンドを使用します。
– alias: Oracle サーバーを参照する Oracle tnsnames.ora 項目 (フェデレーショ
ンのセットアップで CREATE SERVER コマンドの NODE オプションに使用
した名前と同じです)。
– id: Oracle に接続するためのリモート・ユーザー ID。
– password: Oracle に接続するためのパスワード。
このファイルの名前はデフォルトの asnpwd.aut でなければなりません。 Q サ
ブスクリプションを開始する前に、$> sqlplus id/password@alias というコマン
ドを使用して接続をテストする必要があります。
v 参照整合性制約のあるフェデレーテッド・ターゲット表へのレプリケーション
は、対応するニックネームの制約を手動で定義した場合にのみサポートされま
す。 ASNCLP またはレプリケーション・センターは、ツールがニックネームを
作成する際にこれらの制約を自動的に作成することはありません。また、Q アプ
ライ・プログラムがロード・プロセス中にニックネームの参照整合性制約を除去
して、後からそれらをリストアすることもありません。
推奨: 参照整合性制約のあるニックネームには「ロードなし」オプションを使用
し、レプリケーション管理ツール以外の手段でターゲット表をロードします。
v 複数の索引があるターゲット・ニックネームでは、Q サブスクリプションの
BEFORE_VALUES 属性が Y、IBMQREP_SUBS 表の CHANGED_COLS_ONLY
値が N であることが必要です。
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手順
フェデレーテッド Q レプリケーションの Q サブスクリプションを作成するには、
以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

単一方向レプリケーションでは、CREATE QSUB コマンドを使用し
ます。TARGET NAME には、非 DB2 ターゲット表を指定しま
す。 FEDERATED キーワードを指定します。デフォルトを変更し
たい場合は、任意でニックネームの名前および所有者を指定するこ
ともできます。例えば、次のような特性を持つ Q サブスクリプシ
ョンを作成するには、以下の一連のコマンドを使用します。
v ソース・サーバーは SAMPLE。
v Q アプライ・プログラムが実行されるフェデレーテッド・サーバ
ー (TARGET キーワード) は FED_DB。
v 非 DB2 ターゲット・サーバー (NONIBM SERVER キーワード)
は ORACLE_TARGET。
v レプリケーション・キュー・マップ (REPLQMAP キーワード) は
SAMPLE_ASN_TO_FED_DB_ASN。
v Q サブスクリプション名 (SUBNAME キーワード) は
FEDSUB。
v Oracle データベース上のターゲット表は EMPLOYEE。
v EMPLOYEE 表を指すフェデレーテッド Q アプライ・サーバー
上のニックネーム (NICKNAME キーワード) は
EMPNICKNAME。
v Q サブスクリプションは、手動 (E) ロード・フェーズを指定
(HAS LOAD PHASE キーワード)。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET SERVER TARGET TO DB FED_DB
NONIBM SERVER ORACLE_TARGET;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN;
SET APPLY SCHEMA ASN;
SET QMANAGER QM1 FOR CAPTURE SCHEMA;
SET QMANAGER QM2 FOR APPLY SCHEMA;
CREATE QSUB USING REPLQMAP
SAMPLE_ASN_TO_FED_DB_ASN
(SUBNAME FEDSUB TARGET NAME EMPLOYEE
FEDERATED NICKNAME EMPNICKNAME OPTIONS
HAS LOAD PHASE E);
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方法

説明

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用します。このウ
ンター
ィザードをオープンするには、オブジェクト・ツリーで適切な Q
キャプチャー・スキーマまたは Q アプライ・スキーマを展開し、
「Q サブスクリプション」フォルダーを右クリックして「作成」を
クリックします。
「サーバー」ページ
Q アプライ・プログラムが実行されるフェデレーテッド・
サーバーをターゲット・サーバーに指定します。 Q アプ
ライ・プログラムは、非 DB2 リレーショナル・データベ
ースにある表にマップされる、このサーバーにあるニック
ネームを更新します。
「ターゲット」ページ
複製先にするターゲットのタイプを指定します。
非 DB2 データベース内の表 (Table in the non-DB2
database)
表はニックネームを使用して更新されます。レプ
リケーション・センターに新規の表を作成させる
ことができ、また既存の表を指定することもでき
ます。
DB2 ストアード・プロシージャー
ニックネームに適用する前にソース・データを操
作するためのストアード・プロシージャーこのス
トアード・プロシージャーは、Q アプライ・サー
バーにすでに存在しているものでなければなら
ず、かつニックネームへの書き込みにのみ使用さ
れなければなりません。
複数の Q サブスクリプションの場合: 複数のソース表を
指定した場合、非 DB2 のターゲット表、索引、および表
スペースまたはセグメントのため、およびフェデレーテッ
ド・サーバーのターゲット・ニックネームのために使用さ
れるプロファイルが、「ターゲット表」ページに表示され
ます。「変更」をクリックし、「ターゲット・オブジェク
ト・プロファイルの管理」ウィンドウをオープンして名前
を変更します。
「行と列」ページ
ソース列から非 DB2 ターゲット表の列へのデフォルト・
マッピングを変更する必要がある場合には、「列のマッピ
ング」フィールドを使用します。「列のマッピング」ウィ
ンドウには、フェデレーテッド・サーバーのニックネーム
と非 DB2 ターゲット表との間のデフォルトのデータ・タ
イプ・マッピングが表示されて、ソース列をターゲット列
にマップできるかどうかが検証されます。
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第 9 章 Oracle ソースからの Q レプリケーション
Q レプリケーションでは、Oracle ソース表からのログ・ベースのキャプチャーを、
高スループットで待ち時間の少ない WebSphere MQ メッセージングや、高い並行性
を持つ Q アプライ・プログラムと組み合わせて提供しています。
通常このソリューションは、Oracle 上でオンライン・トランザクション処理データ
ベース (OLTP) からのデータを、読み取り専用サーバーに複製するために使用され
ます。このアプローチにより、オーバーヘッドを最小限に抑えて OLTP サーバーで
の競合を回避する一方で、リアルタイムでライブ・ビジネス・データを照会してレ
ポートを生成することができます。
以下の図は、Oracle LogMiner ユーティリティーによる、ソース表から SQL ステー
トメントへのログ・レコードの変換を示しています。この SQL ステートメント
は、Q キャプチャー・プログラムにが Q アプライ・プログラムに送達するために
WebSphere MQ メッセージに変換されます。レプリケーション・キュー・マップは
トランザクションの送達で使用されるメッセージ・キューを指定し、Q サブスクリ
プションは Oracle ソース表を DB2 ターゲット表にマップします。

図 21. Oracle ソースからの Q レプリケーションの概要

© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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Oracle ソースからの Q レプリケーションのセットアップ
Oracle ソースからの Q レプリケーションのセットアップには、Oracle ソース・デ
ータベースの構成、WebSphere MQ オブジェクトの作成、Q キャプチャー・サーバ
ーおよび Q アプライ・サーバーの構成、および Q レプリケーション・オブジェク
トの作成が含まれます。
手順
Oracle ソースから Q レプリケーションをセットアップするには、以下のようにし
ます。
1. Oracle ソースを構成します。
2. WebSphere MQ オブジェクトを作成します。
3. コントロール表を作成します。
4. ターゲット表のロードをセットアップします。
5. Q サブスクリプションを作成します。
6. Q キャプチャー・プログラムを開始します。
7. Q アプライ・プログラムを開始します。
173 ページの図 22 は、Oracle ソースから Q レプリケーションをセットアップする
ためのステップを示しています。
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図 22. Oracle から Q レプリケーションをセットアップするためのステップの概要
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Q レプリケーションのための Oracle クライアント・サポート
Oracle ソースを対象にして Q キャプチャーを実行する場合は、それぞれのオペレ
ーティング・システムに適した正しい Oracle クライアント・ライブラリーを使用す
る必要があります。
Oracle ソース・データベースを対象にして Q キャプチャー・プログラムを実行す
るために、Oracle のフル・クライアントが必要になるわけではありません。Oracle
の Instant Client を使用できます。Instant Client は、Oracle クライアント・アプリ
ケーションで必要になる基本的な DLL や共有ライブラリーが組み込まれている小
さな圧縮ファイルです。
Oracle を対象にした Q キャプチャーで Instant Client を使用するには、以下のよう
にします。
1. Instant Client の圧縮ファイルを専用のディレクトリーに解凍します (Oracle のフ
ル・クライアントのディレクトリーと混合しないでください)。
2. Instant Client のディレクトリーが PATH (Windows)、LIBPATH
(UNIX)、LD_LIBRARY_PATH (Linux または Solaris)、SHLIB_PATH (HP-UX)
のいずれかの環境変数に組み込まれていることを確認します。
3. 以下の表で示す必須バージョンと一致しない他のクライアントがインストールさ
れている場合 (例えば、Oracle のインストール時にインストールされている場
合) は、環境変数でそのクライアントと Instant Client を混合しないようにする
か、インストールされている Oracle クライアントのディレクトリーのパスの前
に Instant Client のディレクトリーのパスを記述してください。
サポートされているオペレーティング・システムと、Q キャプチャー・プログラム
で必要な Oracle クライアントのレベルを以下の表にまとめます。 Oracle クライア
ントと Oracle サーバーは一致していなくてもかまいませんが、データベース・サー
バー・ソフトウェアのリリースは、クライアント・ソフトウェアのリリース以上で
あることが必要です。

InfoSphere Replication Server バージョン 9.7 フィックスパック
3a 以前
以下の表には、InfoSphere Replication Server バージョン 9.7 フィックスパック 3a
以前を使用して Oracle データベースからレプリカを生成する場合の、サポートされ
るオペレーティング・システムおよび必要なクライアントがリストされています。
表 13. InfoSphere Replication Server バージョン 9.7 FP3a 以前でサポートされるオペレーテ
ィング・システムと必要な Oracle クライアント・ライブラリー・バージョン
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オペレーティング・システム

Oracle クライアント・ライブラリーのバージ
ョン

AIX 5.3

10.2.0.1 Instant Client

Linux 390 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

Solaris 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

Linux AMD 64 ビット

10.2.0.3 Instant Client (10.2.0.3.0 g++ 3.4.3
RHEL AS 4.0 64 ビット (x86_64) バージョ
ンのパッチ適用)
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表 13. InfoSphere Replication Server バージョン 9.7 FP3a 以前でサポートされるオペレーテ
ィング・システムと必要な Oracle クライアント・ライブラリー・バージョン (続き)
オペレーティング・システム

Oracle クライアント・ライブラリーのバージ
ョン

Windows 32 ビット

10.2.0.3 Instant Client (10.2.0.3.0 VS2005
OCCI バージョンのパッチ適用)

HP IPF 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

WebSphere Replication Server バージョン 9.5
以下の表には、WebSphere Replication Server バージョン 9.5 を使用して Oracle デ
ータベースからレプリカを生成する場合の、サポートされるオペレーティング・シ
ステムおよび必要なクライアントがリストされています。
表 14. WebSphere Replication Server バージョン 9.5 でサポートされるオペレーティング・
システムと必要な Oracle クライアント・ライブラリー・バージョン
オペレーティング・システム

Oracle クライアント・ライブラリーのバージ
ョン

AIX 5.3

10.2.0.1 Instant Client

Linux 390 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

Solaris 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

Linux AMD 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

Windows 32 ビット

10.2.0.3 Instant Client (10.2.0.3.0 VS2005
OCCI バージョンのパッチ適用)

HP IPF 64 ビット

10.2.0.1 Instant Client

Oracle ソースの構成
Oracle ソース・データベースからトランザクションをキャプチャーできるようにす
るには、必須のロギング・オプションおよび IBMQREPLPATH 環境変数を設定し、
Q キャプチャー・プログラムと Oracle LogMiner ユーティリティーの連動を可能に
する必要があります。

Q キャプチャー・プログラムと連動するように Oracle ソース・
データベースを構成する
Q キャプチャー・プログラムを開始する前に、Oracle ソース・データベースでのア
ーカイブ・ロギング、最小限の補足ロギング、および表レベルの補足ロギングを使
用可能にしておく必要があります。
このタスクについて
以下のリストは、それぞれの構成の要件について説明しています。
アーカイブ・ロギング
Oracle ソース・データベースを ARCHIVELOG モードで実行する必要があ
ります。このモードでは、ソース・サーバーおよびターゲット・サーバーを
収束するために必要な再実行ログがあれば LogMiner ユーティリティーはそ
第 9 章 Oracle ソース
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れらの再実行ログにアクセスすることができます。 Q キャプチャー・プロ
グラムは CONTINUOUS_MINE オプションで LogMiner ユーティリティー
を使用します。 LogMiner を使って Oracle ログからの継続マイニングを実
行するには、アーカイブ・ロギングを使用可能にする必要があります。初期
設定時にデータベースが NOARCHIVELOG モードで実行されていることを
Q キャプチャー・プログラムが検出すると、プログラムは開始されませ
ん。
最小限の補足ロギング
LogMiner ユーティリティーでは補足ロギングを使用可能にする必要があり
ます。デフォルトでは、Oracle は補足ロギングを提供しません。レプリケー
ションで使用する再実行ログを生成する前に、少なくとも最小限の補足ロギ
ングを使用可能にしておく必要があります。
表レベルの補足ロギング
Q キャプチャー・プログラムでは、Q サブスクリプションの一部を成すす
べての Oracle ソース表に対する表レベルの補足ロギングを使用可能にする
必要があります。表レベルの補足ロギングを使用可能にするまで、表のデー
タはキャプチャーされません。
手順
Q キャプチャー・プログラムと連動するように Oracle ソース・データベースを構
成するには、以下のステップを実行します。
v アーカイブ・ロギングが使用可能になっていることを確認します。データベース
のログ・モード (ARCHIVELOG または NOARCHIVELOG) を確認するには、以
下のステートメントを使用します。
SELECT LOG_MODE FROM SYS.V$DATABASE;

v 以下のステートメントを使って、最小限の補足ロギングを設定します。
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;

補足ロギングが使用可能になっているかどうかを確認するには、次のようにして
V$DATABASE ビューを照会します。
SELECT SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_MIN FROM V$DATABASE;

照会が YES または IMPLICIT の値を戻す場合、最小限の補足ロギングは使用可
能になっています。
v それぞれのソース表で、以下のステートメントを使って表レベルの補足ロギング
を使用可能にします。
ALTER TABLE table_owner.table_name ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;

アーカイブ・ロギングを使用可能にする方法については、「Oracle Database
Administrator's Guide」の『Managing Archived Redo Logs』の章を参照してくださ
い。補足ロギングを使用可能にする方法については、「Oracle Database Utilities」
の『Supplemental Logging』を参照してください。
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Q キャプチャー・プログラムと Oracle LogMiner ユーティリテ
ィーの連動の仕方
Q キャプチャー・プログラムは Oracle LogMiner ユーティリティーを使用して、複
製またはパブリッシュのためにデータを WebSphere MQ メッセージに変換する前に
Oracle ソース表から変更データをリトリーブします。
以下の図は、Oracle ソース表からデータをキャプチャーするときに関係する主なオ
ブジェクトとアプリケーションを示しています。

図 23. Q キャプチャー・プログラムが LogMiner と連動して変更データをリトリーブする方法

以下のリストは、各オブジェクトの連動の仕方について説明しています。
再実行ログ
Oracle 再実行ログは、データベースに対して行われるすべての変更を含む事
前割り振りファイルで構成されます。 Q レプリケーションまたはイベン
ト・パブリッシングでは、データベース・マネージャーがレプリケーション
またはパブリッシングで必要な再実行ログを上書きしないように、データベ
ースを ARCHIVELOG モードで実行する必要があります。
LogMiner ユーティリティー
ユーティリティーは Oracle ソース・データベースに接続し、アーカイブ・
ログおよびアクティブな再実行ログを読み取り、ログ・レコード・データを
V$LOGMNR_CONTENTS という名前の疑似ビューに表示します。データ
は、Q キャプチャー・プログラムが変更を再現するために使用する SQL 形
式で複製されます。
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ディクショナリー
LogMiner はディクショナリーを使用して、バイナリー・ログ・レコードを
プレーン・テキスト SQL ステートメントに変換します。 Q レプリケーシ
ョンとイベント・パブリッシングはオンライン・ディクショナリーを指定し
ます。オンライン・ディクショナリーは常に、現行のデータベース・スキー
マを反映します。詳しくは、 188 ページの『Q キャプチャーによる Oracle
ソース表の変更の処理の仕方』を参照してください。
V$LOGMNR_CONTENTS
LogMiner は Q キャプチャーからの SQL 照会に応えて
V$LOGMNR_CONTENTS ビューを作成します。 Q キャプチャーは
V$LOGMNR_CONTENTS から再ビルドされた SQL ステートメントを使用
して、レプリケーションまたはパブリッシングのための WebSphere MQ メ
ッセージを作成します。
Q キャプチャー・プログラム
Q キャプチャー・プログラムは LogMiner ユーティリティーに対して、開
始、停止、および照会の発行を行います。 Q キャプチャーはユーティリテ
ィーの管理に 2 つの Oracle PL/SQL パッケージを使用します。 1 つは
DBMS_LOGMNR_D で、オンライン・ディクショナリーを作成します。も
う 1 つは DBMS_LOGMNR で、ユーティリティーを開始および停止し、ロ
グ・ファイルを追加および削除し、ユーティリティーにプロンプトを出して
ログ・ファイルからデータを抽出します。 Q キャプチャー・プログラムを
実行するユーザー・アカウントには、LogMiner ユーティリティーを管理す
るための特別な許可が必要です。

Oracle LogMiner ユーティリティーの構成
Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシングのために Oracle LogMiner ユ
ーティリティーを構成するには、LogMiner 再実行表のための表スペースと、適切な
許可を持つ LogMiner 管理者アカウントを作成します。
このタスクについて
LogMiner は再実行ログの変更データを V$LOGMNR_CONTENTS という名前のリ
レーショナル疑似ビューに表示します。このユーティリティーはデフォルトで、
V$LOGMNR_CONTENTS ビューの SYSTEM 表スペースを使用します。 Oracle で
は、LogMiner の操作のためにもう 1 つ別の表スペースを作成して使用することが
勧められています。
Q キャプチャー・プログラムが LogMiner ビューにアクセスできるようにするに
は、特定の許可を作成する必要があります。 LogMiner が Oracle システム表内のデ
ータや SYS ユーザーが所有するビューにアクセスできるようにするための許可を
付与する必要もあります。
サンプル SQL スクリプトは sqllib/samples/repl/oracle ディレクトリーにあります。
このスクリプトは、LogMiner の表スペースを指定し、正しい許可を設定するように
変更することができます。以下の手順でこのタスクを実行することもできます。
推奨: Oracle では再実行ログおよびアーカイブ・ログを生成するデータベース・イ
ンスタンスとは別のデータベースで LogMiner を実行する構成がサポートされてい
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ますが、IBM ではこの構成を Q レプリケーションで使用することは推奨されてい
ません。Q キャプチャー・プログラムは CONTINUOUS_MINE オプションを使って
LogMiner を呼び出します。このオプションは、必要なログ・ファイルを動的に識別
して追加するように、LogMiner に指示します。リモート・マイニング・データベー
スで LogMiner を実行する場合は、アクティブ・ログ・ファイルとアーカイブ・ロ
グ・ファイルを LogMiner で使用できるようにするための手動の操作が必要になり
ます。
手順
1. Oracle ソース・データベース上に LogMiner ユーティリティーのための表スペー
スを作成します。以下のステップを実行します。
a. CREATE TABLESPACE SQL ステートメントを発行します。 環境に合わせ
て以下の UNIX の例を変更することができます。
CREATE TABLESPACE logmnrts$
DATAFILE
’/dbms/oracle10/product/10.1.0/oradata/ORA10SID/logmnr01.dbf’
SIZE 4M AUTOEXTEND ON
NOLOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL;

b. 新規の表スペースを LogMiner ユーティリティーに割り当てます。 以下のス
テートメントは、ステップ a で作成した logmnrts$ 表スペースを割り当てま
す。
EXECUTE SYS.DBMS_LOGMNR_D.SET_TABLESPACE(’logmnrts$’);

2. Oracle ソース上の Q レプリケーションのための LogMiner ユーザー・アカウン
トを作成します。 以下のサンプル・ステートメントは、ユーザー asn を作成
し、このユーザーに対して適切な許可を与えます (ユーザー・アカウントの名前
は必ずしも asn である必要はなく、必要に応じて変更することができます)。
create user asn identified by asn
default tablespace users
temporary tablespace temp
profile default account unlock;
grant connect, resource to asn;
grant create session to asn;
alter user asn quota unlimited on logmnrts$;
grant select any transaction to asn;
grant execute_catalog_role to asn;
grant select any table to asn;
grant select on sys.v_$database to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_contents to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_dictionary to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_logfile to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_logs to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_parameters to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_session to asn;
grant select on sys.v_$logmnr_transaction to asn;
grant select on sys.v_$log to asn;
grant select on sys.v_$logfile to asn;
grant select on sys.v_$archived_log to asn;

ASNCLP 構成ファイルの作成
ASNCLP コマンド行プログラムは Oracle データ・ソースとの接続に構成ファイル
を使用します。構成ファイルはプレーン・テキスト・ファイルです。
このタスクについて
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構成ファイルには、複数のデータ・ソースに関する接続情報を定義することができ
ます。構成ファイルは任意の場所に保存できます。 SET SERVER コマンドには、
ASNCLP プログラムに構成ファイルの場所を指定するためのパラメーターがありま
す。
手順
ASNCLP 構成ファイルを作成するには、次のようにします。
1. データ・ソースを識別するために大括弧で囲んだ固有の名前をテキスト・ファイ
ルに追加します。 名前は 8 文字以下でなければなりません。例えば、
[Oracle1] などです。
2. 構成ファイル内の TYPE、DATA SOURCE、HOST、PORT パラメーターを入力
し、サンプル値を独自の値で置き換えます。 以下の例は、Oracle ソースの場合
の値を示しています。
[Oracle1]
Type=ORACLE
Data source=ORADB
Host=9.30.155.156
Port=1521

3. ファイルを任意の場所に保存します。 SET SERVER コマンドを使用するときは、
ファイルの絶対パスを入力する必要があります。以下は、ASNCLP 構成ファイ
ルを指定する SET SERVER コマンドの例です。
SET SERVER capture TO CONFIG SERVER ORADB
FILE "c:¥ora_setup¥asnservers.ini"
ID myuserid PASSWORD "mypassword";

Oracle ソース用の Q キャプチャー・コントロール表の作成
Oracle ソースからデータをパブリッシュまたは複製する前に、Q キャプチャー・プ
ログラムのコントロール表 をソース Oracle データベースに作成しなければなりま
せん。コントロール表には、Q サブスクリプションとパブリケーションに関する情
報、メッセージ・キュー、稼働パラメーター、およびユーザー設定が保管されてい
ます。
作業を始める前に
v Q キャプチャー・コントロール表を作成するソース Oracle データベースに
ASNCLP コマンド行プログラムまたはレプリケーション・センターが接続できな
ければなりません。 ASNCLP との接続を許可するには、ASNCLP 構成ファイル
を作成します。
v 以下の WebSphere MQ オブジェクトの名前を把握しておかなければなりませ
ん。
– Q キャプチャー・プログラムと連動するキュー・マネージャー
– 管理キューとしての役割を果たす、ローカルの永続的なキュー
– 再始動キューとしての役割を果たす、ローカルの永続的なキュー
ヒント: ASNCLP の VALIDATE WEBSPHERE MQ ENVIRONMENT FOR コマンドを使用す
るか、またはレプリケーション・センターのコントロールを妥当性検査して、コ
ントロール表に指定するキュー・マネージャーおよびキューが存在し、そのプロ
パティーが正しいかどうかを確認します。この VALIDATE コマンドを機能させる
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には、Q キャプチャー・プログラムと WebSphere MQ オブジェクトを Oracle デ
ータベースと同じサーバーに置く必要があります。
このタスクについて
Q キャプチャー・プログラムの各インスタンスには、Q キャプチャー・スキーマで
示される、コントロール表の独自のセットがあります。例えば、ASN1 というスキ
ーマを含む、Q キャプチャー・プログラムの稼働パラメーターを保管しているコン
トロール表は、ASN1.IBMQREP_CAPPARMS という名前になります。
Q キャプチャー・コントロール表は元々、Oracle データベースに作成され、デフォ
ルトでは単一表スペース内に作成されます。各コントロール表が作成される場所を
カスタマイズできます。さらに、既存の表スペースを指定するか、あるいは新規の
表スペースを作成できます。
手順
Oracle ソースに Q キャプチャーのコントロール表を作成するには、次の方法のい
ずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE CONTROL TABLES FOR コマンドを使用します。例えば、以下
のコマンドは環境を設定し、SAMPLE Oracle データベースにコン
トロール表を作成し、ASN1 という Q キャプチャー・スキーマを
使用します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE CONFIG SERVER SAMPLE
FILE asnservers.ini ID id1 PASSWORD pwd1;
SET QMANAGER "QM1" FOR CAPTURE SCHEMA;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
CREATE CONTROL TABLES FOR CAPTURE SERVER
USING RESTARTQ "ASN1.QM1.RESTARTQ"
ADMINQ "ASN1.QM1.ADMINQ" MEMORY LIMIT 64
MONITOR INTERVAL 600000;
CREATE コマンドは、再始動キューおよび管理キューを指定し、トラ
ンザクションの構築に使用できるデフォルトのメモリー量を倍の 64
MB に増やし、パフォーマンス情報を記録するデフォルトのインタ
ーバルを 600000 ミリ秒 (1 分) に減らします。
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方法

説明

レプリケーション・セ Oracle ソースに Q キャプチャー・コントロール表を作成するか既
ンター
存の Q キャプチャー・サーバーをレプリケーション・センターに
追加するときは、「Oracle サーバーの指定」ウィンドウを使用しま
す。
「Q キャプチャー・サーバー」フォルダーを右クリックして、「Q
キャプチャー・コントロール表の作成」をクリックします。
「Oracle サーバーの追加」をクリックし、「Oracle サーバーの指定
」ウィンドウで Oracle ソース・データベースを指定します。
データベース名
Q キャプチャー・コントロール表を含むデータベースの
Oracle サービスまたはシステム ID
データベース別名
Q キャプチャー・コントロール表を含むデータベースの 8
文字から成る TNS_Alias
システム名
データベースが実行されるシステムのホスト名または IP
アドレス
ポート番号
データベースが着信接続要求を探すポート番号
ユーザー ID
Oracle ソース・サーバーに接続するためのユーザー ID
パスワード
Oracle ソース・サーバーに接続するためのパスワード

Oracle ソース用の Q サブスクリプションの作成
Q サブスクリプションは、ソース・データの入った Oracle 表を、DB2 またはフェ
デレーテッド・ターゲットにあるその表のコピーにマップします。 Q サブスクリプ
ションを作成する際に、レプリケーション・キュー・マップ、ターゲット表のオプ
ション、および他の設定を指定してください。複製する表ごとに、Q サブスクリプ
ションを 1 つ作成します。
作業を始める前に
v レプリケーション・キュー・マップおよび Q サブスクリプションをグループ化
する方法を計画します。
v Q サブスクリプションのソース表がある Oracle ソース・サーバーに、Q キャプ
チャー・プログラムのコントロール表を作成します。
v Q サブスクリプションのターゲットがあるサーバーに、Q アプライ・プログラム
のコントロール表を作成します。
v レプリケーション・キュー・マップを作成することにより、複製用のキューとそ
れらの属性を指定します。 (このタスクは、Q サブスクリプションを作成する前
か、Q サブスクリプションを作成する際に行うことができます。)
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v Q アプライ・プログラムによって、ソースの変更をターゲット表にではなく、ス
トアード・プロシージャーに渡す場合は、ストアード・プロシージャーを作成し
ます。
Oracle ソースからのデータとともにターゲット表を自動的にロードすることを選択
した場合には、フェデレーテッド・データベースを使用する必要があります。
Oracle およびその他のデータベース用のフェデレーション機能は、InfoSphere
Replication Server に組み込まれています。フェデレーション機能によって Q アプ
ライ・プログラムは、データへの接続が可能になり、Oracle ソースからターゲット
表にデータをプルすることができます。 Oracle ソース表を指す次のオブジェクトを
フェデレーテッド・データベースに作成する必要があります。
v Oracle ラッパー
v リモート・サーバー定義
v ユーザー・マッピング
制約事項
v 多方向 Q サブスクリプションは Oracle ソースではサポートされません。
v 複製する変更をフィルターに掛けるために検索条件を使用する場合、述部で有効
な Oracle 構文を使用する必要があります。
v Oracle ソース・データベース側の表の切り捨て操作は複製されません。
手順
Oracle ソース用の Q サブスクリプションを作成するには、以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。

第 9 章 Oracle ソース

183

方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE QSUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環
境を設定し、Q サブスクリプションを作成します。それには次の特
性があります。
v Oracle ソース・サーバーは LONDON で、ASNCLP 接続情報は
asnservers.ini ファイルの LONDON 項目の下に保管されま
す。
v DB2 ターゲット・サーバーは DALLAS です。
v レプリケーション・キュー・マップは
LONDON_ASN_TO_DALLAS_ASN です。
v ソース表は SALES で、ターゲット表は TGTSALES です。
v Q サブスクリプション名は SALES_REPORTING です。
v LOAD FROM CURSOR オプション (HAS LOAD PHASE I およ
び LOAD TYPE 1) を使用することにより表が自動的にロードさ
れます。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO CONFIG SERVER LONDON
FILE asnservers.ini ID MYUSERID PASSWORD MYPASS;
SET SERVER TARGET TO DB DALLAS;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN;
SET APPLY SCHEMA ASN;
SET QMANAGER QM1 FOR CAPTURE SCHEMA;
SET QMANAGER QM2 FOR APPLY SCHEMA;
CREATE QSUB (SUBNAME SALES_REPORTING
REPLQMAP LONDON_ASN_TO_DALLAS_ASN SALES
OPTIONS HAS LOAD PHASE I TARGET NAME TGTSALES
TYPE USERTABLE NEW NICKNAME RMT SERVERNAME RMTLONDN
NICKSALES LOAD TYPE 1 );
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方法

説明

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードを使用します。このウ
ンター
ィザードをオープンするには、オブジェクト・ツリーで適切な Q
キャプチャー・スキーマまたは Q アプライ・スキーマを展開し、
「Q サブスクリプション」フォルダーを右クリックして「作成」を
クリックします。
「サーバー」ページ
Q キャプチャー・プログラムが実行される Oracle サーバ
ーをソース・サーバーに指定します。
「行と列」ページ
「データ・タイプ」列は、列の Oracle データ・タイプを
示します。 Q キャプチャー・プログラムは、サポートさ
れる Oracle データ・タイプを DB2 ネイティブ・データ・
タイプに変換します。データ・タイプのマッピングは「列
のマッピング」ウィンドウで見ることができます。詳しく
は、Oracle データ・タイプを参照してください。
「ターゲット表のロード」ページ
ターゲット表の自動ロードを実行する場合、「自動」ラジ
オ・ボタンと、「LOAD ユーティリティー」ラジオ・ボタ
ンの「常に LOAD FROM CURSOR を使用」オプション
を選択します。
「ニックネーム」領域のコントロールを使用して、ロード
中のプロセスに対して新規ニックネームを作成するかまた
は既存のニックネームを指定することをレプリケーショ
ン・センターに指示します。

Oracle ソースからの Q レプリケーションのロード・オプション
Q サブスクリプションのソース表が Oracle データベースにある場合、ターゲット
表に関して、自動ロード、手動ロード、およびロードなしのオプションの中から選
択することができます。
次の表では、それぞれのオプションについて説明しています。
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表 15. Oracle ソースでの Q サブスクリプションのロード・オプション
オプション

説明

自動

ターゲット表を自動的にロードするには、InfoSphere Replication Server でフェデレーテッド・データベース機能を使用
して、Oracle ソース表からデータを取得して DB2 ターゲット表に入れるように Q アプライ・プログラムに指示しま
す。
Q アプライ・プログラムは、DB2 LOAD ユーティリティーの LOAD FROM CURSOR オプションを使用します。
LOAD ユーティリティーは、フェデレーテッド・データベースのニックネームを調べることによって Oracle からデー
タを取り出します。
ロードの構成は、DB2 ターゲットによって異なります。

ターゲット表が DB2 for z/OS にある場合、フェデレーテッド・データベースは Linux、UNIX、または
Windows 上にある必要があります。これによって LOAD ユーティリティーは DB2 for z/OS 上のターゲッ
ト表をロードすることができます。FEDERATED YES を使用してデータベース・マネージャー構成を更新し、
フェデレーテッド・データベースを作成し、そのデータベースに Oracle データベースと表に関する情報を
提供します。
注: フェデレーテッド・データベースが常駐するサーバーには既に Oracle クライアントがインストールさ
れており、Oracle データベースに接続するように構成されている必要があります。
ロード・プロセスをセットアップするには、IBM developerWorks のレプリケーション・サンプル・コレク
ションから、次の 2 つのサンプル・スクリプトをダウンロードすることができます。
001_federated_setup.db2
このスクリプトは、フェデレーテッド・データベース、Oracle ラッパー、フェデレーテッド・サ
ーバー定義、ユーザー・マッピング、および Oracle ソース表のニックネームを作成します。
002_zos_setup.db2
このスクリプトは、z/OS ターゲットが、001_federated_setup.db2 に作成されるフェデレーテ
ッド・ニックネームにアクセスすることを許可します。
注: どの Oracle ソース表の場合も、Q サブスクリプションはそのサンプルを使用する前に作成してくださ
い。 Q アプライが LOAD FROM CURSOR を使用するように、フェデレーテッド・データベースとニック
ネームは、Oracle データベースおよびソース表に一致している必要があります。

分散ターゲットでは、ターゲット・データベースでフェデレーテッド・データベース機能を使用可能にし、
フェデレーテッド・サーバーに Oracle データベースおよび表に関する情報を提供する必要があります。
Oracle ソース表を DB2 ターゲット表にマップする Q サブスクリプションを作成する前に、Oracle へのア
クセスを可能にするためにフェデレーテッド・サーバーに以下のオブジェクトを最初に作成してください。
v Oracle ラッパー
v リモート・サーバー定義
v ユーザー・マッピング
LOAD FROM CURSOR を使用する Q サブスクリプションを作成するには、使用するフェデレーテッド・
オブジェクトを指定します。 Oracle ソース表を指すニックネームを ASNCLP コマンド行プログラムまた
はレプリケーション・センターを使って作成することも、既存のニックネームを使用することもできます。
手動

手動ロードでは、任意のユーティリティーを使ってターゲット表をロードし、ロードが完了したらレプリケーション・
プログラムに通知します。このロードは Oracle ソースでサポートされています。例えば、IBM Migration Toolkit を使
って Oracle ソースからのデータを持つターゲット表をロードした後、ASNCLP またはレプリケーション・センターを
使って、ロード完了時に知らせることもできます。

ロードなし

Q サブスクリプションに対してロードなしオプションを指定している場合、Q アプライ・プログラムは、Q サブスク
リプションがアクティブになるとすぐにターゲット表へのトランザクションのアプライを開始します。
ロードなしオプションを選択する場合は、ソース表の主キーまたはユニーク索引の値が、ターゲット表の主キーまたは
ユニーク索引にも存在することを確認してください。
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Oracle ソースに対する Q キャプチャー・プログラムの開始
Q キャプチャー・プログラムを開始して、アクティブまたは新規の Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションに関して Oracle からトランザクションまたは行レ
ベルの変更をキャプチャーすることを始めます。
作業を始める前に
v WebSphere MQ キュー・マネージャー、キュー、および他の必要なオブジェクト
を作成します。
v Q レプリケーション・オブジェクト、イベント・パブリッシング・オブジェク
ト、および WebSphere MQ オブジェクト用の許可を持っていることを確認しま
す。
v 適切な Q キャプチャー・スキーマ用のコントロール表を Oracle ソース・データ
ベースに作成します。
v Q キャプチャー・プログラムと連動するように Oracle ソース・データベースを
構成します。
このタスクについて
開始モードを指定しないで Q キャプチャー・プログラムを初めて開始すると、デフ
ォルトの開始モード warmsi が使用されます。このモードでは、プログラムは、読
み取りを中止した点からログの読み取りを開始しようとします。プログラムを開始
するのは今回が初めてなので、コールド・スタート・モードに切り替わり、N (新
規) または A (アクティブ) 状態になっている Q サブスクリプションまたはパブリ
ケーションの処理が開始されます。プログラムが変更のキャプチャーを開始するに
は、I (非アクティブ) 状態になっている Q サブスクリプションまたはパブリケーシ
ョンをアクティブ化する必要があります。
A (アクティブ) 状態になっている Q サブスクリプションまたはパブリケーション
がないとしても、Q キャプチャー・プログラムを開始できます。 Q サブスクリプ
ションまたはパブリケーションをアクティブ化すると、Q キャプチャー・プログラ
ムはそれら Q サブスクリプションまたはパブリケーションの変更のキャプチャーを
開始します。
Q キャプチャー・プログラムを開始すると、開始パラメーター値を指定でき、次の
いずれかの処置を行うまで、プログラムはその新しい値を使用します。
v プログラムの実行中にパラメーター値を変更する。
v プログラムを停止して再始動する。これにより、プログラムは
IBMQREP_CAPPARMS 表を読み取り、そこに保管されている値を使用するよう
に指示されます。
手順
Q キャプチャー・プログラムを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

asnoqcap コマンド

asnoqcap コマンドを使用して、Oracle ソースに対して Q キャプチ
ャー・プログラムを開始し、次の開始パラメーターを指定する。以
下に例を示します。
asnoqcap capture_server=server_name
capture_schema=schema
parameters
ここで、server_name は Q キャプチャー・コントロール表が含まれ
ているデータベースの名前であり、schema は開始したい Q キャプ
チャー・プログラムを示し、parameters は開始時に指定できる 1 つ
以上のパラメーターです。

Windows サービス

Windows オペレーティング・システムでレプリケーション・サービ
スを作成して、システムの始動時に Q キャプチャー・プログラム
を自動的に開始できます。

次の方法のいずれかを使用して、Q キャプチャー・プログラムが開始したかどうか
を確認できます。
v asnoqccmd status コマンドを発行します。
v Q キャプチャー診断ログ・ファイル (capture_server.capture_schema.QCAP.log)
の中に、プログラムが変更をキャプチャーしていることを示すメッセージがない
かどうかを調べる。
v IBMQREP_CAPTRACE 表の中に、プログラムが変更をキャプチャーしていること
を示すメッセージがないかどうかを調べる。

Q キャプチャーによる Oracle ソース表の変更の処理の仕方
Oracle ソース表を変更する際、Q キャプチャー・プログラムは既存の列定義が変更
されない限りデータの複製を続行します。表の変更は、ターゲットに自動的には複
製されません。
以下の表では、Q キャプチャーによる各種 DDL の処理の仕方、および影響を受け
る Q サブスクリプションに対して取るべき処置について説明しています。
表 16. Q キャプチャーがソース表の DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業
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DDL 操作

扱われる方法

実行すべき作業

ALTER TABLE ADD
(COLUMN)

Q キャプチャーは Q
サブスクリプションを
アクティブのままにし
ますが、ADDCOL シ
グナルを受け取るまで
は、追加された列を複
製しません。

ASNCLP ALTER ADD COLUMN コマンド
を使用するか手動で ADDCOL シグナルを
挿入することにより、新しい列を複製するこ
とを指示します。
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表 16. Q キャプチャーがソース表の DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業
(続き)
DDL 操作

扱われる方法

DROP TABLE

Q キャプチャーは Q Q サブスクリプションを停止した後、Q サ
サブスクリプションを ブスクリプションをドロップします。
アクティブのままにし
ます。しかし、ソース
表には読み取りのため
のログ・レコードがな
くなります。

表の構造を変更する
DDL

変更された表がある場 1. Q キャプチャー・コントロール表および
合、その Q サブスク
Q アプライ・コントロール表におけるソ
リプションは停止され
ースとターゲットの表定義を同期するた
ます。 Q キャプチャ
めに、Q サブスクリプションをドロップ
ーは実行し続けます。
し、再作成します。

例:
v DROP COLUMN
v SET UNUSED
v MODIFY COLUMN
v RENAME
COLUMN

表の構造を変更しない Q キャプチャーは Q
サブスクリプションを
DDL
アクティブのままにし
例:
ます。
v CREATE INDEX
v ADD/MODIFY
CONSTRAINT

実行すべき作業

2. Q サブスクリプションを再始動して、タ
ーゲット表が新たにロードされるように
します。
ソース表とターゲット表の間でユニーク制
約、主キー、および参照整合性制約が一致す
ることを確認してください。このいずれかの
特性をソースで変更する場合、予期されない
動作を防ぐために、対応する変更をターゲッ
トに対して行ってください。

v ADD DEFAULT
VALUE

Oracle データ・タイプ
Q キャプチャー・プログラムは、サポートされる Oracle データ・タイプを DB2 ネ
イティブ・データ・タイプに変換します。 Q レプリケーションまたはイベント・パ
ブリッシングでサポートされない Oracle データ・タイプもあります。

サポートされる Oracle データ・タイプ
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでは、次の Oracle データ・
タイプがサポートされます。
v CHAR
v NCHAR
v VARCHAR2
v NVARCHAR2
v NUMBER
v DATE
v TIMESTAMP
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v RAW
v CLOB
v NCLOB
v BLOB
v BINARY_FLOAT
v BINARY_DOUBLE
LOB データ・タイプは、互換性を 9.2.0.0 以降の値に設定したデータベースで生成
される再実行ログでのみサポートされます。
LONG または LONG RAW 列は複製できません。これらの列を LOB 列に変換す
ると、データを複製できます。

データ・タイプ・マッピング
Q キャプチャー・プログラムは、サポートされる Oracle データ・タイプを DB2 ネ
イティブ・データ・タイプに変換します。 Q キャプチャー・プログラムは、以下の
表に従ってデータ・タイプを変換します。
表 17. Oracle から DB2 へのデータ・タイプ・マッピング
Oracle データ・タ
イプ

Oracle
Oracle
の小さい の大き
方の長さ い方の
長さ

Oracle
の小さ
い方の
スケー
ル

Oracle
Oracle
の大きい ビット・
方のスケ データ
ール

DB2 データ・
タイプ

DB2 の長さ

DB2 のス
ケール

DB2 ビッ
ト・データ

BLOB

0

0

0

-

BLOB

2147483647

0

Y

CHAR

1

254

0

0

-

CHAR

0

0

N

CHAR

255

2000

0

0

-

VARCHAR

0

0

N

CLOB

0

0

0

0

-

CLOB

2147483647

0

N

DATE

0

0

0

0

-

TIMESTAMP

0

0

N

FLOAT

1

126

0

0

-

DOUBLE

0

0

N

LONG

0

0

0

0

-

CLOB

2147483647

0

N

LONG RAW

0

0

0

0

-

BLOB

2147483647

0

Y

NUMBER

1

38

-84

127

-

DOUBLE

0

0

N

NUMBER

1

31

0

31

-

DECIMAL

0

0

N

NUMBER

1

4

0

0

-

SMALLINT

0

0

N

NUMBER

5

9

0

0

-

INTEGER

0

0

N

NUMBER

-

10

0

0

-

DECIMAL

0

0

N

RAW

1

2000

0

0

-

VARCHAR

0

0

Y

ROWID

0

0

0

NULL

-

CHAR

18

0

N

TIMESTAMP

-

-

-

-

-

TIMESTAMP

10

-

-

VARCHAR2

1

4000

0

0

-

VARCHAR

0

0

N

0

データ・タイプの制限
一部の Oracle NUMBER 値はレプリケーションで丸められる可能性があります。
Oracle データ・タイプは複製のときに DB2 データ・タイプに変換されま
す。マップされるデータ・タイプの間の差異により、Oracle NUMBERS は
その長さとスケールに応じて丸められる可能性があります。
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次の属性を持つ Oracle NUMBER 列は丸められる可能性があります。
v 長さ 31 から 38 で定義された NUMBER 列は丸められる可能性があり
ます。
v 長さ 1 から 31 およびスケール -84 から 0、またはスケール 31 から
127 で定義された NUMBER 列は丸められる可能性があります。
注: NUMBER の長さが指定されない場合、NUMBER は長さ 38、スケール
0 を持つものとして扱われます。
DB2 DOUBLE データ・タイプは最大 17 桁の有効数字を持ちます。これ
は、値が 17 桁より大きい有効数字を持つ場合、値が丸められることを意味
します。例えば、Oracle NUMBER 値が 9876543210987654321 の場合、
Oracle 値の最後の 2 桁が丸められて、 DB2 DOUBLE 値は
9.8765432109876543E 16 になります。
丸めが行われないようにするには、列を宣言するときに NUMBER に両方
の長さを (必要な場合はスケールも) 指定します。
レプリケーションまたはパブリッシングのキーとして Oracle TIMESTAMP 列を使
用する場合は、10.2.0.5 パッチ・セットが必要です。
レプリケーションまたはパブリッシングのキーとして Oracle ソース表の
TIMESTAMP 列を使用できるのは (IS_KEY=Y)、Oracle 10.2.0.5 パッチ・セ
ットをインストールした場合に限られます。アップグレードを行わないで
LogMiner ユーティリティーを実行すると、タイム・スタンプの 1 秒未満の
値が返されないので、タイム・スタンプ値を複製するときに精度は秒単位に
なり、1 秒未満の値が消えてしまいます。
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第 10 章 ストアード・プロシージャーをターゲットとして使用し
てデータを操作する
単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する場合は、変更をソー
ス表から直接ターゲット表にではなく、ストアード・プロシージャーに複製される
ように指定できます。データがターゲット表に適用される前に、ソースからキャプ
チャーしたデータを操作するためにストアード・プロシージャーを使用できます。

Q レプリケーションのソース・データを操作するストアード・プロシージャ
ー
Q サブスクリプションでは一般に、ソース表からターゲット表にデータがマップさ
れます。しかし、単一方向レプリケーションの Q サブスクリプションではその代わ
りに、Q アプライ・プログラムによってストアード・プロシージャーが呼び出され
るようにして、ソース・データを入力パラメーターとしてストアード・プロシージ
ャーに渡すことができます。
ソース列は、ターゲット列の代わりにストアード・プロシージャーのパラメーター
にマップします。ストアード・プロシージャーのパラメーターにソース列を直接マ
ップすることにより、着信データを構文解析する必要がなくなるため、クリーンで
シンプルなプログラミング・モデルになります。
ストアード・プロシージャーを Q サブスクリプションのターゲットとなることを指
定した場合でも、ターゲット表を持つ Q サブスクリプションの場合と全く同じオプ
ションを引き続き使用できます。例えば、ストアード・プロシージャーの場合にも
引き続きエラー・オプションを選択できます。ストアード・プロシージャーは、
DB2 フェデレーテッド・データベースの DB2 表またはニックネームのいずれかを
参照できます。
ストアード・プロシージャーは、データがターゲット表に適用されたかどうかを示
す戻りコードを Q アプライ・プログラムに戻します。ストアード・プロシージャー
を作成する開発者は、ストアード・プロシージャーが適切な SQL 戻りコードを Q
アプライ・プログラムに戻すことを確認する必要があります。ストアード・プロシ
ージャーにはソース・データをその最終目的地に送り届ける責任があります。
バージョン 10.1 以降: 必須のストアード・プロシージャー・パラメーター
src_commit_lsn は、以下の条件のもとではデータ・タイプ VARCHAR(16) を指定
する必要があります。
v ソース・データベースが DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows 以降である
v Q キャプチャー・プログラムがバージョン 10.1 以降で、compatibility パラメ
ーターの値が 1001 以上である
ソース・データベースと Q キャプチャー・プログラムは V10.1 だが
compatibility が 1001 未満である場合、Q キャプチャーは長さ 10 バイトのロ
グ・シーケンス番号を引き続き使用するため、src_commit_lsn パラメーターの値が
CHAR(10) になることがあります。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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例
以下の例は、ソース表の 5 つの列 (そのうちの 2 つはキー列) からの値を受け入れ
るストアード・プロシージャーのシグニチャーを示しています。
CREATE PROCEDURE storedprocedure_name(
INOUT operation integer,
IN suppression_ind VARCHAR(size),
IN src_commit_lsn CHAR(10),
IN src_trans_time TIMESTAMP,
XParm1,
Parm1,
XParm2
Parm2,
Parm3,
Parm4,
Parm5
)

この例には、4 つの必須パラメーターが示されています。
operation
この INOUT パラメーターは操作タイプを示しています。
suppression_ind
この IN パラメーターは抑止されたパラメーターであることを示していま
す。
src_commit_lsn
この IN パラメーターは、ソース・サーバーがトランザクションに対して
COMMIT を発行した時点のログ・シーケンス番号を示しています。
src_trans_time
この IN パラメーターは、ソース・サーバーがトランザクションに対して
COMMIT を発行した時点のタイム・スタンプを示しています。
また、シグニチャーには、キー列の場合は変更前の値と変更後の値、非キー列の場
合は変更後の値のみが含まれます。以下のパラメーターは、ソース列からの値を受
け入れます。
v パラメーター Parm1 および Parm2 は、ソース表のキー列にマップします。
v パラメーター XParm1 および XParm2 は、ソース表のキー列の変更前の値を受け
入れます。
v パラメーター Parm3、Parm4、および Parm5 は、ソース表の非キー列にマップし
ます。
C および SQL で書かれた Q レプリケーションのストアード・プロシージャーの例
については、サンプル・プログラムを参照してください。
Q アプライ・プログラムがトランザクションをコミットまたはロールバックするの
で、ストアード・プロシージャーで COMMIT または ROLLBACK 機能を実行して
はなりません。
Q アプライ・プログラムはストアード・プロシージャーの LOB データを、ターゲ
ット表の LOB データを処理する場合と同様の方法で処理します。ストアード・プ
ロシージャーを持つ Q サブスクリプションの場合、LOB 変更の複製は、Q キャプ
チャー・プログラムで送信が許可されている LOB のサイズとメッセージ・サイズ
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に応じてその変更を複数のメッセージで送信することによって行われます。単一の
LOB 変更に関する最初の LOB メッセージが関係するストアード・プロシージャー
呼び出しは、元の行操作です。単一の LOB 変更に関する残りの LOB データはす
べて、ストアード・プロシージャーの追加の呼び出しによって送信されます。 Q ア
プライ・プログラムは操作を更新にトランスフォームします。 suppression_ind 索
引は、ソース表の LOB 列にマップするパラメーターを除くすべてのパラメーター
に抑止のマークを付けます。 LOB メッセージが受信キューに入れられるたびにス
トアード・プロシージャーが呼び出されます。
LOB 値が小さく 1 つのメッセージで送信できる場合、(操作値 34 を付加した) 特
別な更新操作は必要ありません。ストアード・プロシージャーの作成者は、各操作
コードおよび列の抑止を処理するロジックを作成する必要があります。LOB 値を処
理するそれ以外のロジックは Q アプライ・プログラムにすべて備えられています。
LOB 値が大きすぎて 1 つのメッセージでは送れず (サイズが最大メッセージ・サ
イズを超過した)、複数のメッセージに分ける場合、最初のメッセージは後続のメッ
セージと異なる仕方で処理されます。 Q アプライ・プログラムは最初のメッセージ
で送信されなかった LOB 値の部分があれば、それをすべて連結の演算 || を使っ
て付加します。この特別な形式の更新を示すために、特別な操作コードが渡されま
す。

LOB の挿入の例
C1、C2 という 2 つの LOB 列を持つストアード・プロシージャーを挿入すると次
のようになります。
SQL

操作値

INSERT C1 = first portion C2 = some dummy value

16

UPDATE C1 = C1 || next portion

34

UPDATE C1 = C1 || next portion

34

UPDATE C2 = first portion

32

UPDATE C2 = C2 || next portion

34

UPDATE C2 = C2 || next portion

34

Q レプリケーションのソース・データを操作するストアード・プロシージャ
ーの作成
Q サブスクリプションのターゲットとして使用できるよう、ストアード・プロシー
ジャーを作成できます。 Q サブスクリプションのターゲットとして宣言するには、
最初にストアード・プロシージャーを作成しておく必要があります。
制約事項
v ストアード・プロシージャーで COMMIT または ROLLBACK 機能を実行しては
なりません。
v 非キー列からストアード・プロシージャーのパラメーターに変更前の値を送信す
ることはできません。
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v Q アプライ・プログラムは、ストアード・プロシージャーについてのみ認識し、
ストアード・プロシージャーから操作データが渡される可能性のある表について
は認識しないため、ストアード・プロシージャーが関連付けられる Q サブスク
リプションは参照整合性を維持できません。
v ストアード・プロシージャーがターゲット表を維持しているときに Q アプラ
イ・プログラムに競合を解決させる場合は、ターゲット表に対する 2 次ユニーク
索引を作成しないでください。
このタスクについて
ストアード・プロシージャーは 4 つの必須パラメーター (操作を識別するものが 1
つとトランザクションを識別するものが 3 つ)、およびソース列にマップする追加
パラメーターで構成されます。 DB2 フェデレーテッド・データベースの DB2 表ま
たはニックネームのいずれかを参照するストアード・プロシージャーを作成できま
す。
手順
Q サブスクリプションのターゲットとなるようにストアード・プロシージャーを作
成してそれをセットアップするには、次のようにします。
1. 4 つの必須パラメーター、およびソース列にマップする追加パラメーターを含む
ストアード・プロシージャーを作成します。 ストアード・プロシージャーのパ
ラメーターの位置は決まっています。最初のパラメーターのパラメーター・モー
ドは INOUT でなければなりません。それ以外はすべて IN でなければなりませ
ん。以下のトピックを参照してください。
v

197 ページの『Q レプリケーションの操作タイプを識別するストアード・プ
ロシージャー・パラメーター』

v

199 ページの『各ソース列が抑止されたかどうかを特定するストアード・プロ
シージャー・パラメーター』

v

200 ページの『Q レプリケーションのトランザクションを特定するストアー
ド・プロシージャー・パラメーター』。これには次の 2 つの必須パラメータ
ーが含まれます。
– ソース・サーバーがトランザクションに対してコミット・ステートメント
を発行した時点のログ・シーケンス番号。
– ソース・サーバーがトランザクションに対してコミット・ステートメント
を発行した時点のタイム・スタンプ。

v

200 ページの『Q レプリケーションのソース列にマップするストアード・プ
ロシージャー・パラメーター』

ヒント: C および SQL で書かれた Q レプリケーションのストアード・プロシ
ージャーの例については、サンプル・プログラムを参照してください。
2. CREATE PROCEDURE ステートメントを正しく実行し、ストアード・プロシージャ
ーの名前および適切なパラメーターが DB2 データベースに登録されるようにし
ます。
ヒント:
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v ストアード・プロシージャーを宣言するときは GENERAL WITH NULLS パ
ラメーター・スタイルを使用します。このスタイルにより、DB2 ファミリー
の間でストアード・プロシージャーを移植しやすくなります。
v

ストアード・プロシージャーが sqllib/function ディレクト
リーに存在することを確認してください。

3. ターゲット・サーバーでストアード・プロシージャーをコンパイルし、バインド
します。
ストアード・プロシージャーの DBRM を Q アプライ・パ
ッケージ・リストに組み込みます。
4. Q アプライ・プログラムがストアード・プロシージャーに対する適切な呼び出し
権限を持つようにします。
ストアード・プロシージャーを呼び出した後、Q アプライ・プログラムは戻りコ
ードを検査する前に必ず SQL コードを検査し、ストアード・プロシージャーが
正常かどうかを妥当性検査します。
5. ストアード・プロシージャーがターゲットを維持する場合、ターゲットが存在す
ることを確認します。
6. ストアード・プロシージャーを Q サブスクリプションのターゲットとして宣言
します。

Q レプリケーションの操作タイプを識別するストアード・プロシージャー・
パラメーター
ターゲット (ここではストアード・プロシージャー) での予期しない状況を Q アプ
ライ・プログラムがどう処理するかは、Q サブスクリプションに対して指定した属
性によって決まります。
ストアード・プロシージャーの最初のパラメーターを INOUT パラメーターとして
宣言します。Q アプライ・プログラムは操作タイプ (INSERT、UPDATE、DELETE、ま
たは KEY UPDATE) を渡すためにこのパラメーターを使用し、ストアード・プロシー
ジャーは操作が成功したかどうかに関する戻りコードを Q アプライ・プログラムに
戻すためにこのパラメーターを使用します。
ヒント: C および SQL で書かれたストアード・プロシージャーの operation パラ
メーターの例については、サンプル・プログラムを参照してください。 operation
パラメーターを使って戻りコードがどのように Q アプライ・プログラムに戻される
かに注目してください。
表 18 は、Q アプライ・プログラムがストアード・プロシージャーに渡す操作値と
それぞれの値の意味を示しています。
表 18. Q アプライ・プログラムがストアード・プロシージャーに渡す SQL 戻りコード
操作値

操作タイプ

64

削除

16

挿入

32

非キー列の更新
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表 18. Q アプライ・プログラムがストアード・プロシージャーに渡す SQL 戻りコード (続
き)
操作値

操作タイプ

128

キー列の更新

34

更新と付加

変更がターゲットに対して正常に適用されたかどうかを Q アプライ・プログラムが
評価するように、INOUT operation integer パラメーターを SQL コードに設定し
ます。ストアード・プロシージャーが Q アプライ・プログラムに SQL コードを戻
さないと、Q アプライ・プログラムはストアード・プロシージャー内部での処理を
知ることができません。
Q アプライ・プログラムがトランザクションをコミットまたはロールバックするの
で、ストアード・プロシージャーで COMMIT または ROLLBACK 機能を実行して
はなりません。
ストアード・プロシージャーが変更を適用している表に対して他のアプリケーショ
ンも変更を加えている場合、ストアード・プロシージャーはその表で予期しない状
況を検出する可能性があります。例えば、ストアード・プロシージャーが、他のア
プリケーションによって既に削除された行を更新しようとしていることがありま
す。操作されたソース・データをストアード・プロシージャーがターゲット表に挿
入しようとしたために起こり得る予期しない状況を解決する方法については、次の
選択肢があります。
v 『Q アプライ・プログラムが予期しない状況を処理する方法』
v 『ストアード・プロシージャーが予期しない状況を処理する方法』

Q アプライ・プログラムが予期しない状況を処理する方法
ストアード・プロシージャーが維持するターゲットで予期しない状況が発生した場
合、以下にリストする SQL コード ( 199 ページの表 19) のいずれかを Q アプラ
イ・プログラムに戻すようにストアード・プロシージャーを作成し、ストアード・
プロシージャーが維持するターゲットに対する変更を Q アプライ・プログラムが強
制することを Q サブスクリプションで定義することにより、Q アプライ・プログ
ラムはこれを処理できます。 Q アプライ・プログラムはソースの変更を強制しま
す。 SQL 戻りコードによっては、Q アプライ・プログラムは行操作をトランスフ
ォームし、IBMQREP_EXCEPTIONS 表に例外を記録して、トランスフォームされた
行操作をストアード・プロシージャーに戻すものもあります。

ストアード・プロシージャーが予期しない状況を処理する方法
ターゲットで予期しない状況が起きた場合、Q アプライ・プログラムがソースの変
更をターゲットに強制するという方法でその状況を処理したくなければ、別のエラ
ー処理ロジックをストアード・プロシージャーにビルドするということもできま
す。ストアード・プロシージャーは常に Q アプライ・プログラムに対して SQL コ
ードを戻さなければなりませんが、0 (ゼロ) を戻すことにより、ターゲット表での
予期しない状況または実際の障害について Q アプライ・プログラムに知らせないよ
うにすることができます。ストアード・プロシージャーが operation パラメーター
の中で Q アプライ・プログラムに SQL 戻りコードを戻した後、Q アプライ・プ
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ログラムは各 SQL コードを解釈し、(予期しない状況を Q アプライ・プログラム
がどのように処理するように指定したかに応じて) 適切なアクションを開始しま
す。 Q アプライ・プログラムは +100 および -803 の戻りコードを競合として処理
し、それ以外の戻りコードはエラーとして処理します。 表 19 は、ストアード・プ
ロシージャーが出力する +100 および -803 戻りコードのタイプ、Q アプライ・プ
ログラムによるそのタイプの戻りコードの解釈、結果として Q アプライ・プログラ
ムによって取られるアクションが示されています。以下の表の情報は、Q アプラ
イ・プログラムがターゲットの変更を強制することが指定されていることを想定し
ています。
表 19. ストアード・プロシージャーが Q アプライ・プログラムに渡す SQL 戻りコードと Q
アプライ・プログラムの反応
SQL 戻りコード

操作タイプ

戻りコードの意味

Q アプライの反応

0

挿入

行が正常に挿入されまし
た。

Q アプライは次の行を処
理します。

0

更新

行が正常に更新されまし
た。

Q アプライは次の行を処
理します。

0

削除

行が正常に削除されまし
た。

Q アプライは次の行を処
理します。

+100

削除

行がターゲットで見つかり Q アプライは呼び出しを
ませんでした。
再試行しません。

+100

更新

行がターゲットで見つかり Q アプライが変更を強制
ませんでした。
することを指定した場合、
Q アプライは更新を挿入
に変更し、呼び出しを再試
行します。

-803

挿入

行はターゲットに既に存在 Q アプライが変更を強制
します。
することを指定した場合、
Q アプライは挿入を更新
にトランスフォームし、呼
び出しを再試行します。

-803

キーの更新

新しいキーはターゲットに Q アプライが変更を強制
既に存在します。
することを指定した場合、
Q アプライは新しいキー
を持つ更新操作に操作をト
ランスフォームし、呼び出
しを再試行します。

各ソース列が抑止されたかどうかを特定するストアード・プロシージャー・
パラメーター
操作を特定するパラメーター (operation) の後に、各ソース列が抑止されたかどう
かを特定する 2 番目のパラメーター (suppression_ind) をストアード・プロシージ
ャーに IN パラメーターとして宣言します。
この IN パラメーター suppression_ind は、4 つの必須パラメーターを除く、各パ
ラメーターの文字を保持する文字配列 (colsupind) です。この文字は、次に示すよ
うにソース列の値が抑止されたかどうかを示します。
第 10 章 ストアード・プロシージャー・ターゲット

199

1

パラメーターに関連するソース列の値は抑止されました。

0

パラメーターに関連するソース列の値は抑止されませんでした。

この配列は、関数パラメーターを評価するためにストアード・プロシージャーの内
部で使用する必要があります。Q アプライ・プログラムは、キー列にマップされる
各パラメーターに変更前の値が厳密に 1 つだけ存在していることを確認します。
ヒント: ストアード・プロシージャーの抑止された列を特定するパラメーターの例
については、サンプル・プログラムを参照してください。これらは、C と SQL で
書かれています。

Q レプリケーションのトランザクションを特定するストアード・プロシージ
ャー・パラメーター
任意のソース列が抑止されるかどうかを特定するパラメーター (suppression_ind)
の後に、トランザクションを特定する、Q アプライ・プログラムからのメッセー
ジ・ヘッダーの情報を取り込む次の 2 つのパラメーターを IN パラメーターとして
ストアード・プロシージャーに宣言します。Q アプライ・プログラムはストアー
ド・プロシージャーに行は渡しますが、トランザクションは渡さないため、トラン
ザクション・パラメーターは、この行の変更がどのトランザクションに属するかを
識別するのに役立つ情報を提供します。さらに、タイム・スタンプとログ・シーケ
ンス番号もエラー・レポートまたは診断情報に役立ちます。
以下に示す 2 つのパラメーターがトランザクションを識別するのに役立ちます。
IN src_commit_lsn CHAR(10)
ソース・サーバーがトランザクションに対してコミット・ステートメントを
発行した時点のログ・シーケンス番号。ソース・データベースが DB2 10.1
for Linux, UNIX, and Windows 以降、かつ Q キャプチャー・プログラムが
バージョン 10.1 以降で compatibility パラメーターが 1001 以上の値で
ある場合、このパラメーターに指定するデータ・タイプは VARCHAR(16)
であることが必要です。
IN src_trans_time TIMESTAMP
ソース・サーバーがトランザクションに対してコミット・ステートメントを
発行した時点のタイム・スタンプ。
ヒント: ストアード・プロシージャーの 2 つのトランザクション・パラメーターの
例については、サンプル・プログラムを参照してください。これらは、C と SQL
で書かれています。

Q レプリケーションのソース列にマップするストアード・プロシージャー・
パラメーター
トランザクションを識別するストアード・プロシージャー内のパラメーター
(src_commit_lsn および src_trans_time) の後に、各列のソース・データを入れる
IN パラメーターとして、ストアード・プロシージャーに次のパラメーターを宣言し
ます。任意の順番で列にマップされる追加パラメーターをリストすることができま
す。
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操作パラメーターおよびトランザクション・パラメーターの後に、
IBMQREP_TRG_COLS 表の TARGET_COLNAME 値にマップされるパラメーター
だけをストアード・プロシージャーに含めます。OUT または INOUT パラメーター
として宣言されている場合でも、ストアード・プロシージャーには他の追加のパラ
メーターは許可されていません。
TARGET_COLNAME 列にリストされている名前は、ストアード・プロシージャ
ー・パラメーターと同じ名前にする必要があります。 表 20 は、ソース列の名前が
どのように IBMQREP_TRG_COLS 表のパラメーター名と対応しているかを示す一
例です。この表は、コントロール表の 3 つの関係のある列だけを示しています。
表 20. ソース列の名前、および IBMQREP_TRG_COLS 表に保管されているストアード・プロ
シージャーのパラメーターの名前
...

SOURCE_COLNAME

TARGET_COLNAME

IS_KEY

Col1

Parm1

Y

Col2

Parm2

Y

Col3

Parm3

N

Col4

Parm4

N

Col5

Parm5

N

...

キーを構成するいくつかのパラメーターをストアード・プロシージャーに宣言する
必要があります。ターゲット・キー列として宣言するパラメーターは、ソースのキ
ー列にマップされる必要があります。ソース・キーとターゲット・キーは一致しな
ければなりません。Q アプライ・プログラムはこうしたキー列を使用して、同じ行
を処理するトランザクションの順番を正しく配列します。
パラメーターがソース表のキー列にマップされる場合、以下のアクションを実行す
る必要があります。
v 対応する変更前の値を保管する列をパラメーターとして宣言します。
v キーの変更前の値のパラメーターが、キーの変更後の値のパラメーターの直前に
置かれていることを確認します。
v キーの変更前の値のパラメーター名が「X」とパラメーター名で始まるようにし
ます。例えば、Parm1 という名前のキー列の場合、変更前の値のパラメーターは
XParm1 です。
非キー列の変更前の値のパラメーターを宣言しないでください。
ヒント: ストアード・プロシージャー内のパラメーターにマップする多くのソース
列がある場合、パラメーターの命名には、ソース列の名前を考慮に入れてくださ
い。パラメーターの名前が、対応するソース列に対して固有に識別されるものであ
る場合、レプリケーション・センターは、ソース列の名前をターゲット・パラメー
ター名に自動的にマップできます。
キー・パラメーターを持つストアード・プロシージャーの有効なシグニチャーの例:
この例では、Parm1 および Parm2 はキー列にマップされるパラメーターです。
CREATE PROCEDURE storedprocedure_name(
INOUT operation integer,
IN suppression_ind VARCHAR(size),
IN src_commit_lsn CHAR(10),
IN src_trans_time TIMESTAMP,
XParm1,
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Parm1,
XParm2,
Parm2,
Parm3,
Parm4,
Parm5
)

キー・パラメーターを持つ無効なストアード・プロシージャーの例: この無効な例で
は、Parm1 および Parm2 はキー列にマップされるパラメーターです。キー・パラメ
ーター Parm2 の変更前の値を受け入れるパラメーターがないため、この例は無効で
す。
#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------CREATE PROCEDURE storedprocedure_name(
INOUT operation integer,
IN suppression_ind VARCHAR(size) ,
IN src_commit_lsn CHAR(10),
IN src_trans_time TIMESTAMP,
XParm1,
Parm1,
Parm2,
XParm3,
Parm3,
Parm4,
Parm5
)

ヒント: ストアード・プロシージャーのソース列にマップされるパラメーターの例
については、サンプル・プログラムを参照してください。これらは、C と SQL で
書かれています。
バージョン 10.1 以降: 必須のストアード・プロシージャー・パラメーター
src_commit_lsn は、以下の条件のもとではデータ・タイプ VARCHAR(16) を指定
する必要があります。
v ソース・データベースが DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows 以降である
v Q キャプチャー・プログラムがバージョン 10.1 以降で、compatibility パラメ
ーターの値が 1001 以上である
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第 11 章 Q レプリケーションのターゲット表のロード
Q サブスクリプションを作成するときは、ターゲット表にソースからのデータをロ
ードするためのいくつかのオプションから選択できます。
自動ロード
Q アプライ・プログラムが、ターゲット表のロードを管理します。 Q アプ
ライ・プログラムが呼び出すロード・ユーティリティーを選択するか、ご使
用のオペレーティング・システムとバージョンで利用できる最善のユーティ
リティーを Q アプライ・プログラムに選択させることができます。
手動ロード
ユーザーがターゲット表のロードを処理し、ロードが完了したらレプリケー
ション・プログラムに知らせます。このオプションは、外部ロードと呼ばれ
ます。
ロードなし
ターゲット表をロードしないか、レプリケーション・プログラムのコンテキ
スト外でターゲット表をロードします。

Q レプリケーションのターゲット表をロードする際の推奨事項
Q レプリケーションはターゲット表の自動ロード用に構成することができ、データ
を失うことなくロード・プロセス中にレプリケーションを継続できるように設計さ
れています。
以下に、確実にこのプロセスを円滑に実行するための推奨事項を挙げます。
ターゲットでのアプリケーション
ターゲット表のロード中に、アプリケーションにターゲット表を更新させな
いようにします。表の中のデータが、表のロード中に不整合になり、Q ア
プライ・プログラムが、ターゲット表および他の関連したターゲット表がロ
ードされるまで参照整合性制約を除去してしまいます。
アプリケーションは、Q アプライ・プログラムが IBMQREP_TARGETS 表
に以下の変更を加えると、再びターゲット表を安全に使用できます。
v STATE 列を A (アクティブ) に設定する。
v STATE_INFO 列を ASN7606I に設定する。つまり、ターゲット表に参照
整合性制約がある場合、それらはリストアされているということです。
レプリケーション・センターの「Q サブスクリプションの管理」ウィンド
ウを使用して、これらの 2 つの変更が加えられていることを検査すること
ができます。このウィンドウをオープンするには、Q サブスクリプション
のソース表が置かれている Q キャプチャー・サーバーを右クリックして、
「管理」 > 「Q サブスクリプション」を選択します。
ロード・プロセスが失敗した場合、または Q アプライ・プログラムがロー
ド中に停止した場合、ロードの開始前にターゲット表にあったデータは削除
されます。ロード・プロセス中にソース表に加えられた変更は失われず、正
常にロードされた後のターゲット表に適用されます。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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ソースでのアプリケーション
ソースでは、相対的な非活動時にターゲット表をロードしてください。

Q レプリケーションの自動ロード・オプション
Q サブスクリプションがアクティブにされるときに、Q アプライ・プログラムに Q
サブスクリプションのターゲット表をロードさせることができます。自動ロード と
呼ばれるこのオプションは、Q レプリケーションのデフォルトです。
自動ロードを指定している場合、デフォルトでは、Q アプライ・プログラムが、ご
使用のオペレーティング・システムとバージョンで利用できる最善のユーティリテ
ィーを選択します。必要なら、Q サブスクリプションの作成時に Q アプライ・プ
ログラムが使用するロード・ユーティリティーを指定することができます。
自動ロード・プロセス中、キャプチャーされて Q アプライ・プログラムに送信され
るソース・トランザクションは、Q アプライ・プログラムによって一時予備キュー
に置かれます。このため、ロード・プロセス中もレプリケーションは続行できま
す。 Q アプライ・プログラムは、ターゲット表がロードされた後に、これらのトラ
ンザクションを適用します。

Q レプリケーションの自動ロード・オプションで使用するユーテ
ィリティー
自動ロードを選択する場合は、Q アプライ・プログラムに使用可能な最善のロー
ド・ユーティリティーを選択させるか、ユーザーがユーティリティーを指定できま
す。
以下のリストは、使用可能なロード・ユーティリティーを示しています。
LOAD FROM CURSOR
DB2 LOAD ユーティリティーのオプションを使用して、中間エクスポー
ト・ファイルを作成せずに、ソース表からターゲット表へデータを移動しま
す。
以下の SQL ステートメントに変更を加えて使用し、CURSOR からの
LOAD に必要なラッパー、サーバー、ユーザー・マッピング、およびニッ
クネームを定義できます。
CREATE WRAPPER DRDA;
CREATE SERVER MVS TYPE DB2/MVS VERSION 8 WRAPPER DRDA AUTHID AZUMA
PASSWORD AZUMA OPTIONS (ADD DBNAME ’ONOGAWA’, PASSWORD ’Y’);
CREATE USER MAPPING FOR USER
SERVER MVS
OPTIONS (REMOTE AUTHID ’AZUMA’,
REMOTE_PASSWORD ’AZUMA’);
CREATE NICKNAME T1NK FOR MVS.AZUMA.T1;

以下のステートメントは、ロードの終了後にニックネームをドロップしま
す。
DROP NICKNAME T1NK;
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重要: ニックネームを使用した CURSOR からの LOAD を使ってバージョ
ン 9.7 以降の DB2 ソースからのロードを計画している場合は、ニックネー
ムを所有するサーバーで以下のオプションが設定されていることを確認しな
ければなりません。
db2 alter server server_name OPTIONS(ADD CONCURRENT_ACCESS_RESOLUTION ’W’);

EXPORT ユーティリティーおよび LOAD ユーティリティー
DB2 EXPORT ユーティリティーと DB2 LOAD ユーティリティーの組み合
わせを使用します。
EXPORT ユーティリティーおよび IMPORT ユーティリティー
DB2 EXPORT ユーティリティーと DB2 IMPORT ユーティリティーの組み
合わせを使用します。
重要: DB2 EXPORT ユーティリティーを使用して、バージョン 9.7 以降の DB2 ソ
ースからのターゲット表のロードを計画していて、Q アプライ・プログラムを開始
するユーザー ID に BINDADD 権限がない場合、Q アプライの開始前に以下のバ
インドを実行しなければなりません。
db2 bind @db2ubind.lst CONCURRENTACCESSRESOLUTION WAIT FOR OUTCOME COLLECTION ASN

EXPORT ユーティリティーを使用する場合、ソース・サーバーとターゲット・サー
バーが同じでなければ、Q アプライ・プログラムは、Q キャプチャー・サーバーに
接続するためのパスワード・ファイルを必要とします。パスワード・ファイルを作
成する場合は、asnpwd コマンドを使用します。 apply_path パラメーターで指定さ
れたパスに、IXF ファイルまたはコンマ区切りファイルが作成されます。
DB2 バージョン 7.1 for z/OS 以上では、Q アプライ・プログ
ラムは CURSOR からの LOAD を使用します。InfoSphere Replication Server for
z/OS 10.1 は、DB2 for z/OS バージョン 8 以降のみと連動します。
使用できないロード・ユーティリティーを指定すると、Q アプライ・プログラムは
Q サブスクリプションを停止します。

制約事項
以下の制約事項が、自動ロードに関するユーティリティーの使用に適用されます。
LOB データ
ラージ・オブジェクト (LOB) データのある表から複製しようとしていて、
サーバーが相互にリモートである場合、EXPORT/LOAD は無効なロード・
オプションです。 LOB データのある表とリモート・サーバーが関係する双
方向またはピアツーピア・レプリケーションを使用しようとしている場合
は、IMPORT ユーティリティーは無効なオプションです。これらの両方の
場合には、CURSOR からの LOAD を使用してください。
パーティション・データベース・ターゲットと z/OS ソース
z/OS ソースから Linux、UNIX、または Windows 上のパーティション・デ
ータベースに複製しようとしている場合、EXPORT/LOAD および
EXPORT/IMPORT ユーティリティーはサポートされません。z/OS からの
EXPORT でサポートされるのは IXF ファイル形式だけですが、パーティシ
ョン・データベース内への IMPORT/LOAD でサポートされるのは DEL (コ
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ンマ区切り) ファイル形式だけだからです。この場合の自動ロードには、
CURSOR からの LOAD を使用しなければなりません。

z/OS 用の自動ロードに関する考慮事項
z/OS プラットフォームで実行している Q アプライ・プログラムがターゲット表の
自動ロードを実行する際、NUMTCB パラメーター、および複数の同時ロード用の表
スペースのサイズを設定することを考慮する必要があるかもしれません。

NUMTCB パラメーターの設定
Q アプライ・プログラムは、LOAD FROM CURSOR ユーティリティーを使用して
z/OS でターゲット表の自動ロードを実行します。ユーティリティーを呼び出すた
め、Q アプライ・プログラムは DB2 for z/OS に付属する DSNUTILS ストアー
ド・プロシージャーを呼び出します。
DSNUTILS は、ワークロード・マネージャー (WLM) 環境で実行することが必要で
す。 WLM の開始に使用される NUMTCB パラメーターは、以下のように設定する
必要があります。
NUMTCB=1

DSNUTILS の詳細については、ご使用のバージョンの DB2 for z/OS の「ユーティ
リティー・ガイドおよび解説書」を参照してください。

並列ロードの表スペースに関する考慮事項
z/OS では、複数の Q サブスクリプションを同時にアクティブにし、Q アプライ・
プログラムがターゲット表の自動ロードを実行している場合、Q アプライ・プログ
ラムはターゲット表を並列でロードします。この場合、各ターゲット表は必ず別個
の表スペースになければなりません。
各ターゲット表を別個の表スペースに入れる代わりに、1 つの Q サブスクリプショ
ンのロードが次の Q サブスクリプションのロード開始前に終了するように、各 Q
サブスクリプションを順番に開始することもできます。
並列ロードを回避するには、次のようにします。
1. 最初の Q サブスクリプションを開始します。
2. Q サブスクリプション状態が A (アクティブ) に変更するのを待機します。
レプリケーション・センターの「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウを使
用するか、または IBMQREP_TARGETS コントロール表の STATE 列を確認す
ることによって、Q サブスクリプションを検査できます。
3. 次の Q サブスクリプションをアクティブにします。

Q レプリケーションの自動ロード・オプションでのニックネーム
の指定
CURSOR ユーティリティーの LOAD を使用してターゲット表をロードする一部の
Q サブスクリプションには、ニックネームが必要です。ニックネームは、Q アプラ
イ・サーバー上で定義されるもので、Q キャプチャー・サーバー上のソース表を参
照します。
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作業を始める前に
v Q アプライ・サーバーは、フェデレーテッド・サーバーでなければなりません。
v レプリケーション・センターまたは ASNCLP プログラムでニックネームを作成
する場合は、サーバー定義、ラッパー、およびユーザー・マッピングを作成する
必要があります。
このタスクについて
Q サブスクリプションを作成する際は、レプリケーション・センターまたは
ASNCLP プログラムでニックネームを作成するか、既存のニックネームを指定する
ことができます。
手順

ロードに使用するニックネームの並行アクセス設定が正しいことの
確認
CURSOR からの LOAD ユーティリティーを使用して DB2 バージョン 9.7 以降の
ソースからターゲット表をロードする場合に、ロードに使用するニックネームを手
動で作成する際には、ニックネームで使用されている並行アクセスに関するフェデ
レーテッド・サーバー・オプションが正しいことを確認する必要があります。
このタスクについて
バージョン 9.7 から、ソース表を変更する進行中のトランザクションがすべて完了
するまで CURSOR からの LOAD にロードの開始を待機させるのに、新しいフェデ
レーテッド・サーバー・オプション CONCURRENT_ACCESS_RESOLUTION=W を
使用するようになりました。この動作は「結果の待機」と呼ばれます。この変更
は、DB2 for Linux, UNIX, and Windows 9.7 以降でのデフォルトの Currently
Committed アクセス動作に対応するために必要になりました。
以下の考慮事項に注意してください。
v レプリケーション・センターまたは ASNCLP で CURSOR からの LOAD に使用
されるニックネームを作成すると、サーバー・オプション
CONCURRENT_ACCESS_RESOLUTION=W がそのニックネームのサーバーに追
加されます。場合によっては、ニックネームを手動で作成する必要が生じたり、
ロードに使用するニックネームが他のアプリケーションに共有されたりする可能
性があります。このような場合、ニックネームに関する
CONCURRENT_ACCESS_RESOLUTION=W を手動で設定しなければなりませ
ん。
v Q アプライ・サーバーがバージョン 9.7 以降であるか、バージョン 9.7 より前
であるかによって、並行アクセスを設定するための手順が異なります。
v

z/OS 上の Q アプライが Linux、UNIX、または Windows 上
の DB2 V9.7 ソース・データベースでロードを実行するために「LOAD from
CURSOR」を使用する場合、「結果の待機」動作を強制するソリューションは現
在のところありません。この場合、最良のソリューションは、Q サブスクリプシ
ョンが開始してからロード・フェーズが開始するまで (Q サブスクリプションの
状態が IBMQREP_SUBS 表で L または A に変更されることで示される)、ソー
ス表を更新するすべてのアプリケーションを中断することです。
第 11 章 ターゲット表のロード
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注: このオプションは、タイプ DB2/UDB バージョン 9.7 以降の登録済みのサーバ
ーの場合のみ設定できます。
手順
ロードに使用するニックネームの並行アクセス設定が正しいことを確認するには、
Q アプライ・プログラムがバージョン 9.7 以降であるか、バージョン 9.7 より前で
あるかに応じて、次の手順を行います。
Q アプライ・プログ
ラムのバージョン

手順

バージョン 9.7 以降

Q アプライ・サーバーで次のコマンドを発行します。
db2 alter server server_name
OPTIONS(ADD CONCURRENT_ACCESS_RESOLUTION ’W’);

バージョン 9.7 より
前

注: この手順を行えない場合、ロードの開始時には、ソース表を更
新するすべてのアプリケーションを中断してください。
1. Q アプライ・サーバーから、ソース・データベースに接続しま
す。
2.

コール・レベル・インターフェース (CLI) 接続に使用される
SQL パッケージを、次のコマンドを使用して、特定のパッケー
ジで generic バインド・オプションを指定してバインドします。
db2 bind @db2cli.lst generic
"CONCURRENTACCESSRESOLUTION WAIT_FOR_OUTCOME"
COLLECTION ASN

3. フェデレーテッド・データベースにある db2cli.ini ファイル内
で、ニックネームが属するサーバー定義のオプションを宣言する
スタンザの下に、次の名前と値のペアを追加します。
[data_source_name]
CURRENTPACKAGESET=ASN
ここで data_source_name は、db2cli.bnd パッケージがバイン
ドされたソース・データベースです。

推奨: レプリケーションと他の目的の両方にフェデレーテッド・サーバーを使用す
る場合は、CONCURRENT_ACCESS_RESOLUTION=W オプションを設定したレプ
リケーション専用のサーバーを新しく作成し、他のアプリケーションが既存のサー
バー名を使用できるようにしてください。

ターゲット表の手動ロード
Q サブスクリプションに対して手動ロード を指定する場合は、自分の選んだユーテ
ィリティーを使用してターゲット表をロードし、その表がロードされた時点で Q キ
ャプチャー・プログラムに通知します。
作業を始める前に
v IBMQREP_SUBS 表の HAS_LOADPHASE 列の値が E になっていることを確認
します。その場合は、手動ロードを実行することになります。
v ロードを計画しているターゲット表を更新しているアプリケーションがないこと
を確認します。ロード処理の後にレプリケーション・プログラムがソースおよび
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ターゲット表を同期する間、表のデータは不整合になります。 Q アプライ・プ
ログラムは、ターゲット表および他の関連したターゲット表がロードされるまで
参照整合性制約をドロップします。
このタスクについて
ターゲット表がロードされる間、Q キャプチャー・プログラムが、ソース表のトラ
ンザクションの送信を継続します。 Q アプライ・プログラムは、それらのトランザ
クションを、一時予備キューに書き込み、ロードの完了後にそれらを適用します。Q
アプライ・プログラムは、従属の Q サブスクリプションがそのロード・フェーズを
完了するまで待ってから、参照整合性制約をターゲット表に戻します。
推奨: ソースでは、相対的な非活動時にターゲット表をロードしてください。
図 24 は、手動ロード・プロセスの各段階を表しています。

図 24. 手動ロード・プロセスの各段階

手順
手動でターゲット表をロードするには、次のようにします。
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1. レプリケーション・センターか START QSUB コマンドのいずれかを使用して、Q
サブスクリプションを開始します。 Q サブスクリプションの作成時に自動開始
を選択した場合、Q キャプチャー・プログラムが再初期化されたときに開始され
ます。
2. Q アプライ・プログラムがターゲット表のロードを待機していることを確認しま
す。次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウを使用します。このウ
ンター
ィンドウをオープンするには、Q サブスクリプションのソース表が
置かれている Q キャプチャー・サーバーを右クリックして、「管
理」 > 「Q サブスクリプション」を選択します。
ウィンドウ上で Q サブスクリプションを見つけ、その状態が「手
動ロードが必要」であることを確認します。
SQL

Q アプライ・サーバーにある IBMQREP_TARGETS 表に対して
SELECT ステートメントを発行し、STATE 列の値が E であること
を確認します。

3. 選択したユーティリティーを使用してターゲット表にロードします。
4. ロードが完了したときに Q キャプチャー・プログラムに通知します。 以下のい
ずれかの方法を使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

LOAD DONE コマンドを使用します。例えば、次のコマンドは環境
を設定し、EMPLOYEE0001 Q サブスクリプションにおいてロード
が完了したことを SAMPLE データベースにある Q キャプチャ
ー・プログラムに通知する SQL シグナルを生成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
LOAD DONE QSUB SUBNAME EMPLOYEE0001;

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウでロードしたターゲッ
ンター
ト表の Q サブスクリプションを選択し、「ロード完了」をクリッ
クします。
SQL

次のように、Q キャプチャー・サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表
に LOADDONE シグナルを挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’LOADDONE’,
’subname’,
’P’);
schema は通知先の Q キャプチャー・プログラムを示し、subname
は手動ロードを実行する Q サブスクリプションの名前です。

210

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

5. Q アプライ・プログラムが IBMQREP_TARGETS 表に以下の変更を加えるかど
うかを確認することにより、アプリケーションが再びターゲット表を安全に使用
できることを確認します。
v STATE 列を A (アクティブ) に設定する。
v STATE_INFO 列を ASN7606I に設定する。つまり、ターゲット表の参照整合
性制約はすべてリストアされます。
レプリケーション・センターの「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウを使
用して、これらの 2 つの変更が加えられていることを検査することができま
す。Q サブスクリプションの行でアクティブおよび ASN7606I であるものを見
つけます。

Q レプリケーションのロードなしオプション
ロードなしオプションは、Q サブスクリプションをアクティブにしてレプリケーシ
ョンを開始する前に、ソース表およびターゲット表を同期する場合に適していま
す。
Q サブスクリプションに対してロードなしオプションを指定している場合、Q アプ
ライ・プログラムは、Q サブスクリプションがアクティブになるとすぐにターゲッ
ト表へのトランザクションのアプライを開始します。
ロードなしオプションを選択する場合は、ソース表の主キーまたはユニーク索引の
値が、ターゲット表の主キーまたはユニーク索引にも存在することを確認してくだ
さい。
ソースおよびターゲットのデータベースまたはサブシステムのアクティビティーが
比較的少ない期間に多数の新規表を追加する場合は、ロードなしオプションを指定
できます。ソース表を静止してからターゲット表をロードし、その後で Q サブスク
リプションをアクティブにします。
ソース・データベースをバックアップしてから、そのデータベースをターゲット・
サーバー上にリストアする場合も、ロードなしオプションを指定できます。

さまざまなタイプの Q レプリケーションのロード・オプション
ターゲット表のロードのオプションは、セットアップしている Q レプリケーション
のタイプによって異なります。
以下のセクションでは、Q レプリケーションの各タイプごとに使用可能なロード・
オプション、初期ロードに使用されるサーバー、およびロードの開始に必要なステ
ップを説明します。
v

212 ページの『単一方向のレプリケーションのロード・オプション』

v

212 ページの『2 つのサーバーでの双方向およびピアツーピアのレプリケーショ
ンのロード・オプション』

v

214 ページの『3 つ以上のサーバーでのピアツーピア・レプリケーションのロー
ド・オプション』
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単一方向のレプリケーションのロード・オプション
このセクションでは、単一方向のレプリケーションのロード・オプションを説明し
ます。
ロード・オプション
使用できるオプションは、ターゲット・タイプにより異なります。
DB2 ターゲット
すべてのロード・オプションが使用可能です。
CCD ターゲット
CCD 表が非コンプリートである場合、唯一の有効な選択項目はロー
ドなしです。 CCD 表がコンプリートである場合、すべてのロー
ド・オプションを使用できます。
非 DB2 ターゲット
自動ロードの場合、EXPORT ユーティリティーと IMPORT ユーテ
ィリティーがサポートされています。また、Q アプライが ODBC
選択項目を使用して、ソースからデータを取り出すように指定した
り、Oracle ターゲットの場合には Q アプライが SQL*Loader ユー
ティリティーを呼び出すように指定したりできます。
初期ロードに使用されるサーバー
Q キャプチャー・サーバー
実行すべきこと
デフォルトでは、Q サブスクリプションのソース表に対して Q キャプチャ
ー・プログラムを開始すると、Q アプライ・プログラムはロード・プロセ
スを開始します。 Q キャプチャー・プログラムの開始時に自動的に開始さ
れないように Q サブスクリプションを作成する場合は、ロードが開始する
ためには Q サブスクリプションを開始することが必要です。
例
サーバー A の DEPARTMENT 表からサーバー B の DEPARTMENT 表
に、単一方向でデータのレプリカを生成し、最も自動化された方法を使用す
ると想定します。Q アプライ・プログラムがロードを処理し、使用可能な
最適のユーティリティーを使用するようにします。
1. 使用可能な最適のユーティリティーを使用する自動ロードを指定する、
DEPARTMENT 表に対して Q サブスクリプションを作成します。
2. サーバー A で Q キャプチャー・プログラムを、サーバー B で Q ア
プライ・プログラムを開始します。
Q アプライ・プログラムが、サーバー A の DEPARTMENT 表からサー
バー B の DEPARTMENT 表にデータをコピーするロード・ユーティリ
ティーを呼び出します。ロード・プロセスが完了すると、サーバー A
からサーバー B への一方向でレプリケーションが開始されます。

2 つのサーバーでの双方向およびピアツーピアのレプリケーションの
ロード・オプション
このセクションでは、2 つのサーバーでのピアツーピアおよび双方向のレプリケー
ションのロード・オプションを説明します。
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ロード・オプション
すべてのロード・オプションが使用可能です。ただし、自動ロードを指定す
ると、ご使用のオペレーティング・システムおよびバージョンに応じて、デ
フォルトで Q アプライ・プログラムが EXPORT と LOAD ユーティリテ
ィーの組み合わせ、および EXPORT と IMPORT ユーティリティーの組み
合わせのどちらかを選択します。この振る舞いをオーバーライドし、個々の
Q サブスクリプションに対して「Q サブスクリプションのプロパティー」
ノートブックをオープンすることによって、Q アプライ・プログラムが
LOAD FROM CURSOR ユーティリティーを使用するように指示できます。
初期ロードに使用されるサーバー
2 つのサーバーでの双方向またはピアツーピア・レプリケーションに対して
2 つの Q サブスクリプションを作成する場合、初期ロード・ソースになる
サーバーを選択します。このサーバーには、そのデータを他のサーバーの表
にコピーする表が入っています。
初期ロード以降のロードの場合 (例えば、論理表の Q サブスクリプション
を停止してから開始する場合)、2 つの Q サブスクリプションのうちどちら
を開始するか決定する際に、ロード・ソースになるサーバーを指定します。
開始する Q サブスクリプションのソース表がロード・ソースになります。
実行すべきこと
ロードの開始のプロセスは、自動ロードか手動ロードのどちらを指定するか
によって異なります。
自動ロード
Q キャプチャー・プログラムの開始時に自動的に開始されるように
Q サブスクリプションを作成した場合、ロード・プロセスを開始す
るために必要なのは、両方のサーバーで Q キャプチャー・プログ
ラムおよび Q アプライ・プログラムを開始することだけです。
Q サブスクリプションが自動的に開始されないようにした場合、以
下のアクションを実行する必要があります。
v Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを
両方のサーバーで開始します。
v ソース表をロード・ソースとして指定した Q サブスクリプショ
ンを開始します。
手動ロード
1. Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを
両方のサーバーで開始します。
2. ソース表をロード・ソースとする Q サブスクリプションを開始
します。
Q サブスクリプションがロード・ペンディング状態になりま
す。
3. 任意の方法で、Q サブスクリプションのターゲット表をロード
します。
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4. ロードが終了したら、レプリケーション・センターにロードが終
了したことを通知するか、または Q サブスクリプションのソー
ス・サーバーで IBMQREP_SIGNAL 表に LOADDONE シグナ
ルを挿入します。
例
サーバー A およびサーバー B 上で、双方向セットアップで
EMPLOYEE 表のレプリカを生成し、最も自動化された方法を使用
すると想定します。サーバー A を初期ロード・ソースとします。
1. 2 つの Q サブスクリプション EMP_A2B および EMP_B2A を
作成します。 EMP_A2B の作成時、初期ロード・ソースとして
サーバー A を指定し、さらに Q アプライ・プログラムの使用
可能な最適のロード・ユーティリティーを選択する、自動ロード
を指定する。
2. Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを
サーバー A およびサーバー B で開始することによって、ロー
ドを開始します。
サーバー B の Q アプライ・プログラムが、サーバー A の
EMPLOYEE 表からサーバー B の EMPLOYEE 表にデータをコ
ピーするロード・ユーティリティーを呼び出すことによって
EMP_A2B のロードを開始します。ロードが完了すると、サーバ
ー A とサーバー B との間で双方向でレプリケーションが開始
します。

3 つ以上のサーバーでのピアツーピア・レプリケーションのロード・
オプション
このセクションでは、3 つ以上のサーバーでのピアツーピア・レプリケーションの
ロード・オプションを説明します。
ロード・オプション
すべてのロード・オプションが使用可能です。ただし、自動ロードを指定す
ると、ご使用のオペレーティング・システムおよびバージョンによって、デ
フォルトで Q アプライ・プログラムが EXPORT と LOAD ユーティリテ
ィーの組み合わせ、および EXPORT と IMPORT ユーティリティーの組み
合わせのどちらかを選択します。この振る舞いをオーバーライドし、個々の
Q サブスクリプションに対して「Q サブスクリプションのプロパティー」
ノートブックをオープンすることによって、Q アプライ・プログラムが
LOAD FROM CURSOR ユーティリティーを使用するように指示できます。
初期ロードに使用されるサーバー
3 つ以上のサーバーを持つピアツーピア・グループでは、段階に分けてレプ
リケーションを開始します。まず、2 つのサーバー間でレプリケーションを
開始してから、アクティブなサーバーと新規サーバー間でレプリケーション
を開始することによって、追加のサーバーをグループに入れます。以下のガ
イドラインに従います。
v 最初の 2 つのサーバー間でレプリケーションを開始する際、1 つのサー
バーをロード・ソースとして選択します。このサーバーをソースとして指
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定する Q サブスクリプションを開始します。 2 番目のサーバーの Q ア
プライ・プログラムが、2 番目のサーバーの表に対してロード・プロセス
を開始します。
v 新規のサーバーを追加するために、ロード・ソースとしてアクティブなサ
ーバーの 1 つを選択します。このサーバーをソースとして、また新規の
サーバーをターゲットとして指定する Q サブスクリプションを開始しま
す。新規のサーバーの Q アプライ・プログラムが、新規のサーバーの表
に対してロード・プロセスを開始します。
実行すべきこと
3 つ以上のサーバーを持つピアツーピア構成では、自動的に開始される Q
サブスクリプションを作成することはできません。手動で、いくつかの段階
に分けて Q サブスクリプションを開始することが必要です。以下のステッ
プを実行します。
1. グループ中の最初の 2 つのサーバーで、Q キャプチャー・プログラム
および Q アプライ・プログラムを開始します。
2. サーバー間で、2 つの Q サブスクリプションのうち 1 つを開始しま
す。開始する Q サブスクリプションのソース表がロード・ソースにな
り、ターゲット表がロードされます。
3. Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを新規の
サーバーで開始します。
4. アクティブないずれかのサーバーをソースとして、また新規のサーバー
をターゲットとして指定する Q サブスクリプションを開始します。開
始する Q サブスクリプションのソース表がロード・ソースになり、新
規サーバーの表がロードされます。
5. グループ中のすべてのサーバーがロードされるまでステップ 3 および 4
を繰り返します。
手動ロード: 手動ロードの選択する場合、各 Q サブスクリプションを開始
した後にターゲット表をロードしてから、そのターゲット表がロードされた
時点でレプリケーション・プログラムに通知します。
例
単一の論理表の DEPARTMENT 表を持つサーバー A、サーバー B、および
サーバー C を含む、ピアツーピアの Q サブスクリプション・グループに
対してロード・プロセスを開始すると想定します。Q アプライ・プログラ
ムがロードを処理し、その際使用可能な最適のロード・ユーティリティーを
使用するようにします。サーバー A を、サーバー B およびサーバー C の
両方で、表のロード・ソースとして使用します。
1. 6 つの Q サブスクリプション DEP_A2B、DEP_B2A、DEP_A2C、
DEP_C2A、DEP_B2C、および DEP_C2B を、使用可能な最適のユーテ
ィリティーを使い、すべて自動ロードを指定して作成します。
2. Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムをサーバ
ー A およびサーバー B で開始します。
3. Q サブスクリプション DEP_A2B を開始します。
サーバー B の Q アプライ・プログラムが、サーバー A の
DEPARTMENT 表からのデータを使って、サーバー B の
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DEPARTMENT 表にデータをロードするユーティリティーを呼び出しま
す。ロードが完了すると、サーバー A とサーバー B との間で双方向で
レプリケーションが開始します。
4. サーバー C でロードを開始するには、まずサーバー C で Q キャプチ
ャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムを開始します。
5. 次に、Q サブスクリプション DEP_A2C を開始します。
サーバー C の Q アプライ・プログラムが、サーバー A の
DEPARTMENTS 表からのデータを使って、サーバー C の
DEPARTMENT 表にデータをロードするユーティリティーを呼び出しま
す。ロードが完了すると、3 つすべてのサーバー間で全方向でレプリケ
ーションが開始します。

ソース表でのロード操作の複製
DB2 LOAD ユーティリティーを使用するソース表でのロード操作が、ターゲット表
に複製されるように指定できます。
このタスクについて
デフォルトでは、ソース表が正常にロードされたことを示すログ・レコードを Q キ
ャプチャー・プログラムが読み取る際に、警告メッセージが発行されます。このデ
フォルト動作は、ソース表の Q サブスクリプションを作成する際に、ソース表で一
部のタイプのロード操作を Q キャプチャーが複製するように指定することによって
変更できます。
この機能が使用可能になっている場合、Q キャプチャーは、ソース表の Q サブス
クリプションを停止して開始し、Q サブスクリプションに対してターゲット表のロ
ードが指定されている場合は、その Q サブスクリプションに設定されているロー
ド・オプションに基づいてターゲット表をロードするよう求めるプロンプトを出し
ます。
Q キャプチャーが以下の DB2 操作を検出すると、ソース表のロードのレプリケー
ションを使用可能にしていたかどうかに応じて、その後のアクションが異なりま
す。

v LOAD SHRLEVEL NONE RESUME YES
v LOAD SHRLEVEL NONE REPLACE
v REORG TABLESPACE DISCARD

v LOAD REPLACE
v LOAD INSERT
ソース表のロードのレプリケーションに関する以下のオプションは、
IBMQREP_SUBS 表の CAPTURE_LOAD 列に格納されます。
R (再始動)
Q サブスクリプションが再始動し、ターゲット表にソース表のデータがロ
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ードされます。ロードのタイプは、IBMQREP_TARGETS コントロール表の
LOAD_TYPE 値によって決まります。
W (警告)
警告メッセージのみが発行されます。Q サブスクリプションは再始動しま
せん。
制約事項
v

DB2 for z/OS バージョン 9 のソース・データベースは DB2
APAR PK78558 以降でなければならず、Q キャプチャー・プログラムはバージョ
ン 9.7 以降でなければなりません。また、ソース表またはターゲット表が他の表
と表スペースを共有している場合、この機能はサポートされません。
CAPTURE_LOAD は、表スペースレベルのオプションです。

v

DB2 for Linux, UNIX, and Windows のソース・データベー
スと Q キャプチャー・プログラムは、バージョン 9.7 以降でなければなりませ
ん。

v ソース表のロードのレプリケーションは、3 つ以上のサーバーでのピアツーピ
ア・レプリケーション用にはサポートされていません。
v 双方向レプリケーションにかかわっている表をロードする場合は、そのロードの
レプリケーションが完了し、Q サブスクリプションの状態がアクティブ (A) に変
わるのを待ってから、もう 1 つのロード操作 (もう一方のサーバーにある該当表
のロード操作) を開始する必要があります。そうしないと、2 つのロード操作が
競合し、予期しない動作につながる可能性があります。
v ソース表がまだロード状態にある時 (例えば、2 つの連続したロード操作を実行
中の時) にそのソース表をロードすると、その表の Q サブスクリプションが停止
することになります。通常は、ソース表のすべての Q サブスクリプションがア
クティブ (A) 状態になるのを待ってから、別のロード操作を実行します。
手順
ソース表でのロード操作を複製するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

以下の例のように、CREATE QSUB コマンドで、R オプションを
付けて CAPTURE_LOAD キーワードを指定します。
CREATE QSUB USING REPLQMAP SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN
(SUBNAME EMPLOYEE0001 EMPLOYEE OPTIONS HAS LOAD PHASE I
CAPTURE_LOAD R TARGET NAME TGTEMPLOYEE LOAD TYPE 2);

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの作成」ウィザードの「ターゲット表のロ
ンター
ード (Loading the Target Tables)」ページで、「ソース表が再ロード
される場合にターゲット表を再ロードする (Reload the target table
if the source table is reloaded)」チェック・ボックスを選択しま
す。「Q サブスクリプションのプロパティー」ノートブックの「ロ
ード」タブにも同じコントロールがあります。
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ソース表の制約がロード操作のレプリケーションに与える影響
ソース表で制約が定義されている場合は、ソース表でロード操作のレプリケーショ
ンを実行するときに特に注意しなければならない点があります。
ソース表のロード後に、DB2 LOAD ユーティリティーがターゲット表にデータをロ
ードするのに必要な READ アクセスが、以下のように制限される可能性がありま
す。

z/OS では、ソース表に対して制約が定義されており、REPLACE または
RESUME ENFORCE NO オプションを使用して LOAD ユーティリティー
が呼び出される場合に、アクセスが制限される可能性があります。この場
合、LOAD ユーティリティーは表を CHECK PENDING 状態にするよう指
示され、Q アプライは Q サブスクリプションを停止します。この問題を訂
正するには、ソース表に対して CHECK DATA を実行し、表スペースをア
クセス可能にしてから、Q サブスクリプションを開始しなければなりませ
ん。

Linux、UNIX、および Windows では、ソース表に対して制約が定義されて
おり、REPLACE または INSERT NO ACCESS オプションを使用して
LOAD ユーティリティーが呼び出される場合に、アクセスが制限される可
能性があります。この場合、LOAD ユーティリティーは表を SET
INTEGRITY CHECK PENDING 状態にするよう指示され、Q アプライは Q
サブスクリプションを停止します。この問題を訂正するには、ソース表に対
して SET INTEGRITY を実行し、表スペースをアクセス可能にしてから、
Q サブスクリプションを開始しなければなりません。
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重要: LOAD ユーティリティーの INSERT ALLOW READ ACCESS オプ
ションをソース表のロードのレプリケーションに設定している場合、このオ
プションはお勧めしません。このオプションを使用してユーティリティーが
呼び出されていて、ソース表に制約が定義されている場合、表は SET
INTEGRITY PENDING 状態および READ ACCESS 状態になります。これ
らの 2 つの状態では、新しくロードされるデータはアクセス可能ではあり
ません。このオプションを使用するつもりである場合、以下のどちらかの方
法を使用して、ソース表とターゲット表の同期が失われないようにしてくだ
さい。
v ロードを開始する前に、Q サブスクリプションを停止し、ソース表をロ
ードしてから、Q サブスクリプションを開始します。この手順により、
ターゲット表の完全な新規ロード (フル・リフレッシュ) が起動されま
す。
v Q サブスクリプションの CAPTURE_LOAD オプションを W に設定し、
Q サブスクリプションがアクティブになっている間にソース表をロード
します。新しくロードされるデータは複製されず、その後に以下のいずれ
かを実行できます。
– asntdiff および asntrep コマンドを使用し、ソース表とターゲット表の
間の相違を検索して解決します。
– Q サブスクリプションをいったん停止して開始することで、ターゲッ
トの自動ロードを起動します。

データ統合シナリオでのターゲット表のロード
Q レプリケーションで複数のソース表を 1 つのターゲット表に複製する場合は、複
数のロードで取得するすべてのデータをターゲット表に保存するための特別な手順
を実行します。
このタスクについて
この手順では、複数のソースからターゲットを増分的にロードすることによって、
前のロードで取得したデータを後続のロードで上書きしないようにします。
ソース表の Q サブスクリプションを作成するときに、1 つの Q サブスクリプショ
ンでは REPLACE オプションを使用するロード・タイプを指定し、他のすべての Q
サブスクリプションでは RESUME オプション (z/OS) または INSERT オプション
(Linux、UNIX、Windows) を使用するロード・タイプを指定します。REPLACE ロ
ード・タイプの Q サブスクリプションを最初に開始し、そのロードが完了してから
他の Q サブスクリプションを開始します。
最初のロードによって、ターゲット表のすべてのデータを置換し、後続のロードに
よって、他のソース表のデータを追加します (その際に、最初のロードで読み込ん
だデータは影響を受けません)。
この手順で組み合わせて使用するロード・タイプを 220 ページの表 21 にまとめま
す。ロード・タイプの情報は、IBMQREP_TARGETS 表に格納されます。
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表 21. データ統合のためのロード・タイプの組み合わせ
最初のロードのロード・タイプ (REPLACE
オプション)

後続のロードのロード・タイプ (RESUME オ
プションまたは INSERT オプション)

1 (LOAD FROM CURSOR)

101

2 (EXPORT/IMPORT)

102

3 (EXPORT/LOAD)

103

この組み合わせの 1 つ (最初のロードで LOAD FROM CURSOR と REPLACE オ
プションを使用し、後続のロードで LOAD FROM CURSOR と RESUME オプショ
ンを使用する場合) の手順を図 25 にまとめます。

図 25. LOAD FROM CURSOR を使用するデータ統合シナリオのロード手順の例

手順
1. 統合ターゲット表の Q サブスクリプションを作成する場合は、グループ内の 1
つの Q サブスクリプションで LOAD_TYPE を 1、2、3 のいずれかに設定し、
グループ内の他のすべての Q サブスクリプションで LOAD_TYPE を
101、102、103 のいずれかに設定します (表 21 のいずれかの組み合わせにして
ください)。
注: LOAD_TYPE を 101、102、103 のいずれかにした Q サブスクリプション
を非アクティブ (I) 状態で作成するように指定します。そのために、ASNCLP
コマンド行プログラムでは、START AUTOMATICALLY NO キーワードを使用
します。レプリケーション・センターでは、「Q サブスクリプションの作成」ウ
ィザードの「ターゲット表のロード」ページで、「すべての Q サブスクリプシ
ョンを自動的に開始」チェック・ボックスをクリアします。LOAD_TYPE が
1、2、3 のいずれかになっている Q サブスクリプションは、自動的に開始しま
す。
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さらに、Q サブスクリプションの競合アクションとエラー・アクションを D (Q
サブスクリプションの停止) に設定しないでください。
2. 最初の Q サブスクリプションのロードが完了したら、残りの Q サブスクリプ
ションを開始します。
ロードが完了すると、Q アプライ・プログラムは、Q サブスクリプションの状
態を A (アクティブ) に設定します。 Q レプリケーション・ダッシュボードま
たはレプリケーション・センターの「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウ
で、Q サブスクリプションの状態を確認できます。
ターゲット表が空の場合やすべての行を手動で削除する場合は、グループ内のすべ
ての Q サブスクリプションで LOAD_TYPE を 101、102、103 のいずれかに設定
し、一度に 1 つずつ開始することもできます。
1 つのソース表のデータだけを再ロードしなければならない場合 (1 つの Q サブス
クリプションでエラーが発生した場合など) は、適切な範囲を使用してターゲット
表の行を手動で削除してから、エラーになった Q サブスクリプションで
LOAD_TYPE を 101、102、103 のいずれかに設定して、その Q サブスクリプショ
ンを再始動します。
ターゲット表全体のフル・リフレッシュを実行する必要がある場合は、上記の手順
を実行します。

複数のデータベース・パーティションでの Q レプリケーションとイベン
ト・パブリッシング
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは、複数のデータベース・パ
ーティションに散在する DB2 ソース表のデータのキャプチャーをサポートしてい
ます。
複数のパーティション・データベースに Q キャプチャーのコントロール表を作成す
るときは、それらのコントロール表によって使用されるすべての表スペースが、カ
タログ・パーティションに置かれていなければなりません。既存の表スペースを使
用する場合、その表スペースは、非パーティションであり、カタログ・パーティシ
ョンに置かれていなければなりません。
Q キャプチャー・プログラムでは、データベース・パーティションのリストは再始
動メッセージ内に維持されます。 Q キャプチャー・プログラムは、ウォーム・モー
ドで開始するたびに、その再始動メッセージからデータベース・パーティションの
リストを読み取ります。 Q キャプチャーは、DB2 によって認識されているデータ
ベース・パーティションの数と、再始動メッセージにリストされているデータベー
ス・パーティションの数を比較します。数が一致しない場合、Q キャプチャー・プ
ログラムは停止します。
Q キャプチャー・プログラムを最後に実行して以来、データベース・パーティショ
ンを 1 つ以上追加した場合には、その新規パーティションについて Q キャプチャ
ー・プログラムに知らせる必要があります。これは、add_partition パラメーター
を使って Q キャプチャーを開始することによって行えます。
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例えば、以下のコマンドは、新しく追加されたパーティションのログ・ファイルの
読み取りをサーバー SAMPLE 上の Q キャプチャー・プログラムが開始することを
指定します。
asnqcap capture_server=sample capture_schema=asn1 add_partition=y

DB2 パーティション表のレプリケーション: バージョン 9.7 フィックスパ
ック 1 以前 (Linux、UNIX、Windows)
Q レプリケーションは、(CREATE TABLE ステートメントの PARTITION BY 節
を使用して) 範囲でパーティション化された DB2 表をサポートします。これらの表
を、範囲パーティション表と呼ぶこともあります。
ソース表が範囲でパーティション化されている場合、Q キャプチャー・プログラム
に対してバージョンとフィックスパックの要件があります。このトピックでは、レ
プリケーション・プログラムがバージョン 9.7 フィックスパック 1 以前である場合
の、パーティション表のレプリケーションに関する要件およびサポートについて説
明します。ターゲット表のみが範囲でパーティション化されている (ソース表はそ
うではない) 場合は、これらの表に固有のバージョンおよびフィックスパックの要
件は、Q レプリケーションに対してはありません。
範囲パーティション表の変更データをキャプチャーするには、Q キャプチャー・プ
ログラムがバージョン 9.7 以降である必要があります。これは、 DB2
V9.1、V9.5、または V9.7 の範囲パーティション表から変更をキャプチャーできま
す。ただし、 V9.7 より前の範囲パーティション表については制約事項がありま
す。それらの制約事項についても、このトピックで説明します。
パーティション化された表では、表内の 1 つ以上の表パーティション・キー列にお
ける値に応じて複数の記憶オブジェクトに表データを分けるデータの編成方式を使
用しています。記憶オブジェクトは、データ・パーティションまたは範囲と呼ばれ
ています。
レプリケーションおよびパブリッシングは、ソース表のすべてのデータ・パーティ
ションを 1 つの表として扱います。例えば、パーティション表を指定する Q サブ
スクリプションまたはパブリケーションを作成するときには、表の 1 つまたは複数
のデータ・パーティションではなく、表全体を指定します。表に対するすべての行
操作は、どのデータ・パーティションで実行されるかにかかわらず、複製またはパ
ブリッシュされます。
パーティション化された表では、データ・パーティションの追加、データ・パーテ
ィションのアタッチまたはデタッチなどを含め、いくつかの変更を行うことができ
ます。ソース表に対するこれらの ALTER 操作はターゲットに複製されません。 同
一のパーティション化方式を維持したい場合は、ソース表とは別個にターゲット表
を変更する必要があります。
以下のように、レプリケーションおよびパブリッシングは ALTER 操作を異なる方
法で扱います。
バージョン 9.5 以前の注意事項: Q キャプチャー・プログラムは、再初期化または
停止して再始動するまで、データ・パーティションの追加、アタッチ、またはデタ
ッチを認識しません。
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ADD

ソース表に空の新規データ・パーティションを追加します。ターゲットで新
規データ・パーティションが必要な場合は、手動で追加する必要がありま
す。Q キャプチャー・プログラムの動作、および実行する必要のある手順
は、ご使用の DB2 リリースに応じて以下のように異なります。
バージョン 9.7 以降
データ・パーティションをソースに追加する前に、ターゲットに追
加してください。 Q キャプチャーはデータ・パーティションに対
する変更を自動的に複製し始めます。
バージョン 9.5 または 9.1
Q キャプチャーを再始動する前に、ソースとターゲットの両方でデ
ータ・パーティションを追加してください。 Q キャプチャーが再
始動されるまでは、ソース・データ・パーティションのデータを変
更しないでください。

ATTACH
既存の表を使用して、新しいデータ・パーティションをソースに作成しま
す。 ATTACH 操作は複製されず、新しいデータ・パーティションのデータ
はターゲットに複製されません。ターゲットで新規データ・パーティション
が必要な場合は、手動で追加する必要があります。 アタッチされたデータ
がターゲットで必要な場合には、ターゲットでデータ・パーティションをア
タッチする前に、手動でデータをターゲットにロードする必要があります。
注: データ・パーティションのアタッチ時に Q キャプチャー・プログラム
が停止している場合、パーティションとしてアタッチされる前の表で挿入、
更新、または削除された行は、複製されます。データ・パーティションのア
タッチ時に Q キャプチャーが実行中である場合、これらの行は複製されま
せん。
表を変更する必要がある場合には、動作の一貫性を維持するために、表を新
規データ・パーティションとしてアタッチする前に表に対する DATA
CAPTURE CHANGES 文節を必ず OFF に設定してください。例えば、以下
のステートメントは表を作成し、値をその表に挿入してから、その表をデー
タ・パーティションとして既存のパーティション化された表にアタッチしま
す。
db2 create table temp1 like t1;
-- NOTE: data capture changes is off by default
db2 insert into temp1 values (44,44);
-- NOTE: Turn on data capture changes after insert/update/deletes
-- and before attach partition
db2 alter table temp1 data capture changes;
db2 alter table t1 attach partition part4 starting from 41
ending at 50 from temp1;
db2 set integrity for t1 allow write access immediate checked;

DETACH
既存のデータ・パーティションを別個の表にします。DETACH 操作は複製
されません。 DETACH 操作によってソース表から削除されるデータは、タ
ーゲット表からは削除されていません。 ターゲット・データ・パーティシ
ョンを別個の表に変更する必要がある場合は、手動で行ってください。
注: データ・パーティションを越えて行を移動する更新操作は、DB2 では削除/挿入
のペアとしてログに記録されます。ソース表からの削除操作を抑止する Q サブスク
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リプション/パブリケーション・オプション (SUPPRESS_DELETES=Y) のために、
ソースでの 1 つの UPDATE 操作がターゲットでは 2 行と認識される可能性があ
ります。パーティション・ソース表では、削除の抑止オプションを使用しないこと
をお勧めします。

DB2 パーティション表のレプリケーション: バージョン 9.7 フィックスパ
ック 2 以降 (Linux、UNIX、Windows)
Q レプリケーションは、(CREATE TABLE ステートメントの PARTITION BY 節
を使用して) 範囲でパーティション化された DB2 表をサポートします。これらの表
を、範囲パーティション表と呼ぶこともあります。
ソース表が範囲でパーティション化されている場合、Q キャプチャー・プログラム
に対してバージョンとフィックスパックの要件があります。このトピックでは、レ
プリケーション・プログラムがバージョン 9.7 フィックスパック 2 以降の、パーテ
ィション表のレプリケーションに関する要件およびサポートについて説明します。
ターゲット表のみが範囲でパーティション化されている (ソース表はそうではない)
場合は、これらの表に固有のバージョンおよびフィックスパックの要件は、Q レプ
リケーションに対してはありません。
範囲パーティション表の変更データをキャプチャーするには、Q キャプチャー・プ
ログラムがバージョン 9.7 以降である必要があります。これは、 DB2
V9.1、V9.5、または V9.7 の範囲パーティション表から変更をキャプチャーできま
す。ただし、 V9.7 より前の範囲パーティション表については制約事項がありま
す。それらの制約事項についても、このトピックで説明します。
重要: レプリケーション・プログラムがバージョン 9.7 フィックスパック 2 以降で
あり、範囲パーティション表を複製する予定の場合には、バージョン 9.7 フィック
スパック 2 マイグレーション・スクリプト asnqcapluwv97fp2.sql を実行する必要
があります。スクリプトは、レプリケーション・プログラムが追加、アタッチ、ま
たはデタッチなどのデータ・パーティション変更を処理するのに役立つよう、新し
いコントロール表 IBMQREP_PART_HIST を追加します。このスクリプトは
sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリーにあります。 DB2 バージョン 9.5
またはバージョン 9.1 のパーティション・ソース表の場合に Q キャプチャー・プ
ログラムが IBMQREP_PART_HIST 表を使用することはありません。
パーティション化された表では、表内の 1 つ以上の表パーティション・キー列にお
ける値に応じて複数の記憶オブジェクトに表データを分けるデータの編成方式を使
用しています。記憶オブジェクトは、データ・パーティションまたは範囲と呼ばれ
ています。
レプリケーションおよびパブリッシングは、ソース表のすべてのデータ・パーティ
ションを 1 つの表として扱います。例えば、パーティション表を指定する Q サブ
スクリプションまたはパブリケーションを作成するときには、表の 1 つまたは複数
のデータ・パーティションではなく、表全体を指定します。表に対するすべての行
操作は、どのデータ・パーティションで実行されるかにかかわらず、複製またはパ
ブリッシュされます。
パーティション化された表では、データ・パーティションの追加、データ・パーテ
ィションのアタッチまたはデタッチなどを含め、いくつかの変更を行うことができ
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ます。ソース表に対するこれらの ALTER 操作はターゲットに複製されません。 同
一のパーティション化方式を維持したい場合は、ソース表とは別個にターゲット表
を変更する必要があります。
以下のように、レプリケーションおよびパブリッシングは ALTER 操作を異なる方
法で扱います。
バージョン 9.5 以前の注意事項: Q キャプチャー・プログラムは、再初期化または
停止して再始動するまで、データ・パーティションの追加、アタッチ、またはデタ
ッチを認識しません。
ADD

ソース表に空の新規データ・パーティションを追加します。ターゲットで新
規データ・パーティションが必要な場合は、手動で追加する必要がありま
す。Q キャプチャー・プログラムの動作、および実行する必要のある手順
は、ご使用の DB2 リリースに応じて以下のように異なります。
バージョン 9.7 以降
データ・パーティションをソースに追加する前に、ターゲットに追
加してください。 Q キャプチャーはデータ・パーティションに対
する変更を自動的に複製し始めます。
バージョン 9.5 または 9.1
Q キャプチャーを再始動する前に、ソースとターゲットの両方でデ
ータ・パーティションを追加してください。 Q キャプチャーが再
始動されるまでは、ソース・データ・パーティションのデータを変
更しないでください。

ATTACH
既存の表を使用して、新しいデータ・パーティションをソースに作成しま
す。 ATTACH 操作は複製されず、新しいデータ・パーティションのデータ
はターゲットに複製されません。ターゲットで新規データ・パーティション
が必要な場合は、手動で追加する必要があります。 アタッチされたデータ
がターゲットで必要な場合には、ターゲットでデータ・パーティションをア
タッチする前に、手動でデータをターゲットにロードする必要があります。
DETACH
既存のデータ・パーティションを別個の表にします。DETACH 操作は複製
されません。 DETACH 操作によってソース表から削除されるデータは、タ
ーゲット表からは削除されていません。 ターゲット・データ・パーティシ
ョンを別個の表に変更する必要がある場合は、手動で行ってください。
注: データ・パーティションを越えて行を移動する更新操作は、DB2 では削除と挿
入のペアとしてログに記録されます。ソース表からの削除操作を抑止する Q サブス
クリプション/パブリケーション・オプション (SUPPRESS_DELETES=Y) のため
に、ソースでの 1 つの UPDATE 操作がターゲットでは 2 行と認識される可能性
があります。パーティション・ソース表では、削除の抑止オプションを使用しない
ことをお勧めします。
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Q レプリケーションでの CCD 表
整合変更データ (CCD) 表は、InfoSphere DataStage® または SQL レプリケーション
用のアプライ・プログラムなどの他のアプリケーションによって読み取りと使用が
可能なコミット済みトランザクション・データを提供します。
ターゲット・タイプとして CCD 表を使用することで、ソースの変更に関する履歴
を保持できます。例えば、データの変更が発生したときの変更前後の比較や、ソー
ス表を更新したユーザー ID をトラッキングできます。
単一方向 Q レプリケーションのソースおよびターゲットの両方として CCD 表を指
定できます。また、Q レプリケーション・プログラムによってデータを追加される
CCD 表を、SQL レプリケーションのソースとして指定することもできます。
以下のセクションでは、Q レプリケーションでの CCD 表について詳しく説明しま
す。
v 『コンデンス属性とコンプリート属性』
v

227 ページの『CCD 表のロード・オプション』

v

227 ページの『エラーまたは競合のためオプション』

v

228 ページの『CCD 表におけるデフォルトの列』

v

229 ページの『オプションの監査列』

v

230 ページの『CCD ターゲット表を作成するための ASNCLP サンプル』

v

230 ページの『CCD 表を Q レプリケーション・ソースとして使用』

Linux、UNIX、および Windows におけるバージョン 10.1 の重要事項: ソース・デ
ータベースが、複数の DB2 pureScale® メンバーを持つ DB2 10.1 for Linux,UNIX,
and Windows の場合、Q レプリケーションは CCD ターゲット表をサポートしませ
ん。バージョン 10.1 をソースとして使用する場合、Q キャプチャーの
compatibility パラメーターが 0907 以下に設定されている、単一メンバーのデー
タベースでのみ、CCD ターゲットがサポートされます。

コンデンス属性とコンプリート属性
コンデンスとコンプリートという 2 つの属性で CCD 表を定義します。以下のリス
トにこれらの属性が要約されています。
コンプリート (COMPLETE=Y)
コンプリート CCD 表には、ソース表の関連のあるすべての行が含まれ、初
期状態でソース・データの完全なセットが入ります。
ターゲット表のすべてのロード・オプションは、コンプリート CCD (自
動、手動、またはロードなし) において有効です。
非コンプリート (COMPLETE=N)
非コンプリート CCD 表にはソース表の変更点だけが含まれ、開始時にはデ
ータがありません。
非コンプリート CCD 表における唯一の有効なロード・オプションは、ロー
ドなしです。
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コンデンス (CONDENSED=Y)
コンデンス CCD 表にはソース表内のキー値ごとに 1 行が含められ、その
行の最新の値のみが含まれます。
コンデンス CCD 表では、重複行が含まれないようにするために、主キーが
必要です。更新の競合が発生した場合、すべてのソース列は強制的にその行
に入れられます。競合規則および競合アクションのために必要な設定は、
CONFLICT_RULE=K および CONFLICT_ACTION=F です。
非コンデンス (CONDENSED=N)
非コンデンス CCD 表には、同じキー値を持つ複数の行 (ソース表における
それぞれの UPDATE、INSERT、または DELETE 操作ごとに 1 行) が含ま
れます。
CCD 表に追加すると、すべての行は INSERT 操作になります。非コンデン
ス CCD 表には、ユニーク索引または主キーを含めることはできません。
ソース表への変更の履歴を保持するために使用される CCD 表は、コンプリート
(COMPLETE=Y) かつ非コンデンス (CONDENSED=N) です。

CCD 表のロード・オプション
以下のロード・オプションが、CCD ターゲット表に適用されます。
コンプリート
Q アプライ・プログラムによる自動ロード、手動ロード、またはロードな
しを指定できます。
非コンプリート
ロードなしを指定する必要があります。

エラーまたは競合のためオプション
CCD ターゲット表における予期しない状態を処理するために、次のオプションを使
用できます。
コンデンスおよびコンプリート
競合検出には、次の 2 つの選択が有効です。
v ソースの変更をターゲット表に強制する (CONFLICT_ACTION=F)。
v 条件を無視して継続する (CONFLICT_ACTION=I)。
CCD 表のすべてのタイプにおいて、唯一の有効な競合オプションは、キー列のみを
チェックするもの (CONFLICT_RULE=K) です。
注:
1. 非コンプリート CCD ターゲットの場合、「行が見つからない」または重複行の
競合が検出された後、IBMQREP_EXCEPTIONS 表は更新されません。これは、
ソース表の行が非コンプリート CCD ターゲットに存在しない可能性があり、再
処理が頻繁に行われる可能性があるためです。
2. コンプリート CCD ターゲットの場合は、IBMQREP_EXCEPTIONS 表は競合後
に更新されます。ただし、1 つ例外があり、削除操作からの行は CCD ターゲッ
トに留まり、再処理が頻繁に行われる可能性があるため、重複行違反はログに記
録されません。
第 11 章 ターゲット表のロード

227

3. コンデンス CCD 表の場合、ソース表でキーを更新すると、CCD ターゲットで
行が除去される可能性があります。一般に、除去される行は「delete」行
(IBMSNAP_OPERATION 列に D の値を持つ行) です。このタイプの行は、キー
更新の新しい値と同じキー値を持つ場合にのみ除去されます。
4. コンデンス CCD 表の場合、CONFLICT_ACTION=I は、1 つの例外 (ソース表
でのキー更新によって CCD ターゲットで再処理が行われる場合、再処理は
CCD データの整合性を保つために必要です) を除き、ターゲットでの競合が無
視されることを暗黙指定します。

CCD 表におけるデフォルトの列
定義により、CCD 表には、ソース表から複製された列に加えて常に次の列が含まれ
ます。これらの列には、各行の変更の詳細情報を提供する、ソース・データベース
のリカバリー・ログからの情報が含まれています。
列

説明

IBMSNAP_INTENTSEQ

データ・タイプ: CHAR(10) FOR BIT
DATA。NULL 可能: 不可
変更を一意的に識別するシーケンス番号。こ
の値はトランザクションにおいて昇順です。
各更新、削除、および
挿入のログ・シーケンス番号 (LRSN または
RBA)。

IBMSNAP_OPERATION

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不
可
操作のタイプを示すフラグ。I (INSERT)、U
(UPDATE)、または D (DELETE)。

IBMSNAP_COMMITSEQ

データ・タイプ: CHAR(10) FOR BIT
DATA。NULL 可能: 不可
トランザクション内のそれぞれの行のシーケ
ンス番号。
ソース・コミット・レ
コードのログ・シーケンス番号 (LRSN また
は RBA)。
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列

説明

IBMSNAP_LOGMARKER

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能:
不可
データがコミットされた、ソース・サーバー
での概算時刻。グリニッジ標準時 (GMT) で
測定されます。
Q アプライの logmarkertz パラメーターを
使用して、タイム・スタンプが Q アプラ
イ・サーバーの現地時間を使用することを指
定できます。logmarkertz=local の指定は、Q
キャプチャー・サーバーと Q アプライ・サ
ーバーが、同じ夏時間またはその他の時間変
更が有効になっている同じタイム・ゾーン内
にある場合にのみ有用です。

オプションの監査列
非コンプリート (COMPLETE=N) CCD 表を ASNCLP コマンド行プログラムまたは
レプリケーション・センターで作成する場合、追加の監査列を指定できます。以下
の表はこうした列について説明しています。
列

説明

IBMSNAP_AUTHID

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可
能: 可
ソース表を更新したユーザー ID。
この列は 1 次許可 ID
です。

IBMSNAP_AUTHTKN

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可
能: 可
トランザクションに関連付けられた許可トー
クン。
ソースの更新を実行し
た相関 ID (通常はジョブ名)。

IBMSNAP_PLANID

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能
: 可
トランザクションに関
連付けられたプラン名。DB2 for Linux,
UNIX, and Windows の場合、この列は
NULL になります。
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列

説明

IBMSNAP_UOWID

データ・タイプ: CHAR(10) FOR BIT
DATA。NULL 可能: 可
行についての、ログ・レコードからの作業単
位 (UOW) ID。
作業単位 ID。トラン
ザクションのリカバリー単位 ID (URID) と
も呼ばれる。

CCD ターゲット表を作成するための ASNCLP サンプル
ASNCLP コマンド行プログラムまたはレプリケーション・センターを使用して、ソ
ース表の Q サブスクリプションを作成するプロセスの一部として CCD 表を作成す
ることができます。次の ASNCLP サンプルは環境を設定して、SAMPLE データベ
ースに EMPLOYEE 表の Q サブスクリプションを作成し、さらに CCD ターゲッ
ト表を作成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET SERVER TARGET TO DB TARGET;
CREATE QSUB USING REPLQMAP REPQMAP1
(SUBNAME SUB1 EMPLOYEE TYPE CCD);

CCD 表を Q レプリケーション・ソースとして使用
Q アプライ・プログラムによってデータを追加される CCD ターゲット表を、別の
Q レプリケーションのターゲット・データベースのソース表として使用することが
できます。通常この構成では 3 つの層が使用されます。すなわち、Tier 1 のソー
ス・データベースからのログ・レコード値が Tier 2 の Q アプライ・プログラムに
送信され、ターゲット CCD 表に適用されます。そして、Tier 2 にある CCD 表が
Tier 3 の CCD 表にマップされ、Tier 1 からの元の値が Tier 3 に伝搬されます。
このような 3 層の構成をセットアップするには、ASNCLP プログラムを使用して
Tier 1 から Tier 2 への Q サブスクリプションを作成します。CREATE QSUB コ
マンドで TYPE CCD キーワードを使用して、Tier 2 のターゲット CCD 表に、
Tier 1 のリカバリー・ログから直接取られた値を追加することを指定します。その
後、Tier 2 から Tier 3 への Q サブスクリプションを作成したときに、CREATE
QSUB コマンドの TYPE CCD キーワードを TYPE USERTABLE に置き換えま
す。これにより、Tier 2 の CCD 列が Tier 3 のマッチング列にマップされます。
以下の CREATE QSUB コマンド例は、この方法を示したものです。1 番目の例
は、TYPE CCD キーワードを使用して、Tier 1 から Tier 2 に Q サブスクリプシ
ョンを作成します。
CREATE QSUB USING TIER1_ASN_TO_TIER2_ASN
(SUBNAME EMPLOYEE0001 HR.EMPLOYEE
TARGET NAME HR.TIER2EMPLOYEE
TYPE CCD
KEYS (C1));
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2 番目の例は TYPE CCD キーワードを省略して、代わりに TYPE USERTABLE
を使用します。この構文は、Tier 3 に全く同じ列を持つ表を作成し、その後 Tier 2
CCD 表の値を Tier 3 のマッチング列に伝搬するように、Q アプライ・プログラム
に指示します。
CREATE QSUB USING TIER2_ASN_TO_TIER3_ASN
(SUBNAME EMPLOYEE0001 HR.TIER2EMPLOYEE
TARGET NAME HR.TIER3EMPLOYEE
TYPE USERTABLE
KEYS (C1));

Q レプリケーションの CCD 表をソースとして使用するには、Linux、UNIX、およ
び Windows ではバージョン 9.7 フィックスパック 5 以降が必要で、z/OS では、
フィックスパック 5 に対応する PTF を適用したバージョン 10.1 が必要です。
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第 12 章 パブリケーションの作成
イベント・パブリッシングを使用して、変更された行またはトランザクションをソ
ース表からユーザー・アプリケーションにパブリッシュできます。Q キャプチャ
ー・プログラムは、ソース表から変更内容をパブリッシュし、それらの変更内容を
送信キューに挿入します。その後、選択したアプリケーションがそれらのメッセー
ジを取り出すようにすることはユーザーの責任となります。
ヒント: asnqwxml サンプル・プログラムには、Q キャプチャー・プログラムがパブ
リッシュする XML メッセージを利用する Web ベース・アプリケーションのサン
プルがあります。このサンプルでは、ビジネス・シナリオでのパブリケーションの
使用方法を示しています。

パブリッシング・キュー・マップおよびパブリケーションのグループ化
パブリケーションおよびパブリッシング・キュー・マップを定義する前に、それら
をどのようにグループ化するかを計画する必要があります。
各パブリケーションは、XML 形式またはコンマ区切り値 (CSV) など区切り文字で
区切られている形式での変更のパブリッシュ元となる単一ソース表を識別します。
パブリケーションの定義時に、そのソース表用のデータのトランスポートに使用す
るパブリッシング・キュー・マップも定義します。特に、各パブリッシング・キュ
ー・マップは、Q キャプチャー・プログラムが変更を送信する WebSphere MQ キ
ューを識別します。単一パブリッシング・キュー・マップを使用して、複数のパブ
リケーション用のデータをトランスポートできるので、どのパブリケーションが同
じパブリッシング・キュー・マップを使用してデータをトランスポートするかを決
定する必要があります。
パブリケーションおよびパブリッシング・キュー・マップをグループ化する方法を
計画する場合は、以下の規則に留意してください。
v 複数の Q キャプチャー・プログラムは、WebSphere MQ キューを共用できな
い。
v 単一 Q キャプチャー・プログラムは、複数の送信キューに書き込める。
v 単一 Q キャプチャー・プログラムから、1 つ以上のパブリッシング・キュー・
マップを作成できる。

Q キャプチャー・プログラムによる送信キューの処理方法
パブリッシング・キュー・マップの場合、Q キャプチャー・プログラムは、アクテ
ィブ・パブリケーションがあるすべての表のデータベース・ログから変更をキャプ
チャーします。 Q キャプチャー・プログラムは、対応するコミットまたは異常終了
レコードがデータベース・ログから読み取られるまで、これらの変更をメモリーに
保管します。Q キャプチャー・プログラムは、次いでコミットされたトランザクシ
ョンについての情報を、パブリケーション用に定義されたすべての WebSphere MQ
送信キューに送信します。
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パブリッシング・キュー・マップを使用した類似のパブリケーション
のグループ化の提案
1 つ以上のアプリケーションとのトランザクションに関係する表については、それ
らすべてが共通のパブリッシング・キュー・マップを共用するように、これらの表
のためのパブリケーションを作成する必要があります。類似のパブリケーションを
同じパブリッシング・キュー・マップを使用してグループ化することにより、送信
キューに送信されるデータのトランザクション整合性が保証されます。
従属関係にあるパブリケーションに同じパブリッシング・キュー・マップを共用さ
せることは重要です。独立したパブリッシング・キュー・マップを使用してデータ
を送信するように、関連トランザクションに関係するパブリケーションを定義する
と、Q キャプチャー・プログラムは、データを複数の送信キューの間で分割しま
す。
複数のアプリケーションがソース・サーバーを更新しても、同じ表は更新せず、デ
ータをソース・サーバーからターゲット・サーバーにパブリッシュするよう単一 Q
キャプチャー・プログラムを構成する場合は、この Q キャプチャー・プログラムが
使用する複数のパブリッシング・キュー・マップを定義することを考慮できます。
このようにすると、各アプリケーションのトランザクションに関連したすべてのパ
ブリケーションは、これらのパブリッシング・キュー・マップのいずれかを使用し
てパブリッシュされます。このような構成には、障害分離やスループットの向上な
どの利点があります。パブリッシング・キュー・マップを使用して各 Q キャプチャ
ー・プログラムを構成することによって、スループットの向上や障害分離を実現で
きます。ただし、これらの利点と、CPU 使用量や複雑なパブリッシング環境とのバ
ランスを取る必要があります。

パブリッシング・キュー・マップの作成
パブリケーションの作成時に、各パブリケーションをパブリッシング・キュー・マ
ップに関連付けることによって、データの送信先の WebSphere MQ キューを指定し
ます。パブリッシング・キュー・マップは、パブリケーションの作成を開始する前
に、またはパブリケーションの作成時のステップの一部として作成できます。
作業を始める前に
v パブリッシング・キュー・マップおよびパブリケーションをグループ化する方法
を計画する。
v パブリケーションのソース表を含むサーバー上で、Q キャプチャー・プログラム
のコントロール表を作成する。
v WebSphere MQ で適切なオブジェクトが定義されているかを確認する。
制約事項
Q レプリケーションとイベント・パブリッシングの両方に対して同じ送信キューを
使用することはできません。なぜなら、送信キューは圧縮メッセージ (Q レプリケ
ーション用) か、XML メッセージまたは区切り文字で区切られているメッセージ
(イベント・パブリッシング用) のどちらかをトランスポートすることはできます
が、両方をトランスポートすることはできないためです。
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手順
パブリッシング・キュー・マップを作成するには、次の方法のいずれかを使用しま
す。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE PUBQMAP コマンドを使用します。例えば、以下に示す
コマンドは、環境を設定して、パブリッシング・キュー・マップ
SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER を作成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
SET RUN SCRIPT LATER;
CREATE PUBQMAP SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER
USING SENDQ "EP1.QM1.PUBDATAQ"
MESSAGE CONTENT TYPE R
MAX MESSAGE SIZE 128
HEARTBEAT INTERVAL 5;

レプリケーション・セ 「パブリッシング・キュー・マップの作成」 ウィンドウを使用しま
ンター
す。このウィンドウをオープンするには、キュー・マップを使用す
る Q キャプチャー・プログラムを識別する Q キャプチャー・スキ
ーマを展開します。「パブリッシング・キュー・マップ」フォルダ
ーを右マウス・ボタンでクリックして、「作成」を選択します。

ヒント: レプリケーション管理ツールを使用して、パブリッシング・キュー・マッ
プに指定する送信キューを確認できます。「パブリッシング・キュー・マップの作
成」 ウィンドウで「キューの妥当性検査」をクリックするか、ASNCLP で
VALIDATE WSMQ ENVIRONMENT FOR コマンドを使用します。
パブリッシング・キュー・マップを作成する場合、以下のオプションを指定しま
す。
送信キュー
Q キャプチャー・プログラムがソース・データおよび通知メッセージを送
信する WebSphere MQ キュー。
メッセージ内容
Q キャプチャー・プログラムが以下のいずれかのタイプの内容を含むメッ
セージを送信することを指定できます。
v 個々の行操作。 (Q キャプチャー・プログラムからのこのタイプのメッセ
ージを、行操作メッセージ と呼びます。)
v 全トランザクション。 (Q キャプチャー・プログラムからのこのタイプの
メッセージを、トランザクション・メッセージ と呼びます。)
どちらのタイプのメッセージ内容の場合も、操作が属するトランザクション
がコミットされるまで操作は送信されません。選択するメッセージ内容のタ
イプによって、Q キャプチャー・プログラムがこのパブリッシング・キュ
ー・マップを使用するすべてのパブリケーションにデータを送信する方法が
決まります。
LOB データ・タイプの場合: 選択するオプションに関係なく、LOB デー
タ・タイプは、トランザクション・メッセージまたは行操作メッセージに関
連した個別の物理メッセージとして別個に送信されます。
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最大メッセージ長
Q キャプチャー・プログラムがこの送信キューに書き込めるメッセージの
最大サイズ (KB 単位)。この最大メッセージ長は、キューまたはキュー・マ
ネージャーに定義された WebSphere MQ 最大メッセージ・サイズ属性
(MAXMSGL) 以下でなければなりません。
キュー・エラー・アクション
キューがいっぱいになったなど、エラーが原因で送信キューがメッセージを
これ以上受け入れられなくなったときに、Q キャプチャー・プログラムは
次のアクションを行います。
v 実行を停止する
v エラーのキューにメッセージを置くことを停止するが、他のキューには引
き続きメッセージを置く
ハートビート・インターバル
パブリッシュする変更がない場合に、Q キャプチャー・プログラムがこの
キューでメッセージを送信し、Q キャプチャー・プログラムがまだ稼働し
ていることをユーザー・アプリケーションに通知する頻度 (秒単位)。ハート
ビート・メッセージは、ハートビート・インターバルの満了後の最初のコミ
ット・インターバルで送信されます。値 0 を指定すると、Q キャプチャ
ー・プログラムはハートビート・メッセージを送信しません。
注: このハートビート・インターバルは、WebSphere MQ チャネルに定義で
きる WebSphere MQ パラメーター HBINT (ハートビート・インターバル)
とは異なります。
コード・ページ変換エラー
データでコード・ページ変換エラーが発生する場合に、文字データをパブリ
ッシュするかどうか。 XML メッセージの場合、デフォルトでは、コー
ド・ページ変換が失敗した文字フィールドについてデータは送信されませ
ん。区切り文字で区切られているメッセージ・フォーマットの場合、デフォ
ルトでは、ある行に含まれる文字フィールドが 1 つでもコード・ページ変
換に失敗すると、その行に含まれるどの文字の列のデータも送信されませ
ん。代わりに、文字の列はすべて NULL 値として送信されます。 NULL
値ではなく 16 進値を送信することを指定するには、このボックスにチェッ
ク・マークを付けます。
メッセージ・ヘッダー
送信キューに置かれるすべてのメッセージに JMS 準拠の (MQRFH2) ヘッ
ダーが含まれるかどうか。この送信キューを使用するパブリケーションを作
成する場合、ヘッダー内のトピック・フィールドにトピックを指定できま
す。トピックは、パブリッシュされるデータの特性を説明する文字ストリン
グです。
区切り文字で区切られている形式
Q キャプチャー・プログラムがメッセージを区切り文字で区切られている
形式でパブリッシュするかどうか。列、文字データ、改行、および 10 進数
のデフォルトの区切り文字を受け入れるか、 4 つのフィールドを使用して
独自の区切り文字を指定することができます。
独自の区切り文字を指定する場合、それぞれの区切り文字フィールドには異
なる値を指定する必要があります。有効な区切り文字のドロップダウン・リ
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ストから選択するか、文字または文字コード・ポイントを入力できます。文
字コード・ポイントでは構文 0xJJ または XJJ を使用します。JJ は、コー
ド・ポイントの 16 進表記です。例えば、区切り文字 # の場合、#、0x23、
または X23 を使用できます。
区切り文字で区切られているメッセージのパブリッシングのためのコード・
ページ Q キャプチャー・プログラムが区切り文字で区切られているメッセ
ージをパブリッシュするために使用するコード・ページが表示され
ます。このコード・ページがソース表のコード・ページと異なる場
合には、Q キャプチャー・プログラムはデータを変換します。コー
ド・ページの変換を回避するには、ソース表で使用しているコー
ド・ページを指定してください。
列区切り文字
ソース表の各列の値を区切る区切り文字を指定します。デフォルト
の区切り文字はコンマ (,) です。NULL 列値は、2 つの連続した列
区切り文字によって表されます。
文字ストリング区切り文字
すべての文字データを囲む区切り文字を指定します。デフォルトの
区切り文字は二重引用符 (") です。文字データにその区切り文字が
含まれる場合、区切り文字は同じ区切り文字を前に付けることによ
ってエスケープされます。
改行の値
1 つのメッセージ内で変更データ・レコードを区切るための、改行
の区切り文字を指定します。デフォルトは改行 (LF) です。
10 進値
小数点に使用する文字を指定します。デフォルトはピリオド (.) で
す。

パブリケーションの作成
イベント・パブリッシングを使用して、パブリケーションを作成することにより、
変更された行またはトランザクションをソース表からユーザー・アプリケーション
にパブリッシュできます。
各パブリケーションは、以下を識別する単一オブジェクトです。
v 変更のパブリッシュ元となるソース表
v パブリッシュするソース表の列および行
v 変更のパブリッシュ先となる WebSphere MQ キューを指定するパブリッシン
グ・キュー・マップ
イベント・パブリッシングでは、1 つ以上のパブリケーションを同時に作成できま
す。
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重要: パブリケーションは、Q サブスクリプションとは別のオブジェクトです。パ
ブリケーションでは、データは Q アプライ・プログラムに対してではなく、ユーザ
ーが選択したアプリケーションに対してパブリッシュされます。パブリケーション
はデータのパブリッシングのためのものであり、Q サブスクリプションはデータを
複製するためのものです。ソース表から変更を複製し、Q アプライ・プログラムが
それらのソースの変更をターゲット表に適用するか、データ操作を目的としてスト
アード・プロシージャーに渡すようにするには、パブリケーションではなく Q サブ
スクリプションを作成します。
以下のトピックでは、1 つ以上のパブリケーションを作成する方法と、業務上の必
要に基づいてパブリケーションをさらにカスタマイズする方法について説明しま
す。

パブリケーションの作成
パブリケーションを作成することにより、データが XML メッセージとして、また
は区切り文字で区切られているメッセージとして、ソース表から WebSphere MQ に
パブリッシュされる方法を定義し、サブスクライブ・アプリケーションがそれらの
メッセージを検索および使用できるようにします。
作業を始める前に
v パブリッシング・キュー・マップおよびパブリケーションをグループ化する方法
を計画する。
v パブリケーションのソース表を含むサーバー上で、Q キャプチャー・プログラム
のコントロール表を作成する。
v パブリッシング・キュー・マップを作成する。(このタスクは、パブリケーション
の作成前、またはパブリケーションの作成中に行うことができます。)
制約事項
v ビューをパブリケーションのソースとすることはできません。
このタスクについて
図 26 は、単一パブリケーションがソース表を WebSphere MQ 送信キューに接続す
る方法を示しています。

図 26. 単一パブリケーション： ソース表の変更は、WebSphere MQ キューを通してパブリッ
シュされます。

239 ページの図 27 は、複数のパブリケーションが、どのように同じパブリッシン
グ・キュー・マップおよび Q キャプチャー・プログラムを使用できるかを示してい
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ます。

図 27. 複数のパブリケーション： ソース表の変更は、WebSphere MQ キューを通してパブリ
ッシュされます。

手順
パブリケーションを作成するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

CREATE PUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環境
を設定し、パブリケーション DEPARTMENT0001 を作成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
SET RUN SCRIPT LATER;
CREATE PUB USING PUBQMAP
SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER
(PUBNAME "DEPARTMENT0001" JK.DEPARTMENT
ALL CHANGED ROWS Y SUPPRESS DELETES Y);
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方法

説明

レプリケーション・セ 「パブリケーションの作成」ウィザードを使用します。このウィザ
ンター
ードをオープンするには、パブリケーションの変更をキャプチャー
したい Q キャプチャー・プログラムを識別する Q キャプチャー・
スキーマを展開します。「パブリケーション」フォルダーを右クリ
ックして、「作成」を選択します。
ウィザードを使用して、パブリケーションを 1 つでも多数でも作成
できます。
複数のパブリケーションを一度に作成する場合、レプリケーショ
ン・センターは、各ソース表からすべての列および行がパブリッシ
ュされるものと想定します。ウィザードの最後で、レプリケーショ
ン・センターがパブリケーションを構築する前に、ソース列および
行のサブセットのみがパブリッシュされるように個々のパブリケー
ションを変更できます。

パブリケーションのソース列
デフォルトでは、パブリケーションを作成すると、ソース表のすべての列に対する
変更がパブリッシュされます。ただし、ユーザー・アプリケーションに対して、ソ
ース表のすべての列を使用可能にはしたくない場合は、列のサブセットをパブリッ
シュできます。
また、パブリケーション用のユーザー・アプリケーションが、ソース表に定義され
ているデータ・タイプのすべてをサポートしていない場合にも、列のサブセットを
パブリッシュすることができます。
列のサブセットをパブリッシュするには、ユーザー・アプリケーションに対してパ
ブリッシュしたいソース列だけを選択します。単一のパブリケーションを作成する
場合は、レプリケーション・センターの「パブリケーションの作成」ウィザード
で、ソース表から列のサブセットをパブリッシュする方法を選択できます。複数の
パブリケーションを同時に作成する場合は、「パブリケーションの作成」ウィザー
ドの「レビュー」ページで、サブセット列のみをパブリッシュしたい個々のパブリ
ケーションを選択してから、そのパブリケーションのプロパティーを編集します。
重要 (LOB 列の場合): パブリケーション用に LOB データ・タイプを含む列を選択
する場合は、ソース表で少なくとも 1 つの固有データベース制約 (ユニーク索引や
主キーなど) が課されていることを確認してください。パブリケーションでは、こ
のような固有のプロパティーを構成する列を選択する必要はありません。

Q キャプチャー・プログラムがパブリケーション用のメッセージ
をパブリッシュする時期
パブリケーションの作成時に、Q キャプチャー・プログラムは、ソース表の列が変
更されるたびにメッセージをパブリッシュするのか、パブリケーションを構成する
列が変更された場合にのみメッセージをパブリッシュするのかを指定できます。
以下のセクションでは、Q キャプチャー・プログラムがメッセージをパブリッシュ
する要因となる 2 つの異なるタイプのイベントについて説明します。
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v 『パブリケーションの列が変更される場合にのみメッセージを送信する』
v 『ソース表で変更が発生するたびにメッセージを送信する』
推奨: 一般に、選択した列に影響を与える変更だけをパブリッシュするのが適切で
す。ただし、変更が発生するたびに行の一部だけ (キー列など) を必要とするアプリ
ケーションもあります。このパブリッシュされた情報は、イベント通知として機能
し、他のアクションを起動させることができます。ソース表のすべての列をパブリ
ッシュする場合は、以下の 2 つのオプションのアクションは同じになります。

パブリケーションの列が変更される場合にのみメッセージを送信する
デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムは、パブリケーション用に選択した
列で変更が発生する場合にのみメッセージをパブリッシュします。
例: ソース表には 100 個の列があり、それらの列のうち 25 個をパブリケーション
でパブリッシュするように選択するとします。パブリケーションの列が変更される
場合にのみメッセージを送信することを指定すると、パブリケーションを構成する
25 個の列に変更が加えられるたびに、Q キャプチャー・プログラムはメッセージを
パブリッシュします。パブリケーションを構成しない 75 個の列が変更されても、Q
キャプチャー・プログラムはメッセージをパブリッシュしません。

ソース表で変更が発生するたびにメッセージを送信する
ソース表で変更が発生するたびに Q キャプチャー・プログラムがメッセージを送信
するように、パブリケーションを定義できます。ソース表の列のサブセットのみを
パブリッシュする場合は、パブリケーションを構成していない列で変更が発生した
場合でも、Q キャプチャー・プログラムはメッセージをパブリッシュします。
例: ソース表には 100 個の列があり、それらの列のうち 25 個をパブリケーション
でパブリッシュするように選択するとします。ソース表で変更が発生するたびにメ
ッセージを送信することを選択すると、ソース表の 100 個の列のいずれかに変更が
加えられるたびに、Q キャプチャー・プログラムはメッセージをパブリッシュしま
す。

パブリケーションの行をフィルター処理する検索条件
デフォルトでは、パブリケーションを作成すると、ソース表のすべての行がパブリ
ッシュされます。ただし、パブリケーションの作成時に、検索条件で WHERE 節を
指定して、パブリッシュしたい行を識別できます。
Q キャプチャー・プログラムがソース表に関連した DB2 リカバリー・ログ内で変
更を検出すると、Q キャプチャー・プログラムはその変更を検索条件に照らして評
価し、変更をパブリッシュするかどうかを判別します。
単一のパブリケーションを作成する場合は、レプリケーション・センターの「パブ
リケーションの作成」ウィザードで、ソース表から行のサブセットをパブリッシュ
するための WHERE 節を追加できます。複数のパブリケーションを一度に作成する
場合は、「パブリケーションの作成」ウィザードの「レビュー」ページで、行のサ
ブセットのみをパブリッシュしたい個々のパブリケーションを選択してから、その
パブリケーションのプロパティーを編集して WHERE 節を追加します。
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WHERE 節を指定すると、現在のログ・レコードの値を使用して列を評価するかど
うかを指定できます。現在のログ・レコードの値を使用して WHERE 節の列を評価
したい場合は、列名の直前にコロンを 1 つ挿入します。

現在のログ・レコードの値を使用して列を評価する WHERE 節の例
WHERE :LOCATION = ’EAST’ AND :SALES > 100000

この例で、LOCATION および SALES は、現在のログ・レコードの値を使用して評価
されるソース表の列名です。ここで、Q キャプチャー・プログラムは、East での
$100,000 を超える売上を含むソース表の変更だけを送信します。列名を入力する場
合、名前を二重引用符で囲んでいないと、文字は大文字に変換されます。例えば、
列名に大文字と小文字が混在している場合は、"Location" と入力します。
Q キャプチャー・プログラムが WHERE 節の一部である列をパブリッシュする場合
は、ターゲット表またはストアード・プロシージャーに送信する必要がある操作の
タイプを変更することが必要になる場合があります。

WHERE 節が原因で Q キャプチャー・プログラムが操作のタイプを
変更しなければならない場合の例
WHERE :LOCATION = ’EAST’
AND :SALES > 100000

ソース表で以下の変更が発生したとします。
INSERT VALUES ( ’EAST’, 50000 )
UPDATE SET SALES = 200000 WHERE LOCATION = ’EAST’

変更前の値が WHERE 節の検索条件に合致しないので、Q キャプチャー・プログラ
ムは、操作を UPDATE ではなく INSERT として送信します。
同様に、変更前の値が検索条件を満たしていて、変更後の値が検索条件を満たして
いない場合は、Q キャプチャー・プログラムは UPDATE を DELETE に変更します。
例えば、上記と同じ以下の WHERE 節があるとします。
WHERE :LOCATION = ’EAST’
AND :SALES > 100000

ここで、ソース表で以下の変更が発生したとします。
INSERT VALUES ( ’EAST’, 200000 )
UPDATE SET SALES = 50000 WHERE LOCATION = ’EAST’

最初の変更である挿入は、WHERE 節の検索条件と合致する (200000 > 100000 は
成立する) ので、ターゲット表またはストアード・プロシージャーに送信されま
す。しかし、2 番目の変更である更新は、検索条件と合致しません (50000 >
100000 は不成立)。 Q キャプチャー・プログラムは、変更を DELETE として送信す
ることにより、ターゲット表またはストアード・プロシージャーからこの値が削除
されるようにします。

複雑な検索条件
イベント・パブリッシングでは、より複雑な WHERE 節を指定できます。ただし、
検索条件を複雑にするとパフォーマンスが影響を受ける場合があります。例えば、
他の表や、ソース表または他の表のレコードを参照する副選択を含むさらに複雑な
WHERE 節を指定できます。
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副選択を含む WHERE 節の例
WHERE :LOCATION = ’EAST’
AND :SALES > (SELECT SUM(EXPENSE) FROM STORES WHERE STORES.DEPTNO = :DEPTNO)

上記の例では、Q キャプチャー・プログラムは、利益を生んだ East の変更 (売上の
値が経費の合計より大きい場合) だけを送信します。副選択は STORES 表と、ソー
ス表の LOCATION、SALES、および DEPTNO という列を参照します。
副選択を含む WHERE 節を使用してパブリケーションを定義すると、以下の問題が
生じる場合があります。
v ソース表で変更が発生するたびに、Q キャプチャー・プログラムが STORES 表に
対する大規模な選択を実行して SUM(EXPENSE) 値を計算するため、パフォーマン
スが低下する場合がある。また、このタイプの選択では、表に対するロックが競
合する場合があります。
v 副選択で予期しない結果となる場合がある。例えば、副選択は現在のデータベー
ス値と照らして評価されるため、データベースの中で EXPENSE 値が変更される
と、WHERE 節の列は古いログ・レコード値で置換され、上記の例は誤った結果
を生成します。副選択で参照される表名が変わらない場合は、検索条件は正しい
結果を示します。

検索条件の制約事項
v 列関数を副選択ステートメント内で使用しない場合は、検索条件に列関数を含め
ることはできない。
列関数を含む無効な WHERE 節:
#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------WHERE :LOCATION = ’EAST’ AND SUM(:SALES) > 1000000

レプリケーション・センターが検索条件を検証するのは、レプリケーション・セ
ンターがパブリケーションを作成するときではなく、Q キャプチャー・プログラ
ムが検索条件を評価するときです。パブリケーションに無効な検索条件が含まれ
ている場合は、そのパブリケーションは無効な条件が評価されるときに失敗し、
パブリケーションは非アクティブ化されます。
v ORDER BY または GROUP BY 文節を副選択ステートメント内で使用しない場合は、
これらの文節を検索条件に含めることはできません。
GROUP BY を含む無効な WHERE 文節
#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------WHERE :COL1 > 3 GROUP BY COL1, COL2

GROUP BY を含む有効な WHERE 文節
WHERE :COL2 = (SELECT COL2 FROM T2 WHERE COL1=1 GROUP BY COL1, COL2)
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v 検索条件は変更のパブリッシュ元となるソース表の実際の名前を参照できない。
WHERE 文節では、ソース表の実際の名前に schema.tablename という表記を使
用しないでください。ただし、副選択では、schema.tablename という表記を使用
して別の表名を参照できます。
ソース表の実際の名前と列名を含む無効な WHERE 節:
#----------------------------------------------------------------# Incorrect: Don’t do this
#----------------------------------------------------------------WHERE :ADMINISTRATOR.SALES > 100000

ソース表および列の実際の名前を含む WHERE 節のこの例では、パブリッシュさ
れる表は ADMINISTRATOR で、SALES は列名です。この無効な WHERE 節は、
ADMINISTRATOR 表の SALES 列の値のうち、SALES が 100000 を超えるもののみを
選択することを目的としています。
列名を含む有効な WHERE 文節:
WHERE :SALES > 100000

列名を含む WHERE 節のこの例では、SALES が列名です。
v 検索条件は、変更が発生する前の列の値を参照できない。検索条件が参照できる
のは、変更後の値だけです。
v 検索条件に、EXISTS 述部を含めることはできません。
v 検索条件に比較述部 (SOME、ANY、または ALL を使用する述部) を含めることはで
きない。
v 検索条件で、LOB 値を参照することはできません。

パブリケーションのキー列
パブリケーションごとに、ソース表のどの列がキー列であるかを指定する必要があ
ります。イベント・パブリッシングでは、キー列で各行が固有になるようにする必
要があります。レプリケーション・センターに、固有であることを識別するために
使用するソース表の列を推奨させることができます。また、自分でキー列を選択す
ることもできます。
単一のパブリケーションを作成する場合は、レプリケーション・センターの「パブ
リケーションの作成」ウィザードは、ソース表からキー列を選択できる「キー列の
選択」ウィンドウを起動します。複数のパブリケーションを同時に作成する場合
は、「パブリケーションの作成」ウィザードの「レビュー」ページを使用して、使
用するキー列をカスタマイズできます。

パブリケーション用のメッセージに未変更の列を組み込むためのオ
プション
ソース列のサブセットをパブリッシュするパブリケーションの作成時に、Q キャプ
チャー・プログラムがパブリッシュするメッセージに組み込む各行の列値を指定で
きます。
以下のセクションでは、Q キャプチャー・プログラムがメッセージに組み込むこと
のできる値について説明します。
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v 『変更された列のみの送信』
v 『変更された列と未変更の列の両方の送信』
このオプションは非キー列の値にのみ適用されます。 Q キャプチャー・プログラム
は常にキー列の値をパブリッシュします。

変更された列のみの送信
デフォルトでは、パブリケーションを作成すると、Q キャプチャー・プログラム
は、列値が変更された場合にのみ、パブリケーション用に選択した列の値を送信し
ます。
例: ソース表には 100 個の列があり、それらの列のうち 25 個をパブリケーション
でパブリッシュするように選択するとします。変更された列のみを送信することを
指定する場合は、25 個の選択した列で変更が発生するたびに、Q キャプチャー・プ
ログラムは変更された列のみをパブリッシュします。例えば、25 個の選択した列の
うちの 17 個で変更が発生する場合は、Q キャプチャー・プログラムは 17 個の変
更された値を送信します。
推奨: このオプションを使用して、キュー間で送信される不要なデータの量を最小
限にしてください。

変更された列と未変更の列の両方の送信
Q キャプチャー・プログラムが、値が変更されたかどうかに関係なく、パブリケー
ション用に選択した列の値を必ず送信するように、パブリケーションを定義するこ
ともできます。
例: ソース表には 100 個の列があり、それらの列のうち 25 個をパブリケーション
でパブリッシュするように選択するとします。変更された列と未変更の列の両方を
送信することを指定する場合は、25 個の選択した列で変更が発生するたびに、Q キ
ャプチャー・プログラムは選択したすべての列をパブリッシュします。例えば、25
個の選択した列のうちの 17 個で変更が発生する場合は、Q キャプチャー・プログ
ラムは 25 個のすべての列の値を送信します。

パブリケーション用のメッセージに変更前の値を組み込むためのオ
プション
ターゲット・キーを構成しない列で更新が発生すると、Q キャプチャー・プログラ
ムは、変更が発生した後の列の値を送信するか、変更が発生する前の列の値と変更
が発生した後の列の値の両方を送信します。キー列で更新が発生すると、変更前の
値と変更後の値が必ず送信されます。
削除操作は、必ず特定の列値ではなく行に適用されるため、削除が処理される方法
が異なります。削除の場合、変更前の値だけが送信されます。キー列の変更前の値
が必ず送信されます。変更前および変更後の列値をメッセージに組み込むことを指
定して、非キー列の値が削除されると、非キー列の変更前の値が送信されます。
以下のセクションでは、変更前の値と変更後の値のための 2 つのオプションについ
て説明します。
v

246 ページの『新しいデータ値のみの送信』
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v 『古いデータ値と新しいデータ値の両方の送信』

新しいデータ値のみの送信
デフォルトでは、ソース表で更新が発生すると、Q キャプチャー・プログラムは、
変更が発生した後の非キー列の値をパブリッシュします。新しいデータ値 (変更後
の値) だけをメッセージに組み込むことを指定する場合は、変更が発生する前の非
キー列の値はメッセージに組み込まれません。
推奨: パブリケーション用にメッセージを受信するアプリケーションが変更前の各
非キー列の値を使用することがない場合は、Q キャプチャー・プログラムが変更後
の列値だけを送信することを指定してください。

古いデータ値と新しいデータ値の両方の送信
古いデータ値と新しいデータ値の両方 (変更前の値と変更後の値の両方) をメッセー
ジに組み込むことを指定する場合は、非キー列が更新されると、Q キャプチャー・
プログラムは、変更が発生する前の列の値と変更が発生した後の列の値をパブリッ
シュします。
推奨: パブリケーション用にメッセージを受信するアプリケーションが変更前の各
列の値を使用する場合は、Q キャプチャー・プログラムが変更前の列値と変更後の
列値を送信することを指定してください。
LOB データ・タイプの制約事項: LOB データ・タイプの列の変更前の値は、メッ
セージで送信されません。変更前の値と変更後の値の両方をメッセージに組み込む
ことを指定しても、このオプションは LOB データ・タイプの列には適用されず、
変更前の値は送信されません。
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第 13 章 データ・タイプに関する考慮事項
LONG VARCHAR や LOB のデータ・タイプなど、特定のデータ・タイプを複製ま
たはパブリッシュするときには、一定の条件および制約事項がありますので注意し
てください。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのデータに関する一般
的な制約事項
一部のデータ・タイプは Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでは
サポートされておらず、一部のデータ・タイプは特定の状況でのみ使用できます。
データ暗号化の制約事項
以下のように、一部のタイプの暗号化されたデータを複製またはパブリッシ
ュできます。
EDITPROC
データ・セキュリティーを強化するために DB2 for z/OS の編集ル
ーチン (EDITPROC) で定義されたソース表がサポートされます。そ
の表をソースとして使用するには、その表を含んでいる DB2 サブ
システムがバージョン 8 以降 (APAR PK13542 以降を適用済み)
でなければなりません。
暗号化スカラー関数
DB2 for Linux, UNIX, and Windows では、暗号化スカラー関数を
使用して、列データの暗号化と暗号化解除を実行できます。この機
能をレプリケーションまたはパブリッシングで使用するには、ソー
スのデータ・タイプが VARCHAR FOR BIT DATA でなければな
りません。ソースとターゲットが同じコード・ページを使用してい
て、暗号化解除機能を使用できる状況であれば、そのデータを正常
に複製できます。暗号化されたデータが入っている列のレプリケー
ションは、DECRYPT_BIN 機能または DECRYPT_CHAR 機能をサ
ポートしているサーバーでのみ使用するべきです。
FIELDPROC
Q レプリケーションでは、値を変換するために、フィールド・プロシージ
ャー (FIELDPROC) を使用して DB2 for z/OS 表に定義された列がサポート
されています。FIELDPROC 列のある表が含まれている DB2 サブシステム
は APAR PK75340 またはそれ以上である必要があります。
可能な場合、パフォーマンスの向上のためユーザーの SYSIBM.SYSFIELDS
表に以下の索引を作成してください。
CREATE INDEX "SYSIBM"."FIELDSX"
ON "SYSIBM"."SYSFIELDS"
(TBCREATOR ASC,
TBNAME ASC,

© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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NAME ASC)
USING STOGROUP SYSDEFLT PRIQTY 100 SECQTY 100
CLOSE NO;
COMMIT;

データ・タイプの制約事項
現時点では、以下のデータの複製またはパブリッシュは行えません。
v 空間データ・タイプ
v

VALIDPROC が定義されている列

v ソースとターゲットが z/OS 上にある場合は、BINARY データ・タイプ
または VARBINARY データ・タイプを複製できます。 z/OS ソースから
これらのデータ・タイプを、Linux、UNIX、および Windows ターゲット
またはフェデレーテッド・ターゲット用に DB2 に複製することはサポー
トされていません。BINARY データ・タイプと VARBINARY データ・
タイプは、ソースのデータ・タイプが
CHAR、VARCHAR、GRAPHIC、VARGRAPHIC、または ROWID の場合
にのみ、ソース式のターゲットとしてサポートされます。
以下のタイプのデータの複製およびパブリッシュは、特定の状況でのみ行えます。
LONG VARCHAR および LONG VARGRAPHIC
long 可変長文字 (LONG VARCHAR) と long 可変長グラフィック (LONG
VARGRAPHIC) のデータ・タイプの列には、以下の制約事項があります。
v DB2 for Linux, UNIX, and Windows から DB2 for z/OS に LONG
VARCHAR と LONG VARGRAPHIC を複製することはできません。
long 可変長文字を含む DB2 for z/OS 内のフィールドは、DB2 for
Linux、UNIX、および Windows 内のフィールドよりも最大長が短くなっ
ています。そのため、これらのタイプのフィールドを、DB2 for
Linux、UNIX、および Windows から DB2 for z/OS へ複製した場合、切
り捨てが行われる可能性があります。
v 表の作成時にソース表で DATA CAPTURE CHANGES を指定すると、
LONG VARCHAR と LONG VARGRAPHIC の列でレプリケーションが
自動的に有効になります。 Q サブスクリプションの作成後に、元々
LONG の列がなかった表に LONG VARCHAR の列を追加する場合は、
ALTER TABLE ステートメントを使用して、新しい LONG VARCHAR
または LONG VARGRAPHIC の列で DATA CAPTURE CHANGES
INCLUDE LONGVAR COLUMNS を有効にする必要があります。
ユーザー定義のデータ・タイプ
ユーザー定義の特殊データ・タイプは複製またはパブリッシュできますが、
ユーザー定義の構造化データ・タイプおよび参照データ・タイプはそうする
ことはできません。ユーザー定義の特殊データ・タイプ (DB2 の特殊デー
タ・タイプ) は、複製される前に基本データ・タイプに変換されます。Q サ
ブスクリプションの作成時にターゲット表が作成される場合、ユーザー定義
の特殊データ・タイプは、新しいターゲット表の基本データ・タイプに変換
されます。
GRAPHIC データ・タイプ
asntdiff ユーティリティーを使用してソース表とターゲット表が同じである
ことを検査する際に、ソースとターゲットの GRAPHIC データ・タイプの
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列が一致しないことがあります。DB2 の GRAPHIC データ・タイプの列
は、グラフィック・データの後にブランクが埋め込まれます。この埋め込み
は、データベースを作成した際のコード・ページに応じて、単一バイトまた
は 2 バイトのスペースになります。この埋め込みのために、ソース表とタ
ーゲット表の間でデータの不一致を発生させる場合があります (特に、ソー
ス表とターゲット表のコード・ページが違う場合)。この埋め込みは
GRAPHIC データ・タイプのみに適用され、VARGRAPHIC や LONG
VARGRAPHIC などの他のグラフィック・データ・タイプには適用されませ
ん。
GRAPHIC データ・タイプの列を比較するには、次の DB2 スカラー関数を
使用して、ソース表とターゲット表を比較する前にデータ中のブランク埋め
込みを除去しなければなりません。
rtrim(column)

この関数は、単一バイト・スペースか 2 バイト・スペースかによるコー
ド・ページの相違を除去し、asntdiff ユーティリティーが一貫性のある方法
で GRAPHIC データを比較することを保証します。
TIMESTAMP WITH TIME ZONE
DB2 for z/OS バージョン 10 で導入された TIMESTAMP WITH
TIMEZONE データ・タイプを複製できます。その場合、幾つかの制約事項
があります。表 22 は、サポートされているマッピングを示しています。
表 22. TIMESTAMP WITH TIMEZONE データ・タイプでサポートされている列マッピング
ターゲット列
TIMESTAMP WITH
TIMEZONE

TIMESTAMP WITHOUT
TIMEZONE

TIMESTAMP WITH
TIMEZONE

ソース列の長さがターゲ
ット列の長さ以下の場合
に、許可されます。

許可されません

TIMESTAMP WITHOUT
TIMEZONE

許可されません。

許可されます。

ソース列

注: DB2 for Linux, UNIX, and Windows では、TIMESTAMP WITH
TIMEZONE はサポートされません。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのラージ・オブジェ
クト (LOB) データ・タイプに関する考慮事項
レプリケーションは、Q キャプチャー lob_send_option パラメーターの設定および
LOB データのサイズに応じて、バイナリー・ラージ・オブジェクト (BLOB)、文字
ラージ・オブジェクト (CLOB)、および 2 バイト文字ラージ・オブジェクト
(DBCLOB) データ・タイプを別々に扱います。
パラメーターは以下の値になります。
I (インライン)
LOB データは、トランザクション・メッセージ内で送信されます。この方
式は、パフォーマンスの改善になることがあります。レプリケーション・キ
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ュー・マップの max_message_size オプションの値を調整して、メッセージ
が LOB 値を保持するために十分の大きさを確保することが必要になる場合
があります。
S (別個)
LOB データは、トランザクション・メッセージの後に 1 つ以上の LOB メ
ッセージ内で送信されます。メッセージ数は max_message_size の値によっ
て決まります。
lob_send_option の設定にかかわらず、DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows
以降、Q キャプチャー・プログラムは、DB2 リカバリー・ログから LOB データを
直接に読み取れるようになり、データベースに接続してソース表からフェッチする
必要はなくなりました。この方式は、パフォーマンスの改善にもなることがありま
す。
DB2 Version 10.1 以降のソース・データベースの場合、以下の状況下で LOB デー
タがログから読み取られます。
v データがソース表の行の中に収まっている。これは、LOB 列の定義の INLINE
LENGTH 設定値の影響を受けます。この設定値は、基本表の行内に格納できる
LOB 値の最大バイト・サイズを指示します。
v LOB 列が LOGGED 属性を指定して作成されている。これは、たとえデータのサ
イズが INLINE LENGTH の値を超過した場合にも、列に対する変更をログに書
き込むことを指定します。
LOB 値がメッセージ内に収まらない場合、IBMQREP_SENDQUEUES 表内の
LOB_TOO_BIG_ACTION 値によって、Q キャプチャーが実行するアクションが判別
されます。
Q (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、送信キューに対して定義されているエラ
ー・アクションに従います。
E

データが単一トランザクション・メッセージに収まらない場合、Q キャプ
チャー・プログラムは空の LOB 値を送信します。代入値がメッセージに収
まらない場合、Q キャプチャーは、キューのエラー・アクションに従いま
す。

lob_send_option=S の場合、Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプショ
ンまたはパブリケーションの一部であるすべての LOB 列の LOB 値を、トランザ
クション内のすべての行について送信します。この動作により、LOB 値が 1 つの
トランザクションで複数回更新されたり、Q サブスクリプションまたはパブリケー
ション内の CHANGED_COLS_ONLY オプションが N に設定されていたりすると、
WebSphere MQ メッセージがもっと多くなります。キーの更新の場合、
CHANGED_COLS_ONLY の設定値にかかわらず、Q サブスクリプションまたはパ
ブリケーションの一部であるすべての LOB 列の LOB 値が送信されます。
推奨: DBCLOB データ・タイプを複製している場合、lob_send_option=I を設定し
ます。特に DBCLOB 値が 16KB より大きい場合には是非そのようにしてくださ
い。
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フェデレーテッド・ターゲット: LOB を Oracle ターゲットには複製できますが、
その他の非 DB2 ターゲットには複製できません。
LOB 複製に関係するその他の重要な情報は、以下の通りです。
v LOB データを複製するには、ソース表でユニーク索引が必要です。
v LOB のごく一部が変更される場合でも、LOB 全体が複製またはパブリッシュさ
れます。
v Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは、エクステンダーの
LOB 列データに関連付けられた追加のコントロール・ファイルがデータベース外
で保守されている、テキスト、音声、ビデオ、イメージの DB2 エクステンダ
ー、またはその他のエクステンダーをサポートしません。
v LOB または ROWID 列の変更前の値の複製またはパブリッシュは行われませ
ん。 Q キャプチャー・プログラムが DB2 リカバリー・ログ内の LOB の変更
(LOB 記述子) の指示を見つけると、Q キャプチャー・プログラムはソース表か
ら LOB 値を送信します。

XML データ・タイプ
DB2 バージョン 9.1 以降は、XML 文書のネイティブ・ストレージをサポートしま
す。 XML 文書を複製またはパブリッシュできます。
XML 文書は、他の列が複製される場合と同様に、トランザクション・メッセージ内
で複製されます。 XML 文書が大きい場合、WebSphere MQ メッセージの最大メッ
セージ・サイズを拡大することが必要になる場合があります。 XML 文書が送信キ
ューの最大メッセージ・サイズを超えている場合、XML 文書は送信されません。Q
キャプチャーが実行するアクションを定義するには、以下の方法を使用して、
IBMQREP_SENDQUEUES 表で送信キューの XML_TOO_BIG_ACTION を設定でき
ます。
Q (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、送信キューに対して定義されているエラ
ー・アクションに従います。
E

Q キャプチャー・プログラムは XML プレースホルダーを送信します。
XML プレースホルダーがメッセージに収まらない場合、Q キャプチャー
は、キューのエラー・アクションに従います。

Q アプライ・プログラムは、XML 文書が送信できない場合、行を
IBMQREP_EXCEPTIONS 表に追加します。

要件
XML データを複製するには、ソース表でユニーク索引が必要です。
DB2 XML データ・タイプへの複製に加えて、XML 文書を XML データ・タイプ
をサポートするフェデレーテッド・ターゲットに複製すること、またはソースの
XML 列をターゲットの CLOB または BLOB 列にマップすることができます。
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制約事項
XML データ・タイプには、以下の制約事項があります。
v XML 文書の内容に基づいて行にフィルターを掛けることはできません。
v ユニーク索引として定義した XML 列を複製することはできません。
v 文書は Q アプライ・プログラムによって妥当性検査されません。
v XML スキーマ登録は複製できません。
v

z/OS では、XML 列を含む表に対して自動ロードを実行でき
ません。自動ロードを実行する DSNUTILS プログラムは、XML データ・タイプ
はサポートしません。

v Oracle ソースから XML 列を複製することはできません。
v XML 列の XPATH 式でのユーザー定義ユニーク索引はサポートされません。こ
うした列を複製するには、ユニーク索引をドロップして、非ユニーク索引を使用
します。

XML 列と LOB 列の間のレプリケーション
Q レプリケーションでは、XML 列とラージ・オブジェクト (LOB) 列のマッピング
がサポートされていますが、機能が制限される場合もあります。
制限なし
以下のマッピングは制限なしでサポートされています。
v BLOB から XML
制限付きのサポート
以下のマッピングはサポートされていますが、自動ロード (タイプ I) は実
行できません。XML 列から BLOB 列または CLOB 列へのデータの移動
は、自動ロードで使用する DB2 の LOAD ユーティリティーまたは
IMPORT ユーティリティーでサポートされていないからです。
v XML から BLOB
v XML から CLOB
CLOB から XML の場合は自動ロードを使用できますが、EXPORT ユーテ
ィリティーと LOAD ユーティリティーを指定する場合は、ソース・データ
ベースとターゲット・データベースが同じコード・ページになっている必要
があります。
v CLOB から XML
重要: CLOB から XML へのレプリケーションを実行する場合は、以下の
条件が両方とも真になっていると、データが失われる可能性があります。
v ソース・データベースが UTF-8 以外のコード・ページを使用し、ターゲ
ット・データベースがコード・ページ 1208 (コード・セット UTF-8) を
使用している場合。
v Q サブスクリプションで、EXPORT ユーティリティーと IMPORT ユー
ティリティーを使用する自動ロードを指定している場合。
その場合は、Q サブスクリプションで LOAD FROM CURSOR ユーティリ
ティーを使用する必要があります。
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サポートなし
以下のマッピングはサポートされていません。
v XML から DBCLOB
v DBCLOB から XML

DB2 バージョン 9.7 の新規データ・タイプのレプリケーション
(Linux、UNIX、Windows)
Q レプリケーションは、DB2 へのアプリケーションのマイグレーションを簡単にす
る、DB2 for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9.7 で導入された新しいデー
タ・タイプをサポートします。
新しいデータ・タイプの一部ではレプリケーション環境に関する特別の考慮事項が
あります。 以下のセクションで、詳しく説明します。
v 『拡張精度を使用した TIMESTAMP』
v

254 ページの『互換性オプションを使用した DATE』

v

254 ページの『NUMBER』

拡張精度を使用した TIMESTAMP
Q レプリケーションは、拡張精度を持つ TIMESTAMP データ (TIMESTAMP(0) か
ら TIMESTAMP(12) まで) のレプリケーションをサポートします。ソース・データ
ベースとターゲット・データベースの両方、および Q キャプチャーと Q アプライ
のバージョンが 9.7 以降の場合、一致しない TIMESTAMP 列のマッピングを成立
させるために、ターゲット・データベースにおいてソース・データに対する埋め込
みまたは切り捨てが行われます。一致しない TIMESTAMP 列のマッピングがサポー
トされているのは、単一方向のレプリケーションの場合のみです。
V9.7 Q キャプチャー・プログラムがデータをそれより前のバージョンの Q アプラ
イ・プログラムに送信する場合 (IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY が
0907 より小さい)、ターゲットの機能に合わせるために Q キャプチャーは
TIMESTAMP(6) データだけを送信します。この状態では、Q キャプチャーは、V9.7
のソース TIMESTAMP 列のサイズに応じてソース・データの埋め込みまたは切り捨
てを行う必要がある場合があります。
例えば、V9.7 のソースを V9.5 のターゲットに複製し、ソース表に
TIMESTAMP(12) 列が含まれる場合、V9.7 Q キャプチャー・プログラムは
TIMESTAMP 値の小数秒部分から 6 桁を切り捨てることになります。この切り捨て
が必要な理由は、DB2 V9.5 は拡張精度をサポートしないので、V9.5 データベース
TIMESTAMP 値は TIMESTAMP(6) と同じ小数秒部分を持っているためです。 表
23 は、ソースでの値とターゲットで切り捨てられた結果値を示しています。
表 23. レプリケーション中の TIMESTAMP(12) の切り捨て
TIMESTAMP(12) のソース値

TIMESTAMP(6) のターゲット値

2009-07-10-10.33.42.458499823012

2009-07-10-10.33.42.458499
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この同じシナリオでソース・データが TIMESTAMP(0) から TIMESTAMP(5) まで
である場合、DB2 は V9.7 より前のレベルの小数秒部分が 6 桁のデータに合うよ
うに自動的に埋め込みを行います。
注: こうした新しいデータ・タイプを扱う際、Q レプリケーシ
ョンは DB2 for z/OS のソースまたはターゲットを、DB2 for Linux, UNIX, and
Windows バージョン 9.5 以前と同じように処理します。
Q アプライが V9.7 以降で Q キャプチャーがそれよりも古い場合、DB2 はソース
TIMESTAMP 値に対して自動的な埋め込みまたは切り捨てを行い、ターゲット
TIMESTAMP 列の精度と一致するようにします。 表 24 は、埋め込みの例を示しま
す。
表 24. レプリケーション中の古い TIMESTAMP 値の埋め込み
TIMESTAMP のソース値

TIMESTAMP(12) のターゲット値

2009-07-10-10.33.42.458499

2009-07-10-10.33.42.458499000000

互換性オプションを使用した DATE
日付の互換性オプションでは、追加の時刻部分 (HH:MM:SS) が含まれた DATE タ
イプを保管します。このフォーマットは Oracle など、DATE のデータ・タイプに
YYYY-MM-DD HH:MM:SS が含まれている他のリレーショナル・データベース管理
システムの日付表記に準拠しています。
Q レプリケーションは、V9.7 より前の DB2 データベース、および DB2 for z/OS
サブシステムと同じように、日付互換性なしのデータベースを処理します。日付の
互換性が有効になっている場合、DB2 は DATE として定義された列を
TIMESTAMP(0) として定義された列と同様に扱います。
データベースを作成する前に、DB2_COMPATIBILITY_VECTOR レジストリー変数
で数字 7 のビット位置 (0x40) を設定することによって、DATE as TIMESTAMP(0)
へのサポートを有効にしてください。 単一方向の Q レプリケーションの場合、
DATE と TIMESTAMP(0) 間の以下の列マッピングを作成できます。
DATE から TIMESTAMP(0)
ソース・データベースで日付の互換性が有効にされていない場合、ターゲッ
ト値は YYYY-MM-DD-00:00:00 の形式になるよう埋め込みが行われます。
TIMESTAMP(0) から DATE
ターゲット・データベースで日付の互換性が有効にされていない場合、
TIMESTAMP(0) 値は YYYY-MM-DD の形式になるよう切り捨てが行われ
ます。

NUMBER
NUMBER データ・タイプは Oracle の NUMBER データ・タイプを使用するアプリ
ケーションをサポートしています。DB2 は精度や位取りが指定されていない場合、
NUMBER データ を内部で DECFLOAT として扱います。また、それらの属性が指
定されている場合、精度または位取りのある DECIMAL として扱います。
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Q レプリケーションは DECFLOAT と DECIMAL を既にサポートしているので、
単一方向レプリケーションでは以下のように 3 つの数値タイプのいずれかによって
定義された列を、他の数値タイプに相互にマップできます。NUMBER から
DECFLOAT または DECIMAL、DECFLOAT から NUMBER または
DECIMAL、DECIMAL から NUMBER または DECFLOAT。

ID 列のある表のレプリケーション
Q レプリケーションでは、ソース表とターゲット表の両方で ID 列を使用できます
が、DB2 の制約事項のために、AS IDENTITY GENERATED ALWAYS 節を使用し
て定義されている列がソース表にある場合は、余分なステップが必要になる可能性
があります。
ID 列がソース表またはターゲット表のどちらかにあるかに応じて、レプリケーショ
ンによる扱いが異なります。
ソース表
ソース表に ID 列がありターゲット表に複製するには、このソース表に対す
る Q サブスクリプションを通常どおり作成してください。数値列のあるタ
ーゲット表が作成され、値が保持されます。例えば、GENERATE ALWAYS
として定義されるソース列は、ターゲットの BIGINT 列に複製することが
できます。ターゲット表内の列を ID 列自体にすることはできません。した
がって、ソース表内の ID 列をターゲット表内の ID 列に複製できません。
ターゲット表
ターゲット表に ID 列がある場合は、この列を Q サブスクリプション内に
組み込まないでください。レプリケーションでターゲット表への挿入かター
ゲット表の更新が行われる際に、この列にデータが自動的に設定されます。
ID 列の動作は、他のアプリケーションによる挿入や更新の場合と同じで
す。同じソース表を ID 列のある複数のターゲット表に複製する場合は、こ
れらのターゲット表内の IDENTITY 値は相互に独立した値になります。
DB2 では、AS IDENTITY GENERATED ALWAYS 節を使用して定義されている列
に挿入できません。したがって、この節は Q レプリケーション・ターゲット表でサ
ポートされません。しかし、それらの列を複製する方法はあります。
v IDENTITY 節を指定せずにターゲット表を作成する。
v AS IDENTITY GENERATED BY DEFAULT で定義された列を持つターゲット表
を作成する。
AS IDENTITY GENERATED BY DEFAULT で定義された列では、ソースおよびタ
ーゲットで値の範囲が分かれている必要があります。これは、DB2 では 2 つの異
なる DB2 データベース間の ID 列の一意性が保証されていないからです。
例えば、1 つのサイトにある ID 列は偶数 (START WITH 2、INCREMENT BY 2)
に設定し、他方のサイトでは ID 列を奇数 (START WITH 1、INCREMENT BY 2)
に設定することができます。 また、サイトに範囲を割り当てることもできます (例
えば、1 つのサイトでは 1 から 10,000、他方のサイトでは 20,000 から 40,000 な
ど)。 奇数と偶数の方法を使用すると、競合状態において、競合アクションが強制
的に変更である場合でも、たまたま同じ ID キーが生成された 2 つの別々の行が相
互に上書きされることがありません。
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ID 列のデータ・タイプ (SMALLINT、INTEGER、または BIGINT) は、列で想定さ
れている最大の数など、アプリケーションの必要に応じて決定します。
番号を再利用できない場合、ID 列は NO CYCLE に設定する必要があります。 最
大値に到達した場合に何を行うか計画してください (SQLSTATE 23522)。 CYCLE
を使用する場合、新しい別の番号を使用することで (レプリケーション中も含め) そ
の既存の使用に問題が生じないようにしてください。
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第 14 章 レプリケーション管理ツールで生成されたスクリプトお
よびコマンドの処理
ASNCLP コマンド行プログラムおよびレプリケーション・センターは、レプリケー
ション・オブジェクトの定義と変更のための SQL スクリプトを生成します。レプ
リケーション・センターは、レプリケーション・プログラムの開始と停止、コント
ロール表の整理、パラメーターの変更、プログラム状況のチェックなどのタスクの
ための操作可能コマンドも生成します。
レプリケーション・センターが生成するスクリプトおよびコマンドをレプリケーシ
ョン管理ツールを使用して実行したり、スクリプトおよびコマンドを保管、変更
し、後で実行することもできます。

レプリケーション管理ツールで生成されたスクリプトの実行および保存
レプリケーション・オブジェクトおよびパブリッシング・オブジェクトを作成する
には、ASNCLP コマンド行プログラムまたはレプリケーション・センターにより生
成される SQL スクリプトを実行します。 DB2 コマンド行から、スクリプトの変
更、ツールを使用したスクリプトの実行、またはスクリプトの実行を行うことがで
きます。
このタスクについて
生成済みの SQL スクリプトを編集するときは、終了文字を変更しないように注意
してください。また、ファイルに保管されるスクリプトが複数ある場合は、スクリ
プト区切り文字を変更しないでください。
以下のタスクを行うために、SQL スクリプトをユーザーの環境に合わせてカスタマ
イズすることがあります。
v 同一のレプリケーション・アクション (複数のサーバー用にカスタマイズされた
もの) の複数のコピーを作成する。
v 定義を結合してバッチ・ジョブとして実行する。
v 指定時刻までレプリケーション・アクションの実行を延期する。
v バックアップ用、サイト専用のカスタマイズ用、または (不定期接続の環境の場
合等) 分散サイトでのスタンドアロン実行用に SQL スクリプトのライブラリー
を作成する。
手順
1. 次の方法のどちらかを使用して、レプリケーション管理ツールにより生成された
スクリプトを実行または保存します。
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257

方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

SET RUN SCRIPT コマンドを使用して、各 ASNCLP タスク・コ
マンドにより生成された SQL ステートメントを、次のコマンドを
処理する前に自動的に実行するか、それとも DB2 コマンド・プロ
ンプトで後で手動で実行するかを制御します。
NOW

このオプションでは、生成された SQL を自動的に実行し
ます。

LATER
このオプションでは、生成された SQL をファイルに保管
します。 SET OUTPUT コマンドを使用してファイル・パ
スおよび名前を指定できます。
例えば次のコマンドは、SQL スクリプトを自動的に実行し、エラー
が発生した場合は ASNCLP コマンドの処理を停止するように指定
します。
SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON
レプリケーション・セ 「今すぐ実行する、またはスクリプトを保管する」ウィンドウを使
ンター
用します。
「OK」をクリックした時にレプリケーション・センターがオブジェ
クトを作成または変更する SQL ステートメントを発行するよう
に、「今すぐ実行する」ラジオ・ボタンが初期状態で選択されてい
ます。
続いて、ウィンドウでは最後に選出した処理オプションが選択され
ます。例えば、前回スクリプトをファイルに保管する選択をした場
合、このウィンドウが次回表示される際、「ファイルに保管」ラジ
オ・ボタンが選択され、「指定項目を実行」ボックスに同じシステ
ムおよびパスが表示されます。
さらに、Linux, UNIX, and Windows 上のタ
スク・センターで、SQL スクリプトをタスクとして実行するように
スケジュールすることもできます。
「適用」ボタンを使用すると、スクリプトを実行し、スクリプトを
ファイルまたはタスクとして保存できるようにこのウィンドウをオ
ープンしたままにすることができます。

2. オプション: 次の方法のどちらかを使用して、SQL スクリプトが含まれたファイ
ルを DB2 コマンド行から実行します。
v SQL スクリプトにセミコロン ( ; ) が終了文字として含まれている場合は、
このコマンドを使用します。
db2 -tvf filename

v SQL スクリプトに他の文字が区切り文字として含まれている場合は、このコ
マンドを使用します。
db2 -tdchar -vf filename

ここで char は、ポンド記号 ( # ) などの終了文字です。
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SQL スクリプトを DB2 コマンド行から実行する場合は、SQL スクリプトの実
行時にサーバーに手動で接続しなければなりません。スクリプトは CONNECT
ステートメントで生成されます。 SQL スクリプトを実行する前に、SQL ステー
トメントを編集して、サーバーのユーザー ID とパスワードを指定することが必
要です。例えば、以下の例に似た行を探し、プレースホルダー (XXXX) を上書
きして情報を追加します。
CONNECT TO database_name USER XXXX USING XXXX ;

コマンドの実行および保存 (レプリケーション・センター)
コマンドをレプリケーション・センターから直接実行したり、コマンドをコマンド
行からバッチ・ファイルとして保存して実行したり、コマンドをタスク・センター
のタスク・オブジェクトとして保存することができます。
手順
レプリケーション・センターにより生成されるコマンドを処理するには、「今すぐ
実行する、またはコマンドを保管する」ウィンドウを使用します。
1. オプション: テキスト域でコマンドを変更します。
2. 次のオプションのいずれかを選択してください。
v コマンドを即時に実行するには、「今すぐ実行する」をクリックし、「指定項
目を実行」フィールドに入力してから、「OK」をクリックします。
v コマンドを保存するには、「ファイルに保管」をクリックし、「指定項目を実
行」フィールドに入力してから、「OK」をクリックします。指定した名前と
拡張子のファイルをレプリケーション・センターで作成するか、コマンドを既
存ファイルに保存することができます。
v コマンドをタスク・センターのタスク・オブジェクトとして保存するには、
「タスクとして保管」をクリックし、「指定項目を実行」フィールドに入力し
てから、「OK」をクリックします。

第 14 章 レプリケーション管理ツールで生成されたスクリプトおよびコマンドの処理

259

260

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

第 15 章 Q キャプチャー・プログラムの操作
Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプションまたはパブリケーションの
一部であるソース表から、トランザクションまたは行レベルの変更をキャプチャー
し、このトランザクション・データをメッセージとして WebSphere MQ キューを介
して送信します。
Q キャプチャー・プログラムを操作するには、レプリケーション・センター、シス
テム・コマンド、およびシステム・サービスを使用します。また、何通りかの方法
で Q キャプチャー操作パラメーターを変更できます。

Q キャプチャー・プログラムの開始
Q キャプチャー・プログラムを開始して、アクティブまたは新規の Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションに関する DB2 リカバリー・ログから、トランザ
クションまたは行レベルの変更をキャプチャーし、そのトランザクション・データ
をメッセージとして WebSphere MQ キューを介して送信することを開始します。
作業を始める前に
v Q キャプチャー・プログラムをリモート・ワークステーションから開始する場合
は、Q キャプチャー・サーバーに対する接続を構成します。
v WebSphere MQ キュー・マネージャー、キュー、および他の必要なオブジェクト
を作成します。
v Q レプリケーション・オブジェクト、イベント・パブリッシング・オブジェク
ト、および WebSphere MQ オブジェクト用の許可を持っていることを確認しま
す。
v 適切な Q キャプチャー・スキーマ用のコントロール表を作成します。
v Q キャプチャー・プログラムを処理するように、ソース・データベースまたはサ
ブシステムを構成する。
重要: Q キャプチャー・サーバーとして使用しているデータベースで、必ずアー
カイブ・ロギングをオンにします。レプリケーション・センターで「アーカイ
ブ・ロギングをオン」ウィンドウを使用し、アーカイブ・ロギング用に Q キャ
プチャー・サーバーを構成し、データベースのオフライン・バックアップを実行
します。
v EXPORT ユーティリティーを使用する自動ロードを指定している Q サブスクリ
プションが、N (新規) または A (アクティブ) 状態になっている場合は、ユーテ
ィリティーが Q キャプチャー・サーバーに接続できるようにするために、Q ア
プライ・サーバー上でパスワード・ファイルを作成します。
このタスクについて
開始モードを指定しないで Q キャプチャー・プログラムを初めて開始すると、デフ
ォルトの開始モード warmsi が使用されます。このモードでは、プログラムは、読
み取りを中止した点からログの読み取りを開始しようとします。プログラムを開始
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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するのは今回が初めてなので、Q キャプチャーはコールド・スタート・モードに切
り替わり、N (新規) または A (アクティブ) 状態になっている Q サブスクリプシ
ョンまたはパブリケーションの処理が開始されます。プログラムが変更のキャプチ
ャーを開始するには、I (非アクティブ) 状態になっている Q サブスクリプションま
たはパブリケーションをアクティブ化する必要があります。
A (アクティブ) 状態になっている Q サブスクリプションまたはパブリケーション
がないとしても、Q キャプチャー・プログラムを開始できます。 Q サブスクリプ
ションまたはパブリケーションをアクティブ化すると、Q キャプチャー・プログラ
ムは変更のキャプチャーを開始します。
Q キャプチャー・プログラムを開始すると、開始パラメーター値を指定でき、次の
いずれかの処置を行うまで、プログラムはその新しい値を使用します。
v プログラムの実行中にパラメーター値を変更する。
v プログラムを停止して再始動する。これにより、プログラムは
IBMQREP_CAPPARMS 表を読み取り、そこに保管されている値を使用するよう
に指示されます。
手順
Q キャプチャー・プログラムを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

z/OS コンソールまた
は TSO

z/OS では、Q キャプチャー・プログラムは、JCL を使用して、ま
たはシステム開始タスクとして開始することができます。 JCL で
Q キャプチャー・プログラムを開始する場合は、新しい呼び出しパ
ラメーターを指定できます。
z/OS では、PARMS= フィールドに指定できるパラメーターの長さ
の合計が 100 バイトに制限されています。この制限を回避するため
に、レプリケーション・プログラムでは、必要なだけ多くの追加の
パラメーターを SYSIN データ・セットで指定できるようになりま
した。
呼び出し JCL に SYSIN DD ステートメントが含まれる場合、Q
キャプチャー・プログラムは、SYSIN データ・セットの指定内容を
PARMS= パラメーターに自動的に連結します。 SYSIN データ・セ
ットでは Q キャプチャー・パラメーターだけを指定できます。す
べての LE パラメーターは PARMS= フィールドまたは LE
_CEE_ENVFILE=DD で指定する必要があります。この場合、その後
にスラッシュ (/) を付けます。
例:
//* asterisk indicates a comment line
// QCAP EXEC PGM=ASNQCAP,PARMS=’LE/Q Capture parameters’
//* Parameters can be any or no LE parameters and any or
//* no Q Capture parameters
//SYSIN DD *
//* additional Q Capture parameters, one or more
//* parameters on each line
CAPTURE_SERVER=DSN!! CAPTURE_SCHEMA=CAPCAT
DEBUG=Y LOGSTDOUT=N
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方法

説明

asnqcap コマンド

asnqcap コマンドを使用して、Q キャプチャー・プログラムを開始
し、次の開始パラメーターを指定する。以下に例を示します。
asnqcap capture_server=server_name
capture_schema=schema
parameters
ここで、server_name は Q キャプチャー・コントロール表が含まれ
ているデータベースまたはサブシステムの名前であり、schema は開
始したい Q キャプチャー・プログラムを示し、parameters は開始
時に指定できる 1 つ以上のパラメーターです。

Windows サービス

Windows オペレーティング・システムでレプリケーション・サービ
スを作成して、システムの始動時に Q キャプチャー・プログラム
を自動的に開始できます。

次の方法のいずれかを使用して、Q キャプチャー・プログラムが開始したかどうか
を確認できます。
v Q キャプチャー診断ログ・ファイル (z/OS の場合は
capture_server.capture_schema.QCAP.log。Linux、UNIX、および Windows の
場合は db2instance.capture_server.capture_schema.QCAP.log。) の中に、プロ
グラムが変更をキャプチャーしていることを示すメッセージがないかどうかを調
べる。
v IBMQREP_CAPTRACE 表の中に、プログラムが変更をキャプチャーしていること
を示すメッセージがないかどうかを調べる。
v

バッチ・モードで実行している場合は、z/OS コンソールまた
は z/OS ジョブ・ログの中に、プログラムが開始したことを示すメッセージがな
いかどうかを調べる。

v レプリケーション・センターの「Q キャプチャー・メッセージ」ウィンドウを使
用して、プログラムが開始したことを示すメッセージを確認する。このウィンド
ウをオープンするには、メッセージを表示したい Q キャプチャー・プログラム
が含まれている Q キャプチャー・サーバーを右マウス・ボタンでクリックし
て、「レポート」 > 「Q キャプチャー・メッセージ」を選択します。

DB2 ログの既知の時点からの Q キャプチャーの開始
コマンド行のパラメーターを使用すると、ターゲット表のロードを起動せずに、
DB2 ログの既知の時点で Q キャプチャー・プログラムを開始できます。
このタスクについて
Q キャプチャー・プログラムが停止した場合には、通常ウォーム・リスタートを使
用して Q キャプチャーが中断した所から DB2 リカバリー・ログの読み取りを開始
します。通常はコールド・リスタートを使用してログの末尾から読み取りを開始し
ます。コールド・リスタートでは、ソースからの最新のデータをターゲット表に再
ロードするように自動的に Q アプライ・プログラムにプロンプトを出します。
状況によっては、ログの既知の時点から Q キャプチャー・プログラムを再開するこ
とが望ましい場合があるかもしれません。例えば高可用性フェイルオーバー・シナ
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リオでは、あるサーバーの DB2 ログからの情報を記録した後、2 番目のサーバー
がテークオーバーした後にコマンドを使用してバックアップ・サーバーのデータの
キャプチャーを開始できます。
手順
DB2 ログの既知の時点から Q キャプチャー・プログラムを開始するには、次のよ
うにします。
1. ログの中で Q キャプチャーが読み取りを開始する時点を決定します。 次の 2
つのコマンド・パラメーターの値が必要になります。
lsn

キャプチャーする最も古い非コミット・トランザクションのログ・シー
ケンス番号 (LSN)。

maxcmtseq
送信キューに置かれた最新のコミット済みトランザクションの LSN。
2. JCL または asnqcap コマンドを使用して、lsn パラメーターと maxcmtseq パラ
メーターの両方を指定します。
この両方のパラメーターは同じ JCL ステートメントまたはコマンド呼び出しで
使用する必要があり、startmode の値が cold の場合はこれらのパラメーターを
使用できません。
例えば、SAMPLE という名前のサーバーで lsn 値
0000:C60F:2722:E137:0001、maxcmtseq 値 0000:C60F:2722:E080:0001 で Q キャ
プチャー・プログラムを開始する場合は、以下のいずれかの方式を使用します。
JCL
//QCAPDEC EXEC PGM=ASNQCAP,REGION=0M,TIME=NOLIMIT,
// PARM=’STORAGE(FF,FF,FF)/SSTR CAPTURE_SCHEMA=QDECODER
//
STALE=20 STARTALLQ=N’
.
.
.
//SYSIN DD *
MAXCMTSEQ=0000:C60F:2722:E080:0001
LSN=0000:C60F:2722:E137:0001
//SYSTERM DD DUMMY

asnqcap コマンド
asnqcap SAMPLE LSN=0000:0000:0000:115b:7704
MAXCMTSEQ=41c2:2264:0000:0004:0000

以下の例では、ログのさまざまな時点から Q キャプチャーを再開して、異なるシナ
リオにおいて lsn および maxcmtseq の値を見つける方法を示します。
例 1:
ターゲット表のロード (フルリフレッシュ) を起動せずにログの末尾から開始するに
は、asnqcap コマンドで、ご使用の DB2 バージョンによって次の値のいずれかを
指定します。
バージョン 9.7 以前
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF および
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
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compatibility に 1001 以上が指定されているバージョン 10.1 以降、またはバージ
ョン 9.8
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF および
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
例 2:
再始動メッセージまたは再始動キューが失われたり破壊された場合など、特定の状
況では、ウォーム・リスタートが使用できない場合があります。 Q キャプチャー・
プログラムがログの読み取りを停止した時点における lsn と maxcmtseq の値を見
つけるには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

asnqmfmt コマンド

asnqmfmt コマンドを実行して、Q キャプチャーが読み取りを停止した時点が含まれる再始動
メッセージをフォーマット設定します。
Q キャプチャー・プログラムと連動するキュー・マネージャーと、再始動キューの名前を指
定します。以下に例を示します。
asnqmfmt asn.qm1.restartq qm1
コマンド出力で、restartLSN および qRestartMsg.lastCommitSEQ フィールドの値を見つけま
す。以下に例を示します。
restartLSN=0000:0000:0000:03ab:65ab
qRestartMsg.lastCommitSEQ: 4a02:3396:0000:0002:0000
qRestartMsg.restartLSN の値を lsn パラメーターに、qRestartMsg.lastCommitSEQ の値を
maxcmtseq パラメーターに使用します。
注: バージョン 9.5 フィックスパック 3 から、再始動メッセージの形式は、Q キャプチャ
ー・プログラムが扱う各送信キューの再始動点を示すように変更されました。このレベル以降
のバージョンを使用している場合、再始動 LSN および最終コミット標識は以下のように表示
されます。
sendq lastCommitSEQ: 4a02:3396:0000:0002:0000
sendq restartLSN=0000:0000:0000:03ab:65ab
sendq restartLSN の値を lsn パラメーターに、sendq lastCommitSEQ の値を maxcmtseq パラ
メーターに使用します。

Q キャプチャー診断ロ ログの中からメッセージ ASN7109I を見つけます。ログ・ファイルは、capture_path パラメ
グ
ーターで指定されたディレクトリーにあります。デフォルトでは SQLLIB¥bin にあります。
lsn の値は、「まだコミットされていないトランザクションの一番低いログ・シーケンス番
号」として示されます。maxcmtseq の値は、「正常に処理されたトランザクションの一番高い
ログ・シーケンス番号」として示されます。
例:
2006-01-11-16.12.49.583183 <asnqwk>ASN7109I "Q キャプチャー" : "ASN" :
"WorkerThread" :
プログラムの終了時、正常に処理されたトランザクションの一番高いログ・
シーケンス番号は "43C5:9F00:0000:0001:0000" で、
まだコミットされていないトランザクションの一番低いログ・
シーケンス番号は "0000:0000:0000:2B39:606D" です。

例 3:
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Q キャプチャーを、それが前回実行された場所の先頭から開始する場合、Q キャプ
チャー診断ログのメッセージ ASN7108I から、Q キャプチャーが開始された時刻に
おける lsn および maxcmtseq の値を見つけてください。
以下に例を示します。
2006-01-11-16.12.31.360146 <asnqwk> ASN7108I "Q キャプチャー" : "ASN" :
"WorkerThread" :
プログラムの初期設定時、正常に処理されたトランザクションの一番高いログ・
シーケンス番号は "43C5:9EE5:0000:0001:0000" で、
まだコミットされていないトランザクションの一番低いログ・
シーケンス番号は "0000:0000:0000:2B38:82F6" です。

Q アプライが既に受け取っているトランザクションを Q キャプチャー・プログラ
ムから再送信することを回避したい場合は、Q アプライの診断ログでメッセージ
ASN7699I を検索して、maxcmtseq の値を取得できます。

個々の送信キューまたはデータ・パーティションの Q キャプチャー再始動
点の指定 (z/OS)
Q キャプチャー・プログラムをウォーム・モードで開始すると、再始動メッセージ
内のグローバル再始動情報をオーバーライドして、個別送信キューおよびパーティ
ション・ソース・データベース内の個別パーティションごとに異なる再始動点を指
定できます。
作業を始める前に
Q キャプチャー・プログラムを開始するユーザー ID には、再始動ファイルを開い
て読み取れる許可がなければなりません。
このタスクについて
個別送信キューまたは個別データ・パーティションの再始動点を指定するには、Q
キャプチャー初期化パラメーターを使用して、再始動メッセージ内の再始動情報
を、ファイルが提供する情報でオーバーライドします。
パラメーター override_restartq は Q キャプチャーに対して、開始時にある特定
の送信キューまたはデータ・パーティションのログの読み取りを開始するポイント
を、再始動メッセージだけでなく再始動ファイルでも調べるよう指示します。ファ
イルに含まれる再始動情報は、再始動メッセージ内の再始動情報をオーバーライド
します。
個々の送信キューまたはデータ・パーティションごとに異なるポイントから Q キャ
プチャーを開始できることは、以下の状況で役立ちます。
v 別々の送信キューが対応している 1 つ以上のターゲットのデータが、他のターゲ
ットに影響を与えずにリパブリッシュされるように Q キャプチャーを再始動す
る場合。プライマリー・サイトが複数のターゲット・サイトに接続される災害復
旧の場合、フォールバック・プロシージャーは、異なるターゲット・サイトに接
続される送信キューごとに別々のポイントから Q キャプチャーを再始動して、
失われた変更をすべて再送するという処理で構成されます。
v パーティション・データベース環境で、Q キャプチャーによってその再始動メッ
セージに保存されたポイントとは異なるログ内の既知のポイントから Q キャプ

266

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

チャーを開始する場合、または再始動メッセージが失われたときや壊れたときに
Q キャプチャーをウォーム・モードで開始する場合。
v WebSphere MQ オブジェクトが保管されているファイル・システムが失われた場
合や、Q キャプチャー再始動メッセージが誤って削除された場合。複数の送信キ
ューが使用されていれば、個々の再始動点から Q キャプチャーを再始動できま
す。
手順
1 つ以上の送信キューのログ内の指定ポイントから Q キャプチャーを開始するに
は、以下のようにします。
1. 次のいずれかを行います。
v 送信キューまたはパーティションのレベルの再始動点を初めて指定する場合
は、capture_path パラメーターで指定したディレクトリーに再始動ファイル
を作成します。capture_path に何も指定していない場合は、Q キャプチャー
が開始されたディレクトリーに再始動ファイルを作成します。次の命名規則を
使用します。
capture_server.capture_schema.QCAP.QRESTART。Q キャプチャー
は、属性 DCB=(RECFM=FB,LRECL=128) を持つデータ・セットを作
成します。

db2_instance.capture_server.capture_schema.QCAP.QRESTART
v QCAP.QRESTART ファイルが既に存在する場合は、以下のステップに従って
その内容を更新します。
2. 標準出力または Q キャプチャー・ログ・ファイルで通知メッセージ ASN7207I
を見ます。このメッセージは、Q キャプチャーが停止直前に出すものです。 こ
のメッセージには、送信キューごとに以下の情報が含まれます。
v キュー名
v 再始動 LSN (未コミットのトランザクションの最小 LSN)
v commitSEQ (正常にコミットされた最後のトランザクション)
v パーティション・データベースのパーティション番号 (Linux、UNIX、および
Windows の場合)
次の例は、ASN7207I メッセージを示しています。
ASN7207I "Q Capture" : "QALLTYPE" : "WorkerThread" : The restartq override
file contents follow: queue name restart lsn maxcmtseq partition
(only for partitioned databases).
QALLTYPEL12 0000:0000:4F07:634E:0000 0000:0000:4F00:547A:0000

3. リカバリー・ログの特定のポイントから Q キャプチャーがトランザクションの
キャプチャーを開始するようにする送信キューまたはデータ・パーティションご
とに、QCAP.QRESTART ファイルに次の形式の行を入力します。
送信キュー
名

スペース

restartLSN

スペース

commitSEQ

スペース
(オプショ
ン)

パーティシ
ョン (オプ
ション)

次の例は、データ・パーティション 0 および 1 の 2 つの送信キュー SQ1 およ
び SQ2 用の再始動ファイルの内容を示しています。
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SQ1 0000:0000:4F07:634E:0000 0000:0000:4F00:547A:0000 0
SQ2 0000:0000:4FB9:0864:0000 0000:0000:4FB9:0864:0000 1

z/OS の場合、または Linux、UNIX、および Windows 上の非パーティション・
データベースの場合、データ・パーティション情報は不要です。restartLSN およ
び commitSEQ の値の中のコロン (:) はオプションです。
4. QCAP.QRESTART ファイルを保存します。
5. startmode=warmns および override_restartq=y を指定して Q キャプチャー・
プログラムを開始します。
Q キャプチャーは初期化時に再始動ファイルを読み取って、ファイルに情報が存
在する送信キューごとに、指定 restartLSN からリカバリー・ログの読み取りを
開始します。他の送信キューには、Q キャプチャーは再始動メッセージ内のグロ
ーバル再始動情報を使用します。
Q キャプチャーは、始動すると再始動ファイルを消去します。 Q キャプチャー
は停止時に、再始動ファイルと標準出力、自身のログ・ファイル、および
IBMQREP_CAPTRACE 表に、最新の再始動情報を書き込みます。
注: lsn パラメーターと maxcmtseq パラメーターも指定した場合は、
override_restartq=y を指定することはできません。これらのパラメーターは、
個々の送信キューではなく、すべての送信キューのログ内の指定したポイントか
ら Q キャプチャーを開始するのに使用されます。
この次に特定の送信キューまたはデータ・パーティションの指定ポイントから Q キ
ャプチャーを開始する必要があるときは、QCAP.QRESTART を開き、restartLSN また
は commitSEQ の値を変更することによって、特定のポイントから開始する送信キ
ューに関連する行を変更することで対応できます。
override_restartq が指定されたウォーム・スタート時、Q キャプチャーは、再始
動キューに再始動メッセージが存在するかどうかに応じて、次のプロトコルに従い
ます。
再始動メッセージが存在する
restartLSN および commitSEQ を変更する再始動メッセージ内の各送信キュ
ーについて 1 行が、再始動ファイルに含まれていなければなりません。 Q
キャプチャーは、再始動メッセージ内の restartLSN および commitSEQ 送
信キュー情報を、ファイル内の対応する再始動情報に置き換えます。
再始動メッセージが存在しない
再始動メッセージにあった各送信キューについて 1 行が、再始動ファイル
に含まれていなければなりません。 Q キャプチャーは、再始動ファイル内
の再始動情報から再始動メッセージを作成します。

コールド・スタート・モードの使用に関する考慮事項
コールド・スタート・モードに関連した以下の問題を考慮することにより、ターゲ
ット表の不必要なロードやその他の起こりうる問題を回避することができます。
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Q キャプチャー・プログラムが最初に始動した後の任意の時点で Q キャプチャ
ー・プログラムをコールド・スタートすると、Q キャプチャー・プログラムは、最
後の再始動点からではなく、最後から DB2 ログの読み取りを開始します。これに
より以下のようになります。
ソースおよびターゲットが同期しなくなり、ターゲットのロードが必要になること
があります。
Q キャプチャー・プログラムが、Q アプライ・プログラムに渡されるはず
だったデータのログ・レコードをスキップする可能性があります。これらの
レコードにソース表への更新または挿入が含まれる場合、ソース表とターゲ
ット表を同期化する唯一の方法は、ターゲット表をロードすることです (フ
ル・リフレッシュとも呼ばれる)。ターゲットをロードすると、履歴データ
が失われることがあります。
ロードに時間がかかることがあります。
たくさんの表または大量のデータを含む環境の場合、ロードにはかなりの時
間と労力が必要です。これらの環境の場合、特に実動システム上では、フ
ル・リフレッシュはコストが高くつく停止の原因となる可能性があります。
Q キャプチャー・プログラムを最初に始動する場合以外は、コールド・ス
タート・オプションは最後の手段として使用してください。
予期しないコールド・スタートを回避するために、以下のガイドラインに従ってく
ださい。
startmode パラメーターを設定する
startmode パラメーターの値が cold でないようにする必要があります。可
能なら常に warmns または warmsi スタート・モードを指定します。これら
のスタート・モードを指定した場合、ウォーム・スタート情報が使用できる
状態でなければ、Q キャプチャー・プログラムはコールド・スタートしま
せん。
レプリケーション・アラート・モニターで、Q キャプチャー・プログラムの状況を
モニターする
例えば、QCAPTURE_STATUS アラート条件を使用すると、モニターが Q
キャプチャー・プログラムが停止したことを検出する度に E メールでアラ
ートを送信することができます。プログラムが長い時間ダウンしていると、
Q キャプチャー・プログラムではログ・レコードの読み取りが滞っている
ので、ソース表およびターゲット表を同期化するためにコールド・スタート
することが必要になる場合があります。
十分な DB2 ログ・データを保持し、Q キャプチャーでデータが確実に使用できる
ようにする
ログ・ファイルが Q キャプチャー・プログラムに対して使用可能でない場
合、プログラムはソース表に加えられる変更のキャプチャーを継続できず、
コールド・スタートを必要とすることがあります。

Q キャプチャー・パラメーターの変更
Q キャプチャーの操作パラメーターの変更は、プログラムの開始時、プログラムの
実行中、または IBMQREP_CAPPARMS コントロール表の更新により実行できま
す。
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Q キャプチャー操作パラメーターの変更方法
このトピックでは、パラメーターを変更する 3 つの方法の要旨について説明し、続
いてそれぞれの相違点を具体的に示した例を取り上げます。
IBMQREP_CAPPARMS 表に保管されたパラメーターの変更
Q キャプチャー・パラメーター値は、IBMQREP_CAPPARMS コントロール
表に保管されています。インストール後は、この表には、プログラムの出荷
時デフォルト値が入っています。 Q キャプチャー・プログラムは、開始時
にこの表を読み取ります。 Q キャプチャー・プログラムの開始時または実
行中に、他の方法でパラメーター値を変更できますが、変更はメモリー内の
みにとどまります。 Q キャプチャー・プログラムを停止して再始動する際
には、IBMQREP_CAPPARMS 表に保管されているパラメーター値が使用さ
れます。この表は、Q レプリケーション・ダッシュボードまたは SQL を使
用して更新できます。
パラメーター値の開始時の設定
Q キャプチャー・プログラムを開始する際には、IBMQREP_CAPPARMS 表
に保管されているパラメーター値をオーバーライドできます。 JCL または
asnqcap システム・コマンドを使用して、操作パラメーターの値を設定でき
ます。変更はプログラムの開始時に有効になりますが、有効なのはプログラ
ムの実行中だけです。
Q キャプチャー・プログラムの実行中に行うパラメーターの動的変更
ソースからの変更のキャプチャーを停止することなく、パラメーター値を動
的に変更できます。 Q キャプチャー・プログラムの実行中に値を変更する
には、z/OS の MODIFY コマンドあるいは Linux、UNIX、Windows、また
は z/OS 上の UNIX System Services の asnqccmd コマンドの chgparms パ
ラメーターを使用します。変更はプログラムの実行が停止するまで、または
次回のパラメーター変更要求まで持続します。

Q キャプチャー操作パラメーターの 3 つの変更方法
スキーマ ASN1 で識別される Q キャプチャー・プログラムの、commit_interval
パラメーターのデフォルト設定である 500 ミリ秒 (0.5 秒) を、もっと短くすると
します。
1. Q キャプチャー・スキーマ ASN1 の IBMQREP_CAPPARMS 表を更新します。
コミット・インターバルを 250 ミリ秒に設定する。 Q レプリケーション・ダッ
シュボードの「プログラム」タブ、または以下の SQL が使用できます。
update asn1.ibmqrep_capparms set commit_interval=250

今後のキャプチャー・プログラムの開始時には、コミット・インターバルのデフ
ォルトが 250 ミリ秒に設定されます。
2. コミット・インターバルをもっと長くして、レプリケーション・スループット
(特定の期間でパブリッシュされたトランザクションの数) への影響を確認すると
します。コントロール表に保管されている値を変更するのではなく、
commit_interval を 1000 ミリ秒 (1 秒) に設定して Q キャプチャー・プログ
ラムを開始します。以下の asnqcap コマンドを使用できます。
asnqcap capture_server=srcdb1 capture_schema="ASN1" commit_interval=1000
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プログラムが 1 秒のコミット・インターバルを使用して稼働している間、この
プログラムのパフォーマンスをモニターします。
3. パフォーマンスに基づいて、コミット・インターバルを低くすることにします。
Q キャプチャー・プログラムを停止するのではなく、プログラムの実行中にパラ
メーターを 750 ミリ秒 (0.75 秒) に動的に変更し、変更をモニターします。以
下のように、MODIFY コマンドまたは asnqccmd コマンドの chgparms パラメー
ターが使用できます。
f myqcap,chgparms commit_interval=750
asnqccmd capture_server=srcdb1 capture_schema="ASN1" chgparms
commit_interval=750

引き続きスループットおよび待ち時間の統計をモニターして、commit_interval パ
ラメーターを調整することができます。要件を満たす値を見つけたら、
IBMQREP_CAPPARMS 表を更新します (ステップ 1 で説明)。 Q キャプチャー・
プログラムの次回の開始時に、新しい値がデフォルトのコミット・インターバルと
して使用されます。

Q キャプチャー・プログラムの実行中のパラメーターの変更
ソースからの変更をキャプチャーしている間も、Q キャプチャー・プログラムの動
作を変更できます。 Q キャプチャー・プログラムは、新しい設定をほぼ即時に使用
し始めますが、変更は IBMQREP_CAPPARMS コントロール表に保管されません。
プログラムを停止してから再始動すると、コントロール表に保存された値が使用さ
れます。
このタスクについて
プログラムの実行中に、以下の Q キャプチャー・パラメーターを変更できます。
v autostop
v commit_interval
v logreuse
v logstdout
v memory_limit
v monitor_interval
v monitor_limit
v prune_interval
v qfull_num_retries
v qfull_retry_delay
v signal_limit
v sleep_interval
v term
v trace_limit
制約事項: Q キャプチャー・プログラムがメッセージの作成に
使用できるメモリー量は、 Q キャプチャー・プログラムが開始されたときの
memory_limit パラメーターの値と、JCL で指定されている REGION サイズに基づ
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いて決まります。 Q キャプチャー・プログラムの実行中は、memory_limit の値は
変更できません。この値を変更するには、まず Q キャプチャー・プログラムを停止
する必要があります。
手順
Q キャプチャー・プログラムの実行中に動的にパラメーターを変更するには、
chgparms パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または asnqccmd コマンド
(Linux、UNIX、Windows、および UNIX System Services for z/OS) で使用します。
MODIFY
f myqcap,chgparms parameter=value

ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server
capture_schema=schema
chgparms parameters

ここで、server は Q キャプチャー・プログラムの名前であり、schema は
実行中の Q キャプチャー・プログラムを示し、parameters は変更したい 1
つ以上のパラメーターです。
この値を変更すると、コマンドがユーザーによって発行された時刻と、Q キャプチ
ャー・プログラムがその操作を変更するまでの間に、1、2 秒の遅延が発生する可能
性があります。

IBMQREP_CAPPARMS 表に保存されている Q キャプチャー・
パラメーターの変更
Q キャプチャー・プログラムは、操作パラメーターを IBMQREP_CAPPARMS コン
トロール表に保管します。保管されたパラメーター値を変更するには、コントロー
ル表を更新する必要があります。
このタスクについて
プログラムの開始時または実行中に、これらの保管されたパラメーターをオーバー
ライドする場合は、変更はメモリー内のみにとどまります。 Q キャプチャー・プロ
グラムの次回の開始時に、コントロール表に保管された値が使用されます。
IBMQREP_CAPPARMS 表には、単一行が含まれています。この表に行がない場合、
または複数の行が含まれている場合は、Q キャプチャー・プログラムは実行されま
せん。
1 つ以上の保管されたパラメーター値を変更したい場合は、IBMQREP_CAPPARMS
表を更新できます。この表は、Q キャプチャー・プログラムが開始時に読み取るた
め、更新を有効にするには、プログラムを停止してから再始動する必要がありま
す。 Q キャプチャー・プログラムを再初期化しても、プログラムは
IBMQREP_CAPPARMS 表の新しい値を読み取るように指示されません。
手順
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IBMQREP_CAPPARMS 表に保管された Q キャプチャー・パラメーターを変更する
には、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード

「プログラム」タブの「プロパティー」をクリックし、「プログラ
ム」フィールドから Q キャプチャー・サーバーを選択して、保存
済みの値を表示または変更します。

SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールの 1 つから、
IBMQREP_CAPPARMS 表に SQL UPDATE ステートメントを発行
します。例えば、monitor_interval および logstdout のデフォル
トを変更するには、次のようにします。
update schema.ibmqrep_capparms
set monitor_interval=600, logstdout=Y
ここで、schema は、保管されたパラメーター値を変更したい Q キ
ャプチャー・プログラムを示します。

レプリケーション・セ 「パラメーターの変更」-「保管」ウィンドウを使用します。このウ
ンター
ィンドウをオープンするには、保管されたパラメーターを表示また
は変更する Q キャプチャー・プログラムが含まれている Q キャプ
チャー・サーバーを右クリックして、「パラメーターの変更」 >
「保管」を選択します。
注: バージョン 10.1 以降、すべての新規 Q キャプチャー・パラメ
ーターがレプリケーション・センターに追加されたというわけでは
ありません。すべてのパラメーターを表示するには、Q レプリケー
ション・ダッシュボードを使用してください。

Q キャプチャー・プログラムに不必要なトランザクションを無視するように
指示する
不必要なトランザクションを Q キャプチャー・プログラムが無視するように指定す
ることができます。これにより、これらのトランザクションは複製またはパブリッ
シュのためにキャプチャーされることがなくなります。
このタスクについて
以下の 1 つ以上の ID を使用して、無視するトランザクションを指定できます。
v トランザクション ID
v 許可 ID
v

許可トークン

v

プラン名

例えば、操作の中で非常に大規模なパージ・ジョブを月に一度実行する場合、デー
タを複製するよりも、各データベースに対してこれらのジョブを実行することを望
むかもしれません。その場合、パージ・ジョブに対して固有の許可 ID を個別に用
い、Q キャプチャーがその ID のトランザクションを無視するように指定すること
ができます。
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トランザクション ID に基づいて単一のトランザクションを無視するよう Q キャプ
チャー・プログラムに指示するには、Q キャプチャー・プログラムの開始時に
asnqcap コマンド・パラメーターを使用します。
許可 ID、許可トークン、またはプラン名に基づいてトランザクションを無視するに
は、SQL を使用して、その ID を Q キャプチャー・サーバーの
IBMQREP_IGNTRAN コントロール表に挿入します。トランザクションのグループ
を無視するために、ワイルドカード文字 (%) を使うことができます (詳細について
は以下を参照)。
注意: 最終的にアボートされるトランザクションを無視する場合にはデータ保全性
の問題は生じません。しかし、ソース・サーバーでコミットされたトランザクショ
ンを無視すると、通常、ソース・サーバーとターゲット・サーバーの間で相違が生
じ、それらのサーバーを同期するためのアクションがさらに必要になる場合があり
ます。例えば、ターゲット表の新規ロードをトリガーすること、あるいは asntdiff
表比較ユーティリティーを使用することなどです。
手順
Q キャプチャー・プログラムにトランザクションを無視するように指示するには、
次のようにします。
1. 使用する予定の ID に応じて、以下の方法のいずれかを使用します。
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ID

手順

トランザクション ID

ignore_transid パラメーターを指定した asnqcap コマンドを使用して、無視する 1
つのトランザクションを指定します。コマンドの形式は以下のとおりです。
asnqcap capture_server=q_capture_server
capture_schema=q_capture_schema
ignore_transid=transaction_ID
DB2 ソース
transaction_ID は 10 バイトの 16 進 ID で、形式は以下のとおりです。

0000:xxxx:xxxx:xxxx:mmmm
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション ID、mmmm はデー
タ共用メンバー ID です。メンバー ID は、LOGP 出力内にあ
るログ・レコード・ヘッダーの末尾の 2 バイトにあります。デ
ータ共用が有効になっていない場合、メンバー ID は 0000 で
す。
例えば、以下のコマンドは、データ共用環境で、つまりメンバー
ID に 0001 を指定して 1 つのトランザクションを無視するこ
とを指定します。
asnqcap capture_server=sample
capture_schema=ASN
ignore_transid
=0000:BD71:1E23:B089:0001

バージョン 9.7 以前
nnnn:0000:xxxx:xxxx:xxxx
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション
ID、nnnn はパーティション・データベースのパーテ
ィション ID です (非パーティション・データベース
の場合、この値は 0000 です)。
例えば、以下のコマンドは、非パーティション・デ
ータベースで 1 つのトランザクションを無視するこ
とを指定します。
asnqcap capture_server=sample
capture_schema=ASN
ignore_transid
=0000:0000:0000:0000:BE97
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ID
トランザクション ID
(続き)

手順
compatibility に 1001 以上が指定されているバージョン 10.1 以降、またはバージョン
9.8

0000:llll:xxxx:xxxx:xxxx
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション ID、llll は DB2 pureScale 機能
を備えたデータベースのログ・ストリーム ID です。先頭の 4 文字は常に
0000 です。
例えば、以下のコマンドは、DB2 pureScale 機能を備えたデータベースでト
ランザクションを無視することを指定します。
asnqcap capture_server=sample
capture_schema=ASN
ignore_transid
=0000:0001:0000:0000:BE97

Oracle ソース
トランザクション ID は、Oracle Log Miner ユーティリティーの
V$CONTENTS ビューからの XID の値です。 ID は RAW(8) の値です。
テキストで表示すると、16 進数ストリング (合計 16 桁) にフォーマットさ
れます。
複数のトランザクションを無視するには、Q キャプチャー・プログラムを停止し、別の
トランザクション ID を指定してから Q キャプチャー・プログラムをウォーム・モー
ドで開始します。
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ID

手順

許可 ID、許可トークン
(z/OS)、またはプラン名
(z/OS)

SQL を使用して 1 つ以上の ID を IBMQREP_IGNTRAN コントロール表に挿入しま
す。適切な ID を以下の列に挿入します。
AUTHID

許可 ID。
Oracle ソース:

許可 ID は、Oracle Log Miner ユーティリティーの

V$CONTENTS ビューからの USERNAME の値です。
AUTHTOKEN
許可トークン (ジョブ名)。
PLANNAME
プラン名。
例えば、以下のステートメントは、repldba という許可 ID を持つトランザクションを
Q キャプチャー・プログラムが無視することを指定します。
insert into schema.IBMQREP_IGNTRAN (
AUTHID,
AUTHTOKEN,
PLANNAME)
values (
’repldba’,
NULL,
NULL);
ワイルドカード文字のパーセント記号 (%) を使用して、任意の数の文字を表示する
か、何も表示しないようにできます。これにより、許可 ID、許可トークン、またはプ
ラン名のグループを無視できます。
例えば、以下の insert ステートメントは Q キャプチャーに対し、プラン名の末尾がス
トリング "PLAN11" であるトランザクションを無視するよう指示します。
INSERT INTO
IBMQREP_IGNTRAN (AUTHID, AUTHTOKEN, PLANNAME, IGNTRANTRC)
VALUES (null, null, ’%PLAN11’, ’N’)
以下の例は、Q キャプチャーに対し、先頭が "AUTH" で、かつ中にサブストリング
"ID" を含んだ許可 ID のトランザクションを無視するように指示します。さらに許可
トークンが、先頭が "TOK11" であるストリングと一致する必要もあります (z/OS の
み)。
INSERT INTO
IBMQREP_IGNTRAN (AUTHID, AUTHTOKEN, PLANNAME, IGNTRANTRC)
VALUES (’AUTH%ID%’, ’TOK11%’, null, ’N’)
パーセント記号がデータの一部である場合、円記号文字 (¥) を使用して、パーセント記
号をエスケープします。例えば、以下のステートメントでは、Q キャプチャーが許可
ID AUTH%ID を無視するように指定します。
INSERT INTO
IBMQREP_IGNTRAN (AUTHID, AUTHTOKEN, PLANNAME, IGNTRANTRC)
VALUES (’AUTH¥%ID’, null, null, ’N’)
パターン・マッチングでは大文字小文字が区別されます。

2. オプション: Q キャプチャー・プログラムがトランザクションを無視するときに
IBMQREP_IGNTRANTRC 表に行を挿入するかどうか指定します。 デフォルト
では、このトレースは使用不可です。トレースを使用可能にするには、次の
SQL ステートメントを使用します。
update schema.IBMQREP_IGNTRAN set IGNTRANTRC=’Y’
WHERE identifier = transaction_identifier

identifier は、スキップするトランザクションを指定するために使用した
AUTHID 列、AUTHTOKEN 列、PLANNAME 列のいずれかになります。
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Q アプライ・パラメーター insert_bidi_signal=n を使用して、IGNTRANTRC
を N (トレースなし) に設定すると、Q キャプチャー・プログラムは、再キャプ
チャー対象ではないトランザクションごとに IBMQREP_IGNTRANTRC 表に行
を挿入しなくなるので、表の保守のオーバーヘッドを減らすことができます。

Q キャプチャー・プログラムの停止
Q キャプチャー・プログラムを停止できます。そうすると、リカバリー・ログから
の読み取りと、メモリー内でのトランザクションの構築が停止します。
このタスクについて
Q キャプチャーを停止する時、キューに書き込まれたメッセージは、プログラムが
停止する前に WebSphere MQ にコミットされます。プログラムを停止したときにメ
モリー内にあった非コミット WebSphere MQ トランザクションまたは行の変更は、
再始動メッセージに保管された再始動ポイントに基づいて、Q キャプチャー・プロ
グラムの再始動時に再キャプチャーされます。
ヒント: 以下のようにすれば、Q サブスクリプションまたはパブリケーションを追
加または削除するために、 Q キャプチャー・プログラムを停止する必要はありませ
ん。
v

プログラムの実行中に 1 つまたは 2 つの Q サブスクリプションまたはパブリ
ケーションを追加する場合は、Q サブスクリプションまたはパブリケーションを
自動的に開始しないように作成してから、それらをアクティブにする。

v 大量の Q サブスクリプションまたはパブリケーションを追加する場合は、それ
らを自動的に開始するように作成してから、Q キャプチャー・プログラムを再初
期化する。
v Q サブスクリプションまたはパブリケーションを非アクティブにしてから、それ
を削除することによって、 Q キャプチャー・プログラムを停止することなく Q
サブスクリプションまたはパブリケーションを削除できる。
手順
Q キャプチャー・プログラムを停止するには、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

stop パラメーター

このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqccmd コ
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、Q キャプチャー・プログラムを停
止します。
MODIFY
f myqcap,stop
ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server_name
capture_schema=schema stop
ここで、server_name は Q キャプチャー・プログラムが実
行されているデータベースまたはサブシステムの名前であ
り、schema は停止する Q キャプチャー・プログラムを示
しています。

SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを
使用して、次のように STOP シグナルを Q キャプチャー・サーバ
ーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE )
values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’STOP’,
’NULL’,
’P’ );
ここで、schema は停止する Q キャプチャー・プログラムを示して
います。

Windows サービス

Windows オペレーティング・システムで DB2 レプリケーション・
サービスを作成し、Windows Service Control Manager または net
stop コマンドを使用して、Q キャプチャー・プログラムを停止で
きます。

指定した時点での Q キャプチャー・プログラムの停止
Q キャプチャー・プログラムの停止をスケジュールに入れて制御して実行できま
す。例えば、計画停止の際にサイトをダウンさせる場合などです。
このタスクについて
指定の時点で Q キャプチャーを停止できる機能を使用すると、その時点までに加え
られたすべての変更内容は、レプリケーションを停止する前に確実にターゲットに
送達または適用されるようになります。この機能が役立つのは、レプリケーショ
ン・ワークロードを指定した時点でアクティブなサイトからスタンバイ・サイトに
再ルーティングする場合です。
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Q キャプチャー stop コマンドと STOP シグナルには、シャットダウンを制御する
ために使用できる以下の 2 つのパラメーターがあります。
captureupto
captureupto パラメーターは、Q キャプチャーがリカバリー・ログの読み
取りを停止する特定の時点を指定します。データベース・タイム・ゾーンの
タイム・スタンプで指定できます。Q キャプチャーは、この時点より前に
コミットされたすべてのトランザクションをパブリッシュしてから停止しま
す。また、値 CURRENT_TIMESTAMP を指定して、現在の地方時でログの
読み取りを停止するように Q キャプチャーに指示することもできます。さ
らに、EOL を指定して、Q キャプチャーがログの末尾に達してから停止す
るように指定することも可能です。
stopafter
stopafter パラメーターを指定すると、Q キャプチャーは、指定した 2 つ
の条件のいずれかが真になるまでログの読み取りを中断します。
data_applied
Q キャプチャーは、指定した停止時点までに加えられたすべての変
更がターゲットに適用された後に停止します。その時点で、アプリ
ケーションは停止サイトからフェイルオーバー・サイトに転送可能
です。
data_sent
Q キャプチャーは、ターゲット・システムを指す伝送キューからす
べてのメッセージが削除されてから停止します。共有ローカル送信
キュー/受信キューの場合には、Q アプライ・プログラムがすべての
メッセージを処理するまで、Q キャプチャーは停止します。リモー
ト構成の場合、この方式を使用すると、パブリッシュされたすべて
のメッセージが、ターゲット・システムのローカル・キューにのみ
存在するようになります。この時点で、停止サイトにおいて、メッ
セージを失うことなく WebSphere MQ 停止などの保守を行えま
す。このモードの利点は、Q アプライがキューからの読み取りを実
行していない場合であっても、作動可能であるという点にあります
(ただし、フェイルオーバー・システム上にすべてのメッセージを送
達するのに十分なディスク・スペースは必要)。
captureupto と stopafter を組み合わせて指定することもできますし、単独で指定
することもできます。
タイム・スタンプは、完全なまたは部分的なタイム・スタンプ形式の Q キャプチャ
ー・サーバーのタイム・ゾーンで指定する必要があります。完全なタイム・スタン
プの形式は YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.mmmmmm です。例えば、
2010-04-10-10.35.30.555555 は、2010 年 4 月 10 日の午前 10 時 35 分 30 秒
555555 マイクロ秒を表すローカル・タイム・スタンプです。部分タイム・スタンプ
は、以下に示すいずれかの形式で指定できます。
YYYY-MM-DD-HH.MM.SS
例えば、2010-04-10-23.35.30 は、2010 年 4 月 10 日の午後 11 時 35 分 30 秒
を表す部分ローカル・タイム・スタンプです。
YYYY-MM-DD-HH.MM
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例えば、2010-04-10-13.30 は、2010 年 4 月 10 日の午後 1 時 30 分を表す部分
ローカル・タイム・スタンプです。
YYYY-MM-DD-HH
例えば、2010-04-10-01 は、2010 年 4 月 10 日の午前 1 時 00 分を表す部分
ローカル・タイム・スタンプです。
HH.MM
例えば、14:55 は、当日の午後 2 時 55 分を表す部分ローカル・タイム・
スタンプです。
HH
例えば、14 は、当日の午後 2 時を表す部分ローカル・タイム・スタンプです。
注: data_sent パラメーターを指定した場合に、別のアプリケーションが伝送キュ
ーを共有していることを Q キャプチャーが検出すると、警告メッセージを発行し、
停止します。この状況では、すべてのメッセージがキューから削除されるタイミン
グを正確に判別できないからです。
手順
指定の時点で Q キャプチャー・プログラムを停止するには、以下のいずれかの方法
を使用します。
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方法

説明

stop コマンド
(captureupto オプショ
ンまたは stopafter オ
プション (あるいはそ
の両方) を指定)

指定した時点で Q キャプチャー・プログラムを停止するには、
z/OS でこれらのパラメーターを MODIFY コマンドとともに使用す
るか、Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX システ
ム・サービスで asnqccmd コマンドとともにこれらのパラメーター
を使用します。
MODIFY
このコマンドの形式は以下のとおりです。
F Q_CAPTURE_JOBNAME,STOP
CAPTUREUPTO=timestamp|
CURRENT_TIMESTAMP|EOL
STOPAFTER=DATA_SENT|DATA_APPLIED
ここで、Q_CAPTURE_JOBNAME は Q キャプチャー・ジ
ョブの名前です。
asnqccmd
このコマンドの形式は以下のとおりです。
asnqccmd capture_server=server_name
capture_schema=schema stop
captureupto=timestamp|CURRENT_TIMESTAMP|EOL
stopafter=data_sent|data_applied
ここで、server_name は Q キャプチャー・プログラムが実
行されているデータベースまたはサブシステムの名前であ
り、schema は停止する Q キャプチャー・プログラムを示
しています。
以下の例では、制御された停止パラメーターを使用する異なる方法
が示されています。
f QCAP1,STOP CAPTUREUPTO=2010-04-05-22:30:00.000000
asnqccmd capture_server=sample capture_schema="bsn" stop
captureupto=2010-04-05-22:30:00.000000
Q キャプチャーは、2010-04-05 の 22:30:00 までに (この時刻も含
む) コミットされたすべての変更をパブリッシュします。
f QCAP1,STOP STOPAFTER=DATA_SENT
asnqccmd capture_server=sample capture_schema="bsn" stop
stopafter=data_sent
Q キャプチャーはただちにログの読み取りを停止し、プログラムが
停止する前に伝送キューまたはローカルの送受信キューにあったす
べてのメッセージが送信されるまで待機します。
f QCAP1,STOP CAPTUREUPTO=2010-04-05-22:30:00.000000
STOPAFTER=DATA_APPLIED
asnqccmd capture_server=sample capture_schema="bsn" stop
captureupto=2010-04-05-22:30:00.000000 stopafter=data_applied
Q キャプチャーは 2010-04-05 の 22:30:00 までに (この時刻も含
む) コミットされたすべての変更をパブリッシュし、停止前のその
時刻までにパブリッシュされたすべてのデータを Q アプライが適
用するまで待機します。
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方法

説明

STOP シグナル
(captureupto オプショ
ンまたは stopafter オ
プション (あるいはそ
の両方) を指定)

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを
使用して、STOP シグナルを Q キャプチャー・サーバーの
IBMQREP_SIGNAL 表に 1 つ以上の制御された停止パラメーター
を指定して挿入します。シグナルの形式は以下のとおりです。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE )
values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’STOP’,
’timestamp|CURRENT_TIMESTAMP|EOL;DATA_SENT|DATA_APPLIED’,
’P’ );
schema は停止する Q キャプチャー・プログラムを示し、timestamp
は Q キャプチャーがログの読み取りを停止し、Q キャプチャー自
体も停止する (または条件を満たした後に停止する) 時刻を指定し
ます。

Q キャプチャーが Q アプライからの応答を待機している場合、または伝送キュー
が排出するのを待機している場合、中断状態になります。その場合、以下の特性を
示します。
v 通知メッセージが発行されます。
v ログ・リーダーが中断します。
v ハートビート・メッセージは引き続き送信されます。
v 管理メッセージは引き続き処理されます。
v 統計はモニター表に継続して書き込まれます。
v Q キャプチャーは MODIFY コマンドまたは asnqccmd コマンドに引き続き応答
します。status コマンドの中断状態のレポート作成も含まれます。
中断された Q キャプチャーに割り込むには、デフォルトの stop コマンドにパラメ
ーターを指定しないで発行することが必要です。またはオペレーティング・システ
ム・シグナル (例えば、z/OS の場合には f jobname stop、Linux、UNIX、および
Windows の場合には Ctrl-C) が必要です。ログ・リーダーは中断状態にあるので、
IBMQREP_SIGNALS 表にシグナル通知して、制御されたシャットダウンを取り消す
ことはできません。

Q サブスクリプションの開始
Q キャプチャー・プログラムに対して、ソース表への変更のキャプチャーを開始し
て変更メッセージを WebSphere MQ キューに入れ始めるよう指示するには、Q サ
ブスクリプションを開始します。
このタスクについて
Q キャプチャー・プログラムがソース表からデータを複製するには、その前に、ソ
ース表を指定する Q サブスクリプションの状態が、A (アクティブ) または N (新
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規) になっている必要があります。デフォルトでは、新しく作成された Q サブスク
リプションは N 状態になっていますが、Q キャプチャー・プログラムの開始また
は再初期化時に自動的に開始されます。既存の Q サブスクリプションを開始して
A 状態にするには、以下の手順に従います。
CAPSTART シグナルを読み取るには、Q キャプチャー・プログラムが実行されて
いなければなりません。 Q サブスクリプションを開始するときに Q キャプチャ
ー・プログラムが停止している場合は、プログラムをウォーム・スタートする場合
にのみ、シグナルが処理されます。コールド・スタートする場合は、シグナルまた
はメッセージは失われます。
開始する Q サブスクリプションのいずれかで、EXPORT ユーティリティーを使用
する自動ロードを指定している場合は、ユーティリティーが Q キャプチャー・サー
バーに接続できるようにするために、Q アプライ・サーバーでパスワード・ファイ
ルを作成する必要があります。
手順
Q サブスクリプションを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行プログラム

START QSUB コマンドを使用します。例え
ば、以下のコマンドは環境を設定し、
DEPARTMENT0001 Q サブスクリプション
を開始する SQL を生成します。
ASNCLP SESSION SET
SET SERVER CAPTURE
SET CAPTURE SCHEMA
START QSUB SUBNAME
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TO Q REPLICATION;
TO DB SAMPLE;
SOURCE ASN1;
DEPARTMENT0001;

Q レプリケーション・ダッシュボード

「サブスクリプション」タブで、1 つ以上の
Q サブスクリプションを選択して「開始」を
クリックします。

レプリケーション・センター

「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウ
を使用します。このウィンドウをオープンす
るには、Q サブスクリプションのソース表が
置かれている Q キャプチャー・サーバーを
右クリックして、「管理」 > 「Q サブスク
リプション」を選択します。
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方法

説明

SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド
行ツールのいずれかを使用して、次のように
CAPSTART シグナルを Q キャプチャー・サ
ーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入しま
す。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’CAPSTART’,
’subname’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログ
ラムを示し、 subname は開始する Q サブス
クリプションの名前です。

Q サブスクリプションの停止
Q サブスクリプションを停止して、Q サブスクリプションの変更のキャプチャーを
停止するように Q キャプチャー・プログラムに指示します。停止すると、Q キャ
プチャー・プログラムを停止することなく、Q サブスクリプションのアクティビテ
ィーを削除または中断できます。
作業を始める前に
CAPSTOP シグナルを読み取るには、Q キャプチャー・プログラムが実行されてい
なければなりません。 Q サブスクリプションを停止するときに Q キャプチャー・
プログラムが停止している場合は、プログラムをウォーム・スタートする場合にの
み、シグナルが処理されます。コールド・スタートする場合は、シグナルが失われ
ます。
このタスクについて
Q サブスクリプションを停止すると、Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスク
リプションの変更のキャプチャーを停止し、IBMQREP_SUBS 表の中で状態を I (非
アクティブ) に変更します。
手順
Q サブスクリプションを停止するには、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

STOP QSUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環
境を設定し、DEPARTMENT0001 Q サブスクリプションを停止する
SQL を生成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
STOP QSUB SUBNAME DEPARTMENT0001;

Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード

「サブスクリプション」タブで、1 つ以上の Q サブスクリプショ
ンを選択して「停止」をクリックします。

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウを使用します。このウ
ンター
ィンドウをオープンするには、Q サブスクリプションのソース表が
置かれている Q キャプチャー・サーバーを右クリックして、「管
理」 > 「Q サブスクリプション」を選択します。
SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを
使用して、次のように CAPSTOP シグナルを Q キャプチャー・サ
ーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL (
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’CAPSTOP’,
’subname’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、 subname
は停止する Q サブスクリプションの名前です。

パブリケーションの開始
パブリケーションを開始すると、Q キャプチャー・プログラムはソースの変更のキ
ャプチャーを開始し、変更メッセージを WebSphere MQ キューに入れます。
作業を始める前に
v CAPSTART シグナルまたは activate subscription メッセージを読み取るに
は、Q キャプチャー・プログラムが実行されている必要があります。パブリケー
ションを開始するときに Q キャプチャー・プログラムが停止している場合は、
プログラムをウォーム・スタートする場合にのみ、シグナルまたはメッセージが
処理されます。コールド・スタートする場合は、シグナルまたはメッセージは失
われます。
v Q キャプチャー・プログラムがソース表からの変更のパブリケーションを開始す
るには、その前に、ソース表を指定するパブリケーションの状態が、A (アクティ
ブ) または N (新規) になっている必要があります。
このタスクについて
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デフォルトでは、新しく作成されたパブリケーションの状態は N (新規) になって
いますが、Q キャプチャー・プログラムの開始または再初期化時に自動的に開始さ
れます。このデフォルトを変更すると、パブリケーションを作成後に開始する必要
があります。
手順
パブリケーションを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

START PUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環境
を設定し、パブリケーション EMPLOYEE0001 を開始するための
SQL を生成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
START PUB PUBNAME EMPLOYEE0001;

レプリケーション・セ 「パブリケーションの管理」ウィンドウを使用します。このウィン
ンター
ドウをオープンするには、パブリケーションのソース表が置かれて
いる Q キャプチャー・サーバーを右クリックし、「管理」 > 「パ
ブリケーション」を選択します。
SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを
使用して、次のように CAPSTART シグナルを Q キャプチャー・
サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’CAPSTART’,
’pubname’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、pubname
は開始したいパブリケーションの名前です。

パブリケーションの停止
パブリケーションを停止することにより、パブリケーションの変更のキャプチャー
を停止するように Q キャプチャー・プログラムに指示します。停止すると、Q キ
ャプチャー・プログラムを停止することなく、パブリケーションのアクティビティ
ーを削除または中断できます。
作業を始める前に
CAPSTOP シグナルを読み取るには、Q キャプチャー・プログラムが実行されてい
なければなりません。パブリケーションを停止するときに Q キャプチャー・プログ
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ラムが停止している場合は、プログラムをウォーム・スタートする場合にのみ、シ
グナルが処理されます。コールド・スタートする場合は、シグナルが失われます。
このタスクについて
パブリケーションを停止すると、Q キャプチャー・プログラムは、パブリケーショ
ンの変更のキャプチャーを停止し、IBMQREP_SUBS 表の中で状態を I (非アクティ
ブ) に変更します。
手順
パブリケーションを停止するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

STOP PUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環境を
設定し、パブリケーション EMPLOYEE0001 を停止するための
SQL を生成します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
STOP PUB PUBNAME EMPLOYEE0001;

レプリケーション・セ 「パブリケーションの管理」ウィンドウを使用します。このウィン
ンター
ドウをオープンするには、パブリケーションのソース表が置かれて
いる Q キャプチャー・サーバーを右クリックし、「管理」 > 「パ
ブリケーション」を選択します。
SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを
使用して、次のように CAPSTOP シグナルを Q キャプチャー・サ
ーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL (
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’CAPSTOP’,
’pubname’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、pubname
は非アクティブにしたいパブリケーションの名前です。

送信キュー・レベルでの Q キャプチャー・メッセージ・アクティビティー
の管理
Q キャプチャー・メッセージ・アクティビティーは、エラーがキュー上で発生した
場合の障害を防ぐため、キューのエラーが原因で複製された表のフル・リフレッシ
ュ (新規ロード) が必要になることを防ぐため、およびパブリッシュされたイベント
の配布を保証するために、送信キュー・レベルで管理できます。
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Q キャプチャー・プログラムは、それぞれの送信キューの個別の再始動情報を保守
します。エラーまたは定期保守が理由でキューが停止した場合、Q キャプチャーは
キューが停止している間に起きた変更をやり直すことができます。この機能によ
り、使用不可の送信キューを使用するターゲット表を再ロードする必要がなくなり
ます。
さらに、1 つ以上のキューが使用不可の場合に送信キューにメッセージを引き続き
置くように、Q キャプチャー・プログラムをセットアップすることもできます。 Q
キャプチャーは、個々の送信キューにメッセージを置くことを停止するためのコマ
ンドを提供しているので、レプリケーションまたはパブリッシュを再開する準備が
できている場合に、エラーを修正したり、保守を実行したり、選択した送信キュー
を再始動したりできます。
続くセクションでは、個々の送信キューを管理できる Q キャプチャーの機能に関す
る詳細を記載しています。
v 『複数の送信キューの使用』
v

290 ページの『Q に対する送信キューのエラー・アクションの設定』

v

290 ページの『Q キャプチャーの開始時に使用不可のキューを非アクティブにし
ておく』

v

291 ページの『再始動メッセージ内の送信キュー情報』

複数の送信キューの使用
一般に、以下の 2 つの理由から、Q キャプチャーは複数の送信キューにメッセージ
を配布するように構成します。
レプリケーション・ワークロードをアプリケーションにより分割する
各アプリケーションにサービスを提供する表からの変更は、他のアプリケー
ション表の変更とは関係なく複製され、CPU および管理のオーバーヘッド
を最小化します。
データ配布
単一の Q キャプチャー・プログラムは、変更を一度だけキャプチャーし、
それらを関連するリモート・サーバーへの配布用に各送信キューに書き込み
ます。
290 ページの図 28 は、変更が 4 つの送信キュー間で分割されている単一方向レプ
リケーション・セットアップを示しており、各キューは、さまざまなアプリケーシ
ョンにサービスを提供するソース表からのアクティビティーを処理します。
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図 28. 単一の送信キューのメッセージ・アクティビティーの管理： stopq コマンドが送信キュー 2 に対して発行さ
れ、これは Q キャプチャー・プログラムに、キューにメッセージを置くことを停止するように指示します。ソースで
のアクティビティーが停止していても、アプリケーション 1、3、および 4 のレプリケーションを停止させずに、アプ
リケーション 2 の表に対する保守を実行できます。保守が完了した後には、startq コマンドを発行することができ、
Q キャプチャーはリカバリー・ログ内から送信キュー 2 のリスタート・ポイント (sendqrestartLSN) を検出し、そのポ
イントから現在アクティブである送信キューに対する変更のキャプチャーを開始します。

Q に対する送信キューのエラー・アクションの設定
単一の送信キューの障害が他のキューでのレプリケーションまたはパブリッシング
に影響を与えないようにするために、キューを指定するレプリケーションまたはパ
ブリッシング・キュー・マップに対するエラー・アクションを Q (レプリケーショ
ン・センターで「送信キューの停止 (Stop send queue)」) に設定します。このエラ
ー・アクションにより、1 つの送信キューが使用不可になっている場合 (例えばメ
ッセージ用のスペースが不足しているなど)、Q キャプチャー・プログラムはその使
用不可のキューにメッセージを置くことを停止しますが、それ以外の送信キューに
は引き続きメッセージを置きます。
使用不可の送信キューでの問題が解決した後に、startq コマンドを使用して、Q キ
ャプチャーにその送信キューを使用する Q サブスクリプションまたはパブリケーシ
ョンのリカバリー・ログの読み取りの再開と、そのキューにメッセージを置くこと
の再開を指示することができます。

Q キャプチャーの開始時に使用不可のキューを非アクティブにしてお
く
デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムは、開始時に、または Q キャプチ
ャー reinit コマンドを使用して Q キャプチャー・コントロール表からすべての
Q サブスクリプションを再ロードするときに、すべての非アクティブな送信キュー
をアクティブにします。いずれかの使用不可な送信キューを非アクティブ (I) 状態
にしておく必要がある場合は、Q キャプチャーを、startallq パラメーターを N
に設定して開始することができます。
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再始動メッセージ内の送信キュー情報
Q キャプチャーは、リカバリー・ログ内のリスタート・ポイントを追跡するため
に、その再始動キューに再始動メッセージを維持します。バージョン 9.5 フィック
スパック 3 から、メッセージには各送信キューに対する再始動情報が含まれるよう
になりました。
重要: Q キャプチャー・プログラムがバージョン 9.5 フィックスパック 3 以降で
ある場合 (z/OS では V9.5 フィックスパック 3 に相当する、PTF 適用済みのバー
ジョン 9.1)、プログラムは、古いレベルの Q キャプチャーからの再始動情報を使
用して、ウォーム・モードで開始できます。ただし、バージョン 9.5 フィックスパ
ック 3 より古い Q キャプチャー・プログラムは、新しい再始動メッセージ形式を
使用してウォーム・モードで再始動することができません。古いレベルの Q キャプ
チャーをウォーム・モードで再始動する必要がある場合、lsn および maxcmtseq パ
ラメーターを指定して、ログ内の既知のポイントから Q キャプチャーを開始する必
要があります。 Q キャプチャー診断ログからメッセージ ASN7109I を探します。
詳しくは、 263 ページの『DB2 ログの既知の時点からの Q キャプチャーの開始』
を参照してください。
さらに新しい再始動メッセージは、asnqmfmt または asnqxmfmt コマンドを使用し
てフォーマットすることができます。以下の例は、3 つの送信キュー Q1、Q2、お
よび Q3 についての再始動情報を含む再始動メッセージを示しています。
**** Descriptor for message number: 1
StrucId
MD
MsgId
414d5120535a5051544553542020202048c1cd6620004e02
CorrelId
51505542214d41494e4c494e450000000000000000000000
Version
1
Report
0
MsgType
8
Expiry
-1
Feedback
0
Encoding
273
CodedCharSetId 819
Format
COMPACT
Priority
0
Persistence
1
**** Message number: 1
**** Message size:
640
qRestartMsg for MAINLINE log reader.
qRestartMsg.capServer : QTEST
qRestartMsg.capSchema : ASN
qRestartMsg.qRestartsgSize : 640
Number of partition at restart: 1
restartLSN=0000:0000:0000:1e46:2be0 nodeId=0
qRestartMsg.lastCommitSEQ: 0000:0000:0000:0000:0000
qRestartMsg.lastCommitTime: 2008-09-11-17.22.42.287478
qRestartMsg.reuseSEQ:
0000:0000:0000:0000:0000
qRestartMsg.reuseTime:
2008-09-11-17.22.42
Number of send queues at restart: 3
[0] sendq name:
Q2
sendq activation time: 1221178963
sendq next msg seq no: 00000000000000000000000000000003
sendq lastCommitSEQ:
0000:0000:0000:0000:0000
sendq lastCommitTime:
2008-09-11-17.22.42.287478
sendq restartLSN=0000:0000:0000:1e46:2be0 nodeId=0
[1] sendq name:
Q1
sendq activation time: 1221178963
sendq next msg seq no: 00000000000000000000000000000003
sendq lastCommitSEQ:
0000:0000:0000:0000:0000
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sendq
sendq
[2] sendq
sendq
sendq
sendq
sendq
sendq

lastCommitTime:
2008-09-11-17.22.42.287478
restartLSN=0000:0000:0000:1e46:2be0 nodeId=0
name:
Q3
activation time: 1221178963
next msg seq no: 00000000000000000000000000000003
lastCommitSEQ:
0000:0000:0000:0000:0000
lastCommitTime:
2008-09-11-17.22.42.287478
restartLSN=0000:0000:0000:1e46:2be0 nodeId=0

1 つ以上の送信キューでのメッセージ・アクティビティーの開始
Q キャプチャー・プログラムに、そのキューを使用するターゲット表のフル・リフ
レッシュ (新規ロード) を実行する必要なしに、1 つ以上の非アクティブな送信キュ
ーにメッセージを置くことを再開するように指示することができます。
このタスクについて
1 つ以上の送信キューを開始できるということは、レプリケーションまたはパブリ
ッシング・キュー・マップのエラー・アクションが Q に設定されている状況では役
立ちます。この設定では、1 つ以上の他の送信キューでエラーが発生した場合に、Q
キャプチャー・プログラムに引き続きアクティブ・キューにメッセージを置くよう
に指示されます。
メッセージ・アクティビティーを 1 つ以上の送信キューで開始すると、Q キャプチ
ャーは、停止したキューのリカバリー・ログ内でリスタート・ポイントを探し、そ
れらのキューをアクティブなキューに迅速にキャッチアップさせることができま
す。キューが停止している間も Q キャプチャーは Q サブスクリプションをアクテ
ィブにしておくので、キューが開始したときにターゲット表のフル・リフレッシュ
(ロード) を実行する必要はありません。
注: Q キャプチャーは再始動キューを最新状態にしますが、Q キャプチャーは既に
アクティブであるキューの最大コミット・ポイントを越えてログを読み取るまで他
のキューにはメッセージを置かないので、総合的な待ち時間には影響が出ます。
手順
1 つ以上の送信キューを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

startq コマンド

z/OS MODIFY コマンドまたは asnqccmd コマンドを使用して、
startq を発行することができます。このコマンドにより、Q キャ
プチャー・プログラムが作業する単一の送信キューまたはすべての
キューを開始できます。
以下の例では、最初の MODIFY コマンドが、送信キュー
asn.qm1.dataq でメッセージを置くことを再開するように Q キャプ
チャーに指示します。 2 番目のコマンドはすべてのキューを再始動
します。
f myqcap,startq=asn.qm1.dataq
f myqcap,startq=all
以下のコマンドでは、同じアクションに asnqccmd を使用していま
す。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="asn"
startq="asn.qm1.dataq"
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="asn"
startq=all

Q キャプチャー・プ
ログラムの再初期化

Q キャプチャー・プログラムが startallq=y オプション (デフォ
ルト) を指定されて開始した場合、Q キャプチャー reinit コマン
ドは非アクティブな送信キューを開始します。

Q キャプチャーを開始すると、デフォルトではそれはすべての送信
Q キャプチャー・プ
ログラムの停止および キューの状態をアクティブ (A) にリセットします。さらに Q キャ
プチャーの停止および開始により、プログラムには、そのコントロ
開始
ール表からすべての Q サブスクリプションまたはパブリケーショ
ンをリフレッシュし、加えたすべての変更を検出するようにも指示
されます。
Q キャプチャーを startallq=n パラメーターを指定して開始し、
すべての使用不可の送信キューを非アクティブ (I) 状態にしておく
ことができます。
Q サブスクリプショ
ンの開始

Q サブスクリプションを開始すると、開始するその Q サブスクリ
プションが非アクティブな送信キューを使用している唯一のアクテ
ィブな Q サブスクリプションである場合には、非アクティブな送
信キューも開始されます。
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方法

説明

SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを
使用して、次のように STARTQ シグナルを Q キャプチャー・サ
ーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’STARTQ’,
’send_queue_name’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、
send_queue_name は開始する送信キューの名前です。

Q キャプチャーが 1 つ以上の送信キューでメッセージ・アクティビティーを開始す
るコマンドを受け取った場合は、以下のアクションを取ります。
v キューの状態を、IBMQREP_SENDQUEUES 表でアクティブ (A) に変更します。
v キューの再始動情報をその再始動メッセージから入手します。
v すべての送信キュー内の一番古いリスタート・ポイントでログの読み取りを再開
し、他のすべてのアクティブな送信キューにキャッチアップし、すべてのキュー
が同じリスタート・ポイントを持つまで、再始動された送信キュー上にのみメッ
セージを置きます。

1 つ以上の送信キューでのメッセージ・アクティビティーの停止
1 つ以上のキューでのレプリケーションまたはパブリッシングを一時的に停止する
ことが必要な場合、Q キャプチャー・プログラムに、選択した送信キューでメッセ
ージを置くことを停止するように指示できます。
このタスクについて
例えば、WebSphere MQ 管理用タスクの実行中に、使用不可のキューを修正する
か、またはメッセージ・アクティビティーを停止することが必要になる場合があり
ます。
メッセージ・アクティビティーを 1 つ以上の送信キューで停止しても、Q キャプチ
ャー・プログラムは引き続き、他の送信キューを使用するアクティブな Q サブスク
リプションまたはパブリケーションに対する変更を複製またはパブリッシュしま
す。キュー・エラーが起きた場合や保守が必要な場合に、選択したキューの停止
は、Q キャプチャー・プログラムの停止よりも優先することができます。
停止されたキューでメッセージを置くことを再開するように Q キャプチャーに指示
するには、startq コマンドを使用できます。 Q キャプチャーは各キューの再始動
情報を維持しているため、ターゲット表の新規ロード (フル・リフレッシュ) は、こ
の方式を使用する場合は不要です。
手順
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送信キューでメッセージ・アクティビティーを停止するには、次の方法のいずれか
を使用します。
方法

説明

stopq コマンド

z/OS MODIFY コマンドまたは asnqccmd コマンドを使用して、stopq を発行することが
できます。このコマンドにより、Q キャプチャー・プログラムが作業する単一の送信キ
ューまたはすべてのキューを停止できます。
以下の例では、最初の MODIFY コマンドが、送信キュー asn.qm1.dataq でメッセージ
を置くことを停止するように Q キャプチャーに指示します。 2 番目のコマンドは、す
べての送信キューでのアクティビティーを停止します。
F MYQCAP,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
F MYQCAP,STOPQ=ALL
以下のコマンドでは、同じアクションに asnqccmd を使用しています。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="asn"
stopq="asn.qm1.dataq"
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="asn"
stopq=all
個別キューを停止することを指定するときに、captureupto パラメーターまたは
stopafter パラメーター、あるいはその両方を指定して、メッセージをキューに入れる
のを指定時点から制御された方法で停止するよう Q キャプチャーに指示することもで
きます。
captureupto
完全または部分タイム・スタンプを使用して指定して、指定の時点までパブ
リッシュした後メッセージをキューに入れるのを停止するよう Q キャプチ
ャーに指示します。あるいは、CURRENT_TIMESTAMP を指定するか EOL
を指定して、アクティブ・ログの終わりに達したらメッセージをキューに入
れるのを停止するよう Q キャプチャーに指示することもできます。
stopafter

以下の条件のいずれかに該当した場合に Q キャプチャーがメッセージをキ
ューに入れるのを停止することを指定します。
data_applied
指定した停止時点までのすべての変更がターゲットで適用され
た。
data_sent

ターゲット・システムを指す伝送キューからすべてのメッセージ
が除去された、または Q アプライ・プログラムがすべてのメッ
セージを処理した (共有ローカル送信キュー/受信キューの場
合)。

例えば、次の MODIFY コマンドと asnqccmd コマンドは、12:00 までパブリッシュし
た後、ASN.QM1.DATAQ 送信キューにメッセージを入れるのを停止するように Q キ
ャプチャーに指示します。
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ CAPTUREUPTO=12:00
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="asn"
stopq="asn.qm1.dataq" captureupto=12:00
stopq コマンド
(続き)

以下の構文を、stopq および MODIFY とともに使用することもできます。
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
=DATA_APPLIED
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
=DATA_SENT
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
STOPAFTER=DATA_APPLIED
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
STOPAFTER=DATA_SENT
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
=DATA_APPLIED
F QCAP1,STOPQ=ASN.QM1.DATAQ
STOPAFTER=DATA_SENT

CAPTUREUPTO=EOL
CAPTUREUPTO=CURRENT_TIMESTAMP
STOPAFTER=DATA_APPLIED
STOPAFTER=DATA_SENT
CAPTUREUPTO=EOL STOPAFTER
CAPTUREUPTO=EOL STOPAFTER
CAPTUREUPTO=CURRENT_TIMESTAMP
CAPTUREUPTO=CURRENT_TIMESTAMP
CAPTUREUPTO=12:00 STOPAFTER
CAPTUREUPTO=12:00
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方法

説明

SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールのいずれかを使用して、次のよう
に STOPQ シグナルを Q キャプチャー・サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入し
ます。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’STOPQ’,
’send_queue_name’,
’P’ );
ここで、schema は Q キャプチャー・プログラムを示し、send_queue_name は停止する
送信キューの名前です。

Q キャプチャー・プログラムは、コマンドを受け取った後に、以下のアクションを
取ります。
v 停止された送信キューと関連しているすべてのアクティブな Q サブスクリプシ
ョンまたはパブリケーションに対する変更のパブリッシングを停止します。
v アクティブな送信キューではメッセージを置くことを続行します。
v 停止されたキューの状態を、IBMQREP_SENDQUEUES 表で非アクティブ (I) に
変更します。
v 停止したすべての送信キューに対する再始動メッセージ内の再始動情報の更新を
停止します。
すべての送信キューが停止した場合、Q キャプチャー・プログラムは CAPSTART
などのシグナルについてのログの読み取りと、モニター表への挿入を続行し、コマ
ンドを待機します。
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第 16 章 Q アプライ・プログラムの操作
Q アプライ・プログラムは、ソース表からトランザクションを含むメッセージを読
み取り、それらのメッセージを Q サブスクリプションが定義するターゲットに適用
します。レプリケーション・センター、システム・コマンド、およびシステム・サ
ービスを使用して Q アプライ・プログラムを操作し、いくつかの方法で Q アプラ
イ操作パラメーターを変更することができます。

Q アプライ・プログラムの開始
Q アプライ・プログラムを開始すると、トランザクション・メッセージのキューか
らの読み取りと、ターゲット表またはストアード・プロシージャーへのトランザク
ションの適用が開始されます。
作業を始める前に
v Q アプライ・プログラムをリモート・ワークステーションから開始する場合は、
Q アプライ・サーバーに対する接続を構成します。
v WebSphere MQ キュー・マネージャー、キュー、および他の必要なオブジェクト
を作成して構成します。
v Q レプリケーション・オブジェクトおよび WebSphere MQ オブジェクト用の許
可を持っていることを確認します。
v Q アプライ・コントロール表を作成します。
v Q アプライ・プログラムと連動するように、ターゲット・データベースまたはサ
ブシステムを構成します。
v Q サブスクリプションが、EXPORT ユーティリティーを使用する自動ロードを指
定している場合は、Q アプライが Q キャプチャー・サーバーに接続できるよう
にパスワード・ファイルを作成します。
このタスクについて
Q アプライ・プログラムを開始すると、開始パラメーターを指定でき、次のいずれ
かの処置を取るまで、プログラムは新しい値を使用します。
v プログラムの実行中にパラメーター値を変更する。
v プログラムを停止してから再始動する。これにより、プログラムは
IBMQREP_APPLYPARMS 表を読み取り、そこに保管されている値を使用するよ
うに指示されます。
手順
Q アプライ・プログラムを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
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方法

説明

z/OS コンソールまた
は TSO

z/OS では、JCL を使用して、またはシステム開始タスクとして、Q
アプライ・プログラムを開始することができます。 JCL で Q アプ
ライ・プログラムを開始する場合は、新しい呼び出しパラメーター
を指定できます。
z/OS では、PARMS= フィールドに指定できるパラメーターの合計
長に対して 100 バイトの制限があります。 この制限を乗り越える
ため、レプリケーション・プログラムでは現在 SYSIN データ・セ
ットに追加のパラメーターを必要なだけ指定できるようになってい
ます。
呼び出し JCL に SYSIN DD ステートメントが含まれる場合、Q
アプライ・プログラムは、SYSIN データ・セットの指定内容を
PARMS= パラメーターに自動的に連結します。 SYSIN データ・セ
ットでは Q アプライ・パラメーターだけを指定できます。 LE パ
ラメーターは PARMS= フィールドで指定するか、LE
_CEE_ENVFILE=DD で指定し、スラッシュ (/) をそれに続ける必要
があります。
例:
//* asterisk indicates a comment line
// QAPP EXEC PGM=ASNQAPP,PARMS=’LE/Q Apply parameters’
//* Parameters can be any or no LE parameters and any or
//* no Q Apply parameters
//SYSIN DD *
//* additional Q Apply parameters, one or more
//* parameters on each line
APPLY_SERVER=DSN!! APPLY_SCHEMA=APPCAT
DEBUG=Y LOGSTDOUT=N

asnqapp コマンド

コマンド行から asnqapp コマンドを使用して、Q アプライ・プロ
グラムを開始します。オプションで、次の開始パラメーターを指定
できます。
asnqapp apply_server=server_name
apply_schema=schema
parameters
ここで、server_name は Q アプライ・コントロール表が定義されて
おり、Q アプライ・プログラムがターゲットに変更を適用するデー
タベースまたはサブシステムの名前であり、schema は開始したい
Q アプライ・プログラムを示し、parameters は開始時に指定できる
1 つ以上のパラメーターです。

Windows サービス

Windows オペレーティング・システム上でレプリケーション・サー
ビスを作成して、システムの始動時に Q アプライ・プログラムを
自動的に開始できます。

次の方法のいずれかを使用して、Q アプライ・プログラムが開始したかどうかを確
認できます。
v Q アプライ診断ログ・ファイル (z/OS の場合は
apply_server.apply_schema.QAPP.log。Linux、UNIX、および Windows の場合
は db2instance.apply_server.apply_schema.QAPP.log。) の中に、プログラムが
変更をキャプチャーしていることを示すメッセージがないかどうかを調べる。
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v IBMQREP_APPLYTRACE 表の中に、プログラムが変更をキャプチャーしている
ことを示すメッセージがないかどうかを調べる。
v

バッチ・モードで実行している場合は、z/OS コンソールまた
は z/OS ジョブ・ログの中に、プログラムが開始したことを示すメッセージがな
いかどうかを調べる。

v レプリケーション・センターの「Q アプライ・メッセージ」ウィンドウを使用し
て、プログラムが開始したことを示すメッセージを確認する。このウィンドウを
オープンするには、メッセージを表示したい Q アプライ・プログラムが含まれ
ている Q アプライ・サーバーを右マウス・ボタンでクリックして、「レポー
ト」 > 「Q アプライ・メッセージ」を選択します。

Q アプライ・パラメーターの変更
Q アプライの操作パラメーターは、プログラム開始時、プログラムの実行中、また
は IBMQREP_APPLYPARMS コントロール表の更新によって変更できます。
パラメーター変更の 3 つの別々の方法の簡潔な説明と、これらの違いを明確にする
例については、 270 ページの『Q キャプチャー操作パラメーターの変更方法』 を参
照してください。方法は、Q アプライ・プログラムの場合と同じです。

Q アプライ・プログラムの実行中のパラメーターの変更
Q アプライ・プログラムは、トランザクションをターゲットに適用している間に
も、その振る舞いを変更することができます。 Q アプライ・プログラムは、新しい
設定をほとんど即時に使用し始めますが、変更は IBMQREP_APPLYPARMS コント
ロール表には保管されません。 Q アプライ・プログラムを停止して再始動すると、
コントロール表に保管された値が使用されます。
このタスクについて
プログラムの実行中に、以下の Q アプライ・パラメーターを変更できます。
v autostop
v logreuse
v logstdout
v monitor_interval
v monitor_limit
v prune_interval
v term
v trace_limit
v deadlock_retries
手順
Q アプライ・プログラムの実行中に動的にパラメーターを変更するには、chgparms
パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または asnqacmd コマンド
(Linux、UNIX、Windows、および UNIX System Services for z/OS) で使用します。
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MODIFY
f myqapp,chgparms parameter=value

ここで myqapp は Q アプライ・ジョブ名です。
asnqacmd
asnqccmd apply_server=server
apply_schema=schema
chgparms parameters

ここで、server は Q アプライ・サーバーの名前であり、schema は実行中
の Q アプライ・プログラムを示し、parameters は変更する 1 つ以上のパ
ラメーターです。
コマンドがユーザーによって発行された時刻と、Q アプライ・プログラムがその操
作を変更するまでの間に、1、2 秒の遅延が発生する可能性があります。

IBMQREP_APPLYPARMS 表に保存されている Q アプライ・パ
ラメーターの変更
Q アプライ・プログラムは、その操作パラメーターを IBMQREP_APPLYPARMS コ
ントロール表に保管します。プログラムの開始時または実行中に、これらの保管さ
れたパラメーターをオーバーライドする場合は、変更はメモリー内のみにとどまり
ます。次に Q アプライ・プログラムを開始すると、コントロール表に保管された値
が使用されます。保管されたパラメーター値を変更するには、コントロール表を更
新する必要があります。
このタスクについて
IBMQREP_APPLYPARMS 表の内容は単一の行です。この表に行がない場合、また
は複数の行が入っている場合、Q アプライ・プログラムは実行しません。
1 つ以上の保管済みパラメーター値を変更する場合は、IBMQREP_APPLYPARMS
表の個々の列を更新することができます。 Q アプライ・プログラムは始動時にこの
表を読み取るので、変更を有効にするには、プログラムを停止してから再始動する
必要があります。
手順
IBMQREP_APPLYPARMS 表で Q アプライ・プログラム用の保管済みパラメーター
を変更するには、以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
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オプション

説明

Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード

「プログラム」タブの「プロパティー」をクリックし、「プログラ
ム」フィールドから Q アプライ・サーバーを選択して、保存済み
の値を表示または変更します。
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オプション

説明

SQL

コマンド・プロンプトまたは DB2 コマンド行ツールの 1 つから、
IBMQREP_APPLYPARMS 表に SQL UPDATE ステートメントを発
行します。例えば、prune_interval および deadlock_retries のデフォ
ルトを変更するには、次のようにします。
update schema_name.ibmqrep_applyparms
set prune_interval=600,
deadlock_retries=10
schema は、変更する保管済みパラメーター値を持つ Q アプライ・
プログラムを識別します。

レプリケーション・セ 「パラメーターの変更」-「保管」ウィンドウを使用して、
ンター
IBMQREP_APPLYPARMS 表の値を表示または変更します。ウィン
ドウをオープンするには、表示または変更する保管済みパラメータ
ーを持つ Q アプライ・プログラムがある Q アプライ・サーバーを
右クリックし、「パラメーターの変更」 > 「保管」を選択します。
注: バージョン 10.1 以降、すべての新規 Q アプライ・パラメータ
ーがレプリケーション・センターに追加されたというわけではあり
ません。すべてのパラメーターを表示するには、Q レプリケーショ
ン・ダッシュボードを使用してください。

Q アプライ・プログラムの停止
レプリケーション・センターまたはシステム・コマンドを使用して、Q アプライ・
プログラムを停止できます。
このタスクについて
Q アプライ・プログラムを停止すると、次のアクションがとられます。
v すべての受信キューからのメッセージの読み取りを停止する
v ターゲットに部分的に適用されているがコミットされていないトランザクション
をロールバックする
v 通常の方法でシャットダウンする
Q アプライ・プログラムが停止しても、受信キューでは、実行中の Q キャプチャ
ー・プログラムからのメッセージの収集が継続します。 Q アプライ・プログラムを
再び開始すると、これらのメッセージの読み取りが開始され、ロールバックされた
トランザクションを含むメッセージが再び読み取られます。プログラムは、ターゲ
ットへのトランザクションの適用に戻ります。トランザクションは 1 回だけ適用さ
れ、複製されたデータが失われることはありません。
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重要:
v ターゲット表のロード中に Q アプライ・プログラムを停止する場合は、Q アプ
ライ・プログラムが再び開始して表がロードされるまで、ターゲット表を更新す
ることをどのアプリケーションにも許可しない。プログラムを再始動すると、タ
ーゲット表の内容が削除され、再び表がロードされます。 Q アプライ・プログ
ラムの停止中にターゲット表に加えられた更新は失われます。
v ロード・プロセス中に、Q アプライ・プログラムは、ターゲット表に対する参照
整合性制約を除去する。これらの制約は、プログラムが再び開始して表がロード
されるまで再適用されません。 Q アプライ・プログラムの停止中ターゲット表
に加えられた更新は、参照整合性のチェックが行われません。
Q アプライ・プログラムでの単一の受信キューからのメッセージの読み取りを停止
したい場合は、asnqacmd stopq コマンドを使用します。
手順
Q アプライ・プログラムを停止するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

stop パラメーター

このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqacmd コ
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、Q アプライ・プログラムを停止し
ます。
MODIFY
f myqapp,stop
ここで myqapp は Q アプライ・ジョブ名です。
asnqacmd
asnqacmd apply_server=server_name
apply_schema=schema stop
ここで server_name は Q アプライ・プログラムが実行さ
れているデータベースまたはサブシステムの名前、schema
は停止する Q アプライ・プログラムを示します。

Windows サービス

Windows オペレーティング・システムで DB2 レプリケーション・
サービスを作成し、Windows Service Control Manager または net
stop コマンドを使用して、Q アプライ・プログラムを停止できま
す。

受信キュー上のメッセージ処理の停止
stopq パラメーターまたはレプリケーション・センターを使用すると、受信キュー
のメッセージ処理を停止するように Q アプライ・プログラムに指示できます。
作業を始める前に
v Q アプライ・プログラムが実行されていなければならない。
v 受信キューが A (アクティブ) 状態になっていなければならない。
このタスクについて
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あるキューで処理を停止すると、次のようになります。
v Q アプライ・プログラムは、他の受信キューからのトランザクションの適用を継
続する。
v このキューを使用する Q サブスクリプションがアクティブの場合は、処理を停
止した受信キューへのメッセージの到着が継続する。
受信キューでメッセージの処理を再開することができ、メッセージが失われること
はありません。
受信キュー上でのメッセージ処理を停止すると、Q アプライ・プログラムは
IBMQREP_RECVQUEUES 表でキューの状態を I (非アクティブ) に変更します。 Q
アプライ・プログラムを停止してから再開しても、asnqacmd startq コマンドを発
行した場合にのみ、キューからの読み取りが再開されます。
受信キューでメッセージの処理を停止すると、Q アプライ・プログラムは、メモリ
ー内のトランザクションをキューから適用することを終了します。 Q アプライ・プ
ログラムは、ターゲットに部分的に適用されたトランザクションをロールバックし
ます。ロールバックされたトランザクションは、Q アプライ・プログラムの次回の
開始時に処理されます。データの消失はありません。
手順
受信キューでのメッセージ処理を停止するには、以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
方法

説明

stopq パラメーター

このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqacmd コ
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、受信キューのメッセージ処理を停
止します。
MODIFY
f myqapp,stopq
ここで myqapp は Q アプライ・ジョブ名です。
asnqacmd
asnqacmd apply_server=server_name
apply_schema=schema stopq
ここで server_name は Q アプライ・プログラムが実行さ
れているデータベースまたはサブシステムの名前、schema
はメッセージ処理を停止する対象となる Q アプライ・プ
ログラムを示します。

レプリケーション・セ 「受信キューの管理」ウィンドウを使用します。このウィンドウを
ンター
オープンするには、受信キューが置かれている Q アプライ・サー
バーを右クリックして、「管理」 > 「受信キュー」を選択します。

Q アプライ・プログラムがキューからのメッセージの読み取りを停止したことを確
認するには、次のようにします。
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v 「受信キューの管理」ウィンドウを使用して、キューの状態が I (非アクティブ)
に変わっているかどうかを確認する。
v Q アプライ診断ログ・ファイルから、キューの処理が停止したことを示すメッセ
ージがないかどうかをチェックする。
v IBMQREP_RECVQUEUES コントロール表を調べて、STATE 列でキューの状態が
I (非アクティブ) に変わっているかどうかを確認する。
SELECT RECVQ, STATE FROM schema.IBMQREP_RECVQUEUES
WHERE RECVQ = ’receive_queue_name’;

受信キュー上のメッセージ処理の開始
レプリケーション・センターまたはコマンドを使用して、受信キュー上のメッセー
ジの処理を開始するように Q アプライ・プログラムに指示できます。
作業を始める前に
v Q アプライ・プログラムが実行されていなければならない。
v 受信キューが I (非アクティブ) 状態になっていなければならない。
このタスクについて
次のような理由で、受信キュー上のメッセージの処理を開始するように Q アプラ
イ・プログラムに指示することが必要になる場合があります。
v ターゲットで競合、SQL エラー、または永続デッドロックが発生し、Q アプラ
イ・プログラムの受信キューからの読み取りの停止を求めるプロンプトが出され
た。
v 受信キューからのメッセージの処理を停止するように Q アプライ・プログラム
に指示した。
注: レプリケーション・センターまたは startallq 呼び出しパラメーターを使用す
ることにより、Q アプライ・プログラムの開始時にキューが非アクティブ (I) 状態
であっても、すべての受信キューからの読み取りを開始するようにプログラムに指
示できます。
手順
受信キューでのメッセージ処理を開始するには、以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
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方法

説明

startq パラメーター

このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqacmd コ
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、受信キューのメッセージ処理を開
始します。
MODIFY
f myqapp,startq
ここで myqapp は Q アプライ・ジョブ名です。
asnqacmd
asnqacmd apply_server=server_name
apply_schema=schema startq
ここで server_name は Q アプライ・プログラムが実行さ
れているデータベースまたはサブシステムの名前、schema
はメッセージ処理を開始する対象となる Q アプライ・プ
ログラムを示します。

レプリケーション・セ 「受信キューの管理」ウィンドウを使用します。このウィンドウを
ンター
オープンするには、受信キューが置かれている Q アプライ・サー
バーを右クリックして、「管理」 > 「受信キュー」を選択します。

Q アプライ・プログラムがキューからのメッセージの読み取りを開始したことを確
認するには、次のようにします。
v 「受信キューの管理」ウィンドウを使用して、キューの状態が A (アクティブ)
に変わっているかどうかを確認する。
v Q アプライ診断ログ・ファイルから、キューで処理が開始したことを示すメッセ
ージがないかどうかチェックする。
v IBMQREP_RECVQUEUES コントロール表を調べて、STATE 列でキューの状態が
A (アクティブ) に変わっているかどうかを確認する。
SELECT RECVQ, STATE FROM schema.IBMQREP_RECVQUEUES
WHERE RECVQ = ’receive_queue_name’;

Q アプライ・プログラムにトランザクションを無視するように指示する
トランザクションを無視するよう、Q アプライ・プログラムに指示することができ
ます。これらのトランザクションは受信キューから取り出されますが、ターゲット
表には適用されません。
このタスクについて
1 つ以上のトランザクションを無視するには、Q アプライ・プログラムを開始する
ときに asnqapp コマンド・パラメーターを使用します。また、startq コマンドを
使って受信キューを開始するときに 1 つ以上のトランザクションを受信キューで無
視するよう指定することもできます。
プログラムがトランザクションを適用しないようにすることは、計画外の状況で役
立ちます。例えば、以下のような場合があります。
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v Q アプライがトランザクションの行を適用する際にエラーを受け取ってシャット
ダウンした (または受信キューからの読み取りを停止した) 場合。始動時には、エ
ラー状態にあるトランザクション全体を Q アプライでスキップするのが適切か
もしれません。
v 災害時回復状態からのフェイルオーバーの後、フェイルオーバー・ノードからフ
ォールバック・ノードまでの受信キュー上の一連のトランザクションをスキップ
するのが望ましい場合があります。
v 多数の DELETE 操作が複製され、Q アプライの処理が遅くなるような場合。タ
ーゲット表から行を削除する必要がない場合には、削除された行を含むトランザ
クションをスキップすると、全体のパフォーマンスが改善される可能性がありま
す。
また、トランザクションを無視するよう Q キャプチャー・プログラムに指示するこ
ともできます。複製する必要のないトランザクションをあらかじめ判別できる場合
には、このアクションはより一般的に行われます。
注: ソース・サーバーでコミットされたトランザクションを無視すると、通常、ソ
ースとターゲットの表の間で相違が生じます。表を同期するために他のアクション
を実行する必要があるかもしれません。
制約事項
ターゲットでトランザクションを無視する機能は、クラシック・レプリケーショ
ン・ソースではサポートされません。
手順
トランザクションを無視するよう Q アプライ・プログラムに指示するには、次のい
ずれかの方法を使用します。
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状況

方法

プログラム開始時

skiptrans パラメーターを指定して asnqapp コマンドを使用することにより、初期化
時に 1 つ以上の受信キューからの 1 つ以上のトランザクションを適用しないよう Q
アプライに指示できます。コマンドの形式は以下のとおりです。
asnqapp apply_server=server apply_schema=schema
skiptrans=receive queue name;transaction_ID
transaction_ID は、asnqmfmt コマンド出力の qTransMsgHeader.uow_id 項目の中 (受信
キューの場合)、または IBMQREP_EXCEPTIONS 表の SRC_TRANS_ID 列 (エラー状
態のトランザクションを無視する必要がある場合) にあります。 ID は、次のような形
式の 10 バイト 16 進数の ID です。

0000:xxxx:xxxx:xxxx:mmmm
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション ID、mmmm はデータ共用メン
バー ID です。メンバー ID は、LOGP 出力内にあるログ・レコード・ヘ
ッダーの末尾の 2 バイトにあります。データ共用が有効になっていない場
合、メンバー ID は 0000 です。
例えば以下の JCL は、メンバー ID に 0001 を指定して、データ共用環境
で 1 つのトランザクションを無視することを指定します。
//QAPP EXEC PGM=ASNQAPP,
//PARM=’/APPLY_SERVER=DSN1 APPLY_SCHEMA=APPCAT
//SKIPTRANS=Q1;0000:1171:12c3:0890:0001
上記の構文が、許容されるコマンド行の限度を超える場合には、スキップす
るトランザクションを指定するために SYSIN データ・セットを使用するこ
ともできます。以下の Q アプライ・ジョブ用のサンプル DD ステートメン
トは、キュー Q1 上の 1 つのトランザクションと、キュー Q3 上のトラン
ザクション範囲を無視するよう指定します。
//SYSIN DD *
SKIPTRANS=Q1;0000:1171:12c3:0890:000,
Q3;0000:0000:0000:79bc:0000-0000:0000:0000:79fc:0000

nnnn:0000:xxxx:xxxx:xxxx
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション ID、nnnn はパーティション・
データベースのパーティション ID です (非パーティション・データベース
の場合、この値は 0000 です)。
例えば、以下のコマンドは、非パーティション・データベースで 1 つのト
ランザクションを無視することを指定します。
asnqapp capture_server=target
apply_schema=ASN
skiptrans="recvq1;0000:0000:0000:0000:BE97"
また、例えば次のようにトランザクション ID をハイフンで区切ることにより、トラン
ザクションの範囲をスキップするよう指定することもできます。
skiptrans=
"Q1;0000:0000:0000:0000:51b0-0000:0000:0000:0000:51g0"
受信キューの開始時

asnqacmd または MODIFY コマンドの startq パラメーターを使って受信キューを開始
するときに skiptrans パラメーターを指定すると、開始される受信キューから 1 つま
たは一連のトランザクションをスキップします。 asnqacmd のコマンド形式は次のとお
りです。
asnqacmd apply_server=server apply_schema=schema
startq=queue_name;skiptrans="transaction_ID"
例えば以下のコマンドは、受信キュー Q1 の 1 つのトランザクションを無視するよう
Q アプライに指示します。
asnqacmd apply_server=target apply_schema=ASN
startq=Q1;skiptrans="0000:0000:0000:0000:51a1"
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1 つまたは複数のトランザクションが正常に無視された場合、Q アプライ・プログ
ラムはメッセージ ASN7670I または ASN7671I をログおよび
IBMQREP_APPLYTRACE 表に発行します。
ターゲット表のロードについての注記: skiptrans パラメーターを使って Q アプラ
イを開始する場合、(Q アプライによって実行される) ターゲット表の自動ロードに
含まれるトランザクションもまた、適用されません。手動ロードを指定した場合に
は、受信キュー外部のロード操作の一部分として、これらのトランザクションがタ
ーゲット表に適用できる場合があります。必要に応じて、これらの行をターゲット
から手動で削除する必要があるかもしれません。
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Q サブスクリプション、レプリケーション・キュー・マップなどのレプリケーショ
ン・オブジェクトのプロパティーを定義した後にそれらのプロパティーを変更する
ことができます。これはほとんどの場合、レプリケーションを停止せずに行えま
す。

単一方向 Q サブスクリプションのプロパティーの変更
レプリケーションを停止せずに Q サブスクリプションのプロパティーを変更するこ
とができます。まず変更を行います。次に単一の Q サブスクリプションを再初期化
します。複数の Q サブスクリプションを変更する場合には、Q キャプチャー・プ
ログラムを再初期化します。
制約事項
Q サブスクリプションのすべてのプロパティーを変更できるわけではありません。
v 変更するために ASNCLP コマンド行プログラムを使用している場合、どのプロ
パティーを変更できるかを確認するため、単一方向レプリケーション用の
ALTER QSUB コマンドの構文を確認します。
v レプリケーション・センターでは、変更できないプロパティーは「Q サブスクリ
プションのプロパティー」ノートブックで制御が使用できないようになっていま
す。
このタスクについて
Q キャプチャー・プログラムを再初期化する場合、このアクションにより、Q キャ
プチャー・スキーマ内で定義されている、すべてのパブリケーションの再初期化も
行われます。Q キャプチャー・プログラムの再初期化には、システム・リソースも
さらに必要になります。
プロパティーを変更しなければならない単一方向 Q サブスクリプションが 1 つか
2 つだけの場合、一度に 1 つの Q サブスクリプションを再初期化することによ
り、リソースの点でコストを減らすことができます。
手順
レプリケーションを停止せずに単一方向 Q サブスクリプションのプロパティーを変
更するには、以下のようにします。
1. 1 つ以上の Q サブスクリプションを変更します。以下のいずれかの方法を使用
します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

ALTER QSUB コマンドを使用します。例えば、以下に示すコマン
ドは、環境を設定して、SAMPLE サーバーでの単一方向
EMPLOYEE0001 Q サブスクリプションを変更します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET RUN SCRIPT NOW STOP ON SQL ERROR ON;
SET SERVER CAPTURE TO SAMPLE;
SET SERVER TARGET TO TARGET;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
SET APPLY SCHEMA ASN1;
ALTER QSUB EMPLOYEE0001 REPLQMAP SAMPLE_ASN1_TO_TARGETDB_ASN1
USING OPTIONS ALL CHANGED ROWS N HAS LOAD PHASE I
SUPPRESS DELETES N CONFLICT ACTION F;

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションのプロパティー」ノートブックを使用しま
ンター
す。このノートブックをオープンするには、Q サブスクリプション
を右クリックして、「プロパティー」を選択します。

2. 単一の Q サブスクリプションを変更する場合、Q サブスクリプションを再初期
化します。以下のいずれかの方法を使用します。
方法

説明

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの管理」ウィンドウを使用します。このウ
ンター
ィンドウをオープンするには、Q サブスクリプションのソース表が
置かれている Q キャプチャー・サーバーを右クリックして、「管
理」 > 「Q サブスクリプション」を選択します。
SQL

次のように、Q キャプチャー・サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表
に REINIT_SUB シグナルを挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’REINIT_SUB’,
’subname’,
’P’ );
ここで、schema は Q サブスクリプションを処理する Q キャプチ
ャー・プログラムを示し、subname は再初期化する Q サブスクリ
プションの名前です。

3. 複数の Q サブスクリプションを変更する場合、Q キャプチャー・プログラムを
再初期化します。以下のいずれかの方法を使用します。
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方法

説明

reinit パラメーター

このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または asnqccmd コ
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、1 つの Q キャプチャー・スキー
マに関するすべての Q サブスクリプションを再初期化します。
MODIFY
f myqcap,reinit
ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server_name
capture_schema=schema reinit
ここで、server_name は Q キャプチャー・プログラムが実
行されているデータベースまたはサブシステムの名前であ
り、schema はすべての Q サブスクリプションを再初期化
する Q キャプチャー・プログラムを示しています。

レプリケーション・セ 「Q キャプチャーの再初期化」ウィンドウを使用します。このウィ
ンター
ンドウをオープンするには、再初期化する Q キャプチャー・プロ
グラムが含まれている Q キャプチャー・サーバーを右クリックし
て、「Q キャプチャー・プログラムの再初期化」を選択します。

既存の列を Q サブスクリプションに追加する (単一方向レプリケーション)
レプリケーション・プログラムの実行中に、ソース表の既存の列を単一方向の Q サ
ブスクリプションに追加することができます。列が既存ではなく、ご使用のサーバ
ーがバージョン 10.1 以降である場合は、これとは別の手順を使用してください。
作業を始める前に
v 列を追加する Q サブスクリプションは、A (アクティブ) 状態でなければなりま
せん。
v

列のデータ・タイプが LONG VARCHAR または GRAPHIC
である場合、ソース・データベースまたはサブシステムは、DATA CAPTURE
CHANGES INCLUDE VARCHAR COLUMNS で構成されなければなりません。

制約事項
v 追加する列は NULL 可能か、または NOT NULL WITH DEFAULT として定義
されなければなりません。
v デフォルト値が入っている列を追加する場合、新規列の複製を始める前にソース
表に対して REORG ユーティリティーを実行する必要があります。詳しくは、
DB2 for z/OS ターゲット表に列を追加する際の CHECKFAILED エラーの回避を
参照してください。
v commit_interval パラメーターに指定されているように、Q キャプチャーの 1
回のコミット・インターバル内に 20 個を超える列を追加することはできませ
ん。
v フェデレーテッド・ターゲット: 既存の Q サブスクリプションに列を追加するに
は、ADDCOL シグナルを使用できますが、ニックネームに列を追加することはで
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きないため、Q サブスクリプションをドロップし、ターゲット表を変更した後で
Q サブスクリプションを再作成する必要があります。
このタスクについて
バージョン 10.1 以降の場合: 関係するサーバーが、「z/OS」と「Linux、UNIX、お
よび Windows」の両方でバージョン 10.1 以降である場合は、新しい列をソース表
に追加するときにこの手順を使用する必要はありません。IBMQREP_SUBS 表の
REPL_ADDCOL 列の値が Y (はい) に設定されている場合、表に新しい列を追加す
ると、それらの列は Q サブスクリプションに自動的に追加され、ターゲット表にま
だそれらの列が存在しない場合にはターゲット表にも追加されます。このように設
定するには、ASNCLP CREATE QSUB コマンドで REPLICATE ADD COLUMN
YES を指定するか、レプリケーション・センターで Q サブスクリプションのプロ
パティーを作成または変更する時に「ソース表に追加された新しい列を自動的に複
製」チェック・ボックスをクリックします。詳しくは、以下のトピックを参照して
ください。
v

ADD COLUMN および SET DATA TYPE 操作のレプリケー
ションを使用可能にする

v

147 ページの『新たに追加された列のソース表からの自動レプリケーションを使
用可能にする』

Q キャプチャー・サーバーでシグナルを挿入すると、ターゲット表にまだ列を追加
していない場合は自動的に列が追加されます。複数の列を Q サブスクリプションに
追加する場合、新しい列ごとに 1 つのシグナルを挿入します。単一トランザクショ
ンに複数の列を追加できます。シグナルを挿入するときに Q キャプチャー・プログ
ラムを停止できます。プログラムは、再始動したときにそのシグナルをログから読
み取ります。
レプリケーション・プログラムが自動的に新しい列をターゲット表に追加するよう
にすると、それらの列は確実にソースの列に一致します。列は、ソース表にあるマ
ッチング列と同じデータ・タイプ、ヌル特性、およびデフォルト値を使用してター
ゲット表に追加されます。ASNCLP コマンド行プログラムで ADD COLUMN コマ
ンドを使用するか、ADDCOL シグナルを使用する場合は、ターゲット列に異なる名
前を指定できます。
手順
列を単一方向 Q サブスクリプションに追加するには、次の方法のいずれかを使用し
ます。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム。

ALTER ADD COLUMN コマンドを使用します。例えば次のコマン
ドは、列 BONUS を DEPARTMENT0001 Q サブスクリプションに
追加します。
ALTER ADD COLUMN USING SIGNAL (BONUS)
QSUB DEPARTMENT0001
USING REPQMAP SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN;

Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード
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「Subscriptions」タブで、表から Q サブスクリプションを選択し、
「Actions」 > 「Add Columns」をクリックします。
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方法

説明

SQL

以下のようにコマンド・プロンプトまたはいずれかの DB2 コマン
ド行ツールを使用して、 ADDCOL シグナルを Q キャプチャー・
サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。以下に例を示し
ます。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’ADDCOL’,
’subname;column_name;before_column_name;
target_column_name’,
’P’ );
schema
列を追加する Q サブスクリプションを処理する、Q キャプチ
ャー・プログラムを示します。
subname;column_name;before_column_name;target_column_name
列を追加する Q サブスクリプションの名前および追加する列
の名前 (セミコロンで区切ります)。これらの名前には大/小文字
の区別があり、大/小文字をそのまま保持するための二重引用符
は必要ありません。以下の例に従ってください。
ソース表の列を Q サブスクリプションとターゲット表に追加
する
QSUB1;COL10
列とその列の変更前イメージを追加する (CCD ターゲット表に
対して) QSUB1;COL10;XCOL10
列を、変更前イメージなしで、異なるターゲット列名を使用し
て追加する
QSUB1;COL10;;TRGCOL10 (2 つのセミコロン (;;) 使用し
て、変更前イメージ列を省略していることを示しま
す。)

シグナルが処理されてから、Q キャプチャー・プログラムは新しい列を含むログ・
データを読み取った時点で、その列への変更のキャプチャーを開始します。
ADDCOL シグナルの挿入のコミット後にコミットされた列への変更が、ターゲット
表の新しい列へ複製されます。新しい列が追加されるよりも前からターゲット表に
存在していた行には、新しい列に対して NULL またはデフォルト値が入れられま
す。
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既存の列を Q サブスクリプションに追加する (双方向またはピアツーピ
ア・レプリケーション)
レプリケーション・プログラムの実行中に、ソース表の既存の列を Q サブスクリプ
ションに双方向またはピアツーピアで追加することができます。列が既存ではな
く、ご使用のサーバーがバージョン 10.1 以降である場合は、これとは別の手順を使
用してください。
作業を始める前に
v 表を指定する Q サブスクリプションは、すべてのサーバーにおいて A (アクテ
ィブ) 状態でなければなりません。
v

列のデータ・タイプが LONG VARCHAR または GRAPHIC
である場合、ソース・データベースまたはサブシステムは、DATA CAPTURE
CHANGES INCLUDE VARCHAR COLUMNS で構成されなければなりません。

制約事項
v 追加するすべての列は NULL 可能か、または NOT NULL WITH DEFAULT と
して定義されなければなりません。
v デフォルト値が入っている列を追加する場合、新規列の複製を始める前にソース
表に対して REORG ユーティリティーを実行する必要があります。詳しくは、
DB2 for z/OS ターゲット表に列を追加する際の CHECKFAILED エラーの回避を
参照してください。
v 新規に追加された列のデフォルト値は、その列の ADDCOL シグナルが処理され
るまで変更できません。
v commit_interval パラメーターに指定されているように、Q キャプチャーの 1
回のコミット・インターバル内に 20 個を超える列を追加することはできませ
ん。
このタスクについて
バージョン 10.1 以降の場合: 関係するサーバーが、「z/OS」と「Linux、UNIX、お
よび Windows」の両方でバージョン 10.1 以降である場合は、新しい列をソース表
に追加するときにこの手順を使用する必要はありません。IBMQREP_SUBS 表の
REPL_ADDCOL 列の値が Y (はい) に設定されている場合、表に新しい列を追加す
ると、それらの列は Q サブスクリプションに自動的に追加され、ターゲット表にま
だそれらの列が存在しない場合にはターゲット表にも追加されます。このように設
定するには、ASNCLP CREATE QSUB コマンドで REPLICATE ADD COLUMN
YES を指定するか、レプリケーション・センターで Q サブスクリプションのプロ
パティーを作成または変更する時に「ソース表に追加された新しい列を自動的に複
製」チェック・ボックスをクリックします。詳しくは、以下のトピックを参照して
ください。

314

v

ADD COLUMN および SET DATA TYPE 操作のレプリケー
ションを使用可能にする

v

147 ページの『新たに追加された列のソース表からの自動レプリケーションを使
用可能にする』
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この手順を使用するには、最初に 1 つのサーバーの表を変更して列を追加します。
それからそのサーバーで SQL シグナルを挿入します。シグナルが処理されると、
他のサーバーにある表のバージョンは、列を手動で追加しないかぎり自動的に変更
されて列が追加されます。シグナルは、すべてのサーバーにおける Q サブスクリプ
ション定義にも列を追加します。
列は一度にいくつでもソース表に追加できます。この追加は Q キャプチャーおよび
Q アプライ・プログラムが実行されているときまたは停止しているときに行えま
す。
推奨: ADDCOL シグナルを 1 つずつ挿入し、次の ADDCOL シグナルを挿入する
前、または他の何らかのトランザクションを行う前に COMMIT を発行します。
手順
双方向またはピアツーピア・レプリケーションで複製するための列を追加するに
は、以下のようにします。
1. サーバーの 1 つにある論理表を変更して列を追加します。
列をソース表に追加する ALTER TABLE 操作が失敗した場合、ピアツーピア・
グループ内のすべての Q サブスクリプションは非アクティブになります。
2. 次のいずれかの方法を使用して、ソース表の Q サブスクリプションに列を追加
することを、Q キャプチャー・プログラムにシグナル通知します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行プログラム

ALTER ADD COLUMN コマンドを使用しま
す。例えば次のコマンドは、列 BONUS を
DEPARTMENT0001 Q サブスクリプション
に追加します。
ALTER ADD COLUMN USING SIGNAL (BONUS)
QSUB DEPARTMENT0001
USING REPQMAP SAMPLE_ASN_TO_TARGET_ASN;

Q レプリケーション・ダッシュボード

「Subscriptions」タブで、表から Q サブスク
リプションを選択し、「Actions」 > 「Add
Columns」をクリックします。
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方法

説明

SQL

以下のようにコマンド・プロンプトまたはい
ずれかの DB2 コマンド行ツールを使用し
て、 ADDCOL シグナルを Q キャプチャ
ー・サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿
入します。以下に例を示します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’ADDCOL’,
’subname;column_name’,
’P’ );
schema
表を変更したサーバーにある Q キャプ
チャー・プログラムを識別します。
subname;column_name
表を変更した Q キャプチャー・サーバ
ーから発信する Q サブスクリプション
の名前、および追加する列の名前 (セミ
コロンで区切ります)。これらの名前には
大/小文字の区別があり、大/小文字をそ
のまま保持するための二重引用符は必要
ありません。

以下の例を検討してください。あるピアツーピア構成に、ServerA、ServerB、および
ServerC の 3 つのサーバーと、EMPLOYEE 表のための
subA2B、subB2A、subA2C、subC2A、subB2C、および subC2B の 6 つの Q サブス
クリプションが含まれているとします。
列 ADDRESS を ServerA の EMPLOYEE 表に追加します。その後、ServerA から
ServerB のトランザクションを処理する Q サブスクリプションのために ADDCOL
シグナルを挿入し、Q サブスクリプション名および列名として subA2B;ADDRESS を
指定します。 ADDCOL シグナルは 1 つだけ必要です。レプリケーション・プログ
ラムは ServerB および ServerC にある EMPLOYEE 表に ADDRESS 列を自動的に
追加し、列定義を 6 つの Q サブスクリプションすべてに追加します。

Q キャプチャーがソース・データベースでの DDL 操作を処理する方法
Q キャプチャー・プログラムは、ソース・データベースでのデータ定義言語 (DDL)
操作の一部を、自動的に複製します。他の DDL 変更については、ターゲット・デ
ータベースでアクションを取る必要があります。
以下の表は、Q キャプチャーがさまざまな種類の DDL 操作を扱う方法と、影響を
受ける Q サブスクリプションに対して行う必要のある作業を説明します。
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表 25. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業
DDL 操作
CREATE TABLE

扱われる方法

実行すべき作業

Linux、UNIX、および Windows 上のバージョン 10.1
Linux、UNIX、および
新たに作成されるソース表がスキーマ・レベ
Windows 上のバージョン
ル・サブスクリプション内のスキーマ命名パタ
10.1
新規ソース表がス
ーンおよび表命名パターンに一致するかどう
キーマ・レベル・
か、確認する。
サブスクリプショ
ン内のスキーマ命
z/OS、または Linux、UNIX、および Windows 上の以前
名パターンおよび
のバージョン
表命名パターンに
新規ソース表のための表レベル Q サブスクリプ
一致すれば、自動
ションを作成し、一致するターゲット表を作成
的に複製される。Q
するためにレプリケーション管理ツールを使用
キャプチャー・プ
するか、または既存のターゲット表を使用しま
ログラムは、スキ
す。
ーマ・レベル・サ
ブスクリプション
に一致するログ内
で CREATE
TABLE 操作を検出
すると、一致する
ターゲット表を作
成するように Q ア
プライ・プログラ
ムに通知します。
新規ソース表とタ
ーゲット表をマッ
プする表レベル Q
サブスクリプショ
ンも、作成されま
す。
z/OS、または
Linux、UNIX、および
Windows 上の以前のバージ
ョン
CREATE TABLE
操作の自動レプリ
ケーションは行わ
れません。
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表 25. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業 (続
き)
DDL 操作
DROP TABLE

扱われる方法

実行すべき作業

Linux、UNIX、および Windows 上のバージョン 10.1
Linux、UNIX、および
ソース表がスキーマ・レベル・サブスクリプシ
Windows 上のバージョン
ョンに組み込まれているか、確認してくださ
10.1
ソース表がスキー
い。
マ・レベル・サブ
スクリプションの
z/OS、または Linux、UNIX、および Windows 上の以前
一部である場合、
のバージョン
自動的に複製され
表をドロップしても、その表の Q サブスクリプ
る。Q キャプチャ
ションはまだ存在しています。これを除去する
ー・プログラムが
には、Q サブスクリプションを停止してから削
スキーマ・レベ
除します。
ル・サブスクリプ
ションに一致する
ログ内で DROP
TABLE 操作を検出
すると、すべての
キューで、関連す
る表レベル Q サブ
スクリプションも
ドロップされま
す。
z/OS、または
Linux、UNIX、および
Windows 上の以前のバージ
ョン
Q キャプチャーは
Q サブスクリプシ
ョンをアクティブ
のままにします
が、ソース表に関
して読み取るロ
グ・レコードが存
在しません。 z/OS
では ASN0197W
警告メッセージが
発行されます。
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表 25. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業 (続
き)
DDL 操作
ALTER TABLE ADD
(COLUMN)

扱われる方法

実行すべき作業

z/OS および Linux、UNIX、または Windows 上のバー
z/OS および
ジョン 10.1 以降
Linux、UNIX、または
ASNCLP CREATE QSUB コマンドで
Windows 上のバージョン
REPLICATE ADD COLUMN YES を指定する
10.1 以降
か、レプリケーション・センターで Q サブスク
IBMQREP_SUBS
リプションのプロパティーを作成または変更す
表の
る時に「ソース表に追加された新しい列を自動
REPL_ADDCOL 列
的に複製」チェック・ボックスをクリックしま
の値が Y (はい)
す。詳しくは、以下のトピックを参照してくだ
に設定されている
さい。
場合、表に新しい
列を追加すると、
v
ADD COLUMN および
それらの列は Q サ
SET
DATA
TYPE
操作のレプリケーションを
ブスクリプション
使用可能にする
に自動的に追加さ
v 147 ページの『新たに追加された列のソース
れ、ターゲット表
表からの自動レプリケーションを使用可能に
にまだそれらの列
する』
が存在しない場合
にはターゲット表
以前のバージョン
にも追加されま
Q レプリケーション・ダッシュボードまたは
す。
ASNCLP ALTER ADD COLUMN コマンドを使
以前のバージョン
Q キャプチャーは
Q サブスクリプシ
ョンをアクティブ
のままにします
が、ADDCOL シグ
ナルを受け取るま
では、追加された
列を複製しませ
ん。

用するか、または手動で ADDCOL シグナルを
挿入することにより、新しい列を複製すること
を指示します。

TRUNCATE TABLE
TRUNCATE 操作
は、一括削除と同
じ要領でログに記
録されるので、一
連の単一行削除と
して複製されま
す。

アクションは不要です。ソース表に存在しない
行がターゲット表に含まれている場合、それら
の行は削除されません。

ソース表だけでなくターゲット表でも
TRUNCATE を実行しなければならない場合
は、ターゲット表に対して TRUNCATE ステー
トメントを直接実行する必要があります。

TRUNCATE 操作の
レプリケーション
は、サポートされ
ていません。
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表 25. Q キャプチャーがソース・データベースに対する DDL 変更を扱う方法、および実行する必要のある作業 (続
き)
DDL 操作

扱われる方法

ALTER TABLE ALTER
COLUMN SET DATA
TYPE

バージョン 10.1 以降では自
動的に複製されます。対応
するターゲット表列のデー
タ・タイプは変更され、レ
プリケーションは正常に続
行されます。

実行すべき作業

「ADD COLUMN および SET DATA TYPE 操
作のレプリケーションを使用可能にする」を参
照してください。

154 ページの『ALTER TABLE ALTER
COLUMN SET DATA TYPE 操作の自動複製』
を参照してください。
表の構造を変更する その他
の DDL

Q キャプチャーは Q サブ
スクリプションを変更しま
せん。

表の構造を変更しない DDL Q キャプチャーは Q サブ
スクリプションをアクティ
例:
ブのままにします。
v CREATE INDEX
v ALTER FOREIGN KEY
v

ADD CONSTRAINT

1. Q サブスクリプションを停止します。
2. ソース表とターゲット表を変更します。
3. Q サブスクリプションを開始します。
ソース表とターゲット表の間でユニーク制約、主キー、
および参照整合性制約が一致することを確認してくださ
い。このいずれかの特性をソースで変更する場合、予期
されない動作を防ぐために、対応する変更をターゲット
に対して行ってください。また、変更を認識させるため
に Q アプライ・プログラムを再始動してください。

レプリケーション・キュー・マップのプロパティーの変更
レプリケーション・キュー・マップには、ペアになっている送信キューと受信キュ
ーを使用する Q サブスクリプションが、どのように処理されるかに関するオプショ
ンが含まれています。キュー・マップを更新してから送信キューまたは受信キュ
ー、あるいはその両方を再初期化することにより、レプリケーションを停止しなく
ても、これらの設定のいくつかを変更できます。
このタスクについて
レプリケーション・キュー・マップのプロパティーは、コントロール表に保管され
ます。送信キューを再初期化する際に、Q キャプチャー・プログラムは
IBMQREP_SENDQUEUES 表から最新の設定を入手します。受信キューを再初期化
する際に、Q アプライ・プログラムは IBMQREP_RECVQUEUES 表から最新の設定
を入手します。この新しい設定は、レプリケーション・キュー・マップを使用する
すべての Q サブスクリプションに影響を与えます。
キュー・マップに変更を加えるときに Q キャプチャー・プログラムが停止した場
合、送信キューを再初期化する必要はありません。Q キャプチャーが始動時に変更
内容を読み取るためです。変更を加えるときに Q アプライ・プログラムが停止した
場合、受信キューを再初期化する必要はありません。
手順
レプリケーション・キュー・マップを更新して、Q キャプチャー・プログラムまた
は Q アプライ・プログラムにその変更を認識させるには、以下のようにします。
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1. 以下に示すいずれかの方法でキュー・マップのプロパティーを変更します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

ALTER REPLQMAP コマンドを使用します。例えば以下のコマンドは、
Q アプライ・エージェント・スレッドの数を 4 に設定し、キュー
でエラーが発生した場合に Q キャプチャー・プログラムが停止す
るという指定をすることにより、環境を設定し、レプリケーショ
ン・キュー・マップ SAMPLE_ASN1_TO_TARGETDB_ASN1 を変
更します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
SET SERVER TARGET TO DB TARGETDB;
SET APPLY SCHEMA ASN1;
SET RUN SCRIPT LATER;
ALTER REPLQMAP SAMPLE_ASN1_TO_TARGET_ASN1
USING NUM APPLY AGENTS 4 ERROR ACTION S;

レプリケーション・セ 「レプリケーション・キュー・マップ・プロパティー」ウィンドウ
ンター
を使用します。このウィンドウをオープンするには、レプリケーシ
ョン・キュー・マップを右クリックして、「プロパティー」を選択
します。
Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード

「キュー」ページを使用します。Q キャプチャー・プログラムと Q
アプライ・プログラムのペアを選択してから、「プロパティー」タ
ブで変更を加えて、「保存 (Save)」をクリックします。

2. キュー・マップ内の WebSphere MQ キューを変更する場合は、レプリケーショ
ン管理ツールを使用して新しいキューの妥当性検査およびキューとキューの間の
メッセージ・フローのテストを行います。
3. 変更するプロパティーに応じて、送信キューまたは受信キュー、あるいはその両
方を再初期化する。両方のキューを再初期化しなければならない場合、任意の順
序で行うことができます。次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

レプリケーション・セ 「送信キューの管理」ウィンドウを使用します。このウィンドウを
ンター (送信キュー)
オープンするには、送信キューが置かれている Q キャプチャー・
サーバーを右クリックし、「管理」 > 「送信キュー」を選択しま
す。
レプリケーション・セ 「受信キューの管理」ウィンドウを使用します。このウィンドウを
ンター (受信キュー)
オープンするには、受信キューが置かれている Q アプライ・サー
バーを右クリックして、「管理」 > 「受信キュー」を選択します。
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方法

説明

reinitq パラメーター このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqccmd コ
(送信キュー)
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、キュー・マップ内でプロパティー
を変更した送信キューを再初期化します。
MODIFY
f myqcap,reinitq=queue_name
ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server_name
capture_schema=schema reinitq=queue_name
ここで、server_name は Q キャプチャー・プログラムが実
行されているデータベースまたはサブシステムの名前であ
り、capture_schema は送信キューを使用する Q キャプチ
ャー・プログラムを示しています。さらに、queue_name は
再初期化する送信キューの名前です。
reinitq パラメーター このパラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqacmd コ
(受信キュー)
マンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System
Services) で次のように使用して、キュー・マップ内でプロパティー
を変更した受信キューを再初期化します。
MODIFY
f myqapp,reinitq=queue_name
ここで myqapp は Q アプライ・ジョブ名です。
asnqacmd
asnqacmd apply_server=server_name
apply_schema=schema_name
reinitq=queue_name
ここで、server_name は Q アプライ・プログラムが実行さ
れているデータベースまたはサブシステムの名前であり、
schema_name は受信キューを使用する Q アプライ・プロ
グラムを示しています。さらに、queue_name は再初期化す
る受信キューの名前です。

Q サブスクリプションでキュー・マップが使用される場合のキュー名の変更
レプリケーション・キュー・マップが既に Q サブスクリプションの一部になってい
る場合、キュー・マップの送信キューまたは受信キューの名前を変更するには、コ
ントロール表を手動で更新する必要があります。
このタスクについて
Q サブスクリプションでキュー・マップが使用されない場合は、レプリケーショ
ン・センターまたは ASNCLP プログラムを使って、キュー・マップ内のキュー名
をいつでも変更できます。
手順
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1. Q キャプチャー・プログラムを停止し、受信キュー内のすべてのメッセージを
Q アプライ・プログラムが処理するようにします。
2. オプション: キュー・マップを使用する Q サブスクリプションのいずれかがア
クティブの場合は、Q アプライ・プログラムを停止します。 送信キューの名前
だけを変更する場合、このステップは不要です。
3. オプション: バージョン 9.7 フィックスパック 2 より前にレプリケーション管
理ツールを使って Q キャプチャー・コントロール表を作成した場合は、次のコ
マンドを使って、IBMQREP_SENDQUEUES 表を参照する外部キー制約を
IBMQREP_SUBS 表からドロップします。
ALTER TABLE schema.IBMQREP_SUBS DROP CONSTRAINT FKSENDQ

この制約は、バージョン 9.7 フィックスパック 2 以降で作成されるコントロー
ル表の一部ではなくなりました。
4. SQL を使い、IBMQREP_SENDQUEUES 表内で送信キュー名を変更します。
一般に、送信キューと、それに相当する受信キューは同じ名前です。その場合
は、受信キュー名も必ず変更してください。
例えば、次のステートメントは、IBMQREP_SENDQUEUES 表で送信キューと
受信キューの名前を Q2 から Q3 に変更します (後のステップで、受信キュー
の名前を Q アプライ・コントロール表で変更します)。
UPDATE schema.IBMQREP_SENDQUEUES SET SENDQ=’Q3’,RECVQ=’Q3’ WHERE SENDQ=’Q2’

5. IBMQREP_SUBS 表内で送信キュー名を更新します。 以下に例を示します。
UPDATE schema.IBMQREP_SUBS SET SENDQ=’Q3’ WHERE SUBNAME=’EMPLOYEE0001’;

6. Q アプライ・サーバーで、IBMQREP_RECVQUEUES、IBMQREP_TARGETS、
および IBMQREP_TRG_COLS の 3 つのコントロール表内のキュー名を更新し
ます。 以下に例を示します。
UPDATE schema.IBMQREP_RECVQUEUES SET RECVQ=’Q3’,SENDQ=’Q3’ WHERE RECVQ=’Q2’
UPDATE schema.IBMQREP_TARGETS SET RECVQ=’Q3’ WHERE RECVQ=’Q2’
UPDATE schema.IBMQREP_TRG_COLS SET RECVQ=’Q3’ WHERE RECVQ=’Q2’

7. オプション: ステップ 2 で外部キーをドロップした場合、以下のコマンドを使
ってこれを復元します。
ALTER TABLE schema.IBMQREP_SUBS ADD CONSTRAINT FKSENDQ FOREIGN KEY(SENDQ)
REFERENCES schema.IBMQREP_SENDQUEUES(SENDQ)

8.

オプション: 外部キーのドロップと復元を行った場合、
CHECK DATA ユーティリティーを実行して、IBMQREP_SUBS 表が入った表
スペースで CHECK ペンディング状況を解除します。

9. オプション: ステップ 2 で Q アプライ・プログラムを停止した場合、Q アプ
ライ・プログラムを開始します。
10. Q キャプチャー・プログラムをウォーム・モードで開始します。

失敗した Q サブスクリプションをドロップおよび再作成せずに再開する
Q サブスクリプションの開始に失敗し、コントロール表が不整合状態のままとなる
場合、Q サブスクリプションの状態を手動でリセットすることで、Q サブスクリプ
ションのドロップおよび再作成をせずにすみます。
このタスクについて
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この手順は特に双方向またはピアツーピアのレプリケーションで役立ちます。
例えば、WebSphere MQ チャネルが開始されなかった、または WebSphere MQ 構
成が正しく定義されなかったために Q サブスクリプションの開始に失敗することが
あります。そのような場合、Q サブスクリプションは正しく定義されているのに、
サブスクリプションのスキーマ・メッセージは Q キャプチャーから Q アプライに
送達されません。
この失敗が原因で、ソースの Q キャプチャー・コントロール表とターゲットの Q
アプライ・コントロール表の間の Q サブスクリプションに不整合状態が生じる可能
性があります。エラー・メッセージを受け取り、その中の「ユーザー応答」セクシ
ョンで、WebSphere MQ の問題を修正した後、失敗した Q サブスクリプションを
ドロップして再作成することを勧められるかもしれません。
Q サブスクリプションのドロップおよび再作成は、コントロール表でそれらの状態
をリセットすることによって回避することができます。以下の手順を実行すること
により、Q サブスクリプションが再開される前に、初めて作成したときのように Q
サブスクリプションの状態がクリアされます (非アクティブつまり I に戻る)。
手順
失敗した Q サブスクリプションをドロップおよび再作成せずに再開するには、以下
のようにします。
1. Q サブスクリプションの開始を妨げていた問題に取り組みます。 ソフトウェア
のアップグレード、ソース表、またはターゲット表、あるいはその両方に対する
若干の変更、または関連しているデータベース・エレメントの変更が必要になる
場合があります。エラー・メッセージの中に理由コードまたは応答情報があれ
ば、問題の診断の助けとしてそれらを使用できます。
2. 以下の SQL ステートメントを実行することにより、コントロール表内の状況マ
ーカーをリセットします。
Q キャプチャー・サーバー
UPDATE schema.IBMQREP_SUBS
SET STATE=’I’, STATE_TRANSITION=NULL,
GROUP_MEMBERS=NULL WHERE SUBNAME=’Q_subscription_name’

Q アプライ・サーバー
UPDATE schema.IBMQREP_TARGETS
SET STATE=’I’ WHERE SUBNAME=’Q_subscription_name’

3. Q サブスクリプションを開始します。

保守のために Q サブスクリプションを一時予備モードに設定する操作
Q サブスクリプションを一時予備モードに設定すれば、ソースの変更のキャプチャ
ーを停止したり、他の表のレプリケーションに影響を与えたりすることなく、ター
ゲット表の保守作業を実行できます。
このタスクについて
1 つの Q サブスクリプションを予備モードに設定すると、変更内容はターゲット表
にアプライされず、動的に作成される予備キューに配置されます。他の Q サブスク
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リプションでは、引き続き変更内容がキャプチャーされてアプライされます。保守
作業が完了したら、Q アプライ・プログラムに再開コマンドを送信できます。
一時的な予備キューは、ロード操作で使用するモデル・キューの定義に基づいて作
成されます。キューの最大メッセージ数が、操作の再開後に行を適用できるように
なるまで予備の行を保持するために十分の大きさであることを確認してください。
トランザクションの一貫性に関する注意点: 1 つの表からの複製データを予備キュ
ーに入れることを選択した場合は、その表と他の表に関連したトランザクションが
予備モードで不整合状態になる可能性があります。例えば、ターゲット表 T1 で保
守作業を行うために spillsub コマンドを実行したとしましょう。その状況で、表
T1 と T2 を更新する以下のようなソース・トランザクションを実行するとします。
UPDATE T1;
UPDATE T2;
COMMIT;

UPDATE T1 操作は予備キューに入りますが、UPDATE T2 操作はターゲット表にアプ
ライされ、データベース・コミットと WebSphere MQ コミットが実行されます。両
方のターゲット表を確認してみると、T2 だけが更新されています。つまり、トラン
ザクションの一部だけがデータベースにアプライされ、コミットされたことにな
り、トランザクションの一貫性が確保されていません。常にトランザクションの一
貫性を確保したい場合は、spillsub 機能を使用しないでください。
制約事項
参照整合性の依存関係のある表が Q サブスクリプションにかかわっている場合は、
予備モードを使用できません。ターゲット表の RI 制約をいったん削除してから復
元する必要があります。
推奨: RI 関連の表がかかわっているすべての Q サブスクリプションについては、
同じ受信キューを使用してください。保守作業を行う必要があれば、個々の Q サブ
スクリプションを予備モードに設定する代わりに、その受信キューでメッセージ処
理を停止できます。
手順
1. MODIFY コマンドまたは asnqacmd コマンドを指定して spillsub パラメーター
を使用することにより、Q サブスクリプションを予備モードに設定します。
F Q_Apply_job_name,spillsub="receive_queue_name:Q_subscription_name"

2. 通常の操作を再開する場合は、resumesub パラメーターを使用します。
F Q_Apply_job_name,resumesub="receive_queue_name:Q_subscription_name"

予備キューのすべての行がアプライされると、Q アプライ・プログラムは、Q サブ
スクリプションをアクティブ (A) 状態に戻します。

Q サブスクリプションの削除
アクティブに処理していない Q サブスクリプションを削除できます。
作業を始める前に
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削除する Q サブスクリプションは I (非アクティブ) または N (新規) 状態でなけ
ればなりません。
このタスクについて
Q サブスクリプションを削除する場合、参照するターゲット表をドロップするかど
うかを選択できます。ターゲット表の表スペースをドロップすることもできます。
ターゲット表が非 DB2 データベースにある場合には、ターゲット表のニックネー
ムが Q サブスクリプションが削除される時にドロップされるかどうかを指定するこ
とができます。
注: Q サブスクリプションの削除によって、それが使用しているレプリケーショ
ン・キュー・マップが削除されることはありません。
手順
1 つ以上の Q サブスクリプションを削除するには、次の方法のいずれかを使用しま
す。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

DROP QSUB コマンドを使用します。 例えば、以下に示すコマン
ドは、環境を設定して、単一方向レプリケーション
EMPLOYEE0001 の Q サブスクリプションをドロップします。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET SERVER TARGET TO DB TARGET;
DROP QSUB (SUBNAME EMPLOYEE0001
USING REPLQMAP SAMPLE_ASN1_TO_TARGETDB_ASN1);
SET DROP コマンドを使用して、ターゲット表およびその表スペー
スをドロップするかどうかを指定します。

レプリケーション・セ 「Q サブスクリプションの削除」ウィンドウを使用します。このウ
ンター
ィンドウをオープンするには、Q サブスクリプションを右クリック
して、「削除」を選択します。
このウィンドウを使用して、削除する Q サブスクリプションのタ
ーゲット表をドロップすることもできます。ターゲット表をドロッ
プする場合、このウィンドウをオプションで使用して、他の表がそ
の表スペースを使用していない場合に関連する表スペースをドロッ
プすることもできます。

レプリケーション・キュー・マップの削除
どの Q サブスクリプションでも必要とされなくなったレプリケーション・キュー・
マップを削除できます。
手順
レプリケーション・キュー・マップを削除するには、以下のようにします。
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1. そのレプリケーション・キュー・マップを使用している Q サブスクリプション
がないことを確認してください。
a. オプション: レプリケーション・センターで「関連表示」ウィンドウを使用
し、いずれかの Q サブスクリプションによってそのレプリケーション・キュ
ー・マップが使用されているかどうかを調べます。このウィンドウをオープ
ンするには、キュー・マップを右クリックし、「関連表示」を選択します。
b. いずれかの Q サブスクリプションがそのキュー・マップを使用している場
合、その Q サブスクリプションを削除します。
2. キュー・マップを削除します。次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

DROP REPLQMAP コマンドを使用します。例えば、以下に示すコマン
ドは、環境を設定して、キュー・マップ
SAMPLE_ASN1_TO_TARGET_ASN1 をドロップします。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
SET SERVER TARGET TO DB TARGET;
SET APPLY SCHEMA ASN1;
SET RUN SCRIPT LATER;
DROP REPLQMAP
SAMPLE_ASN1_TO_TARGETDB_ASN1;

レプリケーション・セ 「レプリケーション・キュー・マップの削除」ウィンドウを使用し
ンター
ます。このウィンドウをオープンするには、レプリケーション・キ
ュー・マップを右クリックして、「削除」を選択します。

Q キャプチャー・コントロール表または Q アプライ・コントロール表のド
ロップ
Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロール表をドロップすると、このアク
ションにより、関連した Q キャプチャーまたは Q アプライ・スキーマもレプリケ
ーション・センターのオブジェクト・ツリーから除去されます。コントロール表を
ドロップすると、関連した Q キャプチャーまたは Q アプライ・プログラム・イン
スタンスも除去されます。
このタスクについて
コントロール表をドロップすると、以下のオブジェクトも削除されます。
Q キャプチャー・コントロール表
Q サブスクリプションとパブリケーションの両方が除去されます。これ
は、それらの 2 つのオブジェクトの定義が同じコントロール表に保管され
ているためです。コントロール表をドロップすると、レプリケーション・キ
ュー・マップとパブリッシング・キュー・マップも除去されます。
Q アプライ・コントロール表
Q サブスクリプションおよびレプリケーション・キュー・マップが除去さ
れます。非 DB2 ターゲット表用に作成されたすべてのニックネームも除去
されます。
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Q サブスクリプションおよびレプリケーション・キュー・マップは、Q キャプチャ
ー・サーバーと Q アプライ・サーバーの両方で定義されます。Q キャプチャー・
コントロール表または Q アプライ・コントロール表だけをドロップする場合、それ
らのコントロール表をドロップする前に、もう一方のサーバーのコントロール表で
も定義されている、すべての Q サブスクリプションまたはレプリケーション・キュ
ー・マップを除去しなければなりません。
手順
Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロール表をドロップするには、以下の
ようにします。
1. ドロップするコントロール表を使用する Q キャプチャー・プログラムまたは Q
アプライ・プログラムを停止します。
2. Q キャプチャー・コントロール表だけまたは Q アプライ・コントロール表だけ
をドロップする場合、以下のアクションを行います。
v もう一方のサーバーでも定義されている、Q サブスクリプションを非アクテ
ィブにする。
v Q サブスクリプションを削除する。
v もう一方のサーバーでも定義されている、すべてのレプリケーション・キュ
ー・マップを削除する。
3. 次の方法のいずれかを使用して、コントロール表をドロップします。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

DROP CONTROL TABLES ON コマンドを使用します。例えば、
以下のコマンドは環境を設定し、スキーマ ASN1 により識別される
Q アプライ・サーバー TARGET 上のコントロール表をドロップし
ます。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER APPLY TO DB TARGET;
SET APPLY SCHEMA ASN1;
DROP CONTROL TABLES ON APPLY SERVER;

レプリケーション・セ 「Q キャプチャー・スキーマのドロップ」または「Q アプライ・ス
ンター
キーマのドロップ」ウィンドウを使用します。これらのウィンドウ
をオープンするには、スキーマを右クリックして、「ドロップ」を
選択します。
Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプライ・サーバーにある最
新のスキーマをドロップすると、そのサーバーにはコントロール表
のセットが含まれないことになり、レプリケーション・センターの
オブジェクト・ツリーから除去されます。
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第 18 章 イベント・パブリッシング環境の変更
パブリケーションやパブリケーション・キュー・マップなどのイベント・パブリッ
シング・オブジェクトを定義した後に、それらのプロパティーを変更することがで
きます。ほとんどの場合、その際にパブリッシングを停止する必要はありません。

パブリケーションのプロパティーの変更
パブリッシングを停止することなく、パブリケーションのプロパティーを変更する
ことができます。まず変更を行います。それから、単一のパブリケーションを再初
期化するか、または複数のパブリケーションを変更している場合は Q キャプチャ
ー・プログラムを再初期化します。
制約事項
パブリケーションのすべてのプロパティーを変更できるわけではありません。
v ASNCLP コマンド行プログラムを使用して変更を行う場合、ALTER PUB コマンド
の構文をチェックし、どのプロパティーを変更できるかを確認してください。
v レプリケーション・センターでは、変更できないプロパティーについては、「パ
ブリケーションのプロパティー」ノートブックのコントロールが使用不可になっ
ています。
このタスクについて
Q キャプチャー・プログラムを再初期化する場合、このアクションにより、Q キャ
プチャー・スキーマ内で定義されている、すべての Q サブスクリプションの再初期
化も行われます。 Q キャプチャー・プログラムの再初期化には、システム・リソー
スもさらに必要になります。属性を変更しなければならないパブリケーションが 1
つか 2 つだけの場合、一度に 1 つのパブリケーションを再初期化することによ
り、リソースの点ではコストを減らすことができます。
手順
パブリッシングを停止せずにパブリケーションのプロパティーを変更するには、以
下のようにします。
1. 次の方法のいずれかを使用して、パブリケーションを変更します。
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方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

ALTER PUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環境
を設定し、パブリケーション EMPLOYEE0001 を次のようにして変
更します。すなわち、パブリケーションの一部である行の中でいず
れかの列に変更があればすべての列を送信し、削除された行は送信
しません。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
SET RUN SCRIPT LATER;
ALTER PUB EMPLOYEE0001
FOR JK.EMPLOYEE OPTIONS
CHANGED COLS ONLY N SUPPRESS DELETES Y;

レプリケーション・セ 「パブリケーションのプロパティー」ノートブックを使用します。
ンター
このノートブックをオープンするには、パブリケーションを右クリ
ックして、「プロパティー」を選択します。

2. 単一のパブリケーションを変更している場合は、以下のいずれかの方法を使用し
てパブリケーションを再初期化します。
オプション

説明

レプリケーション・セ 「パブリケーションの管理」ウィンドウを使用します。このウィン
ンター
ドウをオープンするには、パブリケーションのソース表が置かれて
いる Q キャプチャー・サーバーを右クリックし、「管理」 > 「パ
ブリケーション」を選択します。
SQL

次のように、Q キャプチャー・サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表
に REINIT_SUB シグナルを挿入します。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’REINIT_SUB’,
’pubname’,
’P’ );
ここで、schema はパブリケーションを処理する Q キャプチャー・
プログラムを示し、pubname は再初期化するパブリケーションの名
前です。

3. 複数のパブリケーションを変更している場合は、以下のいずれかの方法を使用し
て Q キャプチャー・プログラムを再初期化します。
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方法

説明

reinit パラメーター

このパラメーターは、1 つの Q キャプチャー・スキーマのすべて
のパブリケーションを再初期化するために、z/OS では MODIFY コマ
ンドで使用し、Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX
System Services では asnqccmd コマンドで使用します。
MODIFY
f myqcap,reinit
ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server_name
capture_schema=schema reinit
ここで、server_name は Q キャプチャー・プログラムが実
行されているデータベースまたはサブシステムの名前であ
り、schema はすべてのパブリケーションを再初期化する
Q キャプチャー・プログラムを示しています。

レプリケーション・セ 「Q キャプチャーの再初期化」ウィンドウを使用します。このウィ
ンター
ンドウをオープンするには、再初期化する Q キャプチャー・プロ
グラムが含まれている Q キャプチャー・サーバーを右クリックし
て、「Q キャプチャー・プログラムの再初期化」を選択します。

既存のパブリケーションへの列の追加
ソース表から変更を引き続きパブリッシュしながら、既存のパブリケーションに列
を動的に追加できます。
作業を始める前に
v 列が追加されるパブリケーションは、シグナルが挿入される時点で A (アクティ
ブ) でなければなりません。
v 列のデータ・タイプが LONG VARCHAR または GRAPHIC である場合、ソー
ス・データベースまたはサブシステムは、DATA CAPTURE CHANGES
INCLUDE VARCHAR COLUMNS で構成されなければなりません。
制約事項
v 追加する列は NULL 可能か、または NOT NULL WITH DEFAULT として定義
されなければなりません。
v 1 回の WebSphere MQ コミット・インターバルの間に追加できる列は 20 個ま
でであり、それを超えては追加できません。これは、Q Capture
COMMIT_INTERVAL パラメーターで設定されます。
このタスクについて
列はソース表に既に存在していても構いませんし、表に列を追加してから、その列
を同じトランザクション内のパブリケーションに追加することもできます。
新しい列を追加するには、Q キャプチャー・サーバーで SQL シグナルを挿入しま
す。SQL シグナルには、その列に関する詳細が含まれています。複数の列をパブリ
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ケーションに追加する場合、新しい列ごとに 1 つのシグナルを挿入します。単一ト
ランザクションに複数の列を追加できます。
PUB オプションの代わりに SOURCE オプションを指定することにより、ソース表に
サブスクライブするすべてのパブリケーションに列を追加することができます。
ヒント: ソース・データベースまたはインスタンスを静止してから列を追加するよ
うに計画している場合、レプリケーション・センターまたは asnccmd chgparms コ
マンドを使用して、Q キャプチャー・プログラムの TERM パラメーターを N (い
いえ) に設定できます。 TERM=N を設定すると、データベースまたはインスタン
スが静止モードの間も実行を継続するよう、プログラムに対して指示が出されま
す。DB2 が静止モードではなくなった時に、Q キャプチャー・プログラムはログ内
の最新の再始動点からの変更のキャプチャーに戻ります。この場合、プログラムの
再始動は必要ありません。
手順
既存のパブリケーションに列を追加するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム。

ALTER ADD COLUMN コマンドを使用します。例えば、以下のコマンド
は列 BONUS を DEPARTMENT0001 というパブリケーションに追
加します。
ALTER ADD COLUMN USING SIGNAL (BONUS)
PUB DEPARTMENT0001;

SQL

以下のようにコマンド・プロンプトまたはいずれかの DB2 コマン
ド行ツールを使用して、 ADDCOL シグナルを Q キャプチャー・
サーバーの IBMQREP_SIGNAL 表に挿入します。以下に例を示し
ます。
insert into schema.IBMQREP_SIGNAL(
SIGNAL_TIME,
SIGNAL_TYPE,
SIGNAL_SUBTYPE,
SIGNAL_INPUT_IN,
SIGNAL_STATE
) values (
CURRENT TIMESTAMP,
’CMD’,
’ADDCOL’,
’pubname;column_name’,
’P’ );
schema

列を追加するパブリケーションを処理する Q キャプチャ
ー・プログラムを示します。

pubname;column_name
列を追加するパブリケーションの名前、および追加する列
の名前 (セミコロンで区切ります)。これらの名前には大/小
文字の区別があり、大/小文字をそのまま保持するための二
重引用符は必要ありません。

シグナルが処理されてから、Q キャプチャー・プログラムは add column メッセー
ジをユーザー・アプリケーションに送信し、Q キャプチャー・プログラムが新しい
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列を含むログ・データを読み取った時点で、その列への変更のキャプチャーを開始
します。ADDCOL シグナルの挿入のコミット後にコミットされた列への変更がパブ
リッシュされます。

パブリケーションの削除
Q キャプチャー・プログラムがアクティブに処理していないパブリケーションを削
除できます。
作業を始める前に
削除するパブリケーションは I (非アクティブ) または N (新規) 状態でなければな
りません。
このタスクについて
パブリケーションの削除によって、それが使用しているパブリッシング・キュー・
マップが削除されることはありません。
手順
1 つ以上のパブリケーションを削除するには、次の方法のいずれかを使用します。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

DROP PUB コマンドを使用します。例えば、以下のコマンドは環
境を設定し、パブリケーション EMPLOYEE0001 をドロップしま
す。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
SET RUN SCRIPT LATER;
DROP PUB (PUBNAME EMPLOYEE0001);

レプリケーション・セ 「パブリケーションの削除」ウィンドウを使用します。 このウィン
ンター
ドウをオープンするには、パブリケーションを右クリックし、「削
除」を選択します。

パブリッシング・キュー・マップのプロパティーの変更
パブリッシング・キュー・マップは 1 つの送信キューを指示し、その送信キューを
使用するパブリケーションを Q キャプチャー・プログラムが処理する方法に関する
設定を示します。キュー・マップを更新してから送信キューを再初期化することに
より、ソース表の変更のパブリッシングを停止しなくても、これらの設定のいくつ
かを変更できます。
このタスクについて
パブリッシング・キュー・マップのプロパティーは、IBMQREP_SENDQUEUES コ
ントロール表に保存されます。送信キューを再初期化する際に、Q キャプチャー・
プログラムはこの表から最新の設定を入手します。新しい設定は、送信キューを使
用するすべてのパブリケーションに影響を与えます。
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手順
パブリッシングを停止せずに、パブリッシング・キュー・マップを更新するには、
以下を行います。
1. 以下に示すいずれかの方法でキュー・マップのプロパティーを変更する。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

ALTER PUBQMAP コマンドを使用します。例えば、以下に示すコ
マンドは、環境を設定して、パブリッシング・キュー・マップ
SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER のメッセージ・タイプを行からト
ランザクションへと変更し、ハートビート・メッセージの間隔を 6
秒に指定します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
SET RUN SCRIPT LATER;
ALTER PUBQMAP SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER
USING MESSAGE CONTENT TYPE T
HEARTBEAT INTERVAL 6;

レプリケーション・セ 「パブリッシング・キュー・マップ・プロパティー」 ウィンドウを
ンター
使用します。このウィンドウをオープンするには、パブリッシン
グ・キュー・マップを右クリックして、「プロパティー」をクリッ
クします。
Q レプリケーショ
ン・ダッシュボード

「キュー」ページを使用します。Q キャプチャー・プログラムを選
択してから、「プロパティー」タブで変更を行い、「保存」をクリ
ックします。

2. 送信キューとして使用される WebSphere MQ キューを変更する場合は、レプリ
ケーション管理ツールを使用して新しいキューの妥当性検査を行う。
3. 以下の方法のいずれかを使用して、Q キャプチャー・プログラムを停止させず
に、加えた変更を Q キャプチャー・プログラムに認識させる。
方法

説明

reinitq パラメーター このパラメーターは、プロパティーを変更した送信キューを再初期
化するために、z/OSでは MODIFY コマンドで使用し、
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services
では asnqccmd コマンドで使用します。
MODIFY
f myqcap,reinitq=queue_name
ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server_name
capture_schema=schema reinitq=queue_name
ここで、server_name は Q キャプチャー・プログラムが実
行されているデータベースまたはサブシステムの名前であ
り、capture_schema は送信キューを使用する Q キャプチ
ャー・プログラムを示しています。さらに、queue_name は
再初期化する送信キューの名前です。
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方法

説明

レプリケーション・セ 「送信キューの管理」ウィンドウを使用します。このウィンドウを
ンター
オープンするには、再初期化する送信キューが置かれている Q キ
ャプチャー・サーバーを右マウス・ボタンでクリックし、「管理」
> 「送信キュー」を選択します。

パブリッシング・キュー・マップの削除
どのパブリケーションでも必要でなくなったパブリッシング・キュー・マップを削
除できます。
手順
パブリッシング・キュー・マップを削除するには、以下のようにします。
1. いずれかのパブリケーションによってそのパブリッシング・キュー・マップが使
用されていないかを調べる。
a. オプション: レプリケーション・センターで「関連表示」ウィンドウをオープ
ンし、いずれかのパブリケーションによってそのパブリッシング・キュー・
マップが使用されていないかを調べる。このウィンドウをオープンするに
は、パブリッシング・キュー・マップを右マウス・ボタンでクリックし、
「関連表示」を選択します。
b. いずれかのパブリケーションがそのキュー・マップを使用している場合、そ
のパブリケーションを削除する。
2. パブリッシング・キュー・マップを削除する。以下のいずれかの方法を使用しま
す。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

DROP PUBQMAP コマンドを使用します。例えば、以下に示すコマ
ンドは、環境を設定して、パブリッシング・キュー・マップ
SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER を削除します。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE EP1;
SET RUN SCRIPT LATER;
DROP PUBQMAP SAMPLE_EP1_TO_SUBSCRIBER;

レプリケーション・セ 「パブリッシング・キュー・マップの削除」ウィンドウを使用しま
ンター
す。このウィンドウをオープンするには、パブリッシング・キュ
ー・マップを右マウス・ボタンでクリックし、「削除」を選択しま
す。

Q キャプチャー・コントロール表のドロップ
Q キャプチャー・コントロール表をドロップすると、そのコントロール表で定義さ
れているすべてのパブリケーション、Q サブスクリプション、パブリッシング・キ
ュー・マップ、またはレプリケーション・キュー・マップも除去されます。
作業を始める前に
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v コントロール表を使用する Q キャプチャー・プログラムを停止する必要があり
ます。
v Q アプライ・コントロール表には、Q キャプチャー・コントロール表の Q サブ
スクリプションまたはレプリケーション・キュー・マップも定義されています。
この Q キャプチャー・コントロール表をドロップする前に、Q サブスクリプシ
ョンまたはキュー・マップをドロップする必要があります。
このタスクについて
Q キャプチャー・コントロール表をドロップすると、レプリケーション・センター
のオブジェクト・ツリーから関連する Q キャプチャー・スキーマも除去され、さら
に関連する Q キャプチャー・プログラム・インスタンスも除去されます。
手順
Q キャプチャー・コントロール表をドロップするには、次のようにします。
1. ドロップするコントロール表を使用している Q キャプチャー・プログラムを停
止する。
2. 次の方法のいずれかを使用して、コントロール表をドロップします。
方法

説明

ASNCLP コマンド行
プログラム

DROP CONTROL TABLES ON コマンドを使用します。例えば、以下に示
すコマンドは、環境を設定して、スキーマ ASN1 で識別される Q
キャプチャー・サーバー SAMPLE のコントロール表をドロップし
ます。
ASNCLP SESSION SET TO Q REPLICATION;
SET SERVER CAPTURE TO DB SAMPLE;
SET CAPTURE SCHEMA SOURCE ASN1;
DROP CONTROL TABLES ON CAPTURE SERVER;

レプリケーション・セ 「Q キャプチャー・スキーマのドロップ」ウィンドウを使用しま
ンター
す。このウィンドウをオープンするには、スキーマを右マウス・ボ
タンでクリックし、「ドロップ」を選択します。
Q キャプチャー・サーバーにある最新のスキーマをドロップする
と、そのサーバーにはコントロール表のセットが含まれないことに
なり、レプリケーション・センターのオブジェクト・ツリーから除
去されます。
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第 19 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・
プログラムの状況のチェック
以下のトピックでは、ご使用の Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシン
グ環境の状況をチェックする方法について説明します。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの状況の
チェック
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムの現在の状況は、Q
レプリケーション・ダッシュボードまたはシステム・コマンドを使用してチェック
できます。レプリケーション・アラート・モニターの現在の状況は、システム・コ
マンドを使用してチェックできます。
このタスクについて
Q レプリケーション・ダッシュボードは、実況で目に見えるキューを提供するた
め、Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムの状況変更を検知することが
でき、また、いずれかのプログラムが停止した場合に通知する E メール・アラート
を構成することもできます。システム・コマンドを使用して、プログラム・スレッ
ドの状態に関するメッセージを表示できます。これらのメッセージは、プログラム
が正しく作動しているかどうかを判別するのに役立てることができます。 Q キャプ
チャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムでは、オプションとして、いく
つかのコマンドを使用することにより、現在のプログラム操作に関するさらに詳細
なレポートを表示することができます。
手順
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの状況をチェッ
クするには、以下のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
Q レプリケーション・ダッシュボード
Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムの状況は、「サマリー
(Summary)」タブから表示することができますが、「プログラム」タブをク
リックすると、さらに詳しい状況情報が得られます。「アラート・マネージ
ャー (Alert Manager)」タブから、Q キャプチャー状況および Q アプライ
状況について E メール・アラートを有効にすることができるため、そうす
ると、ダッシュボードは、プログラムが停止した場合、指定された 1 つ以
上の連絡先に E メールを送信します。
コマンド行
Q キャプチャー
status パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または asnqccmd
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コマンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX
System Services) で使用して、各 Q キャプチャー・スレッドの状態
を示すメッセージを表示します。
プログラムとその操作に関するより詳細な状況を表示するには、
show details パラメーターを使用します。
MODIFY
f myqcap,status show details

ここで、myqcap は Q キャプチャー・ジョブ名です。
asnqccmd
asnqccmd capture_server=server
capture_schema=schema
status show details

server_name は、Q キャプチャー・プログラムが実行してい
るデータベースまたはサブシステムの名前で、schema は、
チェックする Q キャプチャー・プログラムを示します。
Q アプライ
status パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または asnqacmd
コマンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX
System Services) で使用して、各 Q アプライ・スレッドの状態を示
すメッセージを表示します。
プログラムとその操作に関するより詳細な状況を表示するには、
show details パラメーターを使用します。
MODIFY
f myqapp,status show details

ここで myqapp は Q アプライ・ジョブ名です。
asnqacmd
asnqacmd apply_server=server
apply_schema=schema
status show details

server_name は、Q アプライ・プログラムが実行しているデ
ータベースまたはサブシステムの名前で、schema は、チェ
ックする Q アプライ・プログラムを示します。
レプリケーション・アラート・モニター
status パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または asnqmcmd
コマンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX
System Services) で使用して、各モニター・プログラム・スレッド
の状態を示すメッセージを表示します。
MODIFY
f mymon,status

ここで、mymon はモニターのジョブ名です。
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asnmcmd
asnmcmd monitor_server=server
monitor_qual=qualifier
status show details

server_name は、モニター・プログラムが実行しているデー
タベースまたはサブシステムの名前で、qualifier は、チェッ
クするモニター・プログラムを特定します。

Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、およびレプリケ
ーション・アラート・モニター・プログラムのスレッド
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの状況をチェッ
クする際は、プログラム・スレッドに関して受信するメッセージから、プログラム
が正しく作動しているかどうかを判別できます。
以下のリストでは、Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、およ
びレプリケーション・アラート・モニター・プログラムのスレッドを示していま
す。各スレッド名の後ろに、そのスレッドが対話するのがデータベース (「DB」)
か、あるいは WebSphere MQ (「MQ」) かを示す略語を記しています。
Q キャプチャー・プログラム
Q キャプチャー・プログラムには、以下のスレッドがあります。
ログ・リーダー (DB)
DB2 の場合、データベース・リカバリー・ログの読み取りと、サブ
スクライブした表への変更のキャプチャーを行います。Oracle ソー
スの場合、Oracle LogMiner ユーティリティーを開始し、サブスク
ライブした表の変更を見つけるために V$LOGMNR_CONTENTS ビ
ューを読み取ります。トランザクションに対するコミット処理の際
に、ログ・レコードをメモリー内でトランザクションに再ビルドし
た後で、そのトランザクションを Worker スレッドに渡します。
ワーカー (DB、MQ)
ログ・リーダー・スレッドから完成したトランザクションを受け取
り、そのトランザクションを WebSphere MQ メッセージに変換し
て、メッセージを送信キューに書き込みます。プログラムの再始動
情報を保守します。
管理 (DB、MQ)
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケーションによっ
て管理キューに書き込まれる制御メッセージを処理し、統計をモニ
ター表に書き込みます。
整理 (DB)
一部の Q キャプチャー・コントロール表から古いデータを削除し
ます。
ロック保持 (z/OS 以外のすべてのプラットフォームで DB)
Q キャプチャー・プログラムに送信されたシグナルを処理します。
同一のスキーマを持つ 2 つの Q キャプチャー・プログラムが 1
つのサーバー上で実行しないようにします。
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ワーカー・スレッド、ログ・リーダー・スレッド、管理スレッド、および整
理スレッドは、通常、実行中または休止の状態になります。ロック保持スレ
ッドは、常に、待ち状態です。ワーカー・スレッドが実行中の状態であるの
に、データがキャプチャーされていない場合は、Q レプリケーション・ダ
ッシュボード、レプリケーション・センターの「Q キャプチャー・メッセ
ージ」ウィンドウ、または IBMQREP_CAPTRACE 表で、データがキャプチ
ャーされていない理由を説明しているメッセージを探してください。あるい
は、ログ・レコードが処理されていることを検査するため、
IBMQREP_CAPMON 表または IBMQREP_CAPQMON 表を調べてくださ
い。
Q アプライ・プログラム
Q アプライ・プログラムには、以下のスレッドがあります。
ブラウザー (DB、MQ)
受信キューからトランザクション・メッセージを読み取り、トラン
ザクション間の依存関係を保守し、1 つ以上のエージェント・スレ
ッドを立ち上げます。 Q アプライ・プログラムは、各受信キュー
に対して 1 つのブラウザー・スレッドを立ち上げます。このスレッ
ドは、文字 BRxxxxx により識別されます。ここで xxxxx は、Q ア
プライ・プログラムのブラウザー・スレッドの数を指定します。
エージェント (DB、MQ)
メモリー内のトランザクションを再ビルドし、それらをターゲット
に適用します。トランザクションの並行処理に使用するエージェン
ト・スレッドの数は、レプリケーション・キュー・マップの作成時
に設定します。
予備エージェント (DB、MQ)
Q サブスクリプションの変更を予備キューから適用する必要がある
場合にオンデマンドで作成されます。このスレッドが作成されるシ
チュエーションとしては、表のロードが終了したとき、あるいは
resumesub コマンドを受け取ったときなどがあります。予備キュー
で保持されていたトランザクションを再ビルドし、ターゲットに適
用します。予備エージェントは、予備キューが空になって Q サブ
スクリプションがアクティブになると終了します。
管理 (DB、MQ)
Q アプライ・コントロール表を保守します。startq コマンドを受
け取ったときに新しいブラウザーの開始を担当します。
モニター (DB、MQ)
Q アプライ・プログラムのパフォーマンスに関する情報を、
IBMQREP_APPLYMON コントロール表に記録します。
整理 (DB、MQ)
IBMQREP_DONEMSG コントロール表の行が関係するメッセージが
受信キューから削除されて、対応するデータが適用されてから、そ
の行を削除します。このスレッドは、prune_method パラメーターが
値 2 (デフォルト) に設定されている場合に使用されます。
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ロック保持 (z/OS 以外のすべてのプラットフォームで DB)
同一のスキーマを持つ 2 つの Q アプライ・プログラムが 1 つの
サーバー上で実行しないようにします。
ブラウザー・スレッド、エージェント・スレッド、および管理スレッドは、
通常は、実行中の状態になります。エージェント・スレッドが実行中の状態
であるのに、データが適用されていない場合は、Q レプリケーション・ダ
ッシュボード、「Q アプライ・メッセージ」ウィンドウ、または
IBMQREP_APPLYTRACE 表を使用して、データが適用されていない理由を
説明しているメッセージを探してください。
レプリケーション・アラート・モニター
レプリケーション・アラート・モニター・プログラムには、以下のスレッド
があります。
ワーカー
コントロール表をモニターして、ユーザー定義アラート条件と合致
しているかどうか調べ、アラート通知を送信します。
管理

内部メッセージおよびエラー・メッセージを処理します。

シリアライゼーション
モニター・プログラムのスレッド間のシグナルを処理します。
ワーカーおよび管理スレッドは、通常は作業中または休止の状態になりま
す。シリアライゼーション・スレッドは、通常は待ち状態です。ワーカー・
スレッドが作業中の状態であるのに、予想されるアラート通知が受信されな
い場合は、IBMSNAP_MONTRACE コントロール表および
IBMSNAP_MONTRAIL コントロール表で、アラートが送信されない理由を
説明しているメッセージおよびその他の情報を探してください。
Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、およびレプリケーショ
ン・アラート・モニター・プログラムの状況をチェックしたとき、メッセージがス
レッドの通常の状態を示していない場合は、表 26 で説明されているアクションを取
ることが必要になる可能性があります。
表 26. スレッドの状態の説明と推奨アクション
スレッドの状態

説明

推奨アクション

実行中

スレッドがアクティブ状態で処理中
です。

なし。

存在

スレッドは存在していますが開始で
きません。

スレッドがこの状態を抜け出せない
場合は、プログラムを停止し、再始
動してください。

開始済み

スレッドが開始していますが、初期
化できません。

スレッドが多すぎる、または十分な
処理能力がないなどのシステム・リ
ソースの潜在的な問題を調査してく
ださい。

初期化

スレッドは初期化されていますが作
業できません。

スレッドがこの状態を抜け出せない
場合は、プログラムを停止し、再始
動してください。

休止

スレッドはスリープしており、実行
すべき作業ができれば起動します。

なし。

第 19 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの状況のチェック

341

表 26. スレッドの状態の説明と推奨アクション (続き)
スレッドの状態

説明

推奨アクション

停止

スレッドは実行されていません。

レプリケーション・センターの「Q
キャプチャー・メッセージ」ウィン
ドウ、「Q アプライ・メッセージ」
ウィンドウ、または「モニター・メ
ッセージ」ウィンドウを使用して、
スレッドが停止した理由を説明して
いるメッセージを探してください。
あるいは、IBMQREP_CAPTRACE、
IBMQREP_APPLYTRACE、または
IBMSNAP_MONTRACE コントロー
ル表で同様のメッセージを探してく
ださい。

待ち時間
待ち時間とは、Q キャプチャー・サーバーから Q アプライ・サーバーに対して複
製するため、トランザクションでかかる時間の尺度のことです。 Q キャプチャー・
プログラムおよび Q アプライ・プログラムは、レプリケーション・プロセスのさま
ざまな段階間でかかる待ち時間を追跡するためのパフォーマンス・データを保管し
ます。これらの統計は、問題を見極め、環境を調整するのに役立ちます。
レプリケーション・センターの「待ち時間」ウィンドウを使用して、DB2 リカバリ
ー・ログと送信キュー、送信キューと受信キュー、および受信キューとターゲット
表間でトランザクションが移動するのにかかる時間を確認できます。「Q キャプチ
ャー待ち時間」ウィンドウを使用すると、Q キャプチャー・プログラムがログへの
変更にどの程度追いついているかを大まかな尺度で表示することができます。
推奨: リモート Q キャプチャーおよび Q アプライ・サーバー間で複製されるトラ
ンザクションが関係する待ち時間の尺度は、ソース・システムとターゲット・シス
テムの間の刻時の差に影響を受けることがあります。正しい尺度とするために、刻
時機構は確実に同期化してください。
以下のセクションでは、待ち時間の各尺度について詳述します。
Q キャプチャー待ち時間
Q キャプチャー待ち時間は、特定の時点と、最後にコミットされたトラン
ザクションのタイム・スタンプとの間の差を測定します。この尺度は、
IBMQREP_CAPMON コントロール表の MONITOR_TIME および
CURRENT_LOG_TIME 列の値を使用します。集合として調査されると、こ
れらの待ち時間測定は、Q キャプチャー・プログラムがデータベース・ロ
グにどの程度追いついているかを判別するのに役立ちます。
例えば、Q キャプチャー・プログラムが午前 10 時に IBMQREP_CAPMON
表 (MONITOR_TIME) にパフォーマンス・データの行を挿入し、最後にコ
ミットされたトランザクション (CURRENT_LOG_TIME) のタイム・スタン
プが午前 9 時 59 分だった場合は、Q キャプチャー待ち時間は 1 分にな
ります。ログ読み取りパフォーマンスを改善するには、追加の Q キャプチ
ャー・スキーマの作成、およびいくつかの Q サブスクリプションまたはパ

342

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

ブリケーションを新規スキーマに移動することを考慮してください。各追加
スキーマは、別のワーカー・スレッドを追加してログを読み取ります。
Q キャプチャー・トランザクション待ち時間
Q キャプチャー・トランザクション待ち時間は、Q キャプチャー・プログ
ラムが DB2 リカバリー・ログ中でトランザクションのコミット・ステート
メントを読み取った時点から、そのトランザクションを含むメッセージが送
信キュー上に挿入されるまでの時間を測定します。この統計により、Q キ
ャプチャー・プログラムがメモリーにトランザクションを再アセンブルし、
Q サブスクリプションまたはパブリケーションの設定に基づいて行および
列をフィルターに掛けてから、トランザクション・メッセージをキューに入
れるのにかかる時間を推定できます。 Q キャプチャー・トランザクション
待ち時間を削減するには、以下の調整の実施を考慮してください。
v Q キャプチャー・プログラムが割り振るメモリーの合計量を設定する
memory_limit パラメーターの値を増やす。
v レプリケーション・キュー・マップまたはパブリケーション・キュー・マ
ップの作成または変更時に定義される、max_message_size パラメーター
を上げる。このパラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが、各送
信キューごとにトランザクション・メッセージを作成するために割り振る
メモリーの量を設定する。最大メッセージ・サイズが小さすぎる場合、Q
キャプチャー・プログラムはトランザクションを複数のメッセージに分割
するので、より長い処理時間と待ち時間を増やすことが必要になります。
キュー待ち時間
キュー待ち時間は、Q キャプチャー・プログラムが送信キューにトランザ
クションを挿入してから、Q アプライ・プログラムが受信キューからトラ
ンザクションを受け取るまでの間の時間を測定します。この統計により、
WebSphere MQ パフォーマンスを推定できる可能性がありますが、分散環
境ではネットワーク・パフォーマンスも考慮する要因となることがありま
す。また、コミット・インターバルが長いと、Q キャプチャー・プログラ
ムに、送信キューに入れられているいくつかのトランザクションのコミット
前に待機するようにプロンプトが出されます。この遅延が、キュー待ち時間
の原因となることがあります。
Q アプライ待ち時間
Q アプライ待ち時間とは、Q アプライ・プログラムが受信キューからトラ
ンザクションを受け取った後に、トランザクションがターゲット表に適用さ
れる時間を測定したものです。受信キューに指定したエージェント・スレッ
ドが多いほど、この数値は小さくなるはずです。ただし、依存するすべての
以前のトランザクションが適用されるまで、Q アプライ・プログラムは、
従属表と関連するトランザクションのアプライを遅らせることに注意してく
ださい。この遅延によって、Q アプライ待ち時間が増えることがありま
す。
エンドツーエンド待ち時間
エンドツーエンド待ち時間は、Q キャプチャー・プログラムがトランザク
ション・コミット・ステートメントのログ・レコードを読み取ってから、Q
アプライ・プログラムがターゲットでトランザクションをコミットするまで
の間の時間を測定します。この統計は、Q レプリケーション待ち時間の全
体的な尺度になります。
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「待ち時間」ウィンドウをオープンするには、統計を表示する Q アプライ・プログ
ラムを含む Q アプライ・サーバーを右マウス・ボタンでクリックして、「レポー
ト」 > 「待ち時間」を選択します。
「Q キャプチャー待ち時間」ウィンドウをオープンするには、統計を表示する Q
キャプチャー・プログラムを含む Q キャプチャー・サーバーを右マウス・ボタンで
クリックして、「レポート」 > 「Q キャプチャー待ち時間」を選択します。

例外
例外は、競合または SQL エラーが原因で、Q アプライ・プログラムがターゲット
に適用しなかったまたは再処理した行です。 Q アプライ・プログラムは、競合また
はエラーに関する詳細とともにこれらの行を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に保管し
ます。
Q アプライ・プログラム以外のアプリケーションがターゲットを更新する場合、競
合が発生する可能性があります。例えば、Q アプライ・プログラムが、ターゲット
ですでに存在する行への挿入を試行した場合などです。 Q サブスクリプションに対
する競合アクションが F (強制) の場合、Q アプライは INSERT を UPDATE に変
え、元の INSERT ステートメントは IBMQREP_EXCEPTIONS 表に記録されます。
SQL エラーには、広範囲の起こりうる問題を対象にしています。例えば、ターゲッ
ト・サーバーのリカバリー・ログがいっぱいになった場合に、Q アプライ・プログ
ラムが行のアプライを試行すると、SQL エラーが生成されます。
レプリケーション・センターの「例外」ウィンドウを使用して、問題の行に関する
詳細を表示できます。また、Q アプライ・プログラムがコントロール表に保管する
データを使用して、アプライされなかった行をリカバリーしたり、レプリケーショ
ン環境での起こりうる問題に関する詳細を入手できます。
以下のリストでは、Q アプライ・プログラムが行をアプライできなくなる問題のタ
イプを示しています。
予期しない SQL エラー
Q サブスクリプションで許容可能と定義されていない SQL エラーの原因と
なった行。
許容可能な SQL エラー
許容可能と定義されている SQL エラーの原因となった行。 Q サブスクリ
プションの作成時に、許容可能な SQL エラーを定義します。
値に基づく競合
ターゲットに存在しない行の削除または更新、あるいはすでに存在する行の
挿入といった、競合の原因となった行。 Q アプライ・プログラムは、使用
された競合検出のタイプ (キー値だけの検査、キー列と変更された非キー列
の検査、キー列とすべての非キー列の検査) を記録します。また保管されて
いるものの、その行にアプライが行われたかどうかに関しても記録します。
Q サブスクリプションの作成時に、競合が発生した場合でも、Q アプラ
イ・プログラムがいくつかの行をアプライするように指定します。
バージョンに基づく競合
古い行からの値で行を更新したり、同じキーを持つ新しい行がすでにターゲ
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ットに存在していた場合に行を挿入しようとするといった、ピアツーピア・
レプリケーションにおける競合の原因となった行。
行を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に Q アプライ・プログラムが保管する時に、エラ
ーまたは競合が発生した時間、エラーの理由、および問題が生じた SQL 操作のタ
イプを記録します。 Q アプライ・プログラムは、受信キューおよび Q サブスクリ
プションの名前、およびトランザクションに関するソース・コミット情報も保管し
ます。
予期しない SQL エラーおよび許容可能な SQL エラーの場合、Q アプライ・プロ
グラムは、トランザクションの実行のために使用される SQLCA 構造からのエラ
ー・メッセージ・トークンとともに、そのトランザクションで DB2 によって戻さ
れる SQL コードおよび SQL 状態コードを保管します。値に基づく競合およびバー
ジョンに基づく競合の場合、Q アプライ・プログラムは行をアプライできなかった
理由を記録します。適用されない行は IBMQREP_EXCEPTIONS 表の TEXT 列に
SQL 形式で保管されます。
ピアツーピア・レプリケーションでは、競合または SQL エラーが発生したサーバ
ーでアプライされなかった行を Q アプライ・プログラムが保管します。
「例外」ウィンドウをオープンするには、例外を表示する Q アプライ・プログラム
を含む Q アプライ・サーバーを右クリックして、「レポート」 > 「例外」を選択
します。
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第 20 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング環
境の保守
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングはデータベース・システムと
共同で処理を行うため、既存のデータベース・アクティビティーの変更は最小限で
済みます。 ソース・システム、コントロール表、およびターゲット表の保守をする
と、システム全体を滞りなく継続して実行させることができます。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのソース・システムの
保守に関する考慮事項
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムが常に処理を進めら
れるように、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングに対するソース
表およびログ・データの可用性を考慮する必要があります。
レプリケーション・ソース・システムには次のオブジェクトが含まれます。
v データの複製、またはパブリッシュ元にするソース表。
v Q キャプチャー・プログラムが、ソース表に加えられる変更を取り込むために読
み取るログ・データ。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング環境でのソ
ース表の保守
レプリケーション・ソースはデータベース表です。 Q レプリケーションおよびイベ
ント・パブリッシングのソース表には、システム上の他のデータベース表と同じ保
守が必要です。
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは、ほとんどの処理において
は、ソース表に直接アクセスする必要はありません。しかし、Q レプリケーション
およびイベント・パブリッシングは、以下の状況ではソース表に直接アクセスしな
ければなりません。
v Q アプライ・プログラムがロードを実行するとき。
v Q キャプチャー・プログラムが LOB データを取り込むとき。
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのソース表を保守するには、
以下のようにします。
v これらの表に関して、既存のユーティリティーおよび保守ルーチンを引き続き実
行する。
v ロード時に Q アプライ・プログラムが中断されないように、ソース表に対して
読み取りアクセスが可能であることを確認する。
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Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのログ・フ
ァイルの保持
Q キャプチャー・プログラムが必要とするログ・ファイルを知る必要がある場合
は、Q キャプチャー・コマンドを使用するか (Linux、UNIX、および Windows の場
合)、Q キャプチャー・コントロール表を読み取り、DB2 ユーティリティーを使用
することにより、必要とする最も古いログを手動で検出する (z/OS の場合) ことが
できます。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのログ・データ
を保存する理由
DB2 リカバリーおよび Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシングの両
方について、ログ・データを保存する必要があります。また、このデータを削除す
る前に、Q キャプチャー・プログラムおよび DB2 が、ログのセットの処理を完全
に終了していることを確実に確認する必要があります。
DB2 リカバリー・ログは、
v DB2 リカバリー機能を提供します。
v 実行中の Q キャプチャー・プログラムに情報を提供します。
ログ・データはログ・バッファー、アクティブ・ログ、またはアーカイブ・ログに
入っています。Q キャプチャー・プログラムはウォーム・スタートのたびに、プロ
グラムの停止後に作成されたすべての DB2 ログと、処理が完全に終了していない
すべての DB2 ログを要求します。
Q キャプチャー・プログラムを継続して実行すると、通常は DB2 リカバリー・ロ
グが最新になります。また、ログ・ファイルを 1 週間以上保存するのであれば、既
存のログ保存手順を使用し続けることができます。しかし、次の場合には、Q レプ
リケーションおよびイベント・パブリッシングに合わせて、ログ保存手順を変更す
る必要があります。
v DB2 がバックアップを完了したら即時にログ・レコードを削除する場合、そして
これらのログ・レコードが順方向リカバリーに必要とされない場合。
v ストレージの制約があるため、アーカイブしたリカバリー・ログを頻繁に削除す
る必要がある場合。
v Q キャプチャー・プログラムを連続的にではなく周期的に実行する場合。

Q キャプチャーで必要な最も古いログ・ファイルの判別 (z/OS)
Q キャプチャー・コントロール表を読み取り DB2 ユーティリティーを使用して、
Q キャプチャー・プログラムが z/OS オペレーティング・システム上で必要とする
一番古いログ・レコードのログ・シーケンス番号を判別できます。
このタスクについて
DB2 を使用して、最も古いログ・レコードを含むログ・ファイルで、ログ・シーケ
ンス番号を参照してください。 Q キャプチャー・プログラムでは、このログ・ファ
イルおよびこれより新しいログ・ファイルが必要です。
手順
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Q キャプチャー・プログラムが必要とする最も古いログ・ファイルを判別するに
は、次のようにします。
1. 以下の SQL ステートメントを実行して、Q キャプチャー・プログラムがそのコ
ントロール表で確認し、処理し、記録した最新のトランザクションのログ・シー
ケンス番号を取得する。
SELECT max(RESTART_SEQ)
FROM schema.IBMQREP_CAPMON
WITH UR;

以下はログ・シーケンス番号の例です。
0000555551F031230000

常に 0000 である、ログ・シーケンス番号の最初の 4 文字は無視してくださ
い。以下の 12 文字は、アクティブ・ログ・シーケンス番号に相当します。(こ
の 12 文字の値は、非データ共有環境では相対バイト・アドレス (RBA) であ
り、データ共有環境ではログ・レコード・シーケンス番号 (LRSN) です。) 最後
の 4 文字は、非データ共有環境では 0000 になります。これら最後の 4 文字
は、データ共有環境ではメンバー ID に相当します。
2. DSNJU004 ユーティリティーを使用してログ・マップ印刷ユーティリティーを呼
び出す。 このユーティリティーは、ブートストラップ・データ・セット (BSDS)
に関する情報を表示します。 以下に例を示します。
# ACTIVE LOG COPY 1
# START RBA/TIME
#-----------------# 555551F03000
# 2001.57 15:46:32.2
# 555551F06000
# 2001.57 15:47:32.2

DATA SETS
END RBA/TIME
DATE LTIME
--------------------- -----555551F05FFF
1998.321 12:48
2001.057 15:47:03.9 PASSWORD=(NULL)
555551F09FFF
1998.321 12:49
2001.057 15:48:12.9 PASSWORD=(NULL)

DATA SET INFORMATION
------------------------DSN=DSNC710.LOGCOPY1.DS02
STATUS=TRUNCATED,REUSABLE
DSN=DSNC710.LOGCOPY1.DS03
STATUS=TRUNCATED,REUSABLE

3. RESTART_SEQ 値の 12 文字のアクティブ・ログ番号を、表示された各行の開
始 RBA および対応する終了 RBA の範囲と比較する。
4. IBMQREP_CAPMON 表での 12 文字のアクティブ・ログ番号が開始 RBA と終
了 RBA の範囲に入る行を見つける。 この例では次のようになっています。
# 555551F03000
555551F05FFF
1998.321 12:48 DSN=DSNC710.LOGCOPY1.DS02
# 2001.57 15:46:32.2 2001.057 15:47:03.9 PASSWORD=(NULL)STATUS=TRUNCATED,REUSABLE

5. このアクティブ・ログ番号に対応するデータ・セット情報を確認します。 この
例では次のようになっています。
DSNC710.LOGCOPY1.DS02

6. このデータ・セットの日時を確認する。 Q キャプチャー・プログラムは、再始
動するために、このデータ・セット、およびこれより新しいデータ・セットを必
要とします。

Q キャプチャーで必要な最も古いログ・ファイルの判別
(Linux、UNIX、Windows)
コマンドを使用して、Q キャプチャー・プログラムが必要とする最も古いログ・フ
ァイルを判別したり、Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム
上でどのログ・ファイルを安全に除去できるかを判別することができます。
作業を始める前に
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このコマンドを発行するには、Q キャプチャー・プログラムが実行されていなけれ
ばなりません。
このタスクについて
このコマンドは db2flsn ユーティリティーを使用して、必要な最も古い DB2 ロ
グ・ファイルを判別します。 Q キャプチャー・プログラムは、任意の時点から再始
動を実行するために、このログ・ファイル、およびこれより新しいログ・ファイル
を必要とします。Q キャプチャー・プログラムの連続稼働を保証するために、この
ログ・ファイル、およびこれより新しいログ・ファイルは保存する必要がありま
す。これより古いログは削除できます。
手順
Q キャプチャー・プログラムが必要とする最も古いログ・ファイルを判別するに
は、次のようにします。
Q キャプチャー・プログラムの実行中に次のパラメーターを指定して asnqccmd コ
マンドを使用します。
asnqccmd capture_server=server_name capture_schema=schema status show details

このコマンドは Q キャプチャー・プログラムの状況についてのレポートを戻しま
す。これには以下が含まれます。
v DB2 ログ・ファイルのパス
v Q キャプチャーの再開に必要な最も古い DB2 ログ・ファイル
v キャプチャーされた現在の DB2 ログ・ファイル
これらの詳細の出力例を示します。
Path to DB2 log files
(DB2LOG_PATH) = /home2/szp/szp/
NODE0000/SQL00002/SQLOGDIR/
Oldest DB2 log file needed for Q Capture restart
(OLDEST_DB2LOG) = S0000043.LOG
Current DB2 log file captured
(CURRENT_DB2LOG) = S0000046.LOG

推奨: Q キャプチャー・プログラムは DB2 がアクティブになっている間は常に実
行してください。これにより、Q キャプチャー・プログラムは、最新のログ・レコ
ードがある DB2 ログの末尾に可能な限り近いところを読み取り続けることができ
るはずです。ログの末尾付近の読み取りを行うと、Q キャプチャー・プログラムが
必要とする最も古いログ・ファイルの数を最小限にできます。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのコンプ
レッション・ディクショナリーの管理に関する考慮事項 (z/OS)
DB2 のコンプレッション・ディクショナリーを使用する場合は、Q キャプチャー・
プログラムとの間でユーティリティーの使用を調整する必要があります。
DB2 コンプレッション・ディクショナリーの更新
Q キャプチャー・プログラムがログ・レコードを要求した場合、DB2 は圧
縮された表スペースに保管されている表のログ・レコードを圧縮解除する必
要があります。DB2 は現行のコンプレッション・ディクショナリーを使用
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して圧縮を解除します。コンプレッション・ディクショナリーを使用できな
い場合もあります。Q キャプチャー・プログラムが行うアクションは、事
例ごとに異なります。
コンプレッション・ディクショナリーが一時的に使用できない場合
DB2 は Q キャプチャー・プログラムにエラーを戻します。キャプ
チャー・プログラムは何度か処理の続行を試みます。ディクショナ
リーが引き続き使用できない状態である場合は、Q キャプチャー・
プログラムは ASN0011E メッセージを発行して終了します。
コンプレッション・ディクショナリーが永続的に使用できない場合
KEEPDICTIONARY=YES を指定せずに REORG ユーティリティー
を使用すると、コンプレッション・ディクショナリーが失われるこ
とがあります。この場合、Q キャプチャー・プログラムは
ASN0011E メッセージを発行し、Q サブスクリプションを非アクテ
ィブにし、終了します。
APAR PK19539 (DB2 for z/OS バージョン 8) を使用すると、
KEEPDICTIONARY=YES を指定せずに REORG ユーティリティーを使用す
る際に、DB2 はメモリー内にコンプレッション・ディクショナリーのバッ
クアップを 1 つ保持します。したがって、以下の場合のみ
KEEPDICTIONARY=YES を指定する必要があります。
v DB2 を再始動する。
v Q キャプチャー・プログラムが表の古いログ・レコードをすべて読み取
る前に、その同一の表スペースに REORG ユーティリティーを 2 回使用
する場合。
DB2 for z/OS バージョン 7 でこれらの状況を防止するために、表のコンプ
レッション・ディクショナリーに影響を与えるアクティビティーを実行する
前に、Q キャプチャー・プログラムが表のすべてのログ・レコードを処理
するようにしてください。以下のアクティビティーがコンプレッション・デ
ィクショナリーに影響を与える可能性があります。
v 圧縮設定を変更する表スペースの変更
v データ共有環境から非データ共有環境へのコピーを含めて、DSN1COPY
を使用したサブシステム間での圧縮した表スペースのコピー
v 表スペースに対する REORG ユーティリティーの実行
DB2 コンプレッション・ディクショナリーのラッチ
コンプレッション・ディクショナリーの可用性についても考慮する必要があ
ります。 Q キャプチャー・プログラムが圧縮されたログ・レコードを読み
取るときには、DB2 はディクショナリーにアクセスするために、ソースの
圧縮された表スペースのラッチを取ります。 DB2 のログ読み取りインター
フェースがこのラッチを必要としたときに、ソース・システム上の圧縮され
た表スペースが STOPPED 状態にある場合は、Q キャプチャー・プログラ
ムは停止します。その逆に、ソースの表スペースへの完全アクセスを必要と
する、または表スペースが STOPPED 状態であることを必要とするユーテ
ィリティーは、Q キャプチャー・プログラムがディクショナリーの読み取
り中にラッチを保持しているために締め出されることがあります。
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ラッチが使用できないために一時的なロックアウトが発生しないように、ソ
ースの圧縮された表スペースを DB2 (またはベンダー) のユーティリティー
で排他的に使用する必要があるときには、Q キャプチャー・プログラムを
中断してください。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのコントロール表の
保守
コントロール表には、オブジェクト定義およびその他のレプリケーション固有の制
御情報を保管します。コントロール表のサイズは静的なものもあれば、データベー
スおよびレプリケーションのサイズの要件に従って拡大または縮小するものもあり
ます。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのコント
ロール表の整理
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・コントロール表の一部は定
期的にサイズが大きくなります。レプリケーション・プログラムはこれらのほとん
どのコントロール表を整理します。さらにシステム・コマンドまたはレプリケーシ
ョン・センターを使用して追加の整理を行うこともできます。
このタスクについて
表 27 は、定期的にサイズが大きくなる可能性があり、Q キャプチャー・プログラ
ムが整理するコントロール表をリストしています。
表 27. Q キャプチャー・プログラムが整理するコントロール表
コントロール表

整理対象になる行を指定するパラメーター

IBMQREP_CAPMON

monitor_limit

IBMQREP_CAPQMON

monitor_limit

IBMQREP_CAPTRACE

trace_limit

IBMQREP_SIGNAL

signal_limit

prune_interval パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが整理できる行を検
査する頻度を指定します。
表 28 は、定期的にサイズが大きくなる可能性があり、Q アプライ・プログラムが
整理するコントロール表をリストしています。
表 28. Q アプライ・プログラムが整理するコントロール表
コントロール表

整理対象になる行を指定するパラメーター

IBMQREP_APPLYMON

monitor_limit

IBMQREP_APPLYTRACE

trace_limit

IBMQREP_EXCEPTIONS 表も定期的にサイズが大きくなる場合があります。 SQL
を使用して、すでに処理した例外が含まれる行を手動で整理します。
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prune_interval パラメーターは、Q アプライ・プログラムが整理できる行を検査す
る頻度を指定します。
レプリケーション・アラート・モニターは、定期的にサイズが大きくなる可能性の
ある IBMSNAP_ALERTS 表を整理します。 alert_prune_limit パラメーターは、
表に保持されるデータの量を指定します。サイズが大きくなる割合は、レプリケー
ション構成およびパラメーターに依存しています。
手順
コントロール表の追加の整理を行うには、次のようにします。
以下のいずれかの方法を使用します。
方法

説明

システム・コマンド

prune パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS) または以下のいず
れかのコマンド (Linux, UNIX, Windows、および z/OS 上での
UNIX System Services) で使用します。
Q キャプチャー・コントロール表
asnqccmd
Q アプライ・コントロール表
asnqacmd
モニター・コントロール表
asnmcmd

レプリケーション・セ 次のいずれかのウィンドウを使用します。
ンター
Q キャプチャー・コントロール表
「Q キャプチャー・コントロール表の整理」ウィンドウを
使用します。このウィンドウをオープンするには、内容ペ
インにある Q キャプチャー・サーバーを右クリックし
て、「Q キャプチャー・コントロール表の整理」を選択し
ます。
Q アプライ・コントロール表
「Q アプライ・コントロール表の整理」ウィンドウを使用
します。このウィンドウをオープンするには、内容ペイン
にある Q アプライ・サーバーを右クリックして、「Q ア
プライ・コントロール表の整理」を選択します。
モニター・コントロール表
「モニター・コントロール表の整理 (Prune Monitor Control
Tables)」ウィンドウを使用します。このウィンドウをオー
プンするには、内容ペインにあるモニター修飾子を右クリ
ックして、「モニター・コントロール表の整理 (Prune
Monitor Control Tables)」を選択します。
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Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングにおけるコ
ントロール表での RUNSTATS ユーティリティーの使用に関する
考慮事項
オプティマイザーは、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・コン
トロール表へのアクセスを向上させることができます。
RUNSTATS ユーティリティーは、表および関連する索引の物理的特性に関する統計
を更新します。以前に Q レプリケーションで使用していたのと同じ頻度で、既存の
表に対して引き続き RUNSTATS ユーティリティーを実行します。しかし、表に含
まれるデータの量が大量である場合には、定期的に拡大 (および定期的に整理) され
るコントロール表に対しては RUNSTATS ユーティリティーを一度だけ実行してく
ださい。 RUNSTATS が動的な表に関して有用な情報を報告するのは、これらの表
が実動レベルで最大のサイズにある場合です。オプティマイザーは必要な統計を獲
得して、データへのアクセスの最良のストラテジーを判断します。

コントロール表の再編成
頻繁にサイズを変更するコントロール表があれば、定期的に再編成してフラグメン
ト化されたデータを削除し、スペースを再利用してください。
このタスクについて
以下のコントロール表は週に一度は再編成してください。
v IBMQREP_APPLYMON
v IBMQREP_CAPMON
v IBMQREP_CAPQMON
v IBMQREP_APPLYTRACE
v IBMQREP_CAPTRACE
v IBMSNAP_MONTRAIL
v IBMSNAP_MONTRACE
v IBMQREP_SIGNAL
レプリケーション環境および構成によっては、以下の表の再編成が必要になる場合
もあります。
v IBMQREP_DELTOMB (ピアツーピア構成)
v IBMQREP_DONEMSG
v IBMQREP_EXCEPTIONS
v IBMSNAP_ALERTS (レプリケーション・アラート・モニター)
注: レプリケーション・プログラムがアクティブのときに IBMQREP_SIGNAL 表を
再編成する場合は注意してください。REORG ユーティリティーが実行されている
ときに Q サブスクリプションまたはパブリケーションの状態が変更される場合は、
IBMQREP_SIGNAL 表での競合によって問題が発生する場合があります。
手順
コントロール表を再編成するには、次のようにします。
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v

REORG ユーティリティーに PREFORMAT オプションを指
定して使用します。 PREFORMAT オプションは、Q キャプチャー・プログラム
の挿入処理を迅速化します。
REORG コマンドを使用します。

v

レプリケーション・プログラムが DB2 サーバーに接続できない場
合
正しく実行するには、Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、お
よびレプリケーション・アラート・モニターが、コントロール表を含む DB2 サー
バーに接続できなければなりません。レプリケーション・プログラムがそのコント
ロール表にアクセスできないと、適切なエラー・メッセージが出され、プログラム
はシャットダウンします。
接続性の問題では、通常は接続性が元に戻ったときにプログラムを再始動する必要
があります。例えば、コントロール表を含む DB2 サーバーがシャットダウンまた
は静止しているために Q アプライ・プログラムがシャットダウンする場合、DB2
サーバーの実行時に Q アプライ・プログラムを再始動するだけで済みます。
プログラムが DB2 サーバーに接続できるのに、プログラムがコントロール表にア
クセスしようとすると SQL エラーを受け取る場合、その SQL エラーに適切な訂正
アクションを実行してから、プログラムを再始動してください。例えば SQL エラ
ーが、コントロール表のリカバリーが必要であることを示す場合、標準 DB2 リカ
バリー手順を使用して、表のリカバリーを行ってからプログラムを再始動します。

ターゲット表の保守
ターゲット表の保守は、他の表の保守と類似しています。ただし、これらの表の保
守ルーチンでは、Q アプライ・プログラムの操作を考慮に入れる必要があります。
このタスクについて
表を再編成するなど、ターゲット表の保守を行う必要があるときは、保守が完了す
るまで Q アプライ・プログラムなどのアプリケーションが表を使用することを防止
しなければなりません。 Q アプライ・プログラムは、保守中に表の更新を試行する
場合、エラーのために停止することがあります。
ターゲット表の保守を実行し、ユーザーのさまざまな要件を満たすため、いくつか
のオプションから選択できます。一度に 1 つずつの表を再編成する必要がある場
合、その表に対する Q サブスクリプションが一時予備モードを使用するように設定
できます。実際の構成や要件に応じて、どのオプションを選択するかが決まりま
す。
手順
ターゲット表を保守するには、次のようにします。
v ターゲット・サーバー上の表は、データベース・システムの他の表を保守するの
と同じ方法で保守してください。
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v ターゲット表が既存のデータベース表である場合も、Q レプリケーションにより
自動的に生成されるように指定された表である場合も、これらの表に対して現在
のバックアップおよび保守のルーチンを使用してください。
v 実際の要件に最も適合するオプションを選択してください。 方法によっては他の
方法よりも多くの表に影響を与えるものがあります。
オプション

説明

Q サブスクリプションを予
備モードにする

このオプションは、単一のターゲット表に対する Q サブスクリプションを予備状態に
します。 Q アプライ・プログラムは、そのソース表からの変更内容を一時予備キュー
内で保持します。変更内容が予備に入れられている間に、ターゲット表を保守できま
す。予備キューは、モデル・キュー定義に基づいて作成されます。モデル・キューの最
大メッセージ数を調整して、そのキューが予備の行を保持できるだけの大きさを確保し
なければならない場合があります。
Q サブスクリプションを予備状態にして、後で通常の操作を再開するには、spillsub
および resumesub パラメーターを使用します。これらのパラメーターは、MODIFY コマ
ンド (z/OS)、または asnqacmd コマンド (Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の
UNIX System Services) で使用できます。次の例では MODIFY を使用しています。
f myqapp,spillsub=receive_queue_name:q_subscription_name
制約事項: 表に参照整合性制約がある場合は、受信キューのメッセージ処理の停止な
ど、別の方法を使用する必要があります。

受信キュー上でのメッセージ 受信キューのメッセージ処理を停止するよう Q アプライ・プログラムに指示するに
の処理を停止する
は、stopq パラメーターを MODIFY コマンド (z/OS)、または asnqacmd コマンド
(Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services) で使用できま
す。受信キューはトランザクションの受信を続行して、それらは受信キューが再活動化
されるまで保持されます。
この方法は、受信キューを使用するすべての表に影響を与えます。受信キューを共有す
る複数の表を保守する必要がある場合、または表に参照整合性制約がある場合は、この
方法が推奨されます。
メッセージ処理を停止するには stopq パラメーターを使用し、保守の完了後にメッセ
ージ処理を再開するには startq パラメーターを使用します。
Q アプライ・プログラムの
停止

構成によっては、ターゲット表を保守可能にするために Q アプライ・プログラムを停
止することが必要な場合もあります。これは、その Q アプライ・サーバーのすべての
ターゲット表に影響を与えます。 Q サブスクリプションのメッセージは受信キューに
入れられて、 Q アプライ・プログラムが再開するときに処理されます。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのパッケージおよび
プランの再バインドに関する考慮事項
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのパッケージは、最適なシス
テム・パフォーマンスを維持するために、分離 UR (非コミット読み取り) にバイン
ドしておく必要があります。
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのパッケージおよびプランの
多くは、UR 分離性を使用してバインドされます。パッケージおよびプランの自動
再バインドに使用される内部の保守プログラムは、Q キャプチャー・プログラムと
Q アプライ・プログラムとの間で競合の問題の原因になることがあります。内部の
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保守プログラムは、CS (カーソル固定) のような標準オプションでレプリケーショ
ン・パッケージを再バインドする場合、Q キャプチャー・プログラムおよび Q ア
プライ・プログラムに干渉します。

Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、および共通パッ
ケージが自動的にバインドされます。z/OS サンプル ASNQBNDL を使用し
て、DB2 サブシステムで ASNCOMMON、
ASNQCAPTURE、ASNQAPPLY、および ASNMON パッケージをバインド
することができます。
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングは、パッケージがプ
リコンパイルされる時に VERSION AUTO 設定を指定します。DB2 for
z/OS は、現行バージョンとその 1 つ前のバージョンより古いパッケージを
自動的に解放します。

Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、およびレプリケ
ーション・アラート・モニターのパッケージは、プログラムがそのコントロ
ール表に最初に接続するときに自動的にバインドされます。
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第 21 章 表の比較および修復
asntdiff および asntrep コマンドは、表の間の相違を検出して修復します。 Q レ
プリケーションおよび SQL レプリケーションでは、これらのコマンドにより、タ
ーゲット表のフルリフレッシュ、すなわちロードを実行しなくても、相違を素早く
見つけて、表を同期化することができます。
このタスクについて
ターゲット表にユーザーまたはアプリケーションが予期しない変更を行った場合、
または、システムが拡張ネットワークや、ターゲット・システムの障害を起こして
いる場合などは、ソース表とターゲット表の同期ができません。
asntdiff および asntrep コマンドは、Q キャプチャー、Q アプライ、キャプチャ
ー、およびアプライ・プログラムとは別に実行されます。 DB2 SQL を使用してソ
ース表とターゲット表からデータを取り出しますが、WebSphere MQ キューは使用
しません。比較および修復ユーティリティーは、ログ、トリガー、または分離レベ
ルには依存していません。
手順
表を比較して修復するには、asntdiff コマンドを実行してから、asntrep コマンド
を実行します。

表比較ユーティリティー (asntdiff)
asntdiff コマンドは、1 つの表の列を、別の表の対応する列と比較し、 2 つの表
の間の相違リストを DB2 表の形式で生成します。
比較ユーティリティーを使用する場合は、asntdiff コマンドを実行し、比較するソ
ース表およびターゲット表を含む Q サブスクリプション (Q レプリケーション) の
名前またはサブスクリプション・セット・メンバー (SQL レプリケーション) の名
前を指定します。入力ファイル内で SQL ステートメントを使用して、比較対象の
表を指定することもできます。
以下のセクションは、asntdiff コマンドの使用法を説明しています。
v

360 ページの『asntdiff コマンドの概要』

v

360 ページの『比較ユーティリティーを使用する状況』

v

361 ページの『相違の保管場所』

v

362 ページの『必須の許可』

v

362 ページの『ソースおよびターゲットでのキー列に関する制約事項』

v

362 ページの『データ・タイプに関する考慮事項』

v

363 ページの『フィルタリングの影響』

v

364 ページの『サブスクリプションではなく照会に基づいた比較』

v

365 ページの『表の行のサブセットの比較』
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asntdiff コマンドの概要
asntdiff コマンドは、Linux、 UNIX、 Windows、および z/OS オペレーティン
グ・システム上で実行可能です。コマンドは、Linux、 UNIX、 Windows、 z/OS、
または System i® オペレーティング・システム上で表を比較します。 asntdiff コ
マンドは、2 つの表のそれぞれ対応する列のデータ・タイプが同じであれば、フェ
デレーテッド・ソースとフェデレーテッド・ターゲットで使用できます。
SASNSAMP データ・セット内の ASNTDIFF サンプル・ジョブ
は、 z/OS プラットフォームに固有の詳細情報を提供します。
Q レプリケーションの場合、ターゲットはユーザー・コピー表、またはコンデンス
済みかつ完全な整合変更データ (CCD) 表であることが必要です。ストアード・プロ
シージャー・ターゲットはサポートされていません。SQL レプリケーションの場
合、ターゲットはユーザー表、ポイント・イン・タイム表、レプリカ表、ユーザ
ー・コピー表、または コンデンス済みかつ完全な整合変更データ (CCD) 表である
ことが必要です。
コマンドを実行して、Q サブスクリプションまたはサブスクリプション・セット・
メンバーを一意的に識別する SQL WHERE 文節を以下のように指定します。
Q レプリケーション
WHERE 文節は、Q キャプチャー・サーバーのある IBMQREP_SUBS コン
トロール表の行を、SUBNAME 列の値に基づいて識別します。例:
where="subname = ’my_qsub’"

SQL レプリケーション
WHERE 文節は、アプライ・コントロール・サーバーにある
IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表の行を、SET_NAME 列の値に基づいて識別し
ます。例:
where="set_name = ’my_set’ and source_table=’EMPLOYEE’"

WHERE 文節でさらに多くの述部を使用して、一意的にサブスクリプショ
ン・セット・メンバーを識別することが必要になる場合があります。例え
ば、IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表からの
APPLY_QUAL、SOURCE_OWNER、TARGET_OWNER、または
TARGET_TABLE 列を、文節に追加することが必要になる場合があります。

比較ユーティリティーを使用する状況
このユーティリティーは、ソースおよびターゲット表が安定しているときに使用す
るのが最適です。このユーティリティーは、Q キャプチャー・プログラムおよび Q
アプライ・プログラムまたはキャプチャー・プログラムおよびアプライ・プログラ
ムがアイドル状態の時に実行することができます。例えば、Q キャプチャー・プロ
グラムが、DB2 リカバリー・ログの末尾に到達し、すべての変更がターゲットにア
プライされると、ユーティリティーの実行が可能になります。アプリケーションが
ソースを更新中の場合、比較は正確ではない場合があります。
レプリケーション・プログラムが実行中であると、asntdiff コマンドを 1 回より
多く (2 回以上) 実行して、ソースおよびターゲット表との間の進行中の相違の全体
像を取得しなければならないことがあります。
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相違の保管場所
asntdiff コマンドは、ソース・データベースまたはサブシステム内に相違検出表を
作成し、検出した相違を保管します。
相違検出表の名前は、schema.ASNTDIFF になります (schema は、DIFF_SCHEMA
パラメーターに指定されている値)。スキーマを指定しない場合は、デフォルトで
ASN になります。 DIFF パラメーターを使用して、表名を指定することもできま
す。
デフォルトでは、相違検出表はデフォルトの DB2 ユーザー表スペース中に作成さ
れます。DIFF_TABLESPACE パラメーターを使用して、別の既存の表スペースを指
定できます。
相違検出表には 2 列以上の列があります。列の１つは DIFF という名前の列で、
Linux、 UNIX、および Windowsの場合、末尾に空白スペースが１つ取られます。
DIFF 列の値は、挿入、更新、または削除操作を示す文字の後に、どの表に相違のあ
る行が入っているかを示す数値が続いたものです。他の列には、レプリケーショ
ン・キー列の値が入っています。相違検出表には、ターゲット表の一致していない
行ごとに 1 行があります。
相違検出表は、以下の 3 つの ID を使用して、ターゲット表に変更を加えてソース
表と一致させるのに必要な操作を示します。
D (削除)
キー値のある行がターゲットのみにあり、ソースにないことを示します。
U (更新)
同じキー値のある行がソースとターゲットの両方にあるが、ターゲットの 1
つ以上の非キー列が違っていることを示します。
I (挿入)
キー値のある行がソースのみにあり、ターゲットにないことを示します。
値 ? 1 は、1 列以上のソース列に無効文字があることを示しています。
値 ? 2 は、1 列以上のターゲット列に無効文字があることを示しています。
例:
以下のリストは、ソースの EMPLOYEE 表を同じ表のターゲット・コピーと比較す
ることによって戻される値です。レプリケーションのキー列は、以下のように従業
員番号 EMPNO です。
DIFF
U 2
I 2
I 2
D 2
I 2
D 2

EMPNO
000010
000020
000040
000045
000050
000055

例の先頭行は、キー値 000010 のある行がソース表とターゲット表の両方にある
が、ターゲットの 1 つ以上の非キー列の値が違っていることを示します。次の 2
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行は、キー値 000020 および 000040 のある行がソースのみにあることを示しま
す。4 番目の行は、キー値 000045 のある行がターゲットのみにあることを示しま
す。
値? 1 および ? 2 はこの例にはありません。

必須の許可
比較ユーティリティーには以下のデータベース許可が必須です。
v 比較対象の表へのアクセス権、および -f (file) オプションを使用しない場合のレ
プリケーション・コントロール表へのアクセス権
v

PWDFILE キーワードを使用する場合のパスワード・ファイ
ルに対する読み取り特権

v DIFF_PATH キーワードで指定したディレクトリーに対する書き込み特権
v 相違検出表を作成する場合、ソース・データベースでの CREATETAB 権限、お
よび表スペース上の USE 特権。さらに、以下の特権のうちの １ つが必要で
す。
– 表の暗黙的または明示的スキーマ名が存在しない場合、データベースでの
IMPLICIT_SCHEMA 権限
– 表を当該スキーマで作成する場合、既存スキーマでの CREATEIN 特権
z/OS 上で、asntdiff を実行するユーザー ID が表作成の権限を備えていない場合
は、SQLID キーワードを使用することで、相違検出表の作成に使用するための許
可 ID を指定できます。
v DIFF_DROP=N を使用しない場合、相違検出表をドロップするためのスキーマで
の DROPIN 特権
v 相違検出表 (ソースで）に対する SELECT、DELETE、および INSERT 特権。デ
フォルトのスキーマ名は ASN、デフォルトの表名は ASNTDIFF です。

ソースおよびターゲットでのキー列に関する制約事項
asntdiff ユーティリティーは、データベースが SYSTEM または IDENTITY で定義
されている場合に、マルチバイト文字セットをサポートします。ただし、ソース表
およびターゲット表でレプリケーション用にキーとして使用される列については、
このユーティリティーで表を比較するためには、1 バイト文字を使用する必要があ
ります。
Unicode を使用する Linux、UNIX、または Windows データベースの場合、キー・
データ内の文字を基底米国英語 ASCII サブセット (ASCII 文字の最初の 256 文字)
より大きくすることはできません。それより大きい場合、asntdiff ユーティリティー
は表を比較できません。

データ・タイプに関する考慮事項
asntdiff を使用するときは、比較対象の表のデータ・タイプを考慮する必要がありま
す。
ソースとターゲットのデータ・タイプの相違
比較ユーティリティーは、サブスクリプションの記述に基づいて 2 つの
SELECT SQL ステートメントを構築できます。このユーティリティーは、
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両方のステートメントの実行結果のデータを比較して、ソース表とターゲッ
ト表の間の相違を入手します。両方の SQL ステートメントの列のデータ・
タイプと長さは同じでなければなりません。
SQL レプリケーション
このユーティリティーは、IBMSNAP_SUBS_COLS 表の
EXPRESSION 列を使用して、ソースの SQL ステートメントを構築
します。
Q レプリケーション
ソースとターゲットの両方のデータ・タイプは同じでなければなり
ません。
サポートされないデータ・タイプ
比較ユーティリティーでは、以下のデータ・タイプ間の比較はサポートされ
ません。
Nonkey 列
DECFLOAT、BLOB_FILE、CLOB_FILE、DBCLOB_FILE
キー列 DECFLOAT、 BLOB、 CLOB、 DBCLOB、 VARGRAPHIC、
GRAPHIC、 LONG_VARGRAPHIC、 BLOB_FILE、 CLOB_FILE、
DBCLOB_FILE、 XML
GRAPHIC データ・タイプの比較
このユーティリティーを使用してソース表とターゲット表を比較する際に、
ソースとターゲットの GRAPHIC グラフィック・データの列が一致しない
ことがあります。DB2 の GRAPHIC データ・タイプの列は、グラフィッ
ク・データの後にブランクが埋め込まれます。この埋め込みは、データベー
スを作成した際のコード・ページに応じて、単一バイトまたは 2 バイトの
スペースになります。この埋め込みのために、ソース表とターゲット表の間
でデータが一致しないことがあります (特に、ソース表とターゲット表のコ
ード・ページが違う場合)。この埋め込みは GRAPHIC データ・タイプのみ
に適用され、VARGRAPHIC や LONG VARGRAPHIC などの他のグラフィ
ック・データ・タイプには適用されません。
GRAPHIC データ・タイプの列を比較するには、DB2 スカラー関数
rtrim(<column> を使用してソース表とターゲット表を比較する前に、デー
タ中のブランク埋め込みを除去しなければなりません。この関数は、単一バ
イト・スペースか 2 バイト・スペースかによるコード・ページの相違を除
去し、このユーティリティーが一貫性のある方法で GRAPHIC データを比
較することを保証します。
TIMESTAMP WITH TIMEZONE 制限
比較ユーティリティーでは、DB2 for z/OS バージョン 10 で導入された
TIMESTAMP WITH TIMEZONE データ・タイプに関係した比較はサポート
しません。

フィルタリングの影響
ソース表とターゲット表の相違が計画的な場合もあります。例えば、Q レプリケー
ションで検索条件を使用して、複製される行をフィルターに掛ける場合などが該当
します。このユーティリティーは、述部または削除の抑制の結果によるソース表と
ターゲット表の相違は示しません。
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行のフィルタリング
比較ユーティリティーは、レプリケーション・コントロール表の情報を使用
して、意図的な相違を表示しないようにします。
SQL レプリケーション
このユーティリティーは IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表の
PREDICATES 列を使用して、ソース表から行を選択します。
UOW_CD_PREDICATES 列の値は無視されます (asntdiff はソース
表を直接参照しますが、アプライ・プログラムは CD 表を参照しま
す)。
Q レプリケーション
このユーティリティーは IBMQREP_SUBS 表の
SEARCH_CONDITION 列の値を使用して、SELECT ステートメン
トの WHERE 文節を構築します。
削除操作の抑制
Q レプリケーションでは、ソース表からの削除操作のレプリケーションを
抑制することを選択できます。削除操作を複製しないと、ターゲット表にあ
る行がソース表にない可能性があります。Q サブスクリプションの
SUPPRESS_DELETES 値が Y の場合は、asntdiff ユーティリティーは、タ
ーゲット固有の行を無視し、相違なしと報告します。警告が発行されて、抑
制された行の数が示されます。
asntdiff -f (入力ファイル) オプションは、SUPPRESS_DELETES をサポート
しません。これは、表の比較を Q サブスクリプション定義ではなく SQL
SELECT ステートメントを基にして行うためです。

サブスクリプションではなく照会に基づいた比較
asntdiff -f コマンド・オプションを使用すると、入力ファイルから読み取られた
SQL SELECT ステートメントを使用して区別付けを行うことができます。このオプ
ションにより、2 つの一般的な表の間の区別付けをより柔軟に行うことができま
す。 asntdiff -f オプションは標準の asntdiff とは異なり、比較対象の表と行を決
定するためにレプリケーション定義を使用しません。
asntdiff -f オプションは、Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上のすべての表
に対して使用できます。このオプションについて詳しくは、 486 ページの『asntdiff
–f (入力ファイル) コマンド・オプション』を参照してください。
入力ファイルには、SELECT ステートメントの他に、ソースおよびターゲット・デ
ータベース情報、相違表情報、および相違の処理方法を指定するオプション・パラ
メーターが含まれます。 asnpwd コマンドによって作成されるパスワード・ファイ
ルを使用して、ソースおよびターゲット・データベースに接続するためのユーザー
ID とパスワードを指定できます。
注: asntdiff -f オプションを使用して DB2 XML 列を比較するには、
XMLSERIALIZE スカラー関数を使用して XML 列を文字ラージ・オブジェクト
(CLOB) データ・タイプとしてシリアライズする必要があります。例えば、入力フ
ァイル内の次の SELECT ステートメントはソース表 Table 1 内の XMLColumn 列
を別のデータベース表内の同じ列に対して比較します (TARGET_SELECT も同じ機
能を使用します)。
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SOURCE_SELECT="select ID, XMLSERIALIZE(XMLColumn AS CLOB) AS XMLColumn
from Table1 order by 1"

表の行のサブセットの比較
asntdiff RANGECOL パラメーターを使用して、 2 つの表に含まれる一部の行の
みを比較することができます。このパラメーターは、ソース表の行の範囲を、2 つ
のタイム・スタンプを境界とする形式で指定します。ソース表の DATE、TIME、ま
たは TIMESTAMP 列の名前を指定してから、3 つの節のいずれかを使用して範囲を
指定します。ピアツーピア・レプリケーションに関係する表を比較する場合、範囲
節で指定するソース列に、IBM 生成の IBMQREPVERTIME 列を使用できます。
RANGECOL パラメーターは、asntdiff -f (入力ファイル) オプションでは無効で
す。同様の結果を得るためには、入力ファイル内で SQL WHERE 節を使用できま
す。

asntdiff ユーティリティーのパラレル・モードでの実行 (z/OS)
asntdiff コマンドで PARALLEL=Y オプションを使用することで、非常に大規模な
表の比較操作で最適パフォーマンスを発揮するパラレル・モードで表比較ユーティ
リティーを実行できます。
パラレル・モードの場合、asntdiff ユーティリティーは、指定された 2 つの表内の
データを比較するのに最高 21 のスレッドを使用することで、比較操作の精度を維
持しながら処理時間を大幅に短縮します。このモードでは次のことができます。
v このユーティリティーは 2 つの表を内部的に区画化し、それらの区画を並列的に
比較します。
v 区画ペアごとの行検索操作が並列的に行われます。
v 次いで、各区画ペアで検出された差異が結合され、全体的な結果が得られます。
この方式を使用すると、大量の中間結果をマテリアライズする操作が不要になるた
め、処理時間の短縮化とメモリー使用の節減になります。また、パラレル・モード
ではチェックサム計算が各データベースに課せられるため、ネットワーク・トラフ
ィックが最小化されます。
asntdiff をパラレル・モードで使用する場合は、2 つの表に日付列、時間列、または
タイム・スタンプ列およびユニーク索引または主キーをオプションとして設定する
ことをお勧めします。2 つの表は DB2 for z/OS 上に配置し、同一のコード・ペー
ジと照合シーケンスを使用する必要があります。
以下のセクションでは、パラレル・モードの使用についてさらに詳しく説明しま
す。
v

366 ページの『インストール要件』

v

366 ページの『必須の許可』

v

367 ページの『制約事項』

v

367 ページの『使用上のヒント』
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インストール要件
asntdiff ユーティリティーをパラレル・モードで使用するには、比較の対象となる表
が含まれているシステムにストアード・プロシージャー (ASNTDSP) をインストー
ルする必要があります。 ASNTDSP サンプル・ジョブは SASNSAMP データ・セッ
トに含まれています。最善の結果を得るために、NUMTCB の値が 8 から 15 のア
プリケーション環境を使用してください。
以下のコーディングによって ASNTDSP が定義されます。
CREATE PROCEDURE ASN.TDIFF
( IN
SELECTSTMT
VARCHAR(32700),
IN
GTTNAME
VARCHAR(128),
IN
OPTIONS
VARCHAR(1331),
OUT
RETURN_BLOCK_CRC
VARCHAR(21),
OUT
RETURN_NUM_ROWS
INTEGER,
OUT
RETURN_CODE
INTEGER,
OUT
RETURN_MESSAGE
VARCHAR(30000))
PARAMETER CCSID EBCDIC
EXTERNAL NAME ASNTDSP
LANGUAGE C
PARAMETER STYLE GENERAL WITH NULLS
COLLID ASNTDIFF
WLM ENVIRONMENT !!WLMENV4!!
MODIFIES SQL DATA
ASUTIME NO LIMIT
STAY RESIDENT YES
PROGRAM TYPE MAIN
SECURITY USER
RUN OPTIONS ’TRAP(OFF),STACK(,,ANY,),POSIX(ON)’
COMMIT ON RETURN NO;

必須の許可
asntdiff をパラレル・モードで実行するには、以下のデータベース許可および特権、
またはこれより上位の条件が必要です。
v 比較対象となっている表の SELECT 特権。
v 相違検出表に関する以下の特権。
– 表を既存スキーマで作成する場合は、当該スキーマに対する CREATEIN およ
び DROPIN
– DIFF_TABLESPACE パラメーターの指定がない場合、デフォルト・データベ
ース DSNDB04 上での CREATETAB および CREATETS 権限。DB2 for z/OS
バージョン 10 で、IN 節を CREATE TABLE と一緒に指定していない場合
は、データベース DSNDB04 上に CREATETAB 特権が必須です。
– DIFF_TABLESPACE パラメーターを明示的に指定している場合、
DIFF_TABLESPACE が含まれているデータベース上の CREATETAB 権限、な
らびに DIFF_TABLESPACE で指定した表スペース上の USE 特権。
v 作成済みのグローバルな一時表を作業ファイル・データベース内に作成するに
は、関係するすべてのデータベースでの CREATETMTAB 特権
v 相違検出表が作成されるデータベース上での SELECT、DELETE、および
INSERT 特権。デフォルトのスキーマ名は ASN、デフォルトの表名は
ASNTDIFF です。
v カタログ表（SYSIBM.SYSDUMMY1、 SYSIBM.SYSTABLES、
SYSIBM.SYSKEYS、および SYSIBM.SYSINDEXES) での SELECT 特権
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v ASN.TDIFF プロシージャーでの EXECUTE 特権
v ASNTDIFF.ASNTDSP パッケージでの EXECUTE 特権
v ASNRD101 プランでの EXECUTE 特権
asntdiff を実行するユーザー ID に対して必要な DB2 許可が付与されていること
を、このユーティリティーの始動前に確認してください。TARGET_SQLID パラメ
ーターおよび SOURCE_SQLID パラメーターを使用すれば、CURRENT SQLID の
値を、充分な権限を備えた許可 ID に変更できます。

制約事項
v 比較対象の 2 つの表のコード・ページと照合シーケンスは同じである必要があり
ます。同じでない場合は、PARALLEL=N オプション (デフォルト値) を使用して
表同士の比較を行ってください。
v asntdiff ユーティリティーをパラレル・モードで使用する場合、このユーティリテ
ィーは JCL を使用するバッチ・ジョブとして z/OS から実行する必要がありま
す。
v 比較対象となる表は z/OS 上に存在する必要があります。
v asntdiff をパラレル・モードで実行する場合は、-F PARM オプションのみがサポ
ートされます。
v SOURCE_SELECT パラメーターおよび TARGET_SELECT パラメーターととも
に使用する、サポートされた SELECT ステートメントでは、次の構造に従う必要
があります。
SELECT xxx FROM yyy (WHERE zzz) ORDER BY aaa

WHERE 節はオプションです。
v 非キー列に対してサポートされているデータ・タイプは、DATE、 TIME、
TIMESTAMP、 VARCHAR、 CHAR、 LONG VARCHAR、 FLOAT、 REAL、
DECIMAL、 NUMERIC、 BIGINT、 INTEGER、 SMALLINT、 ROWID、
VARBINARY、 BINARY、 VARGRAPH、 GRAPHIC、 LONGRAPH です。
v キー列に対してサポートされているデータ・タイプは、 DATE、 TIME、
TIMESTAMP、 VARCHAR、 CHAR、 LONG VARCHAR、 FLOAT、 REAL、
DECIMAL、 NUMERIC、 BIGINT、 INTEGER、 SMALLINT、 ROWID、
VARBINARY、 BINARY です。
その他の制約事項については 486 ページの『asntdiff –f (入力ファイル) コマンド・
オプション』を参照してください。

使用上のヒント
v WHERE 節および ORDER BY 節で使用する列では索引を使用する必要がありま
す。ORDER BY 節で指定する列では、同一の索引列の順序および昇順/降順属性
に従う必要があります。 RUNSTATS ユーティリティーと REORG ユーティリテ
ィーを使用して表アクセス情報を現行の状態に維持します。
v パラレル・モードでは、asntdiff ユーティリティーは ORDER BY 節での昇順と
降順の混用をサポートします。混用は、索引の場合と同一にする必要がありま
す。ただし、索引でこのような混用を使用した場合、ユーティリティーは最適の
パフォーマンスを発揮しない場合があります。それでも、得られる結果は正確な
ものになります。
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v 最適なパフォーマンスを実現するには、
– アプリケーション・スレッドのシステム・リソース制限を引き上げ、
NUMTHREADS を 21 に設定します。
– SOURCE_SELECT および TARGET_SELECT 内のキー列に対して列の別名お
よび式を使用しないでください。

表修復ユーティリティー (asntrep)
asntrep コマンドは、行の削除、挿入、および更新を行うことにより、すべての
DB2 サーバー上のソース表とターゲット表の相違を修復します。このコマンドは、
Linux、UNIX、Windows のオペレーティング・システムで実行できます。
asntrep コマンドをは、asntdiff コマンドによって生成される相違検出表を使用し
て、以下の操作を行います。
v ソース表に一致するキーがない行をターゲット表から削除します。
v ソース表にあるが、一致するキーがない行をターゲット表に挿入します。
v ソースに一致するキーがあるが、非キー・データが違うターゲット行を更新しま
す。
Q レプリケーションの場合、ターゲットは表でなければならず、ストアード・プロ
シージャーにすることはできません。SQL レプリケーションの場合、ターゲットは
ユーザー表、ポイント・イン・タイム表、レプリカ表、ユーザーがコピーした表で
なければなりません。 Q サブスクリプションでピアツーピア・レプリケーションを
行うときに、asntrep ユーティリティーを使用する場合、論理表のすべてのコピーを
一度に 2 コピーずつ修復しなければなりません。
asntrep コマンドは、asntdiff コマンドの実行後に実行します。asntrep コマンド
は、ソース・データベースまたはサブシステムからターゲットへ相違検出表をコピ
ーし、この表を使用して、ターゲット表を修復します。
asntrep コマンドを使用する場合、asntdiff コマンドに使用したものと同じ
WHERE 文節を使用して、同期させるソース表とターゲット表のある Q サブスクリ
プションまたはサブスクリプション・セットのメンバーを識別します。修復ユーテ
ィリティーは、比較ユーティリティーでのように入力ファイルの使用をサポートし
ていません。
修復プロセス中に、ターゲット表の参照整合性制約はドロップされません。挿入ま
たは削除が、参照整合性制約に違反しているため、ターゲット表からの行の挿入ま
たは削除操作が失敗する可能性があります。また、重複したソース行があると、タ
ーゲットにユニーク索引がある場合にターゲットの修復が不可能になる可能性があ
ります。

比較ユーティリティーが DB2 SQL 互換性フィーチャーを扱う方法
DB2 for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9.7 では、可変長タイム・スタン
プ、特殊文字ストリング処理での VARCHAR2 データ・タイプ、
DATE-TIMESTAMP の互換性などの、SQL 互換性の拡張が導入されました。これら
の新しいフィーチャーとともに asntdiff コマンドを使用するには、いくつかの考
慮事項を確認する必要があります。
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以下のセクションで、それらの考慮事項について説明します。
v 『精度が異なる TIMESTAMP 非キー列の比較』
v 『精度が異なる TIMESTAMP キー列の比較』
v

371 ページの『DATE データ・タイプを TIMESTAMP(0) として使用する場合の
考慮事項』

v

370 ページの『rangecol パラメーター使用時の動作』

v

372 ページの『テキスト・ベースのストリングのための互換性オプション』

v

372 ページの『asntdiff ファイル・オプション (asntdiff –f) 』

精度が異なる TIMESTAMP 非キー列の比較
asntdiff は、精度が異なる TIMESTAMP 列を持つ 2 つの表を比較する場合、長い
ほうの TIMESTAMP 列の切り捨てたバージョンを作成してから、長さが同じ 2 つ
の値を比較します。
以下の例では、表 A と表 B に、長さの異なる TIMESTAMP 列があります。
表 A

表 B

Col1 - TIMESTAMP(6)
2009-02-05-12.46.01.126412

Col1 - TIMESTAMP(12)
2009-02-05-12.46.01.126412000000

この状況では、asntdiff は表 A の 2009-02-05-12.46.01.126412 を、表 B の切り捨て
られた値である 2009-02-05-12.46.01.126412 と比較し、一致する値を報告します。
次の例では、表 A のほうに、表 B より長い TIMESTAMP 列があります。それ
は、レプリケーションの結果、ターゲット値が切り捨てられたためです (これは通
常、ターゲット・データベースがバージョン 9.7 より前のバージョンで、デフォル
トの 6 桁の TIMESTAMP 精度のみをサポートしている場合に発生します)。
表 A

表 B

Col1 - TIMESTAMP(12)
2009-02-05-12.46.01.126412123456

Col1 - TIMESTAMP(6)
2009-02-05-12.46.01.126412

ここでは、asntdiff は、ソース値の切り捨てられたバージョンである
2009-02-05-12.46.01.126412 を、ターゲット値 2009-02-05-12.46.01.126412 と比較
し、一致を報告します。asntdiff ユーティリティーが TIMESTAMP 列を切り捨てる
ときは必ず、警告メッセージ ASN4034W が発行されます。

精度が異なる TIMESTAMP キー列の比較
TIMESTAMP の精度が異なるキー列を asntdiff が比較するときにも、同じ基本的な
概念が当てはまります。つまり、比較のために、長いほうのタイム・スタンプ列の
バージョンが、短いほうのタイム・スタンプ列の長さに切り捨てられます。
以下の例では、表 A に TIMESTAMP(6) キー列と文字の列があり、表 B に
TIMESTAMP(12) キー列と文字の列があります。
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表 A

表 B

KEYCol1 - TIMESTAMP(6)
2009-02-05-12.46.01.126412

KEYCol1 - TIMESTAMP(12)
2009-02-05-12.46.01.126412000000

Col2 CHAR(12)
"test String"

Col2 CHAR(12)
"String test"

ユーティリティーは、表 A のキー値である 2009-02-05-12.46.01.126412 を、表 B
のキー値の切り捨てられたバージョンである 2009-02-05-12.46.01.126412 と比較し、
一致を報告します。その後、非キー列の値「test String」と「String test」を比較し
て、次のように相違表に「U 2」(更新が必要) を報告し、同じキー値のある行がソ
ースとターゲットの両方にあるが、ターゲットの 1 つ以上の非キー列が違っている
ことを示します。
DIFF

Col1 TIMESTAMP(6)

U 2

2009-02-05-12.46.01.126412

相違表の 2 列目には、常にキー値が含まれています。相違表 DDL はソース表に基
づいているので、asntdiff はソース TIMESTAMP(6) 値を使用します。ソース表のほ
うに長い TIMESTAMP 列 (例えば、TIMESTAMP(12) など) がある場合、ユーティ
リティーは、キーを比較するために TIMESTAMP(12) を TIMESTAMP(6) に切り捨
てます。しかし、相違表の作成には、ソース表の TIMESTAMP(12) 定義を使用しま
す。それでも、相違表に書き込まれるキー値は、比較の際に使用されたキー値、つ
まり TIMESTAMP(6)です。次に、この値が TIMESTAMP(12) になるように埋め込
みが行われます。
この状況では、asntrep ユーティリティーを使用してソース表とターゲット表の間の
相違を修復する際、asntrep は、ターゲットのキー列の値がレプリケーションの結果
であると想定します。そのため、DB2 が 0 による埋め込みを行う場合、ターゲッ
トの側の一致するキーは検出され、更新することが可能です。

rangecol パラメーター使用時の動作
asntdiff の rangecol 呼び出しパラメーターは、2 つの表に含まれる行のサブセット
を、指定したタイム・スタンプ列に基づいて比較できるようにするものですが、こ
れを使用する際にも、タイム・スタンプ列が可変長でキー列でもある場合に特別な
注意が必要です。
表 A
KEYCol1 - TIMESTAMP(12)

Col2 CHAR(12)

2009-02-05-12.46.01.126412123456

"test String"

2009-02-05-12.46.02.126412123456

"test String"

2009-02-05-12.46.03.126412123456

"test String"

表 B
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KEYCol1 - TIMESTAMP(6)

Col2 CHAR(12)

2009-02-05-12.46.01.126412

"String test"

2009-02-05-12.46.02.126412

"String test"

2009-02-05-12.46.03.126412

"String test"

上記の表 A と表 B を例として、以下の asntdiff 呼び出しの rangecol の部分を考
えてみましょう。ここでは、比較する行を指定するために TIMESTAMP(6) が使用
されています。
RANGECOL="'KEYCol1’ FROM: ’2009-02-05-12.46.01.126412’
TO: ’2009-02-05-12.46.03.126412’"

範囲節は asntdiff によって BETWEEN 節を持つ SQL SELECT ステートメントに
書き直されます。
WHERE ("KEYCol1" BETWEEN ’2009-02-05-12.46.01.126412’
AND ’2009-02-05-12.46.03.126412’)

上記のシナリオにおいてすべての行を含めるには、範囲節でソースのキー値を使用
します。一般的な規則として、範囲節では常に長いほうの TIMESTAMP 列値を使用
してください。例えば、以下のステートメントではターゲットとソースの両方の 6
つの行すべてが考慮されます。
RANGECOL="'KEYCol1’ FROM: ’2009-02-05-12.46.01.126412123456’
TO: ’2009-02-05-12.46.03.126412123456’"

注: ここで説明されているシナリオは、ターゲット表の内容が Q アプライ・プログ
ラムまたはアプライ・プログラムのみによって追加された場合にのみ有効です。タ
ーゲット表との間で何らかの手動の対話が行われた場合、予期しない asntdiff の結
果が生じる場合があります。通常どおり、asntrep コマンドを使用して相違を修復
する前に、相違表内の結果をよく分析することが必要です。

DATE データ・タイプを TIMESTAMP(0) として使用する場合の考慮
事項
asntdiff ユーティリティーは、DATE データ・タイプと TIMESTAMP(0) データ・タ
イプの比較をサポートしていません。 DATE 列のある表を持つデータベースに対し
て DATE データ・タイプ互換性フィーチャーが有効になっていない場合、asntdiff
は「ASN4003E データ・タイプまたは長さに互換性がありません。」というメッセ
ージを出して異常終了します。
以下の例では、2 つのデータベースを示しており、2 番目のデータベースは日付に
対して TIMESTAMP(0) 列を使用できるようになっています。

データベース 1、表 A

データベース 2
(互換性ベクトル 0x40)、表 B

DATE
02/05/2009

TIMESTAMP(0)
2009-02-05-12.46.01

これらの 2 つの表を比較するには、asntdiff ファイル・オプションを使用して、2
つのデータ・タイプのいずれかを互換性のあるデータ・タイプに手動でキャストす
る必要があります。
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テキスト・ベースのストリングのための互換性オプション
文字データのための互換性オプションが有効になっている場合、テキスト・ベース
の列に空ストリングを挿入すると、NULL 値になります。
データベース 1、表 A
KEYCol1 - TIMESTAMP(6)

データベース 1、表 A
Col2 VARCHAR(12)

2009-02-05-12.46.01.126412

""

データベース 2
(互換性ベクトル 0x20)、表 B
KEYCol1 - TIMESTAMP(6)

データベース 2
(互換性ベクトル 0x20)、表 B
Col2 VARCHAR(12)

2009-02-05-12.46.01.126412

NULL

デフォルトでは、asntdiff は、Col2 の相違にフラグを立て、更新が必要であること
を相違表で報告します。asntdiff がこれを相違として報告しないようにするには、
asntdiff ファイル・オプションを SOURCE_SELECT パラメーター内の以下の SQL
ステートメントで使用できます。
SELECT Col2 CASE WHEN Col2 = ¥’¥’ THEN NULL ELSE Col2 END FROM Database1

いずれの場合でも、このシナリオについて通知するために、警告メッセージ
ASN4035W が一度発行されます。

asntdiff ファイル・オプション (asntdiff –f)
前述のデフォルトの動作のいずれかをオーバーライドするには、バージョン 9.7 で
導入された asntdiff ファイル・オプションを使用することが推奨されています。
このオプションを使用すると、任意の SQL 式を使用できます。例えば、CAST ス
テートメントを使用して、長さの異なるタイム・スタンプ列を比較する際の切り捨
てを回避することができます。
以下の例では、TIMESTAMP(6) に埋め込みを行って TIMESTAMP(12) にします。
SOURCE_SELECT= "SELECT CAST(KEYCol1 AS TIMESTAMP(12) ) AS KEYCol1, Col2
FROM TABLE_A ORDER BY 1"
TARGET_SELECT= "SELECT KEYCol1, Col2 FROM TABLE_B ORDER BY 1"
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第 22 章 システム・サービスを使用して Q レプリケーションお
よびイベント・パブリッシング・プログラムを操作する方法
それぞれのオペレーティング・システムごとに設計されているシステム・サービス
を使用することによって、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの
レプリケーション・プログラムを操作できます。
z/OS オペレーティング・システムは、レプリケーション・プログラムの操作に、ジ
ョブ制御言語 (JCL)、システム開始タスク、または自動リスタート・マネージャー
(ARM) を使用できます。 Windows オペレーティング・システムは、システム・サ
ービスを使用してレプリケーション・プログラムを操作できます。 レプリケーショ
ン・プログラムは、Linux オペレーティング・システム、UNIX オペレーティン
グ・システム、Windows オペレーティング・システム、および z/OS オペレーティ
ング・システム上でスケジュールすることができます。

z/OS システム・サービスを使用した Q レプリケーションおよびイベン
ト・パブリッシング・プログラムの実行
z/OS 上で、JCL またはシステム開始タスクを使用してレプリケーション・プログラ
ムを開始できます。自動リスタート・マネージャー (ARM) を使用して、失敗した
レプリケーション・プログラムを再開できます。

JCL を使用した Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシ
ング・プログラムの実行
z/OS 上でデータを複製する際には、JCL を使用してレプリケーション・プログラム
を操作できます。

CAPTURE_PATH パラメーターの指定 (z/OS)
JCL を使用して Q キャプチャー・プログラムを実行できるようにするには、その
前に CAPTURE_PATH パラメーターを指定しなければなりません。このパラメーター
には、トランザクション・ログが保管されるデータ・セットを参照するパスが含ま
れます。
このタスクについて
このパラメーターを指定しないと、Q キャプチャー・プログラムは、JCL をサブミ
ットするユーザーのホーム・ディレクトリーにログ・ファイルを書き込みます。
手順
z/OS 上で CAPTURE_PATH パラメーターを指定するには、次の方法のいずれかを使用
します。
JCL
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Q キャプチャー・プログラムを開始する JCL ステートメントの PARM フ
ィールドを使用します。 以下に例を示します。
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// PARM=’/CAPTURE_SERVER=DSN7 CAPTURE_PATH=//JAYQC // LOGSTDOUT
capture_schema=JAY’

この例では、Q キャプチャー・プログラムはログ・ファイルを
USER1.JAYQC.D7DP.JAY.QCAP.LOG ファイルに書き込みます。USER1
は、JCL をサブミットするユーザーです。
ログ用のデータ・セットが特定の高位修飾子を持つようにするには、以下の
例を使用します。
// PARM=’/capture_server=DSN7 capture_schema=JAY //
CAPTURE_PATH=//’’OEUSR01’

この例では、Q キャプチャー・プログラムはログ・ファイルを
OEUSR01.DSN7.JAY.QCAP.LOG ファイルに書き込みます。
SYSADM.XYZ へのパスを指定する場合は、以下のいずれかの例を使用しま
す。
// PARM=’/CAPTURE_server=DSN7 Capture_path=//’’SYSADM.XYZ //
capture_schema=JAY’
// PARM=’/CAPTURE_server=DSN7 capture_schema=JAY //
capture_PATH=//’’SYSADM.XYZ’

パス名が、MVS データ・セットの 44 文字の長さ制限を超えていないこと
を確認してください。この JCL を実行するユーザー ID は、上記のデー
タ・セットへの書き込みが許可されていなければなりません。
SQL

IBMQREP_CAPPARMS 表に対する INSERT ステートメントを発行しま
す。以下に例を示します。
INSERT INTO JAY.IBMQREP_CAPPARMS (qmgr, restartq, adminq, startmode,
memory_limit, commit_interval, autostop, monitor_interval,monitor_limit,
trace_limit, signal_limit, prune_interval, sleep_interval, logreuse,
logstdout, term, capture_path, arch_level)
VALUES
( ’CSQ1’, ’IBMQREP.ASN.RESTARTQ’,’IBMQREP.ASN.ADMINQ’,
’WARMSI’, 32, 500, ’N’, 300000, 10080, 10080, 10080, 300, 5000,
’N’, ’N’, ’Y’, ’//JAYQC’, ’901’);

ログ用のデータ・セットが特定の高位修飾子を持つようにするには、以下の
例を使用します。
INSERT INTO JAY.IBMQREP_CAPPARMS (qmgr, restartq, adminq, startmode,
memory_limit, commit_interval, autostop, monitor_interval,monitor_limit,
trace_limit, signal_limit, prune_interval, sleep_interval, logreuse,
logstdout, term, capture_path, arch_level)
VALUES
( ’CSQ1’, ’IBMQREP.ASN.RESTARTQ’, ’IBMQREP.ASN.ADMINQ’,
’WARMSI’, 32, 500, ’N’,300000, 10080, 10080, 10080, 300, 5000, ’N’,
’N’, ’Y’, ’//’’OEUSR01’,’901’);

SYSADM.XYZ へのパスを指定するには、以下の例を使用します。
INSERT INTO JAY.IBMQREP_CAPPARMS (qmgr, restartq, adminq, startmode,
memory_limit, commit_interval, autostop, monitor_interval,monitor_limit,
trace_limit, signal_limit, prune_interval, sleep_interval, logreuse,
logstdout, term, capture_path, arch_level)
VALUES
( ’CSQ1’, ’IBMQREP.ASN.RESTARTQ’,’IBMQREP.ASN.ADMINQ’,
’WARMSI’, 32, 500,
’N’,300, 10080, 10080, 10080, 300, 5000,
’N’, ’N’, ’Y’, ’//’’SYSADM.XYZ’,’901’);
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JCL を使用した Q キャプチャー・プログラムの開始
WebSphere Replication Server for z/OS バージョン 9 のサンプル・ライブラリーに
はサンプルの JCL およびスクリプトが含まれており、これらのサンプルに変更を加
えたり、これらのサンプルを使用して Q キャプチャー・プログラムを開始したりで
きます。
推奨: 変更を加える前に、SASNSAMP ライブラリーから別のライブラリーにジョブ
をコピーしてください。ライブラリーにあるサンプル・ジョブの完全なリストにつ
いては、プログラム・ディレクトリーを参照してください。
手順
JCL を使用して Q キャプチャー・プログラムを開始するには、次のようにしま
す。
1. Q キャプチャー・ジョブの PARM フィールドで適切な呼び出しオプション・パ
ラメーターを指定します。
システム全体の /etc/profile ファイル、または実行中のレプリケーション・プ
ログラムのホーム・ディレクトリーの profile ファイルで TZ (時間帯) および
LANG (言語) 環境変数を設定しなかった場合、JCL でこれらの変数を設定しな
ければなりません。これらの変数の設定について詳しくは、z/OS 用のレプリケ
ーションのインストールおよびカスタマイズを参照してください。 次に示す呼
び出し JCL の例では、TZ および LANG 変数を設定しています。
//CAPJFA EXEC PGM=ASNQCAP,
// PARM=’ENVAR(’TZ=PST8PDT’,’LANG=en_US’)/CAPTURE_SERVER=DQRG
// capture_schema=JFA’

2. レプリケーション・プログラムが /tmp ディレクトリー以外のディレクトリーに
一時ファイルを作成できるようにする場合、TMPDIR 環境変数を使用してディレ
クトリー・パスを指定してください。

JCL を使用した Q アプライ・プログラムの開始
WebSphere Replication Server for z/OS バージョン 9 のサンプル・ライブラリーに
はサンプルの JCL およびスクリプトが含まれており、これらのサンプルに変更を加
えたり、これらのサンプルを使用して Q アプライ・プログラムを開始したりできま
す。
推奨: 変更を加える前に、SASNSAMP ライブラリーから別のライブラリーにジョブ
をコピーしてください。ライブラリーにあるサンプル・ジョブの完全なリストにつ
いては、プログラム・ディレクトリーを参照してください。
手順
JCL を使用して Q アプライ・プログラムを開始するには、次のようにします。
Q アプライ・ジョブの PARM フィールドで適切なオプションの呼び出しパラメー
ターを指定します。 以下の例は、Q アプライ・プログラムの呼び出し JCL を示し
ています。
//PLS EXEC PGM=ASNQAPP, // PARM=’APPLY_SERVER=DQRG APPLY_SCHEMA=JAY’
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JCL を使用したレプリケーション・アラート・モニターの開始
サンプル・ライブラリーにはサンプルの JCL およびスクリプトが含まれており、こ
れらのサンプルに変更を加えたり、これらのサンプルを使用してレプリケーショ
ン・アラート・モニターを開始したりできます。
推奨: 変更を加える前に、SASNSAMP ライブラリーから別のライブラリーにジョブ
をコピーしてください。ライブラリーにあるサンプル・ジョブの完全なリストにつ
いては、プログラム・ディレクトリーを参照してください。
手順
JCL を使用してレプリケーション・アラート・モニターを開始するには、次のよう
にします。
レプリケーション・アラート・モニター・ジョブの PARM フィールドで適切なオ
プションの呼び出しパラメーターを指定します。 以下の例は、レプリケーション・
アラート・モニターの呼び出し JCL を示しています。
//monasn EXEC PGM=ASNMON,PARM=’monitor_server=DSN
monitor_qual=monqual’

JCL を使用したバッチ・モードでの Q レプリケーションおよびイベ
ント・パブリッシング・プログラムの実行
JCL を使用してバッチ・モードで Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プ
ログラム、およびレプリケーション・アラート・モニター・プログラムを実行する
には、該当するプログラムのライブラリー SASNSAMP 内の JCL をカスタマイズ
します。
手順
バッチ・モードでレプリケーション・プログラムを実行するには、次のようにしま
す。
1. 該当するプログラムのライブラリー SASNSAMP で JCL をカスタマイズする。
表 29 は、各プログラムを開始するのに使用されるサンプル・ジョブを示しま
す。
表 29. JCL のレプリケーション・プログラムを開始するサンプル・ジョブ
サンプル

プログラム

ASNQSTRA

Q アプライ

ASNQSTRC

Q キャプチャー

ASNSTRM

レプリケーション・アラート・モニター

ASNQTON

トレース (Q キャプチャー・プログラムまた
は Q アプライ・プログラム用)

2. DPROPR ジョブ (Q キャプチャー、Q アプライ、レプリケーション・アラー
ト・モニター、および asntrc) の PARM フィールドに、適切な呼び出しオプシ
ョン・パラメーターを指定することにより、z/OS 用 JCL を準備する。
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MVS MODIFY コマンドを使用した、実行中の Q レプリケーション
およびイベント・パブリッシング・プログラムの処理
Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、またはレプリケーショ
ン・アラート・モニターを開始した後で、MODIFY コマンドを使用して、プログラム
を停止したり、関連するタスクを実行したりできます。
このタスクについて
MODIFY と共に使用できるパラメーターの説明については、asnqccmd: 実行中の Q
キャプチャー・プログラムの操作、asnqacmd: 実行中の Q アプライ・プログラムの
操作、および asnmcmd: 実行中のレプリケーション・アラート・モニターの操作を
参照してください。
手順
z/OS 上で実行中のプログラムを処理するには、次のようにします。
z/OS コンソールから MODIFY コマンドを実行します。 以下の構文例に示すよう
に、f という省略形を使用できます。
 f

jobname ,

Parameters



f jobname は、実際のコマンド名 (asnqccmd、asnqacmd、または asnmcmd) に置き換
わります。各コマンドに適用される稼働パラメーターは、f キーワードを指定して
使用できます。
例えば、PLS ジョブ名を使用する実行中の Q アプライ・プログラムを停止するに
は、次のコマンドを使用します。
F PLS,stop

表 30 は、f キーワードを使用して実行できる Q キャプチャー・コマンドを示して
います。すべての例で、ジョブ名は myqcap です。
表 30. Q キャプチャー・プログラム用のサンプル MODIFY コマンド
パラメーター

f キーワードを使用するサンプル・コマンド

prune

f myqcap,prune

qryparms

f myqcap,qryparms

reinit

f myqcap,reinit

reinitq

f myqcap,reinitq=send_queue_name

startq

f myqcap,startq=send_queue_name

startq all

f myqcap,startq all

stopq

f myqcap,stopq=send_queue_name

status

f myqcap,status

status show details

f myqcap,status show details

stop

f myqcap,stop
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表 30. Q キャプチャー・プログラム用のサンプル MODIFY コマンド (続き)
パラメーター

f キーワードを使用するサンプル・コマンド

chgparms

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms
myqcap,chgparms

autostop=y/n
commit_interval=n
logreuse=y/n
logstdout=y/n
monitor_interval=n
monitor_limit=n
prune_interval=n
qfull_num_retries=n
qfull_retry_delay=n
sleep_interval=n
signal_limit=n
term=y/n
trace_limit=n

表 31 は、f キーワードを使用して実行できる Q アプライ・コマンドを示していま
す。すべての例で、ジョブ名は myqapp です。
表 31. Q アプライ・プログラム用のサンプル MODIFY コマンド
パラメーター

f キーワードを使用するサンプル・コマンド

loaddonesub

f myqapp,loaddonesub=receive_queue_name:q_sub_name

prune

f myqapp,prune

qryparms

f myqapp,qryparms

stopq

f myqapp,stopq=receive_queue_name

startq

f myqapp,startq=receive_queue_name

startq;skiptrans

f myqapp,startq="receive_queue_name;skiptrans=transaction_ID"

reinitq

f myqapp,reinit=receive_queue_name

stop

f myqapp,stop

status

f myqapp,status

status show details

f myqapp,status show details

spillsub

f myqapp,spillsub=receive_queue_name:q_sub_name

resumesub

f myqapp,resumesub=receive_queue_name:q_sub_name

chgparms

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms
myqapp,chgparms

autostop=y/n
logreuse=y/n
logstdout=y/n
monitor_interval=n
monitor_limit=n
prune_interval=n
term=y/n
trace_limit=n
deadlock_retries=n
discardconflicts=y/n
dropris=y/n

379 ページの表 32 は、f キーワードを使用して実行できる asntrc プログラム・コ
マンドを示しています。すべての例で、ジョブ名は myqcap です。
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表 32. asntrc プログラム用のサンプル MODIFY コマンド
タスク

f キーワードを使用するサンプル・コマンド

asntrc コマンドでプログラムのトレースを
開始する

f myqcap,asntrc on
f myqcap,asntrc statlong

asntrc fmt レポートをフォーマット設定し、
出力を z/OS データ・セットに送信する

F myqcap, asntrc fmt -ofn
//’USRT001.TRCFMT’

asntrc flw レポートをフォーマット設定し、
出力を z/OS データ・セットに送信する

F myqcap, asntrc flw -ofn
//’USRT001.TRCFLW’

プログラムのトレースを停止する

F myqcap, asntrc off

推奨: asntrc レポートを収めるのに十分な大きさになるように、asntrc flw および
fmt 出力ファイルを事前割り振りしてください。以下の属性を使用します。
v データ・セット名: USRT001.TRCFMT または USRT001.TRCFLW
v 1 次割り振りのシリンダー: 2
v 通常割り振りのエクステント: 1
v データ・クラス: なし (現在の使用状況)
v 使用されているシリンダー: 2
v レコード・フォーマット: VB 使用のエクステント: 1
v レコード長: 1028
v ブロック・サイズ: 6144
v 1 次エクステントのシリンダー: 2
v 2 次シリンダー: 1
v SMS 圧縮可能: NO
表 33 は、f キーワードを使用して実行できるレプリケーション・アラート・モニタ
ー・コマンドを示しています。すべての例で、ジョブ名は mymon です。
表 33. レプリケーション・アラート・モニター・プログラム用のサンプル MODIFY コマン
ド
パラメーター

f キーワードを使用するサンプル・コマンド

reinit

f mymon,reinit

status

f mymon,status

qryparms

f mymon,qryparms

suspend

f mymon,suspend

resume

f mymon,resume

stop

f mymon,stop

chgparms

f
f
f
f
f
f

mymon,chgparms
mymon,chgparms
mymon,chgparms
mymon,chgparms
mymon,chgparms
mymon,chgparms

monitor_interval=n
autoprune=y
trace_limit=n
alert_prune_limit=n
max_notifications_per_alert=n
max_notifications_minutes=n
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MODIFY の情報については、「z/OS MVS システム・コマンド」を参照してくださ
い。

システム開始タスクを使用した Q レプリケーションおよびイベン
ト・パブリッシング・プログラムの実行
システム開始タスクを使用して、Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プロ
グラム、およびレプリケーション・アラート・モニターを操作できます。
手順
プログラムを z/OS オペレーティング・システムのシステム開始タスクとして開始
するには、次のようにします。
1. PROCLIB にプロシージャー (procname) を作成する。
2. procname について、RACF STARTED クラス内に項目を作成する。 この項目
は、procname を、Q キャプチャー・プログラムを開始するために使用される
RACF ユーザー ID と関連付けます。プログラムを開始する前に、このユーザー
ID に必要な DB2 許可が付与されるようにしてください。
3. z/OS コンソールから、start procname を実行する。 以下のサンプル・プロシ
ージャーは Q キャプチャー・プログラム用です。
// PARM=’CAPTURE_SERVER=DSN7 capture_schema=ASN startmode=cold’
//STEPLIB DD DSN=qrhlqual.SASNLOAD,DISP=SHR
// DD DSN=dsnhlqual.SDSNLOAD,DISP=SHR
//* DD DSN=mqhlqual.SCSQANLE,DISP=SHR
//* DD DSN=mqhlqual.SCSQLOAD,DISP=SHR
//* DD DSN=xmlhlqual.SIXMMOD1,DISP=SHR
//CAPSPILL DD DSN=&&CAPSPILL,DISP=(NEW,DELETE,DELETE),
// UNIT=VIO,SPACE=(CYL,(50,70)),
// DCB=(RECFM=VB,BLKSIZE=6404)
//MSGS DD PATH=’/usr/lpp/db2repl_10_01/msg/En_US/db2asn.cat’
//CEEDUMP DD SYSOUT=* //SYSPRINT DD SYSOUT=* //SYSUDUMP DD DUMMY

qrhlqual
Q レプリケーション・ターゲット・ライブラリーの高位修飾子
dsnhlqual
DB2 ターゲット・ライブラリーの高位修飾子
mqhlqual
WebSphere MQ ターゲット・ライブラリーの高位修飾子
xmlhlqual
XML Toolkit ライブラリーの高位修飾子
Q キャプチャー・プログラムを実行する JCL は、WebSphere MQ ライブラリー
が LNKLST にインストールされていない場合、それらを STEPLIB に追加しな
ければなりません。レプリケーション時に UCS の代わりに ICU をコード・ペ
ージ変換に使用する場合は、XML Toolkit ライブラリーも追加できます。
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レプリケーションおよびパブリッシングを自動的に再始動するため
に自動リスタート・マネージャー (ARM) を使用する方法 (z/OS)
自動リスタート・マネージャー (ARM) のリカバリー・システムを z/OS で使用し
て、Q キャプチャー、Q アプライ、キャプチャー、アプライ、およびレプリケーシ
ョン・アラート・モニターの各プログラムを再始動することができます。
作業を始める前に
ARM がインストール済みであり、レプリケーション・プログラムが正しく設定され
ていることを確認してください。ARM をレプリケーション・プログラムで使用する
には、このプログラムが必ず APF 許可されるようにしてください。例えば、Q ア
プライ、アプライ、またはレプリケーション・アラート・モニターの各プログラム
で ARM を使用する場合は、適切なロード・モジュールを APF 許可ライブラリー
にコピーする必要があります。(Q キャプチャー・プログラムおよびキャプチャー・
プログラムは、ARM を使用するかしないかに関係なく、必ず APF 許可にする必要
があります。)
このタスクについて
ARM とは z/OS のリカバリー機能で、特定のバッチ・ジョブや開始済みタスクの可
用性を向上させることができます。ジョブまたはタスクが失敗するか、ジョブやタ
スクを実行しているシステムに障害が発生した場合、ARM はオペレーターの介入な
しに、ジョブまたはタスクを再始動できます。
ARM は、処理対象のアプリケーションを識別するためにエレメント名を使用しま
す。ARM 対応の各アプリケーションは、それ自身のユニークなエレメント名を生成
し、ARM とのすべてのコミュニケーションにこの名前を使用します。 ARM はエ
レメント名をトラッキングし、エレメント名に対して再始動ポリシーを定義しま
す。ARM の設定についての詳細は、「z/OS MVS プログラミング: シスプレック
ス・サービス・ガイド」を参照してください。
手順
ARM を使用してレプリケーション・プログラムとパブリッシング・プログラムを自
動的に再始動するには、以下のようにします。
1. ARM を構成するときに、以下のエレメント名のいずれかを指定します。
プログラム

エレメント名

Q キャプチャー

ASNQCxxxxyyyy

Q アプライ

ASNQAxxxxyyyy

キャプチャー

ASNTC xxxxyyyy

アプライ

ASNTA xxxxyyyy

レプリケーション・アラート・モニター

ASNAM xxxxyyyy

この xxxx は DB2 サブシステム名であり、yyyy はデータ共有メンバー名です
(後者はデータ共有構成の場合にのみ必要)。エレメント名の長さは常に 16 文字
であり、ブランクが埋め込まれます。
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2. オプション: レプリケーション・プログラムまたはパブリッシング・プログラム
の複数のインスタンスをデータ共用メンバーの中で実行している場合は、プログ
ラムを始動して、各プログラム・インスタンスにユニークな ARM エレメント名
を作成するときに arm パラメーターを指定します。
arm パラメーターは、以前の表にリストされているエレメント名に付加された 3
文字の値をとります。構文は arm=zzz で、zzz には任意の長さの英数字ストリン
グが可能です。ただしレプリケーション・プログラムは、ユニークな 16 バイト
名を作成するために、現在の名前に 3 文字以内の文字のみを連結し、必要に応
じてブランクを埋め込みます。
レプリケーション・プログラムは初期化時にエレメント名を使用して ARM に登録
されます。登録時にイベント出口を ARM に提供することはありません。レプリケ
ーション・プログラムは z/OS サブシステムとして実行されるのではないため、イ
ベント出口は必要ありません。登録済みプログラムが異常終了した場合 (例えばセ
グメント違反の発生)、 ARM は登録済みプログラムを再始動します。登録されたレ
プリケーション・プログラムは、通常終了した場合 (例えば、STOP コマンドによる
終了)、または無効な登録を検出した場合は、登録解除されます。
ヒント: パラメーター term=n を使用して Q キャプチャー、Q アプライ、キャプ
チャー、アプライ、またはレプリケーション・アラート・モニターの各プログラム
を始動すると、DB2 が静止または停止してもプログラムは停止しません。この場
合、プログラムは ARM から登録解除されません。プログラムは実行を続けます
が、DB2 が静止解除されるか始動するまでは、実際の作業を実行しません。

レプリケーション・サービス (Windows)
Windows Service Control Manager (SCM) を使用することにより、Windows オペレ
ーティング・システム上でレプリケーション・プログラムをシステム・サービスと
して実行できます。

レプリケーションのための Windows サービスの説明
Windowsオペレーティング・システムでは、Q キャプチャー・プログラム、Q アプ
ライ・プログラム、キャプチャー・プログラム、アプライ・プログラム、レプリケ
ーション・アラート・モニター・プログラムを開始したり停止したりするプログラ
ムとしてのレプリケーション・サービスがあります。
ユーザーが作成したレプリケーション・サービスは、自動モードで SCM に追加さ
れ、サービスが開始されます。Windows は固有のサービス名および表示名を使用し
てサービスを登録します。
以下の用語は、レプリケーション・サービスの命名規則を説明しています。
レプリケーション・サービス名
レプリケーション・サービス名は、各サービスを一意的に識別し、サービス
を停止または開始するときにはこれを使用します。名前は以下のようなフォ
ーマットになります。
DB2.instance.alias.program.qualifier_or_schema

382

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

表 34 では、レプリケーション・サービス名の入力について説明していま
す。
表 34. レプリケーション・サービス名の入力
入力

説明

instance

DB2 インスタンスの名前。

alias

Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、
キャプチャー・コントロール・サーバー、アプライ・
コントロール・サーバー、モニター・コントロール・
サーバーのデータベース別名。

program

以下の値のいずれか: QCAP (Q キャプチャー・プログ
ラムの場合)、QAPP (Q アプライ・プログラムの場
合)、CAP (キャプチャー・プログラムの場合)、APP
(アプライ・プログラムの場合)、MON (レプリケーシ
ョン・アラート・モニター・プログラムの場合)。

qualifier_or_schema

以下の ID のいずれか: Q キャプチャー・スキーマ、
Q アプライ・スキーマ、キャプチャー・スキーマ、ア
プライ修飾子、モニター修飾子。

例: 以下のサービス名は、スキーマ ASN を持ち、INST1 という名前のイ
ンスタンスの下でデータベース DB1 を処理している Q アプライ・プログ
ラムのものです。
DB2.INST1.DB1.QAPP.ASN

レプリケーション・サービスの表示名
表示名は、「サービス」ウィンドウで表示されるテキスト・ストリングで、
読みやすい形式のサービス名です。以下に例を示します。
DB2 - INST1 DB1 QAPPLY ASN

サービスの記述を追加する場合は、レプリケーション・サービスを作成した後で、
Service Control Manager (SCM) を使用してください。また、SCM を使用し、サー
ビスのユーザー名およびパスワードを指定することもできます。

レプリケーション・サービスの作成
Windows オペレーティング・システム上で Q キャプチャー・プログラム、Q アプ
ライ・プログラム、キャプチャー・プログラム、アプライ・プログラム、およびレ
プリケーション・アラート・モニター・プログラムを開始するために、レプリケー
ション・サービスを作成できます。
作業を始める前に
v レプリケーション・サービスを作成する前に、DB2 インスタンス・サービスが実
行されていることを確認してください。レプリケーション・サービスを作成する
ときに DB2 インスタンス・サービスが実行されていないと、レプリケーショ
ン・サービスは作成されますが、自動的に開始されなくなります。
v DB2 をインストールしたら、レプリケーション・サービスを始動する前に
Windows サーバーを再始動する必要があります。
このタスクについて
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サービスを作成するときには、Windows にログオンするために使用するアカウント
名と、そのアカウント名のパスワードを指定する必要があります。
システムには複数のレプリケーション・サービスを追加できます。すべての Q キャ
プチャー・サーバー、Q アプライ・サーバー、またはキャプチャー・コントロー
ル・サーバーのスキーマごとに 1 つのサービスを追加し、すべてのアプライ・コン
トロール・サーバーおよびモニター・コントロール・サーバーの修飾子ごとに 1 つ
のサービスを追加できます。 例えば、5 つのデータベースがあり、それぞれのデー
タベースが Q アプライ・コントロール・サーバーとモニター・コントロール・サー
バーを兼ねている場合は、10 個のレプリケーション・サービスを作成できます。各
サーバーに複数のスキーマまたは修飾子がある場合は、さらに多くのサービスを作
成できます。
手順
レプリケーション・サービスを作成するには、以下のようにします。
asnscrt コマンドを使用します。
サービスを作成するときには、Windows にログオンするために使用するアカウント
名と、そのアカウント名のパスワードを指定する必要があります。
ヒント: レプリケーション・サービスが正しくセットアップされた場合は、サービ
スが正常に開始された後、サービス名が STDOUT に送信されます。サービスが開
始されない場合は、開始しようとしているプログラムのログ・ファイルを調べてく
ださい。デフォルトでは、ログ・ファイルは DB2PATH 環境変数で指定されたディ
レクトリー内にあります。このデフォルトは、サービスとして開始するプログラム
のパス・パラメーター (capture_path、apply_path、monitor_path) を指定すること
によってオーバーライドできます。 また、Windows Service Control Manager (SCM)
を使用して、サービスの状況を表示できます。

レプリケーション・サービスの開始
レプリケーション・サービスを作成したら、サービスを停止して、再度開始できま
す。
このタスクについて
重要: サービスからレプリケーション・プログラムを始動した場合、同じスキーマ
または修飾子を使用してプログラムを始動しようとすると、エラーが発生します。
手順
レプリケーション・サービスを開始するには、次の方法のいずれかを使用します。
v Windows Service Control Manager (SCM)
v net stop コマンド

レプリケーション・サービスの停止
レプリケーション・サービスを作成したら、サービスを停止して、再度開始できま
す。
このタスクについて
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レプリケーション・サービスを停止すると、サービスに関連するプログラムは自動
的に停止します。しかし、レプリケーション・システム・コマンド (asnqacmd、
asnqccmd、asnccmd、asnacmd、asnmcmd) を使用してプログラムを停止する場合、プ
ログラムを開始したサービスは実行を続けます。これは明示的に停止しなければな
りません。
手順
レプリケーション・サービスを停止するには、次の方法のいずれかを使用します。
v Windows Service Control Manager (SCM)
v net stop コマンド

レプリケーション・サービスのリストの表示
asnlist コマンドを使用して、すべてのレプリケーション・サービスとそのプロパ
ティーのリストを表示できます。
手順
レプリケーション・サービスのリストを表示するには、asnlist コマンドを使用し
ます。 オプションで、details パラメーターを使用すると、レプリケーション・サ
ービスのリストと各サービスの説明を表示できます。

レプリケーション・サービスのドロップ
レプリケーション・サービスが必要なくなった場合は、Windows Service Control
Manager (SCM) から除去されるように、サービスをドロップできます。
このタスクについて
サービスによって開始されるプログラムの始動パラメーターを変更する場合は、サ
ービスをドロップして、新しい始動パラメーターを使用する新しいサービスを作成
する必要があります。
手順
レプリケーション・コマンドのサービスをドロップするには、asnsdrop コマンドを
使用します。

レプリケーション・プログラムのスケジューリング
Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、またはレプリケーショ
ン・アラート・モニター・プログラムは、指定の時間に開始するようにスケジュー
ルすることができます。

レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの
スケジューリング (Linux、UNIX)
Linux または UNIX オペレーティング・システム上で特定の時刻にレプリケーショ
ン・プログラムを開始するには、at コマンドを使用します。
このタスクについて
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表 35 は、金曜日の午後 3 時にレプリケーション・プログラムを開始するために使
用されるコマンドを示しています。
表 35. レプリケーション・プログラムのスケジューリング・コマンド (Linux、UNIX)
レプリケーション・プログラム

Linux または UNIX のコマンド

Q キャプチャー

at 3pm Friday asnqcap autoprune=n

Q アプライ

at 3pm Friday asnqapply applyqual=myqual

レプリケーション・アラート・モニター

at 3pm Friday asnmon
monitor_server=db2srv1
monitor_qualifier=mymon

レプリケーション・プログラムのスケジューリング (Windows)
Windows サービス コントロール マネージャ、Windows タスク マネージャ、また
は at コマンドを使用して、Windows オペレーティング・システム上でスケジュー
ルされた時刻にレプリケーション・プログラムを開始できます。このトピックで
は、at コマンドの使用について説明します。
手順
Windows オペレーティング・システム上で特定の時刻にレプリケーション・プログ
ラムを開始するには、以下のようにします。
1. Windows スケジュール・サービスを開始します。
2. レプリケーション・プログラムのディレクトリー (CAPTURE_PATH、
APPLY_PATH、または MONITOR_PATH) にパスワード・ファイルを作成しま
す。パスワード・ファイルには、開始するレプリケーション・プログラムが実行
されているサーバーの項目が含まれていなければなりません。
3. at コマンドを発行します。出力をファイルに送信し、エラーをチェックしま
す。
表 36 は、金曜日の午後 3 時にレプリケーション・プログラムを開始するために
使用されるコマンドを示しています。ファイルへの転送時に "^" という文字をメ
モしてください。
表 36. レプリケーション・プログラムのスケジューリング・コマンド (Windows)
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レプリケーション・プログラム

Windows のコマンド

Q キャプチャー

c:¥>at 15:00 db2cmd asnqcap
capture_server=qcapdb
capture_schema=schema
capture_path=c:¥capture ^>
c:¥capture¥asnqcap.out

Q アプライ

c:¥>at 15:00 db2cmd asnqapp
apply_server=qappdb
apply_schema=applyqual
apply_path=c:¥apply ^>
c:¥apply¥asnqapp.out
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表 36. レプリケーション・プログラムのスケジューリング・コマンド (Windows) (続き)
レプリケーション・プログラム

Windows のコマンド

レプリケーション・アラート・モニター

c:¥>at 15:00 db2cmd asnmon
monitor_server=mondb
monitor_qual=monqual
monitor_path=c:¥monitor ^>
c:¥monitor¥asnmon.out

レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの
スケジューリング (z/OS)
z/OS 上で、特定の時点で Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プロ
グラムを開始するには、$TA JES2 コマンドまたは AT NetView コマンドのいずれか
を使用できます。
手順
z/OS オペレーティング・システム上でレプリケーションおよびイベント・パブリッ
シング・プログラムをスケジュールするには、以下のようにします。
1. z/OS 用のプログラムを呼び出すプロシージャーを PROCLIB に作成します。
2. リソース・アクセス管理機能 (RACF) モジュール (または、MVS セキュリティ
ー・パッケージの該当する定義) を修正し、プロシージャーをユーザー ID に関
連付けます。
3. SYS1.LPALIB でモジュールをリンク・エディットします。
4. 指定した時点で Q キャプチャー・プログラムまたは Q アプライ・プログラム
を開始するには、$TA JES2 コマンドまたは AT NetView コマンドのいずれかを
使用します。 $TA JES2 コマンドの使用については、「MVS/ESA JES2 コマン
ド」を参照してください。 AT NetView コマンドの使用については、「NetView
(MVS) コマンド・リファレンス」を参照してください。
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第 23 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの
命名規則とガイドライン - 概要
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングについてオブジェクトを作成
する場合、文字のタイプ、および各オブジェクト名の長さに関する特定の制限を守
る必要があります。
また、大文字と小文字が処理される方法にも注意を払うことが必要です。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・オブジェクトの命名
規則
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングオブジェクトの名前はそれぞ
れ命名規則に準拠していなければなりません。
表 37 は、Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのオブジェクト
の名前の制限をリストしています。
表 37. Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのオブジェクトの名前の制限
オブジェクト

名前の制限

ソース表とターゲッ
ト表

DB2: DB2 ソース表およびターゲット
表の名前は、DB2 表名の命名規則に
従う必要があります。
非 DB2: 非 DB2 ターゲット表の名前
は、DB2 フェデレーテッド・サーバ
ーがニックネームのセットアップで必
要とする表の命名規則に従う必要があ
ります。

長さの制限

DB2 for z/OS では、
表に短いスキーマ名
と長いスキーマ名の
両方がサポートされ
ます。表の名前に
は、最大で以下のバ
イト数を含めること
ができます。
v 18 バイト、DB2
for z/OS バージョ
ン 8 またはそれ以
前の互換モードで
実行しているサブ
システムの場合
v 128 バイト、DB2
for z/OS バージョ
ン 8 新機能モード
で実行しているサ
ブシステムの場合

30 文字以下
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表 37. Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのオブジェクトの名前の制限
(続き)
オブジェクト

名前の制限

長さの制限

ソース列とターゲッ
ト列

DB2: DB2 ソースおよびターゲット列 CCD ターゲット: 変更前イメ
ージ列には 1 文字の接頭部が
の名前は、DB2 列名の命名規則に従
追加されます。変更前イメー
う必要があります。
ジ列名が未確定にならないよ
非 DB2: 非 DB2 ターゲット列の名前 うに、ソース列名が 127 文字
は、DB2 フェデレーテッド・サーバ
まで一意で、変更前イメージ
ーがニックネームのセットアップで必 文字接頭部が列名に追加され
要とする列の命名規則に従う必要があ る際に変更前イメージ列名が
ります。
既存の列名と競合するように
ならないことを確認してくだ
さい。

表の所有者

表の所有者に短いスキーマ名と長いス 表の所有者名は、最大で 128
キーマ名の両方がサポートされます。 バイトまで可能です。

送信キュー

48 文字以下
送信キューの名前には、DB2 および
WebSphere MQ が VARCHAR デー
タ・タイプに許可する文字をすべて含
めることができます。送信キュー名に
はスペースを入れることはできませ
ん。

受信キュー

48 文字以下
受信キューの名前には、DB2 および
WebSphere MQ が VARCHAR デー
タ・タイプに許可する文字をすべて含
めることができます。受信キュー名に
はスペースを入れることはできませ
ん。

再始動キュー

48 文字以下
再始動キューの名前には、DB2 およ
び WebSphere MQ が VARCHAR デ
ータ・タイプに許可する文字をすべて
含めることができます。
再始動キュー名にはスペースを入れる
ことはできません。

Q サブスクリプショ
ン

30 文字以下
Q サブスクリプションの名前には、
DB2 が VARCHAR データ・タイプ
列に許可する文字をすべて含めること
ができます。すべての Q サブスクリ
プション名は固有でなければなりませ
ん。Q サブスクリプションの名前はソ
ース・サーバーとターゲット・サーバ
ー両方に保管されるので、名前がソー
ス・サーバーとターゲット・サーバー
両方のコード・ページで互換性がある
ことを確認してください。
Q サブスクリプション名には、スペー
スまたはセミコロン ( ; ) を入れるこ
とはできません。
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表 37. Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングでのオブジェクトの名前の制限
(続き)
オブジェクト

名前の制限

長さの制限

SUBGROUP

双方向およびピアツーピア・レプリケ 30 文字以下
ーションに関する SUBGROUP の名
前には、DB2 が VARCHAR デー
タ・タイプ列に許可する文字をすべて
含めることができます。
推奨: 論理表の Q サブスクリプショ
ンの集合には、固有のグループ名を使
用してください。

パブリケーション

30 文字以下
パブリケーションの名前には、DB2
が VARCHAR データ・タイプ列に許
可する文字をすべて含めることができ
ます。各 Q キャプチャー・プログラ
ムについて、すべてのパブリケーショ
ン名は固有でなければなりません。パ
ブリケーションの名前が、サブスクラ
イブ・アプリケーションのコード・ペ
ージと互換性があることを確認してく
ださい。
パブリケーションの名前には、スペー
スまたはセミコロン ( ; ) を入れるこ
とはできません。

Q キャプチャー・ス
キーマ

Q キャプチャー・スキーマの名前に入 Q キャプチャー・スキーマ
れられるのは、以下の有効な文字だけ は、最大で 128 文字のストリ
です。
ングが可能です。
v A から Z (英大文字)
v a から z (英小文字)
v 数字 (0 から 9)
v 下線文字 ( _ )

Q アプライ・スキー
マ

バージ
ョン 8 以前の互換モードで実
行しているサブシステム: 18
以下の文字

Q アプライ・スキーマの名前に入れら Q アプライ・スキーマは、最
大で 128 文字のストリングが
れるのは、以下の有効な文字だけで
す。
可能です。
v A から Z (英大文字)
v a から z (英小文字)
v 数字 (0 から 9)
v 下線文字 ( _ )

モニター修飾子

バージ
ョン 8 以前の互換モードで実
行しているサブシステム: 18
以下の文字

モニター修飾子の名前に入れられるの モニター修飾子の名前は、18
は、以下の有効な文字だけです。
文字以下のストリングにする
ことができます。
v A から Z (英大文字)
v a から z (英小文字)
v 数字 (0 から 9)
v 下線文字 ( _ )
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Q レプリケーションおよびパブリッシングで小文字のオブジェクト名が処理
される方法
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンドおよび
レプリケーション・センターは、デフォルトとして、ユーザーから指定されたすべ
ての名前を大文字に変換します。 入力された名前のとおりに正確に大文字と小文字
を維持するには、大/小文字混合文字の名前を二重引用符 (またはターゲット・シス
テムで使用できるように構成されている他の文字) で囲んでください。
例えば、myqual または MyQual または MYQUAL と入力すると、名前は MYQUAL とし
て保管されます。これらの同じ名前を二重引用符で囲んで入力すると、myqual また
は MyQual または MYQUAL としてそれぞれ保管されます。オペレーティング・シス
テムによっては二重引用符が認識されないことがあります。その場合は、エスケー
プ文字としてバックスラッシュまたは円記号 (¥) を使用する必要があります。
重要: Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プログラ
ム、またはレプリケーション・アラート・モニター用に Windows サービスをセッ
トアップするときには、Q キャプチャー・スキーマ、Q アプライ・スキーマ、およ
びモニター修飾子に固有の名前を使用する必要があります。大文字と小文字を使用
してこれらの名前を区別することはできません。同じ名前を区別するために固有の
パスを使用する必要があります。例えば、3 つの Q アプライ・スキーマ、
myschema、MySchema、および MYSCHEMA を使用するとします。 3 つの名前は同じ文
字を使用していますが、大文字と小文字が異なります。これら 3 つの修飾子が同じ
Q アプライ・サーバーにあると、名前の競合が発生します。
WebSphere MQ オブジェクトの場合、すべての命名規則は、WebSphere MQ の指定
と同じになります。
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第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの
システム・コマンド
レプリケーション・プログラムを開始、操作、および変更するために、
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services (USS) 上でシス
テム・コマンドを使用することができます。
パラメーターは、name=value の対で、任意の順序で指定できます。パラメーターと
その引数は大文字小文字が区別されません。大文字小文字を区別したい場合は二重
引用符 ("") を使用してください。
引数なしで yes/no (ブール) パラメーターを指定することもサポートされています
が、推奨しません。例えば、logreuse と logreuse=y は同じことです。しかし、
logreuse なしを指定するには、logreuse=n を使用しなければなりません。
疑問符を付けてコマンドを呼び出すと (例えば asnoqcap ?)、コマンド構文を示すヘ
ルプ・メッセージが表示されます。
表 38 は、システム・コマンドとの共通タスクの突き合わせに役立ちます。
表 38. Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのタスクとそれに対応するシス
テム・コマンド
目的

使用するシステム・コマンド

Q キャプチャー・プログラムを開始し、開始パラメーター
を指定する (Linux、UNIX、Windows、z/OS)

394 ページの『asnqcap: Q キャ
プチャー・プログラムの開始』

Oracle ソースに対して Q キャプチャー・プログラムを開
始し、開始パラメーターを指定する
(Linux、UNIX、Windows)

419 ページの『asnoqcap: Oracle
データベースに対する Q キャ
プチャー・プログラムの開始』

実行中の Q キャプチャー・プログラムを操作する
(Linux、UNIX、Windows、z/OS)

428 ページの『asnqccmd: 実行
中の Q キャプチャー・プログ
ラムの操作』

v パラメーター値を検査する
v パラメーターを変更する
v コントロール表を整理する
v Q キャプチャー状況を検査する
v Q キャプチャーを停止する
v すべての Q サブスクリプションまたはパブリケーショ
ンを再初期化する
v 1 つの送信キューを再初期化する
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表 38. Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのタスクとそれに対応するシス
テム・コマンド (続き)
目的

使用するシステム・コマンド

Oracle ソースに対して実行中の Q キャプチャー・プログ
ラムを操作する (Linux、UNIX、Windows)

435 ページの『asnoqccmd:
Oracle データベース上で実行中
の Q キャプチャー・プログラ
ムの操作』

v パラメーター値を検査する
v パラメーターを変更する
v コントロール表を整理する
v Q キャプチャー状況を検査する
v Q キャプチャーを停止する
v すべての Q サブスクリプションまたはパブリケーショ
ンを再初期化する
v 1 つの送信キューを再初期化する
Q アプライ・プログラムを開始し、開始パラメーターを指
定する (Linux、UNIX、Windows、z/OS)

439 ページの『asnqapp: Q アプ
ライ・プログラムの開始』

実行中の Q アプライ・プログラムを操作する
(Linux、UNIX、Windows、z/OS)

460 ページの『asnqacmd: 実行
中の Q アプライ・プログラム
の操作』

v パラメーター値を検査する
v パラメーターを変更する
v Q アプライ状況を検査する
v コントロール表を整理する
v Q アプライを停止する
v Q アプライのキューからの読み取りを停止する
v Q アプライのキューからの読み取りを開始する
v 1 つの受信キューを再初期化する

asnqcap: Q キャプチャー・プログラムの開始
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services (USS) で Q キ
ャプチャー・プログラムを開始するには、asnqcap コマンドを使用します。このコ
マンドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェル・スクリプト内
で実行します。指定する開始パラメーターはいずれもこのセッションにのみ適用さ
れます。
Q キャプチャー・プログラムを開始すると、停止されるかまたはリカバリー不能エ
ラーが検出されるまで実行を続けます。

構文
 asnqcap capture_server=db_name


capture_schema=schema



capture_path=path
add_partition=
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n
y

arm=identifier




n
y

autostop=

commit_interval=n
hs=

n
y

n
y

caf=




n
y

igncasdel=

ignore_transid=transaction_ID

n
y

igntrig=




lob_send_option=

I
S

logrdbufsz=n

logread_prefetch=

n
y



n
y

logreuse=

logstdout=

n
y

lsn=formatted_lsn




maxcmtseq=formatted_lsn

memory_limit=n
msg_persistence=

y
n



migrate=

y
n

monitor_interval=n

monitor_limit=n




nmi_enable=

n
y

nmi_socket_name=n
override_restartq=

n
y



part_hist_limit=n
pwdfile=

asnpwd.aut
filename

prune_interval=n




qfull_num_retries=n

qfull_retry_delay=n

signal_limit=n



sleep_interval=n

stale=n
startallq=

y
n



startmode=

warmsi
warmns
cold

term=

y
n

trace_limit=n




trans_batch_sz=n

warnlogapi=n

warntxsz=n

asnqcap パラメーターの説明
この説明では、asnqcap パラメーターとそれぞれのデフォルト、およびご使用の環境
でデフォルトの変更が推奨される理由についての詳細を提供します。
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v 『add_partition
(Linux、UNIX、Windows)』
v 『arm (z/OS)』
v

397 ページの『autostop』

v 401 ページの『igncasdel』

v

v 401 ページの『ignsetnull』
v 402 ページの『igntrig』

397 ページの『caf (z/OS)』

v

397 ページの『capture_path』

v 404 ページの『logrdbufsz』

v

398 ページの

v

『lob_send_option』

413 ページの『signal_limit』

v

413 ページの『sleep_interval』

『monitor_interval』
v

409 ページの
『msg_persistence』

v
『capture_schema』

v

v 408 ページの

v 403 ページの

v

408 ページの『migrate
(Linux、UNIX、Windows)』

404 ページの『logread_prefetch

410 ページの

v 414 ページの『stale』
v 414 ページの『startallq』
v 415 ページの『startmode』
v 416 ページの『term』

『override_restartq』

v 416 ページの『trace_limit』

410 ページの『part_hist_limit

v 416 ページの

(Linux、UNIX、Windows)』
v

v

399 ページの『capture_server』

v

404 ページの『logreuse』

v

399 ページの

v

405 ページの『logstdout』

『commit_interval』

v 405 ページの『lsn』

v

400 ページの『hs (z/OS)』

v

v

400 ページの『ignore_transid』

v 407 ページの『memory_limit』

(Linux、UNIX、Windows)』
v 411 ページの『prune_interval』
v 412 ページの

406 ページの『maxcmtseq』

『qfull_num_retries』
v

『trans_batch_sz』
v 417 ページの『warnlogapi
(z/OS)』
v 417 ページの『warntxsz』

412 ページの
『qfull_retry_delay』

add_partition (Linux、UNIX、Windows)
デフォルト: add_partition=n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
add_partition パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが最後に再始動され
てから追加されたパーティションの DB2 リカバリー・ログの読み取りを、Q キャ
プチャー・プログラムが開始するかどうかを指定します。
Q キャプチャー・プログラムがログを読み取るようにするには、Q キャプチャー・
プログラムの開始時に add_partition=y を指定します。各新規パーティションにお
いて、ウォーム・スタート・モードで Q キャプチャー・プログラムが開始される
と、Q キャプチャーは、ログ・ファイルを、DB2 インスタンスに対する最初のデー
タベース CONNECT ステートメントの発行後に DB2 が使用した最初のログ・シー
ケンス番号 (LSN) から読み取ります。
Oracle ソース: add_partition パラメーターは Oracle ソース上の Q キャプチャー
には適用されず、指定しても何の効果もありません。

arm (z/OS)
デフォルト: なし
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
自動リスタート・マネージャーに対して Q キャプチャー・プログラムの単一インス
タンスを識別するために使用する、3 文字の英数字ストリングを指定します。指定
する値は、Q キャプチャーが自己のために生成する ARM エレメント名に追加され
ます: ASNQCxxxxyyyy (ここで、 xxxx はデータ共用グループ・アタッチ名、yyyy は
DB2 メンバー名です)。 arm パラメーターには任意の長さのストリングを指定でき
ますが、Q キャプチャー・プログラムが現在の名前に連結できるのは 3 文字までだ
けです。必要な場合、Q キャプチャー・プログラムは名前をブランクで埋め込ん
で、固有の 16 バイト名を作成します。
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autostop
デフォルト: autostop=n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
autostop パラメーターでは、Q キャプチャー・プログラムがアクティブな DB2 ロ
グまたは Oracle REDO ログの末尾に達した時点で終了するかどうかを制御しま
す。デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムは、ログの最後に達しても終了
しません。
一般に、Q キャプチャー・プログラムは、ソース・データベースがアクティブの間
は連続プロセスとして実行されるため、ほとんどの場合デフォルト (autostop=n) の
ままで使用します。autostop=y を設定するのは、Q キャプチャー・プログラムを一
定のインターバルで実行するシナリオ (接続頻度の低いシステムを同期させる場合
など) や、テスト・シナリオの場合だけにしてください。
autostop=y に設定すると、キャプチャー・プログラムはすべての適格トランザクシ
ョンを検索し、ログの最後に達した時点で停止します。それ以外のトランザクショ
ンも検索する場合は、再度 Q キャプチャー・プログラムを開始する必要がありま
す。

caf (z/OS)
デフォルト: caf =n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
Q キャプチャー・プログラムは、デフォルトのリカバリー可能リソース・マネージ
ャー・サービス (RRS) 接続で実行します (caf =n)。caf =y オプションを指定する
ことで、このデフォルトをオーバーライドし、Q キャプチャー・プログラムに呼び
出し接続機能 (CAF) を使用するように指示できます。このオプションは、Q キャ
プチャー・プログラムがデフォルトの RRS 接続をオーバーライドし、CAF 接続で
実行するように指定します。
RRS が使用不可の場合、メッセージを受け取り、Q キャプチャー・プログラムは
CAF に切り替わります。メッセージは、RRS が開始していないためにプログラム
が接続できなかったことを警告します。プログラムは代わりに CAF の使用を試行
します。プログラムは CAF 接続で正しく実行します。

capture_path
デフォルト: なし
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
capture_path パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが作業ファイルとロ
グ・ファイルを保管するディレクトリーを指定します。デフォルトのパスはプログ
ラムを開始するディレクトリーです。このパスは変更できます。
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Q キャプチャー・プログラムは POSIX アプリケーションであるため、デフ
ォルトのパスは、次に示す方法のどちらでこのプログラムを開始するかによ
って決まります。
v Q キャプチャー・プログラムを USS コマンド行プロンプトから開始する
場合。パスは、このプログラムが開始されたディレクトリーです。
v Q キャプチャー・プログラムを開始済みのタスクまたは JCL を使用して
開始する場合。デフォルト・パスは、その開始済みタスクまたはジョブと
関連したユーザー ID の USS ファイル・システムのホーム・ディレクト
リーです。
パスを変更するには、パス名または //QCAPV9 などの高位修飾子 (HLQ) の
いずれかを指定できます。 HLQ を使用すると、z/OS 順次データ・セッ
ト・ファイル名のファイル命名規則に準拠する順次ファイルが作成されま
す。順次データ・セットは、プログラムを実行しているユーザー ID と関連
しています。そうでない場合、それらのファイル名は、明示的に指定された
ディレクトリー・パスに保管されている名前と似たものとなり、そのファイ
ル名の最初の部分に HLQ が連結されます。例えば、
sysadm.QCAPV9.filename となります。 HLQ の使用は、Q キャプチャーに
ログを記録させ、LOADMSG ファイルをシステム管理対象 (SMS) とする場
合には便利なことがあります。
Q キャプチャーの開始済みタスクが、このタスクを実行中の ID (TSOUSER
など) 以外のユーザー ID を使って .log データ・セットへの書き込みを行
うようにするには、開始済みタスクへの入力パラメーターに SYSIN 形式を
使用する際、エスケープ文字として単一引用符 (‘) を指定する必要がありま
す。例えば、高位修飾子 JOESMITH を使用する場合、Q キャプチャー・プ
ログラムを実行中のユーザー ID TSOUSER は、次の例のように高位修飾子
JOESMITH を使ってデータ・セットへの書き込みを行うために、RACF 権
限を必要とします。
//SYSIN
DD *
CAPTURE_PATH=//’JOESMITH
/*

Q キャプチャー・プログラムを Windows サービスとして始動する場合、デ
フォルトではプログラムはインストール・ディレクトリーの下の
sqllib¥bin サブディレクトリーで始動されます。

capture_schema
デフォルト: capture_schema=ASN
capture_schema パラメーターを使用すれば、Q キャプチャー・サーバー上の Q キ
ャプチャー・プログラムの複数のインスタンスを区別できます。
スキーマによって、1 つの Q キャプチャー・プログラムとそのコントロール表を識
別できます。 1 つのサーバー上で、スキーマが同じである 2 つの Q キャプチャ
ー・プログラムを実行することはできません。
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1 つの Q キャプチャー・サーバー上に複数の Q キャプチャー・プログラムのコピ
ーを作成すると、データ・フローを複数の並行ストリームに分割することによって
スループットを改善したり、同じソースを使用してさまざまなレプリケーション要
件を満たすことができます。

capture_server
デフォルト: なし
デフォルト: capture_server= DB2DBDFT 環境変数の値 (設定
されている場合)
capture_server パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが実行され、そのコ
ントロール表が保管されているデータベースまたはサブシステムを示します。コン
トロール表には、ソース、Q サブスクリプション、WebSphere MQ キュー、および
ユーザー設定についての情報が含まれています。 Q キャプチャー・プログラムは、
ソース・データベースのログを読み取るので、ソース・データベースまたはサブシ
ステムで実行する必要があります。
Oracle ソース: Q キャプチャー・サーバーを指定しない場合、このパラメーターは
デフォルトで ORACLE_SID 環境変数の値になります。
capture_server パラメーターの指定は必須です。 データ共用
の場合、任意の LPAR でレプリケーション・ジョブを実行できるようにするため、
サブシステム名の代わりにグループ・アタッチ名を指定します。

commit_interval
デフォルト: commit_interval=500 ミリ秒 (0.5 秒) (DB2 ソースの場合)。1000 ミ
リ秒 (1 秒) (Oracle ソースの場合)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
commit_interval パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが WebSphere MQ
に対してトランザクションをコミットする頻度をミリ秒単位で指定します。デフォ
ルトでは、Q キャプチャー・プログラムがコミット間で待機する時間は 500 ミリ秒
(0.5 秒) です。インターバルごとに、Q キャプチャー・プログラムは MQCMIT 呼
び出しを発行します。これによって、送信キューに置かれたメッセージを Q アプラ
イ・プログラムまたは他のユーザー・アプリケーションで使用可能にするよう、
WebSphere MQ キュー・マネージャーにシグナルが出されます。
MQCMIT 呼び出しにまとめられたすべてのトランザクションは、WebSphere MQ
作業単位、またはトランザクションと見なされます。通常、各 WebSphere MQ トラ
ンザクションには、いくつかのデータベース・トランザクションが含まれます。デ
ータベース・トランザクションの規模が大きいと、Q キャプチャー・プログラム
は、コミット・インターバルに達しても MQCMIT 呼び出しを送信しません。大規
模なデータベース・トランザクション全体が送信キューに書き込まれない限り、Q
キャプチャー・プログラムはコミットしません。
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Q キャプチャー・プログラムによって読み取られたコミット済みデータベース・ト
ランザクションの数が 128 に達すると、commit_interval の設定に関係なく、プロ
グラムは MQCMIT 呼び出しを発行します。
最適なコミット・インターバルを見つけるには、待ち時間 (トランザクションがソ
ース・データベースでコミットされてから、ターゲット・データベースでコミット
されるまでの遅延時間) と、コミット・プロセスに関連した CPU オーバーヘッドと
の妥協点を探す必要があります。
待ち時間を削減するには、コミット・インターバルを短縮します
トランザクションは、より短い遅延で実行されます。これは、ソース・デー
タベースに対する変更を使用して、イベントを起動する場合は特に重要で
す。コミット・インターバルごとにパブリッシュされるトランザクションの
数が多い場合は、Q キャプチャー・プログラムが WebSphere MQ に対して
一度にコミットするトランザクションの数を少なくすることができます。詳
しくは、コミット・インターバルごとにパブリッシュされるトランザクショ
ン数の判別を参照してください。
CPU オーバーヘッドを削減するには、コミット・インターバルを延長します
コミット・インターバルを長くすると、WebSphere MQ トランザクション
ごとに、可能な限り多くのデータベース・トランザクションを送信できま
す。また、コミット・インターバルを長くすると、メッセージのロギングに
起因する I/O も削減できます。コミット・インターバルを長くする場合
は、Q キャプチャー・プログラムに割り振られるメモリー、送信キューの
最大項目数 (メッセージ数)、およびキュー・マネージャーの最大非コミッ
ト・メッセージ数 (MAXUMSGS) 属性により制限される場合があります。
コミット間で Q キャプチャー・プログラムが待機する時間が長くなると、
一部のトランザクションのパブリケーションが遅れる可能性があり、待ち時
間が長くなる場合があります。

hs (z/OS)
デフォルト: hs=n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
hs パラメーターは、Q キャプチャーがメモリーに行を書き込もうとしているときに
メモリー制限を超えた場合に、Q キャプチャー・プログラムが 1 つ以上のスピル・
ファイルをハイパースペース (ハイパフォーマンス・データ・スペース) に作成する
かどうかを指定します。デフォルト (hs=n) では、Q キャプチャーはディスクまた
は仮想入出力 (VIO) にスピル・ファイルを作成します。
推奨: スピル・ファイルを作成しなくても済むよう、Q キャプチャー・ジョブに十
分なメモリーを割り振ってください。

ignore_transid
デフォルト: なし
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
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ignore_transid=transaction_ID パラメーターは、transaction_ID によって識別される
トランザクションを Q キャプチャー・プログラムが無視することを指定します。そ
のようなトランザクションについては、複製もパブリッシュも行われません。この
パラメーターは、大規模バッチ・ジョブなどの、複製する必要のない非常に大量の
トランザクションを無視したい場合に使用できます。transaction_ID の値は、 10 バ
イトの 16 進 ID で、形式は以下のとおりです。

0000:xxxx:xxxx:xxxx:mmmm
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション ID、mmmm はデータ共用メン
バー ID です。メンバー ID は、LOGP 出力内にあるログ・レコード・ヘ
ッダーの末尾の 2 バイトにあります。データ共用が有効になっていない場
合、メンバー ID は 0000 です。

nnnn:0000:xxxx:xxxx:xxxx
ここで、xxxx:xxxx:xxxx はトランザクション ID、nnnn はパーティション・
データベースのパーティション ID です (非パーティション・データベース
の場合、この値は 0000 です)。
ヒント: 省略したバージョンの transid も、このパラメーターに使用可能です。

igncasdel
デフォルト: igncasdel=n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時。レプリケーション管理ツールを使用し、Q
サブスクリプション・レベルで変更 (IBMQREP_SUBS 表に格納されている値)。
igncasdel パラメーターは、参照整合性の関係により、表にある親行を削除した結
果として生じる削除操作 (カスケード削除) を、Q キャプチャー・プログラムが複
製するかどうかを指定します。このオプションを使用して、親行の削除がターゲッ
トでカスケードされるときに伝搬する必要のあるデータ量を削減できます。
デフォルトでは、親行が削除されると、Q キャプチャーは子行から削除操作を複製
します。Q アプライ・プログラムはトランザクションを再配列して、ターゲットで
親行が削除される前に子行が削除されることがないようにします。 igncasdel=y と
指定すると、Q キャプチャーは親行の削除のみを複製します。このオプションを使
用すると、親行の削除の複製がターゲット表でカスケード削除になる場合に、Q ア
プライ・プログラムによる削除操作の重複を回避します。
このオプションは、レプリケーション管理ツールを使用して IBMQREP_SUBS 表の
IGNCASDEL 列の値をデフォルトの N から Y に変更することによって、Q サブ
スクリプション・レベルで指定することもできます。IBMQREP_SUBS 表で Y を指
定すると、個々の Q サブスクリプションの igncasdel パラメーターの設定はオー
バーライドされます。

ignsetnull
デフォルト: igntrig=n
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変更の方法: Q キャプチャーの開始時。レプリケーション管理ツールを使用し、Q
サブスクリプション・レベルで変更 (IBMQREP_SUBS 表に格納されている値)。
ignsetnull パラメーターは、ON DELETE SET NULL 規則が有効な場合に、参照
整合性の関係により、表にある親行を削除した結果として生じる UPDATE 操作
を、Q キャプチャー・プログラムが複製してはならないことを指定します。
デフォルトでは、親行が削除され ON DELETE SET NULL 規則が有効な場合、Q
キャプチャーは 1 つ以上の列値を NULL に設定する UPDATE 操作を複製しま
す。ON DELETE SET NULL がターゲットで有効であれば、ignsetnull=y を設定
することが可能であり、Q キャプチャーはこのような UPDATE 操作は無視しま
す。
このオプションは、レプリケーション管理ツールを使用して IBMQREP_SUBS 表の
IGNSETNULL 列の値をデフォルトの N から Y に変更することによって、Q サブ
スクリプション・レベルで指定することもできます。IBMQREP_SUBS 表で Y を指
定すると、個々の Q サブスクリプションの ignsetnull パラメーターの設定はオー
バーライドされます。

igntrig
デフォルト: igntrig=n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時。レプリケーション管理ツールを使用し、Q
サブスクリプション・レベルで変更 (IBMQREP_SUBS 表に格納されている値)。
igntrig パラメーターは、トリガーによって生成された行を Q キャプチャー・プロ
グラムが廃棄することを指定します。SQL 操作の後でソース表上のトリガーによっ
て 2 次 SQL ステートメントが生成されると、最初の SQL ステートメントと 2 次
SQL ステートメントの両方がターゲットに複製されます。これらの 2 次ステート
メントによって競合が生じます。ソースの変更が適用されるときに、ターゲット表
上のトリガーが同じ行を生成するためです。 igntrig=y を設定すると、Q キャプチ
ャー・プログラムに対し、トリガーによって生成された SQL ステートメントをキ
ャプチャーしないように指示が出されます。
このオプションは、IBMQREP_SUBS 表の IGNTRIG 列の値をデフォルトの n から
y に変更することによって、Q サブスクリプション・レベルで指定することもでき
ます。IBMQREP_SUBS 表で y を指定すると、個々の Q サブスクリプションの
igntrig パラメーターの設定はオーバーライドされます。
igntrig=n を使用する場合は必ず、ターゲット表上のトリガーを、ソース表上のト
リガーと同一になるよう定義してください。そうしない場合、同一でないトリガー
を持つターゲット表を Q アプライが更新する際に競合が発生する可能性がありま
す。
このオプションは、レプリケーション管理ツールを使用して IBMQREP_SUBS 表の
IGNTRIG 列の値をデフォルトの N から Y に変更することによって、Q サブスク
リプション・レベルで指定することもできます。IBMQREP_SUBS 表で Y を指定す
ると、個々の Q サブスクリプションの igntrig パラメーターの設定はオーバーラ
イドされます。
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INSTEAD OF トリガーに関する注記: ソース表がビューの INSTEAD OF トリガー
によって更新され、igntrig パラメーターが Y に設定されている場合、Q キャプ
チャー・プログラムはソース表に対する変更を複製しません。

lob_send_option
デフォルト: lob_send_option=I
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
lob_send_option パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが LOB 値をトラ
ンザクション・メッセージ内でインラインで送信する (I) か、または別のメッセー
ジ内で送信する (S) かを指定します。デフォルトで、ラージ・オブジェクト (LOB)
値はトランザクション・メッセージ内で送信されます。 Q キャプチャー・プログラ
ムは、LOB データ・タイプを複製またはパブリッシュするときに使用するメモリー
の量を管理します。 LOB データを複製する場合、max_message_size の値は、Q キ
ャプチャー・プログラムが複数のチャンク (メッセージごとに 1 チャンク) 内の
LOB データを取り出すために、ソース表にアクセスする頻度を決定します。最大メ
ッセージ・サイズが低いと、LOB データの複製またはパブリッシングにおける Q
キャプチャーのパフォーマンスを低下させる可能性があります。
Linux、UNIX、Windows: DB2 バージョン 10.1 以降、Q キャプチャー・プログラ
ムは、LOB データが CREATE TABLE または ALTER TABLE ステートメントの
LOB 列の定義にある INLINE LENGTH オプションの値を超過していても、LOB
データを DB2 リカバリー・ログから直接にフェッチできるようになりました。以
前のバージョンでは、データが INLINE LENGTH より長い場合は、Q キャプチャ
ーがソース・データベースに接続して LOB データをフェッチしていました。詳し
くは、LOB データを複製する際のパフォーマンスの向上を参照してください。
lob_send_option=S に設定して LOB 値が別の LOB メッセージ内で送信されるよ
うにする場合、LOB 値が単一の LOB メッセージ内に収まらないことがあります。
LOB 値のサイズが Q キャプチャー・プログラムの最大メッセージ・サイズを超え
る場合は、LOB メッセージは複数の小さいメッセージに分割されます。多くの
LOB 値または BLOB 値を複製またはパブリッシュする場合は、十分なメモリーと
ストレージを割り振り、適切なキュー項目数を設定します。
max_message_size の設定には、以下の指針を使用してください。
v 1 つの標準的な大規模トランザクションが 1 メッセージ内に収まるようにすべき
です。それで、max_message_size の値は、標準的なトランザクションの最大サイ
ズよりもいくらか大きく設定してください。
v max_message_size の値を上回る非常に大規模なトランザクションの場合、
max_message_size は必ず少なくともトランザクションの 1 行が 1 メッセージ内
に収まるように設定してください。
v max_message_size の値は、キューに対して最大メッセージ・サイズを設定する
MAXMSGL パラメーターの値以下でなければなりません。
Q キャプチャー・プログラムが別 LOB モードを使用している場合、Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションの一部であるすべての LOB 列の LOB 値がトラ
ンザクション内のすべての行について送信されます。この動作により、LOB 値が 1
つのトランザクションで複数回更新されたり、Q サブスクリプションまたはパブリ
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ケーション内の CHANGED_COLS_ONLY オプションが N に設定されていたりす
ると、WebSphere MQ メッセージがもっと多くなります。
Q サブスクリプションまたはパブリケーションの一部であるすべての LOB 列の
LOB 値は、CHANGED_COLS_ONLY 設定値に関わらず、キーの更新用に送信され
ます。

logrdbufsz
デフォルト: logrdbufsz=66KB (z/OS の場合)。256KB (Linux、UNIX、および
Windows の場合)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
logrdbufsz パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムがログ・レコードを取得
する際に DB2 に渡すバッファー (KB 単位) のサイズを指定します。DB2 は、使
用可能なログ・レコードのうち Q キャプチャーがまだ取得していないログ・レコー
ドをバッファーに入れます。パーティション・データベースの場合、Q キャプチャ
ーは logrdbufsz で指定されたサイズのバッファーをパーティションごとに割り振
ります。
ほとんどの場合、デフォルト値が最適です。ただし、データ変更量が多く、使用可
能なメモリーが十分にある場合にはこの値を増やすことができます。

logread_prefetch (Linux、UNIX、Windows)
デフォルト: logread_prefetch=y (パーティション・データベースの場合)、n (非パ
ーティション・データベースの場合)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
logread_prefetch パラメーターは、パーティション・データベースの各パーティシ
ョンからログ・レコードをプリフェッチする際に Q キャプチャー・プログラムが別
々のスレッドを使用するかどうかを指定します。デフォルト (logread_prefetch=y)
では、Q キャプチャーは、個別のログ読み取りスレッドを使用して各パーティショ
ンに接続します。別々のスレッドを使用すると Q キャプチャーのスループットが上
がりますが、CPU 使用量が増える可能性があります。
logread_prefetch=n を指定すると、単一の Q キャプチャー・ログ読み取りスレッ
ドが、すべてのパーティションに接続されます。

logreuse
デフォルト: logreuse=N
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
各 Q キャプチャー・プログラムは、ワーク・ヒストリー (開始時刻および停止時
刻、パラメーターの変更、エラー、整理、およびデータベース・ログの読み取りを
中止したポイントなど) をトラッキングする診断ログ・ファイルを保持します。
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デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムは、プログラムが再始動すると既存
のログ・ファイルに追加します。このデフォルトにより、プログラムの動作の履歴
を保持できます。この履歴が必要ないか、スペースを節約する場合には、
logreuse=y と設定します。Q キャプチャー・プログラムは、開始時にログ・ファイ
ルをクリアし、次いでそのブランク・ファイルに書き込みます。
ログは、Q キャプチャー・プログラムを開始したディレクトリー (デフォルト)、ま
たは capture_path パラメーターを使用して設定した別の場所に保管されます。
ログ・ファイル名は capture_server.capture_schema.QCAP.log
です。例えば、SAMPLE.ASN.QCAP.log。また、高位修飾子 (HLQ) を使用するため
に、capture_path をスラッシュ (//) を使用して指定する場合は、z/OS 順次デー
タ・セット・ファイルのファイル命名規則が適用され、capture_schema は 8 文字
に切り捨てられます。
ログ・ファイル名は、
db2instance.capture_server.capture_schema.QCAP.log です。例えば、
DB2.SAMPLE.ASN.QCAP.log。
Oracle ソース: ログ・ファイル名は capture_server.capture_schema.QCAP.log で
す。例えば、ORASAMPLE.ASN.QCAP.log。

logstdout
デフォルト: logstdout=n
デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムは、ワーク・ヒストリーをログにの
み書き込みます。プログラムの履歴をログの他に標準出力 (stdout) でも表示したい
場合は、logstdout パラメーターを変更できます。
エラー・メッセージおよび一部のログ・メッセージ (初期化、停止、サブスクリプ
ションのアクティブ化、およびサブスクリプションの非アクティブ化) は、このパ
ラメーターの設定に関係なく、標準出力とログ・ファイルの両方で見ることができ
ます。

lsn
デフォルト: なし
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
lsn パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムがウォーム・リスタート時に開
始する時点のログ・シーケンス番号を指定します。 lsn および maxcmtseq の両方
のパラメーターを指定すると、DB2 ログ内の既知のポイントから Q キャプチャー
を開始します。 lsn パラメーターを指定する場合は、同じコマンド呼び出しで
maxcmtseq パラメーターも指定する必要があり、startmode の値が cold である場合
は、これらのパラメーターは使用できません。
この値は、Q キャプチャー・プログラムが見つけた、コミットまたはアボート・レ
コードがまだ検出されていない、一番若いログ・シーケンス番号を表します。再始
動メッセージの lsn の値は、asnqmfmt コマンドを使用して取得できます。また、
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IBMQREP_CAPMON 表の RESTART_SEQ 列の値も使用できます。後者の方法を使
用する場合、Q キャプチャーが停止した時点より前の、モニター表内の項目を選択
して、失われたメッセージが再キャプチャーされるようにします。
ターゲット表のロード (フルリフレッシュ) を起動せずにログの末尾から開始するに
は、使用の DB2 バージョンによって次の値のいずれかを指定します。
バージョン 9.7 以前
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF および
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
compatibility に 1001 以上が指定されているバージョン 10.1 以降、またはバージ
ョン 9.8
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF および
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
lsn および maxcmtseq は、スペースを節約するためにコロンを省略して指定するこ
ともできます。

maxcmtseq
デフォルト: なし
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
maxcmtseq パラメーターを使用して、シャットダウンする前に、Q キャプチャー・
プログラムによって最後に正常に送信されたトランザクションのコミット・ログ・
レコードの位置を指定します。 DB2 ログ内の既知のポイントから Q キャプチャー
を開始するために、maxcmtseq および lsn の両方のパラメーターを指定することが
できます。 maxcmtseq パラメーターを指定する場合は、同じコマンド呼び出しで
lsn パラメーターも指定する必要があり、startmode の値が cold である場合は、こ
れらのパラメーターは使用できません。
maxcmtseq の値は内部的なログ・マーカーで、データベース・システムのタイプご
とに異なります。このマーカーは、10 文字からなるストリングとしてエンコードさ
れます。

z/OS の場合、この値はコミット・ログ・レコードの LSN で、Q キャプチ
ャーによってシーケンス番号が追加される可能性があります。データ共有を
使用する z/OS では、幾つかのログ・レコードの LSN が同じ場合があるた
めです。

Linux、UNIX、および Windows では、この値は、トランザクションを一意
的に識別するナノ秒精度のタイム・スタンプです。この値は、2 つの整数、
秒、ナノ秒としてエンコードされます。
maxcmtseq の値は、以下のいずれかの場所にあります。
v 再始動メッセージ。asnqmfmt コマンドを使用します。
v Q キャプチャー出力ログ・ファイルのメッセージ ASN7108I および ASN7109。
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v IBMQREP_APPLYMON 表 (z/OS ソースの場合、
OLDEST_COMMIT_LSN。Linux、UNIX、および Windows ソースの場合、
OLDEST_COMMIT_SEQ)
ターゲット表のロード (フルリフレッシュ) を起動せずにログの末尾から開始するに
は、使用の DB2 バージョンによって次の値のいずれかを指定します。
バージョン 9.7 以前
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF および
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
compatibility に 1001 以上が指定されているバージョン 10.1 以降、またはバージ
ョン 9.8
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF および
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF。
lsn および maxcmtseq は、スペースを節約するためにコロンを省略して指定するこ
ともできます。

memory_limit
デフォルト: memory_limit=0 (z/OS の場合)。500 MB (Linux、UNIX、および
Windows の場合)。
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
memory_limit パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムがデータベース・トラ
ンザクションをメモリー内で構築する場合に使用できるメモリーの量を指定しま
す。 z/OS の場合、デフォルトでは memory_limit は 0 に設定され、Q キャプチャ
ー・プログラムは JCL または開始済みタスクの Q キャプチャーの領域サイズに基
づいて、メモリー割り振りを計算します。Linux、UNIX、および Windows の場合、
Q キャプチャー・プログラムはデフォルトで最大 500 MB を使用します。このパラ
メーターで割り振ったメモリー量が使用されると、Q キャプチャー・プログラム
は、メモリー内のトランザクションを capture_path ディレクトリーに置かれてい
るファイルにスピルします。 z/OS では、Q キャプチャー・プログラムは VIO ま
たは CAPSPILL DD カードで指定されたファイルにスピルします。
このパラメーターの最大許容値は 100 GB です。
必要に応じて、次のようにメモリー限度を調整することができます。
Q キャプチャー・プログラムのパフォーマンスを改善するには、メモリー限度を大
きくします
スループットの向上を目標とする場合は、可能であればメモリー限度を最大
化します。
システム・リソースを節約するには、メモリー限度を下げます
メモリー限度を減らすと、他のシステム操作との競合が減ります。ただし、
メモリー限度の設定を低くしすぎると、スピル・ファイル用のスペースがシ
ステム上で増え、さらに I/O が要求されるためにシステムの速度が低下す
る可能性があります。
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IBMQREP_CAPMON 表の中のデータを使用して、ニーズに合った最適のメモリー限
度を見付けることができます。例えば、トランザクションをログから再構成するた
めに Q キャプチャー・プログラムが使用しているメモリー量を確認するには、
CURRENT_MEMORY の値をチェックします。または、メモリー限度を超過したと
きに、Q キャプチャー・プログラムがファイルにスピルしたトランザクションの数
を知るには、TRANS_SPILLED の値をチェックします。これらの値をチェックする
には、レプリケーション・センターの「Q キャプチャー・スループット」ウィンド
ウを使用します。詳細については、レプリケーション・センターのオンライン・ヘ
ルプを参照してください。

migrate (Linux、UNIX、Windows)
デフォルト: migrate=y
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
migrate パラメーターは、DB2 for Linux, UNIX, and Windows のアップグレード
後、Q キャプチャー・プログラムがログの先頭から開始することを指定します。
DB2 をバージョン 9.5 やバージョン 9.7 などの新規リリースにアップグレードし
た後は、このオプションを使用してください。フィックスパックによる DB2 のア
ップグレード後は、migrate パラメーターは必要ありません。
Q キャプチャーを初めて開始する場合にのみ migrate パラメーターを使用し、
startmode=warmns を指定します。

monitor_interval
デフォルト: monitor_interval=60000 ミリ秒 (1 分) (z/OS の場合)。30000 ミリ秒
(30 秒) (Linux、UNIX、および Windows の場合)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
monitor_interval パラメーターは、2 つのコントロール表にパフォーマンス統計を
挿入する頻度を Q キャプチャー・プログラムに通知します。 IBMQREP_CAPMON
表は Q キャプチャー・プログラムの全体的なパフォーマンス統計を示し、
IBMQREP_CAPQMON 表は送信キューごとの Q キャプチャー・プログラム統計を
示します。
デフォルトでは、行は 300000 ミリ秒 (5 分) ごとにこれらの表に挿入されます。一
般に、Q キャプチャー・プログラムは、より短いインターバル (デフォルトのコミ
ット・インターバルは 0.5 秒) で WebSphere MQ トランザクションをコミットし
ます。したがって、モニター間隔およびコミット・インターバルの出荷時デフォル
トを使用する場合は、モニター表には一度に合計 120 のコミットが挿入されます。
Q キャプチャー・アクティビティーをより細分化されたレベルでモニターしたい場
合は、コミット・インターバルに近いモニター間隔を使用してください。
重要 (Q レプリケーション・ダッシュボード・ユーザーの場合): 可能な場合は、Q
キャプチャーの monitor_interval パラメーターをダッシュボードのリフレッシュ
間隔 (ダッシュボードが Q キャプチャーと Q アプライのモニター表からパフォー
マンス情報を取得する頻度) に合わせて設定してください。ダッシュボードのリフ
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レッシュ間隔のデフォルト値は 10 秒 (10000 ミリ秒) です。monitor_interval の
値がダッシュボードのリフレッシュ間隔の値よりも大きいと、ダッシュボードは、
新しいモニター・データがないときにもリフレッシュを実行してしまいます。

monitor_limit
デフォルト: monitor_limit=10080 分 (7 日)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
monitor_limit パラメーターは、整理の対象となるまでに、行が
IBMQREP_CAPMON 表および IBMQREP_CAPQMON 表の中にとどまる時間を指定
します。
デフォルトでは、10080 分 (7 日) より古い行が整理されます。
IBMQREP_CAPMON および IBMQREP_CAPQMON 表には、Q キャプチャー・プ
ログラムのアクティビティーについての統計が含まれています。行はモニター間隔
ごとに挿入されます。必要に応じて、モニター限度を調整することができます。
モニター限度を増やして統計を保持します
Q キャプチャー・プログラムのアクティビティーを 1 週間より長く保持し
たい場合は、モニター限度を高く設定します。
統計を頻繁に確認する場合は、モニター限度を下げます
Q キャプチャー・プログラムのアクティビティーを定期的にモニターする
場合は、統計を 1 週間保持する必要はおそらくないため、モニター限度を
低く設定できます。これで、整理がより頻繁に行われるようになります。

msg_persistence
デフォルト: msg_persistence=y
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
msg_persistence パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが WebSphere MQ
キューに、永続 (ログに記録する) と非永続 (ログに記録しない) のどちらのデー
タ・メッセージを書き込むかを指定します。 (データ・メッセージには、ソース表
からの複製データが含まれます。) デフォルトでは、Q キャプチャーは永続デー
タ・メッセージを使用します。キュー・マネージャーは永続メッセージをログに記
録し、システム障害または再始動後にメッセージをリカバリーできます。
場合によっては、永続メッセージによる CPU およびストレージ・オーバーヘッド
を回避したいことがあります。その場合、msg_persistence=n を指定します。
Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムは常に管理キューに永続メッセー
ジを書き込みます。 Q キャプチャーは、必ず再始動キューに永続メッセージを書き
込みます。そのため、こうしたキューでのメッセージのロギングは、
msg_persistence の設定に左右されません。
送信キューを DEFPSIST(Y) オプションを指定して作成して、デフォルトでキュー
に永続メッセージが入るようにした場合でも、msg_persistence=n を指定して、Q
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キャプチャーが非永続メッセージを送信するようにできます。これにより、キュー
のデフォルトがオーバーライドされます。
非永続メッセージを選択した場合に、問題が生じてキュー・マネージャーが強制的
に再始動したためにデータ・メッセージが失われたときは、ソース表とターゲット
表の同期を維持するために以下のいずれかを実行する必要があります。
v Q キャプチャー・プログラムを停止してから始動し、リカバリー・ログ内の既知
の時点を指定して、メッセージが失われる前の時点のログを Q キャプチャーが
再読み取りできるようにします。
v Q サブスクリプションを停止してから始動し、ターゲット表の新規ロード (フ
ル・リフレッシュ) を指示します。

override_restartq
デフォルト: override_restartq=n
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
override_restartq パラメーターは、再始動メッセージからではなくデータ・セッ
トまたはファイルから Q キャプチャー・プログラムが自身のウォーム・スタート情
報を取得するかどうかを指定します。デフォルトでは、Q キャプチャーは、自身の
再始動情報を再始動メッセージから取得します。override_restartq=y を指定する
と、Q キャプチャーは開始時に始動時に再始動ファイルを読み取り、そのファイル
から各送信キューおよびデータ・パーティションの開始点を取得します。このファ
イルは、capture_path パラメーターで指定されたディレクトリーに保存されます。
capture_path に何も指定されていない場合は、Q キャプチャーが開始されたディレ
クトリーに保存されます。データ・セット名は、プラットフォームによって次のよ
うに異なります。

capture_server.capture_schema.QCAP.QRESTART

db2_instance.capture_server.capture_schema
.QCAP.QRESTART
このパラメーターを使用するには、Q キャプチャーを開始するユーザー ID に、再
始動ファイルを開いて読み取れる許可がなければなりません。

part_hist_limit (Linux、UNIX、Windows)
デフォルト: part_hist_limit=10080 分 (7 日)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、
part_hist_limit パラメーターは、古いデータが IBMQREP_PART_HIST 表にどれ
ほどの期間留まったら、そのデータが整理の対象として適格になるかを指定しま
す。このパラメーターは、どれほどログをさかのぼって Q キャプチャー・プログラ
ムを再始動できるかも制御します。Q キャプチャーは、パーティション・ソース表
のどのログ・レコードを読み取るかを判別するのに IBMQREP_PART_HIST を使用
するためです。
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Q キャプチャー・プログラムは、追加、アタッチ、またはデタッチなどのパーティ
ション変更の処理に役立てるために、IBMQREP_PART_HIST 表に保管されているパ
ーティション履歴を使用します。以下の 2 つの状況において、パーティションごと
に 1 つの行 (ログ・シーケンス番号 (LSN) によって識別される) がソース表に挿入
されます。
v 表で最初の Q サブスクリプションまたはサブスクリプション・セット・メンバ
ーがアクティブ化される。
v 表にパーティションの追加、アタッチ、デタッチの変更が加えられる。
Linux、UNIX、または Windows でパーティション表を複製している場合は、システ
ム障害やその他の障害に備えて、part_hist_limit の値が過去のログ・レコードを
再キャプチャーするのに十分な大きさであることを確認してください。

prune_interval
デフォルト: prune_interval=300 秒 (5 分)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
prune_interval パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが、整理の対象とな
る行を IBMQREP_CAPMON、IBMQREP_CAPQMON、IBMQREP_SIGNAL、および
IBMQREP_CAPTRACE 表から探す頻度を決定します。デフォルトでは、Q キャプ
チャー・プログラムは整理の対象となる行を 300 秒 (5 分) ごとに探します。
整理の頻度は、これらのコントロール表が増大する速度と、それらの表の使用目的
によって異なります。
モニター表を管理するには、整理インターバルを短くします
モニター間隔が短いために IBMQREP_CAPMON および
IBMQREP_CAPQMON 表の増大速度が速い場合は、整理インターバルを短
くしなければならない場合があります。これらのコントロール表および他の
コントロール表の整理頻度が低い場合は、表スペース限度を超過する場合が
あり、Q キャプチャー・プログラムが強制的に停止します。ただし、表の
整理があまりに頻繁にまたはピーク時に実行される場合は、そのような整理
によって同じシステム上で実行されているアプリケーション・プログラムに
支障が生じる可能性があります。
レコードを保持するには、整理インターバルを長くします
IBMQREP_CAPTRACE および他の表の整理頻度を低くして、Q キャプチャ
ー・プログラムのパフォーマンスの履歴を長く保持することができます。
整理インターバルは、データが整理の対象となるまでの時間を決定する
trace_limit、monitor_limit、および signal_limit パラメーターと連係して機能
します。例えば、prune_interval が 300 秒、trace_limit が 10080 秒である場合
は、Q キャプチャー・プログラムは 300 秒ごとに整理を試行します。 Q キャプチ
ャー・プログラムが IBMQREP_CAPTRACE 表で 10080 分 (7 日) より古い行を検
出すると、それらを整理します。
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pwdfile
デフォルト: pwdfile=capture_path/asnpwd.aut
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
pwdfile パラメーターは、複数のパーティション・データベースとの接続に使用さ
れるパスワード・ファイルの名前を指定します。パスワード・ファイルの名前を指
定するために pwdfile パラメーターを使用しない場合、Q キャプチャー・プログラ
ムは capture_path パラメーターで指定されるディレクトリー内で、asnpwd.aut と
いう名前のファイルを検索します。 capture_path パラメーターを指定しない場
合、このコマンドは、コマンドを呼び出したディレクトリー内でパスワード・ファ
イルを検索します。
asnpwd コマンドを使用して、パスワード・ファイルを作成できます。以下の例を使
用して、デフォルト名 asnpwd.aut のパスワード・ファイルを、現行ディレクトリ
ー asnpwd INIT 内に作成します。

qfull_num_retries
デフォルト: qfull_num_retries=30
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
qfull_num_retries パラメーターを使用して、キューが満杯であるために初回の
MQPUT 操作が失敗する場合に、Q キャプチャー・プログラムがキューへのメッセ
ージの書き込みを試行する回数を指定できます。再試行回数はデフォルトで 30
回、最高で 1000 回です。値 0 は、MQPUT 操作が失敗する場合は常に、Q キャプ
チャー・プログラムを停止するように指示します。 qfull_num_retries パラメータ
ーの代替構文は RN です。
例えば、以下のコマンドは、Q キャプチャー・プログラムが MQPUT 操作を 100
回再試行してから停止するよう指定します。
asnqcap capture_server=SAMPLE capture_schema=ASN1 qfull_num_retries=100

qfull_retry_delay
デフォルト: qfull_retry_delay=250 ミリ秒
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
qfull_retry_delay パラメーターを使用して、キューが満杯であるために初回の
MQPUT 操作が失敗する場合に、Q キャプチャー・プログラムが MQPUT の再試行
までに待機する期間をミリ秒で指定します。許可される値の範囲は、10 ミリ秒から
3600000 ミリ秒 (1 時間) です。デフォルトの遅延は、250 ミリ秒か
commit_interval パラメーターの値の、いずれか小さい方です。 (commit_interval
のデフォルトは 500 ミリ秒です。) 指定されている値が commit_interval 値より
大きい場合、その値は commit_interval 値より低い値に設定されます。
qfull_retry_delay パラメーターの代替構文は RD です。
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例えば、以下のコマンドは、Q キャプチャー・プログラムが MQPUT 操作を 50 回
再試行してから停止すること、さらに再試行の間に 10000 ミリ秒 (10 秒) の遅延が
あることを指定します。
asnqcap capture_server=SAMPLE capture_schema=ASN1 qfull_num_retries=50
qfull_retry_delay=10000

signal_limit
デフォルト: signal_limit=10080 分 (7 日)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
signal_limit パラメーターは、整理の対象となる前に行が IBMQREP_SIGNAL 表
にとどまる期間を指定します。
デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムによって、10080 分 (7 日) より古
い行が整理インターバルごとに整理されます。
IBMQREP_SIGNAL 表には、ユーザーまたはユーザー・アプリケーションによって
挿入されたシグナルが含まれています。また、Q アプライ・プログラムまたはユー
ザー・アプリケーションから制御メッセージを受信した後に、Q キャプチャー・プ
ログラムによって挿入された対応するシグナルも含まれています。 Q キャプチャ
ー・プログラムは、IBMQREP_SIGNAL 表に挿入するログ・レコードを読み取ると
きにシグナルを確認します。
これらのシグナルは、Q キャプチャー・プログラムに、実行の停止、Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションのアクティブ化/非アクティブ化、ログ内のデータ
ベース・トランザクションの無視、または送信キューの無効化を通知します。さら
に、LOADDONE シグナルは、ターゲット表がロードされたことを Q キャプチャ
ー・プログラムに通知します。
シグナル限度は、環境に応じて次のように調整できます。IBMQREP_SIGNAL 表の
サイズを管理するには、限度を短くします。双方向 Q レプリケーションの場合は、
Q アプライ・プログラムは受信するすべてのトランザクションについて、シグナル
を IBMQREP_SIGNAL 表に挿入して適用し、Q キャプチャー・プログラムがトラ
ンザクションを再キャプチャーすることがないようにします。双方向 Q サブスクリ
プションの数が多い場合は、表が大きくなる可能性があるため、デフォルトのシグ
ナル限度を下げて整理の頻度を高めることができます。レコードを保持する目的で
表を使用する場合は、限度を長くします。

sleep_interval
デフォルト: sleep_interval=500 ミリ秒 (0.5 秒) (DB2 ソースの場合)。2000 ミリ
秒 (2 秒) (Oracle ソースの場合)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
sleep_interval パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムがアクティブ・ログ
の最後に達し、メモリーに残っているトランザクションをアセンブルした後に待機
するミリ秒数を指定します。
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デフォルトでは、Q キャプチャー・プログラムは 5000 ミリ秒 (5 秒) 間スリープ
します。このインターバルが経過すると、プログラムはログの読み取りを再開しま
す。スリープ・インターバルは、環境に基づいて次のように調整できます。
待ち時間を削減するには、スリープ・インターバルを下げます
スリープ・インターバルを小さくすると、待ち時間 (トランザクションがソ
ースからターゲットに移動するのにかかる時間) の短縮、アイドル時間の削
減、および大ボリューム・トランザクション環境でのスループットの増大に
より、パフォーマンスを改善できます。
リソースを節約するには、スリープ・インターバルを大きくします
スリープ・インターバルの値を大きくすると、ソース・データベースのトラ
フィックが少ない環境、またはターゲットを頻繁に更新する必要のない環境
では、潜在的に CPU 使用量が節約されます。

stale
デフォルト: stale=3600
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、
stale パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが、コミットまたはロールバ
ックのログ・レコードが何もない長期実行トランザクションを検出してから、警告
メッセージを出す (または他のアクションを実行する) までに待機する秒数を指定し
ます。プログラムの動作はソースのプラットフォームに応じて異なります。 z/OS
の場合、Q キャプチャーは 1 時間にわたってコミットまたはロールバック・レコー
ドを検出しないと、警告メッセージを出します (stale=3600)。 z/OS でも、
Linux、UNIX、および Windows でも、トランザクションが stale で指定された秒
数に渡って実行され、Q キャプチャーがトランザクションのログで行操作を何も検
出しなかった場合、Q キャプチャーは警告メッセージを出し、コミットもロールバ
ックも行われていない、最も古い「未完了」トランザクションと見なしたログ・シ
ーケンス番号を増分します。トランザクションでキャプチャーされた行がある場合
は、警告メッセージだけが出されます。

startallq
デフォルト: startallq=y
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
startallq パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムが開始時にすべての送信
キューをアクティブ化するかどうかを指定します。このパラメーターを使用して、
使用不可の送信キューを非アクティブにしておくことができます。
デフォルトでは、Q キャプチャーが開始するときに、まだアクティブ (A) 状態では
ないすべての送信キューをアクティブ化します。startallq=n を指定すると、Q キ
ャプチャーが開始するときに、非アクティブ (I) 状態の送信キューをアクティブ化
しません。
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startmode
デフォルト: startmode=warmsi
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
startmode パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムの開始時のモードを指定
します。プログラムは、ウォーム・モードまたはコールド・モードで開始します。
ウォーム・スタートを使用すると、Q キャプチャー・プログラムは、最後の実行後
に中止した場所で変更のキャプチャーを継続します (ウォーム・スタートには 3 つ
のタイプがあります)。コールド・スタートを選択すると、プログラムはログの最後
から読み取りを開始します。環境に応じて、以下の 4 つの開始モードの中から選択
します。
cold

Q キャプチャー・プログラムは、再始動キューおよび管理キューをクリア
し、N (新規) または A (アクティブ) 状態になっているすべての Q サブス
クリプションまたはパブリケーションの処理を開始します。コールド・スタ
ートの場合、Q キャプチャー・プログラムは、DB2 リカバリー・ログまた
は Oracle REDO ログの読み取りをその末尾から開始します。
通常、コールド・スタートは、Q キャプチャー・プログラムを初めて開始
する場合にのみ使用します。推奨される開始モードは warmsi です。 Q キ
ャプチャー・プログラムを初めて開始するのでない場合はコールド・スター
トを使用できますが、最後の再始動点ではなくアクティブ・ログの最後から
変更のキャプチャーを開始したい場合もあります。コールド・スタート時に
Q キャプチャーは、ロード・フェーズが指定されている単一方向 Q サブス
クリプションを、いったん停止してから開始します。双方向レプリケーショ
ンおよびピアツーピア・レプリケーションの場合、Q キャプチャーはコー
ルド・スタート時に Q サブスクリプションに対して停止のみを行います。
このような Q サブスクリプションを開始するには、レプリケーション管理
ツールを使用するか、開始する Q サブスクリプションごとに CAPSTART
シグナルを挿入する必要があります。
重要: 不必要なコールド・スタートを回避するには、この開始モードを
IBMQREP_CAPPARMS 表に指定しないでください。

warmsi (ウォーム・スタート、初回はコールド・スタートに切り替える)
Q キャプチャー・プログラムは、初めて開始する場合でない限り、読み取
りを中止した点からログの読み取りを開始します。 Q キャプチャー・プロ
グラムは、プログラムの初回始動時にコールド・スタートに切り替わりま
す。 warmsi 始動モードでは、初めて開始する場合にのみ、Q キャプチャ
ー・プログラムがコールド・スタートします。
warmns (ウォーム・スタート、決してコールド・スタートに切り替えない)
Q キャプチャー・プログラムは、読み取りを中止した位置からログの読み
取りを開始します。ウォーム・スタートできない場合、コールド・スタート
に切り替わりません。この開始モードを使用して、Q キャプチャー・プロ
グラムが予期せずにコールド・スタートすることを防いでください。この開
始モードを使用すると、ウォーム・スタートを妨げている問題 (データベー
スや表スペースが使用不能など) を修復できます。 warmns を使用すると、
Q キャプチャー・プログラムがウォーム・スタートできない場合は、シャ
ットダウンし、すべての表がそのまま残ります。
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ウォーム・スタート中、Q キャプチャー・プログラムは、I (非アクティブ) 状態に
なっていない Q サブスクリプションまたはパブリケーションのみをロードします。

term
デフォルト: term=y
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
term パラメーターは、DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合に Q キ
ャプチャー・プログラムを実行し続けるかどうかを制御します。
デフォルト (term=y) では、DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合、
Q キャプチャー・プログラムは終了します。DB2 またはキュー・マネージャーが使
用不可の間も Q キャプチャー・プログラムを実行し続けたい場合は、デフォルト
(term=n) を変更することができます。DB2 またはキュー・マネージャーが使用可能
の場合、Q キャプチャーは、中断したところからトランザクションの送信を開始し
ます。プログラムを再始動する必要はありません。
Oracle ソース: term のデフォルト値は n です (Q キャプチャー・プログラムは
Oracle データベースが使用不可でも実行を継続します)。値を y に設定しても何の
効果もありません。
注: term の設定に関係なく、WebSphere MQ 送信側チャネルまたは受信側チャネル
が停止した場合、Q キャプチャー・プログラムはチャネルの状況を検出できないた
め、実行し続けます。この状態のときには、2 つのキュー・マネージャーが通信で
きないため、レプリケーションは停止します。Q レプリケーション・プログラムか
ら何のメッセージもなくレプリケーションが停止した場合は、WebSphere MQ
DISPLAY CHSTATUS コマンドを使用してチャネルの状況を確認してください。

trace_limit
デフォルト: trace_limit=10080 分 (7 日)
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、Q キャプチャーの実行中、
IBMQREP_CAPPARMS 表
trace_limit パラメーターは、整理の対象となる前に行が IBMQREP_CAPTRACE
表にとどまる期間を指定します。
Q キャプチャー・プログラムは、すべての通知、警告、およびエラー・メッセージ
を IBMQREP_CAPTRACE 表に挿入します。デフォルトでは、10080 分 (7 日) よ
り古い行が整理インターバルごとに整理されます。監査情報に関するニーズに合わ
せてトレース限度を変更してください。

trans_batch_sz
デフォルト: trans_batch_sz=1
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、
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trans_batch_sz パラメーターは、Q キャプチャーが 1 つの WebSphere MQ メッ
セージにまとめてグループ化するソース・データベース・トランザクションの数を
指定します。レプリケーション・ワークロードが一般に小さなトランザクション
(例えば、1 行または 2 行) で構成される場合、このパラメーターを使うとソースの
CPU 使用量を削減できます。
デフォルトは 1 (バッチなし) で、最大のバッチ・サイズは 128 です。トランザク
ションの数が trans_batch_sz の値に達する前に Q キャプチャーのコミット間隔に
達したり、バッチ内のトランザクションの合計サイズが送信キューの
max_message_size パラメーターの値、または送信キューの WebSphere MQ 最大メ
ッセージ長 (MAXMSGL) の値を超えたりしない限り、Q キャプチャーはこの値を
順守します。
注: このパラメーターを他のパラメーターや整合変更データ (CCD) ターゲットと組
み合わせて使用すると、望ましくない結果になる可能性があります。詳しくは、
trans_batch_sz パラメーターを参照してください。

warnlogapi (z/OS)
デフォルト: warnlogapi=0
変更の方法: Q キャプチャーの開始時、IBMQREP_CAPPARMS 表
warnlogapi パラメーターは、DB2 for z/OS の計測機能インターフェース (IFI) ま
たは DB2 for Linux, UNIX, and Windows のログ読み取り API がログ・レコード
を返すのを Q キャプチャー・プログラムが待機するミリ秒数を指定します。この時
間が経過すると、Q キャプチャーは標準出力に警告を出力します。

warntxsz
デフォルト: warntxsz=0 MB
変更の方法: Q キャプチャーの開始時
非常に大きいトランザクションを検出するには、warntxsz パラメーターを使用でき
ます。このパラメーターは、指定したサイズより大きいトランザクションを検出し
たら警告メッセージを出すように、Q キャプチャー・プログラムに指示します。し
きい値はメガバイトで指定します。そのしきい値を超えるトランザクションが検出
されると、警告メッセージが出されます。トランザクションのサイズが warntxsz
値の倍数の場合、Q キャプチャーは複数の警告メッセージを出します。例えば、
warntxsz を 10 MB に設定した場合に、Q キャプチャーが 30 MB のトランザク
ションを検出すると、3 個 (10 MB に対して 1 個、20 MB に対して 1 個、30
MB に対して 1 個) の警告が出されます。
トランザクションのサイズが warntxsz 値を超えると、Q キャプチャーは
ASN0664W メッセージを出します。デフォルト値の 0 MB は、警告を決して出さ
ないことを意味します。

asnqcap の使用法の例
次の例は、asnqcap コマンドの使用方法を示しています。
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デフォルトの開始モードとログ・パラメーターをオーバーライドする
スキーマ alpha を使って sourcedb という名前のサーバー上で Q キャプチャー・プ
ログラムを開始し、コールド・スタート・モードを使ってプログラムを開始して、
logreuse および logstdout のデフォルト設定を一時的にオーバーライドするに
は、以下のコマンドを発行します。
asnqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" startmode=cold
logreuse=y logstdout=y

デフォルトのコミット・インターバルをオーバーライドする
Q キャプチャー・プログラムを開始し、デフォルト以上の頻度でキュー上のメッセ
ージをコミットするように指示するには、以下のコマンドを発行します。
asnqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" commit_interval=250

メモリー割り振りを変更する
Q キャプチャー・プログラムを開始し、トランザクションの作成に使用するデフォ
ルトのメモリー量を一時的に増やすには、以下のコマンドを発行します。
asnqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" memory_limit=64

ログおよび作業ファイルの場所を指定する
Q キャプチャー・プログラムを開始し、その作業ファイルを /home/files/qcapture
ディレクトリーに送信するには、以下のコマンドを発行します。
asnqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha"
capture_path="/home/files/qcapture"

lsn および maxcmtseq を指定する
testdb という名前のサーバーで Q キャプチャー・プログラムを開始し、ウォーム・
リスタート後にログ・シーケンス番号 (lsn) を 0000:0000:0000:115b:7704 とし、
maxcmtseq を 41c2:2264:0000:0004:0000 としてプログラムを開始するように指定す
るには、以下のコマンドを発行します。
asnqcap capture_server=testdb lsn=0000:0000:0000:115b:7704
maxcmtseq=41c2:2264:0000:0004:0000:

ログの最後から開始する
ターゲット表のロード (フル・リフレッシュ) をトリガーすることなくログの最後か
ら Q キャプチャー・プログラムを開始するには、以下のコマンドを発行します。
asnqcap capture_server=testdb lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

特定のトランザクションを無視する
z/OS データ共用で Q キャプチャー・プログラムを開始し、BD71:1E23:B089 とい
うトランザクション ID を持つトランザクションをプログラムが無視するように指
定するには、以下のコマンドを発行します (データ共用メンバー ID は 0001)。
asnqcap capture_server=sample capture_schema=ASN
ignore_transid=0000:BD71:1E23:B089:0001
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asnoqcap: Oracle データベースに対する Q キャプチャー・プログラムの
開始
Linux、UNIX、または Windows システム上の Oracle データベースで Q キャプチ
ャー・プログラムを開始するには、asnoqcap コマンドを使用します。このコマンド
は、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェル・スクリプト内で実行
します。指定する開始パラメーターはいずれもこのセッションにのみ適用されま
す。
Q キャプチャー・プログラムを開始すると、停止されるかまたはリカバリー不能エ
ラーが検出されるまで実行を続けます。

構文
 asnoqcap capture_server=db_name


capture_schema=schema



capture_path=path
autostop=

n
y

commit_interval=n




ignore_transid=transaction_ID
lob_send_option=

I
S



logreuse=

n
y

logstdout=

n
y

lsn=n

maxcmtseq=n




memory_limit=n

monitor_interval=n

monitor_limit=n



pwdfile=

asnpwd.aut
filename

prune_interval=n

qfull_num_retries=n




qfull_retry_delay=n

signal_limit=n

sleep_interval=n



stale=n
startallq=

y
n

startmode=

warmsi
warmns
cold



term=

y
n

trace_limit=n
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パラメーター
以下の表は、asnoqcap コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義
パラメーター

定義

capture_server=dbname

Q キャプチャー・コントロール表を含むデータベースの名前
を指定します。
Q キャプチャー・サーバーを指定しない場合、このパラメー
ターはデフォルトで ORACLE_SID 環境変数の値になりま
す。

capture_schema=schema

開始したい Q キャプチャー・プログラムを識別する名前を
指定します。デフォルトのスキーマは ASN です。

capture_path=path

Q キャプチャー・プログラムのログおよび作業ファイルの作
成先となるロケーションを指定します。デフォルトは、
asnoqcap コマンドを呼び出したディレクトリーです。この
ロケーションは絶対パス名であり、大文字小文字を区別する
場合は二重引用符でそれを囲む必要があります。

autostop=y/n

Q キャプチャー・プログラムがアクティブな Oracle REDO
ログの末尾に達した時点で停止するかどうかを指定します。
y

Q キャプチャー・プログラムは、アクティブな
Oracle REDO ログの末尾に達すると停止します。

n (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、アクティブな
Oracle REDO ログの末尾に達しても停止しませ
ん。
commit_interval=n

Q キャプチャー・プログラムが MQCMIT 呼び出しを発行す
る頻度をミリ秒で指定します。この呼び出しは、キューに置
かれたデータ・メッセージおよび通知メッセージを、Q アプ
ライ・プログラムまたはサブスクライブ・アプリケーション
で使用可能にするための信号を WebSphere MQ キュー・マ
ネージャーに送ります。デフォルトは 1000 ミリ秒 (1 秒)
です。

ignore_transid=transaction_ID transaction_ID によって識別されるトランザクションを Q キ
ャプチャー・プログラムが無視することを指定します。トラ
ンザクションは、複製もパブリッシュもされません。
トランザクション ID は、Oracle LogMiner ユーティリティ
ーの V$CONTENTS ビューからの XID の値です。 ID は
RAW(8) の値です。トランザクション ID をテキストで表示
すると、16 進数ストリング (合計 16 桁) にフォーマットさ
れます。
ヒント: 短縮されたバージョンの transid も、このパラメ
ーターに対して許容されます。
lob_send_option=I/S
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Q キャプチャー・プログラムが LOB 値をトランザクショ
ン・メッセージ内でインラインで送信する (I) か、または Q
キャプチャー・プログラムが LOB 値を別のメッセージ内で
送信する (S) かを指定します。デフォルトで、LOB 値はト
ランザクション・メッセージ内で送信されます。
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表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

logreuse=y/n

Q キャプチャー・プログラムが診断ログ・ファイルを再利用
するか、またはその診断ログ・ファイルにメッセージを付加
するかどうかを指定します。ログ・ファイル名は
capture_server.capture_schema.QCAP.log です。
y

Q キャプチャー・プログラムは再始動時にログ・フ
ァイルをクリアして、そのブランク・ファイルに書
き込むことで、そのログ・ファイルを再利用しま
す。

n (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、Q キャプチャ
ー・プログラムの再始動後であってもログ・ファイ
ルにメッセージを付加します。
logstdout=y/n

Q キャプチャー・プログラムがその診断ログ・ファイルとコ
ンソールの両方にログ・メッセージを送信するかどうかを指
定します。
y

Q キャプチャー・プログラムは、そのログ・ファイ
ルとコンソール (stdout) の両方にログ・メッセージ
を送信します。

n (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、ほとんどのログ・
メッセージをログ・ファイルにのみ送ります。
初期化、停止、およびサブスクリプションのアクティブ化お
よび非アクティブ化に関するメッセージは、このパラメータ
ーの設定に関係なく、コンソール (stdout) とログ・ファイル
の両方に送信されます。
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表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

lsn=n

Q キャプチャー・プログラムがウォーム・リスタート時に読
み取りを開始するログ・レコードを指定します。この値は、
Q キャプチャー・プログラムが見つけた、コミットまたはア
ボート・レコードがまだ検出されていない、一番若いログ・
レコードを表します。
lsn パラメーターの値は ASN7108I および ASN7109I メッ
セージに記載されています。例えば次のメッセージの場合、
lsn の値は「まだコミットされていないトランザクションの
一番低いログ・シーケンス番号」、つまり
0000:0000:0F1B:8629:0000 です。
2010-03-08-13.34.36.913067 ASN7108I "Q Capture" :
"ASN3" : "WorkerThread" : At program initialization,
the highest log sequence number of a successfully
processed transaction is "0000:0000:0F1B:8486:0000"
and the lowest log sequence number of a transaction
still to be committed is "0000:0000:0F1B:8629:0000".
lsn 値はそれぞれ 4 つの 16 進文字から成る 5 つのセット
で構成されています。最初の 4 セットは Oracle システム変
更番号 (SCN) を表し、最後のセットは Q キャプチャーが生
成したシーケンス番号です。例えば次の lsn 値は、SCN
123456 を 16 進で表したもの (1E240) と、シーケンス番号
0000 を組み合わせたものです。
16 進の SCN 123456 シーケンス番号
0000:0000:0001:E240: 0000
Q キャプチャーは先行ゼロとコロン (:) を無視します。上記
の lsn 値を次のように指定することもできます。
lsn=1E2400000
lsn=1E240:0000
lsn=1:E240:0000
lsn=000000000001E2400000
lsn=0000:0000:0001:E240:0000
lsn パラメーターと maxcmtseq パラメーターに 0 を指定す
ると、Q キャプチャーは現在の SCN でログの読み取りを開
始します。 ASN7108I または ASN7109I メッセージの lsn
値を lsn と maxcmtseq の両方に指定することもできます
し、lsn にはメッセージの値を指定し、maxcmtseq=0 を指定
することもできます。この場合、Q キャプチャーは指定のロ
グ・シーケンス番号で読み取りを開始します。
lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF と指定すると、ターゲット
表のロード (フル・リフレッシュ) をトリガーすることなく
ログの最後から開始します。
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表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

maxcmtseq=n

Q キャプチャー・プログラムが最後の実行で読み取った、正
常にコミットされたトランザクションの最新ログ・レコード
を指定します。 maxcmtseq 値を lsn パラメーターの値と併
用することにより、Q キャプチャーをログの既知の地点から
開始できます。
この値は ASN7108I および ASN7109I メッセージに記載さ
れています。例えば次のメッセージの場合、maxcmtseq の値
は「正常に処理されたトランザクションの一番高いログ・シ
ーケンス番号」、つまり 0000:0000:0F1B:8486:0000 です。
2010-03-08-13.34.36.913067 ASN7108I "Q Capture" :
"ASN3" : "WorkerThread" : At program initialization,
the highest log sequence number of a successfully
processed transaction is "0000:0000:0F1B:8486:0000"
and the lowest log sequence number of a transaction
still to be committed is "0000:0000:0F1B:8629:0000".
maxcmtseq 値の形式は、lsn と同じです (上記を参照)。
maxcmtseq 値を手動で作成する場合はシーケンス番号 0000
を指定できます。Q キャプチャーは所定の SCN の最初のロ
グ・レコードの読み取りを開始するためです。 ASN7108I お
よび ASN7109I メッセージの値を使用する場合、シーケンス
番号は 0000 以外になることがあります。
lsn パラメーターと maxcmtseq パラメーターに 0 を指定す
ると、Q キャプチャーは現在の SCN でログの読み取りを開
始します。

memory_limit=n

Q キャプチャー・プログラムがトランザクションの作成に使
用できるメモリーの量を MB 単位で指定します。この割り
振りがすべて使用されると、メモリー内のトランザクション
はファイルに書き出されます。デフォルトは 500 MB で
す。
このパラメーターの最大許容値は 100 GB です。

msg_persistence=y/n

Q キャプチャー・プログラムが WebSphere MQ キューに、
永続メッセージを書き込む (ログに記録する) かどうかを指
定します。
y (デフォルト)
Q キャプチャーは、すべてのキューに対して永続メ
ッセージを書き込みます。メッセージはキュー・マ
ネージャーによりログに記録され、リカバリーが可
能です。
Q キャプチャーは、すべてのキューに対して非永続
メッセージを書き込みます。メッセージはログに記
録されず、リカバリーできません。
注: msg_persistence=n を指定する場合、Q キャプチャーを
最初に停止してから、Q アプライがすべてのキューを空にし
たことを確認することにより、キュー・マネージャーを停止
する前にキューが空になるようにしてください。

n
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表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

monitor_interval=n

Q キャプチャー・プログラムが行を IBMQREP_CAPMON
および IBMQREP_CAPQMON 表に追加する頻度をミリ秒単
位で指定します。デフォルトは 30000 ミリ秒 (30 秒) で
す。
重要 (Q レプリケーション・ダッシュボード・ユーザーの場
合): 可能な場合は、Q キャプチャーの monitor_interval
パラメーターをダッシュボードのリフレッシュ間隔 (ダッシ
ュボードが Q キャプチャーと Q アプライのモニター表か
らパフォーマンス情報を取得する頻度) に合わせて設定して
ください。ダッシュボードのリフレッシュ間隔のデフォルト
値は 10 秒 (10000 ミリ秒) です。monitor_interval の値が
ダッシュボードのリフレッシュ間隔の値よりも大きいと、ダ
ッシュボードは、新しいモニター・データがないときにもリ
フレッシュを実行してしまいます。

monitor_limit=n

整理の対象となるまでに行が IBMQREP_CAPMON 表および
IBMQREP_CAPQMON 表の中に留まる分数を指定します。
整理インターバルのたびに、これらの表中の行が現行タイ
ム・スタンプに基づいてこの制限より古い場合、Q キャプチ
ャー・プログラムはそれらの行を整理します。デフォルトは
10080 分 (7 日) です。

pwdfile=filename

複数のパーティション・データベースとの接続に使用される
パスワード・ファイルの名前を指定します。パスワード・フ
ァイルを指定しない場合、デフォルトは asnpwd.aut です。
このコマンドは、capture_path パラメーターで指定された
ディレクトリー内でパスワード・ファイルを探します。
capture_path パラメーターを指定しない場合、このコマン
ドは、コマンドを呼び出したディレクトリー内でパスワー
ド・ファイルを探します。
asnpwd: パスワード・ファイルの作成および保守では、パス
ワード・ファイルの作成方法と変更方法について説明してい
ます。
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prune_interval=n

古くなったために整理する IBMQREP_SIGNAL、
IBMQREP_CAPTRACE、 IBMQREP_CAPMON、および
IBMQREP_CAPQMON 表内の行を Q キャプチャー・プログ
ラムが検索する頻度を秒単位で指定します。デフォルトは
300 秒 (5 分) です。

qfull_num_retries=n

再試行回数を指定します。再試行回数はデフォルトで 30
回、最高で 1000 回です。値 0 は、MQPUT 操作が失敗す
る場合は常に、Q キャプチャー・プログラムを停止するよう
に指示します。 qfull_num_retries パラメーターの代替構
文は RN です。

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

qfull_retry_delay=n

Q キャプチャー・プログラムが MQPUT の再試行までに待
機する期間をミリ秒で指定します。許可される値の範囲は、
10 ミリ秒から 3600000 ミリ秒 (1 時間) です。デフォルト
の遅延は、250 ミリ秒か commit_interval パラメーターの
値の、いずれか小さい方です。 (commit_interval のデフォ
ルトは 500 ミリ秒です。) qfull_retry_delay パラメーター
の代替構文は RD です。

signal_limit=n

整理の対象となるまでに行が IBMQREP_SIGNAL 表の中に
留まる分数を指定します。整理インターバルのたびに、
IBMQREP_SIGNAL 表中の行が現行タイム・スタンプに基づ
いて行がシグナル制限より古い場合、Q キャプチャー・プロ
グラムはそれらの行を整理します。デフォルトは 10080 分
(7 日) です。

sleep_interval=n

Q キャプチャー・プログラムが、アクティブ・ログと、メモ
リー内に留まっているトランザクションの処理の後アイドル
状態になるミリ秒数を指定します。デフォルトは 2000 ミリ
秒 (2 秒) です。

stale=n

Q キャプチャー・プログラムが、コミットまたはロールバッ
クのログ・レコードが何もない長期実行トランザクションを
検出してから、警告メッセージを出す (または他のアクショ
ンを実行する) までに待機する秒数を指定します。プログラ
ムの動作は、ソースのプラットフォームによって異なりま
す。トランザクションが stale で指定された秒数に渡って
実行され、Q キャプチャーがトランザクションのログで行操
作を何も検出しなかった場合、Q キャプチャーは警告メッセ
ージを出し、トランザクションの複製は行いません。そし
て、コミットもロールバックも行われていない、最も古い
「未完了」トランザクションと見なしたログ・シーケンス番
号を増分します。トランザクションでキャプチャーされた行
がある場合は、警告メッセージだけが出されます。

startallq=y/n

Q キャプチャー・プログラムが開始時にすべての送信キュー
をアクティブ化するかどうかを指定します。このパラメータ
ーを使用して、使用不可の送信キューを非アクティブにして
おくことができます。
y (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムが開始するときに、ま
だアクティブ (A) 状態ではないすべての送信キュー
をアクティブ化します。
n

Q キャプチャー・プログラムが開始するときに、非
アクティブ (I) 状態の送信キューをアクティブ化し
ません。

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

425

表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

startmode=mode

Q キャプチャー・プログラムが始動時に取るアクションを指
定します。
warmsi (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、ログの読み取りを
中止した位置から開始します。ただし、プログラム
を初めて開始する場合を除きます。 Q キャプチャ
ー・プログラムは、プログラムの初回始動時にコー
ルド・スタートに切り替わります。 warmsi 始動モ
ードを使用すると、Q キャプチャー・プログラムは
確実に、初回始動時にのみコールド・スタートしま
す。
warmns
Q キャプチャー・プログラムは、読み取りを中止し
た位置からログの読み取りを開始します。 Q キャ
プチャー・プログラムをウォーム・スタートできな
い場合、コールド・スタートに切り替わりません。
warmns 始動モードを使用すると、Q キャプチャ
ー・プログラムの予期しないコールド・スタートを
避けられます。ウォーム・スタートした場合、Q キ
ャプチャー・プログラムは終了したところから処理
を再開します。 Q キャプチャー・プログラムの開
始後にエラーが発生すると、プログラムは終了し、
すべての表は未変更のままになります。
cold

Q キャプチャー・プログラムは、再始動キューおよ
び管理キューをクリアし、N (新規) または A (ア
クティブ) 状態になっているすべての Q サブスク
リプションまたはパブリケーションの処理を開始し
ます。コールド・スタートの場合、Q キャプチャ
ー・プログラムは、アクティブな Oracle REDO ロ
グの読み取りをその末尾から開始します。

ウォーム・スタート中、Q キャプチャー・プログラムは、I
(非アクティブ) 状態になっていない Q サブスクリプション
またはパブリケーションのみをロードします。
term=y/n
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ソース・データベースが静止した場合に Q キャプチャー・
プログラムが終了するかどうかを指定します。 term パラメ
ーターは Oracle ソースに影響しません。デフォルト値は N
です。これは、Oracle が静止または停止した場合にキャプチ
ャー・プログラムが実行を続けることを示します。 Oracle
の静止モードが解除されると、Q キャプチャー・プログラム
は Oracle が静止されて中断した時点から処理を続行しま
す。 Oracle ソースをシャットダウンして再始動した場合
は、Q キャプチャー・プログラムもいったん停止して再始動
する必要があります。
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表 39. asnoqcap 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

trace_limit=n

整理の対象となるまでに行が IBMQREP_CAPTRACE 表の中
に留まる分数を指定します。整理インターバルのたびに、こ
の表中の行が現行タイム・スタンプに基づいてトレース制限
より古い場合は、Q キャプチャー・プログラムはそれらの行
を整理します。デフォルトは 10080 分 (7 日) です。

asnoqcap の例
次の例は、asnoqcap コマンドの使用方法を示しています。
例 - デフォルトの開始モードとログ・パラメーターをオーバーライドする
スキーマ alpha を使って sourcedb という名前のサーバー上で Q キャプチャー・プ
ログラムを開始し、コールド・スタート・モードでプログラムを開始して、
logreuse および logstdout のデフォルト設定を一時的にオーバーライドするに
は、以下のコマンドを発行します。
asnoqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" startmode=cold
logreuse=y logstdout=y

例 - デフォルトのコミット・メッセージ間隔をオーバーライドする
Q キャプチャー・プログラムを開始し、デフォルト以上の頻度でキュー上のメッセ
ージをコミットするように指示するには、以下のコマンドを発行します。
asnoqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" commit_interval=250

例 - メモリー割り振りを変更する
Q キャプチャー・プログラムを開始し、トランザクションの作成に使用するデフォ
ルトのメモリー量を一時的に増やすには、以下のコマンドを発行します。
asnoqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" memory_limit=64

例 - ログおよび作業ファイルの場所を指定する
Q キャプチャー・プログラムを開始し、その作業ファイルを /home/files/qcapture
ディレクトリーに送信するには、以下のコマンドを発行します。
asnoqcap capture_server=sourcedb capture_schema="alpha"
capture_path="/home/files/qcapture"

例 - lsn および maxcmtseq を指定する
testdb という名前のサーバーで Q キャプチャー・プログラムを開始し、ウォーム・
リスタート後に、Oracle システム変更番号 (lsn パラメーターで指定) を
0000:0000:0F1B:8629:0000、maxcmtseq を 0000:0000:0F1B:8486:0000 としてプログラ
ムを開始するように指定するには、以下のコマンドを実行します。
asnoqcap capture_server=testdb lsn=0000:0000:0F1B:8629:0000
maxcmtseq=0000:0000:0F1B:8486:0000

例 - ログの最後から開始する

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

427

ターゲット表のロード (フル・リフレッシュ) をトリガーすることなくログの最後か
ら Q キャプチャー・プログラムを開始するには、以下のコマンドを発行します。
asnoqcap capture_server=testdb lsn=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
maxcmtseq=FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

例 - 特定のトランザクションを無視する
Oracle サーバーで Q キャプチャー・プログラムを開始し、BD71:1E23:B089:0001
というトランザクション ID のトランザクションをプログラムが無視するように指
定するには、以下のコマンドを実行します。
asnoqcap capture_server=ora_sample capture_schema=ASN
ignore_transid=BD71:1E23:B089:0001

asnqccmd: 実行中の Q キャプチャー・プログラムの操作
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services (USS) で実行中
の Q キャプチャー・プログラムにコマンドを送信するには、asnqccmd を使用しま
す。このコマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェル・ス
クリプト内で実行します。
MVS™ MODIFY コマンドを使って z/OS 上で実行されている Q キャプチャー・プ
ログラムにコマンドを送信する方法について詳しくは、MVS MODIFY コマンドを
使用した、実行中の Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログ
ラムの処理を参照してください。

構文
 asnqccmd capture_server=db_name


capture_schema=schema



chgparms
parameters
prune
qryparms
reinit
reinitq=send_queue
startq send_queue
all
stopq send_queue
captureupto=



YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.mmmmmm
current_timestamp
eol

stopafter=

data_sent
data_applied

all
status
show details
stop
captureupto=

YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.mmmmmm
current_timestamp
eol

stopafter=

data_sent
data_applied

パラメーター:

commit_interval=n

autostop=

n
y

memory_limit=n

logstdout=

n
y

logreuse=

n
y




428

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

monitor_interval=n




monitor_limit=n

prune_interval=n

signal_limit=n


sleep_interval=n
term=

y
n

trace_limit=n

パラメーター
表 40 は、asnqccmd コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 40. asnqccmd 呼び出しパラメーターの定義
パラメーター

定義

capture_server=db_name

Q キャプチャー・コントロール表を含むデータベースまたは
サブシステムの名前を指定します。
Q キャプチャー・プログラムが実行し
ている DB2 サブシステムの名前を指定します。データを共用
する場合は、 capture_server の値が、開始済みタスクの
JCL を変更することなくすべての LPAR で Q キャプチャー
を実行するためのグループ・アタッチ名である可能性がありま
す。
Q キャプチャー・サーバーを指定しな
い場合、このパラメーターはデフォルトで DB2DBDFT 環境変
数の値になります。

capture_schema=schema

処理したい Q キャプチャー・プログラムを識別する名前を指
定します。
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表 40. asnqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

chgparms

Q キャプチャー・プログラムの実行中に、以下の稼働パラメ
ーターのうち 1 つ以上を変更することを指定します。
v autostop
v commit_interval
v logreuse
v logstdout
v memory_limit
v monitor_interval
v monitor_limit
v prune_interval
v qfull_num_retries
v qfull_retry_delay
v signal_limit
v sleep_interval
v term
v trace_limit
重要: 変更するパラメーターは、 chgparms パラメーターの直
後に指定する必要があります。
制約事項: Q キャプチャー・プログラ
ムの実行中は、memory_limit の値は変更できません。この値
を変更するには、Q キャプチャー・プログラムを停止する必
要があります。
1 つの asnqccmd chgparms コマンド中に複数のパラメーター
を指定したり、必要に応じてこれらのパラメーター値を変更し
たりできます。変更内容は IBMQREP_CAPPARMS 表の値を
一時的にオーバーライドしますが、この表に書き込まれませ
ん。 Q キャプチャー・プログラムを停止して再始動する際に
は、IBMQREP_CAPPARMS 中の値が使用されます。 395 ペー
ジの『asnqcap パラメーターの説明』 には、このコマンドを
使用してオーバーライドできるパラメーターの詳細が記載され
ています。
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prune

Q キャプチャー・プログラムに、 IBMQREP_CAPMON、
IBMQREP_CAPQMON、 IBMQREP_CAPTRACE、および
IBMQREP_SIGNAL 表の整理を 1 回行うように指示すること
を指定します。この整理は、prune_interval パラメーターに
よって指定される通常のスケジュールされた整理とは別のもの
です。

qryparms

Q キャプチャー・プログラムの現行の稼働パラメーター値を
標準出力 (stdout) に書き込む場合に指定します。
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表 40. asnqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

reinit

Q キャプチャー・プログラムを非アクティブ化し、その後
IBMQREP_SUBS、IBMQREP_SRC_COLS、および
IBMQREP_SENDQUEUES 表の最新の値を使用して Q サブス
クリプションおよびパブリケーションをすべてアクティブにす
ることを指定します。このコマンドを使用すると、Q キャプ
チャー・プログラムの実行中に、複数の Q サブスクリプショ
ンまたはパブリケーションの属性の一部を変更することができ
ます。このコマンドは、ターゲットの新規ロードを要求しませ
ん。

reinitq=send_queue

Q キャプチャー・プログラムが IBMQREP_SENDQUEUES 表
からの最新の属性を使用して送信キュー上で Q キャプチャ
ー・プログラムをリフレッシュすることを指定します。このコ
マンドは、この送信キューを使用するすべての Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションに影響を与えます。属性
ERROR_ACTION、HEARTBEAT_INTERVAL、
MAX_MESSAGE_SIZE のみリフレッシュされます。

startq=send_queue/all

1 つまたはすべての使用不可の送信キューにメッセージを置き
始めることを指定します。Q キャプチャーはキューの状態を
アクティブ (A) に設定し、指定されたキューまたはすべての
非アクティブなキューにメッセージを置くことを再開します。
Q キャプチャーは、すべての送信キュー内の一番古いリスタ
ート・ポイントでログの読み取りを再開し、すべてのキューが
同じリスタート・ポイントを持つようになるまで、停止したキ
ューまで読み取ります。

status

各 Q キャプチャー・スレッド (メイン、管理、整理、保留、
トランザクション、およびワーカー) の状態を示すメッセージ
を受け取ることを指定します。

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

431

表 40. asnqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

show details

status パラメーターの後に指定し、Q キャプチャー・プログ
ラムの状況に関するより詳細なレポートを表示します。次の情
報が表示されます。
v Q キャプチャー・プログラムが実行中かどうか
v プログラムが開始されてから経過した時間
v Q キャプチャー診断ログのロケーション
v アクティブ Q サブスクリプションの数
v CURRENT_LOG_TIME および CURRENT_MEMORY の
値。この値は、IBMQREP_CAPMON コントロール表に挿入
される値より新しい場合があります。
v Q キャプチャー・プログラムが送信キューにパブリッシュ
した日付の最も新しいトランザクションの論理ログ・シーケ
ンス番号。
v ログ・レコードからトランザクションを構築するために Q
キャプチャーが最近のモニター間隔で使用したメガバイト単
位のメモリーの量。

v DB2 ログ・ファイルのパス
v Q キャプチャーの再始動で必要な日付の最も古い DB2 ロ
グ・ファイル
v キャプチャーされた現在の DB2 ログ・ファイル
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表 40. asnqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

stop

Q キャプチャー・プログラムを正しい順序で停止し、プログ
ラムがその時点までに処理したメッセージをコミットすること
を指定します。
captureupto パラメーターまたは stopafter パラメーター、
あるいはその両方を指定して、指定の時点から制御された方法
で Q キャプチャーを停止できます。
captureupto
完全または部分タイム・スタンプを使用して指定し
て、指定の時点でログの読み取りを停止した後停止す
るよう Q キャプチャーに指示します。あるいは、
CURRENT_TIMESTAMP を指定するか EOL を指定
して、アクティブ・ログの終わりに達したら停止する
よう Q キャプチャーに指示することもできます。
stopafter
以下の条件のいずれかに該当した場合に Q キャプチ
ャーが停止することを指定します。
data_applied
Q キャプチャーは、指定した停止時点まで
に加えられたすべての変更がターゲットに適
用された後に停止します。
data_sent
Q キャプチャーは、ターゲット・システム
を指す伝送キューからすべてのメッセージが
除去された後、または、共有ローカル送信キ
ュー/受信キューの場合は Q アプライ・プロ
グラムがすべてのメッセージを処理した後に
停止します。
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表 40. asnqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

stopq=send_queue/all

1 つまたはすべての送信キューにメッセージを置くことを停止
するように指定します。Q キャプチャーはキューの状態を非
アクティブ (I) に設定し、指定されたキューまたはすべての
キューにメッセージを置くことを停止します。 Q キャプチャ
ー・プログラムは、アクティブな送信キューに関連付けられて
いる Q サブスクリプションへの変更のパブリッシュを続行し
ます。すべての送信キューが停止した場合、Q キャプチャー
は CAPSTART などのシグナルについてのログの読み取りと、
モニター表への挿入を続行し、コマンドを待機します。
個別キューを停止することを指定するときに、captureupto パ
ラメーターまたは stopafter パラメーター、あるいはその両
方を指定して、メッセージをキューに入れるのを指定時点から
制御された方法で停止するよう Q キャプチャーに指示するこ
ともできます。
captureupto
完全または部分タイム・スタンプを使用して指定し
て、指定の時点までパブリッシュした後メッセージを
キューに入れるのを停止するよう Q キャプチャーに
指示します。あるいは、CURRENT_TIMESTAMP を
指定するか EOL を指定して、アクティブ・ログの終
わりに達したらメッセージをキューに入れるのを停止
するよう Q キャプチャーに指示することもできま
す。
stopafter
以下の条件のいずれかに該当した場合に Q キャプチ
ャーがメッセージをキューに入れるのを停止すること
を指定します。
data_applied
指定した停止時点までのすべての変更がター
ゲットで適用された。
data_sent
ターゲット・システムを指す伝送キューから
すべてのメッセージが除去された、または
Q アプライ・プログラムがすべてのメッセ
ージを処理した (共有ローカル送信キュー/受
信キューの場合)。

例 1
Q キャプチャー・プログラムに、Q キャプチャー・コントロール表の最新の値を使
用してすべての Q サブスクリプションおよびパブリケーションをリフレッシュする
ことを指示するには、次のようにします。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" reinit
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このコマンドは、Q キャプチャー・プログラムが startallq=y (デフォルト設定)
で開始された場合は、すべての非アクティブなキューを開始します。

例 2
Q キャプチャー・プログラムに、Q1 という名前の送信キューを使用するすべての
Q サブスクリプションおよびパブリケーションの ERROR_ACTION、
HEARTBEAT_INTERVAL、および MAX_MESSAGE_SIZE 属性をリフレッシュする
ことを指示するには、次のようにします。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" reinitq="Q1"

例 3
実行中の Q キャプチャー・プログラムのデフォルトの整理インターバルを一時的に
1 分に短縮し、 Q サブスクリプションおよびパブリケーションを処理した後 Q キ
ャプチャー・プログラムがスリープになるデフォルトの時間を一時的に延長するに
は、次のようにします。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" chgparms
prune_interval=60 sleep_interval=10000

例 4
Q キャプチャー・プログラムの状況に関する詳細なメッセージを受け取るには、次
のようにします。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" status show details

例 5
2010 年 10 月 15 日の午後 3 時 30 分にリカバリー・ログの読み取りを停止し、
それまでにターゲット・データベースにコミットされたすべてのトランザクション
が適用されるまで待機した後停止するよう Q キャプチャー・プログラムに指示する
には、次のようにします。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" stop
captureupto="2010-10-15-15.30" stopafter=data_applied

例 6
リカバリー・ログの読み取りを直ちに停止し、伝送キュー (または共有ローカル送
受信キュー) からすべてのメッセージが排出された後停止するよう Q キャプチャ
ー・プログラムに指示するには、次のようにします。
asnqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" stop stopafter=data_sent

asnoqccmd: Oracle データベース上で実行中の Q キャプチャー・プログ
ラムの操作
Linux、UNIX、または Windows システム上の Oracle データベース上で実行されて
いる Q キャプチャー・プログラムにコマンドを送信するには、asnoqccmd コマンド
を使用します。このコマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたは
シェル・スクリプト内で実行します。
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構文
 asnoqccmd capture_server=db_name


capture_schema=schema



chgparms
parameters
prune
qryparms
reinit
reinitq=send_queue
status
show details
stop



パラメーター:

commit_interval=n

autostop=

n
y

memory_limit=n

logstdout=

n
y

logreuse=

n
y



monitor_interval=n




monitor_limit=n

prune_interval=n

signal_limit=n


sleep_interval=n
term=

y
n

trace_limit=n

パラメーター
以下の表は、asnoqccmd コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 41. asnoqccmd 呼び出しパラメーターの定義
パラメーター

定義

capture_server=db_name

Q キャプチャー・コントロール表を含む Oracle データベース
の名前を指定します。
Q キャプチャー・サーバーを指定しない場合、このパラメー
ターはデフォルトで ORACLE_SID 環境変数の値になります。

capture_schema=schema
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処理したい Q キャプチャー・プログラムを識別する名前を指
定します。デフォルトのスキーマは ASN です。
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表 41. asnoqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

chgparms

Q キャプチャー・プログラムが Oracle データベース上で実行
されている間に以下の稼働パラメーターのうち 1 つ以上を変
更する場合にこのパラメーターを指定します。
v autostop
v commit_interval
v logreuse
v logstdout
v memory_limit
v monitor_interval
v monitor_limit
v prune_interval
v qfull_num_retries
v qfull_retry_delay
v signal_limit
v sleep_interval
v trace_limit
1 つの asnoqccmd chgparms コマンド中に複数のパラメーター
を指定したり、必要に応じてこれらのパラメーター値を変更し
たりできます。変更内容は IBMQREP_CAPPARMS 表の値を
一時的にオーバーライドしますが、この表に書き込まれませ
ん。 Q キャプチャー・プログラムを停止して再始動する際に
は、IBMQREP_CAPPARMS 中の値が使用されます。 419 ペー
ジの『asnoqcap: Oracle データベースに対する Q キャプチャ
ー・プログラムの開始』 には、このコマンドを使用してオー
バーライドできるパラメーターの説明が記載されています。
要件: 変更するパラメーターは、 chgparms パラメーターの直
後に指定する必要があります。

prune

Q キャプチャー・プログラムに、 IBMQREP_CAPMON、
IBMQREP_CAPQMON、 IBMQREP_CAPTRACE、および
IBMQREP_SIGNAL 表の整理を 1 回行うように指示する場合
にこのパラメーターを指定します。この整理は、
prune_interval パラメーターによって指定される通常のスケ
ジュールされた整理とは別のものです。

qryparms

Q キャプチャー・プログラムの現行の稼働パラメーター値を
標準出力 (stdout) に書き込む場合にこのパラメーターを指定し
ます。
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表 41. asnoqccmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

reinit

Q キャプチャー・プログラムを非アクティブ化し、その後
IBMQREP_SUBS、IBMQREP_SRC_COLS、および
IBMQREP_SENDQUEUES 表の最新の値を使用して Q サブス
クリプションおよびパブリケーションをすべてアクティブにす
る場合にこのパラメーターを指定します。このコマンドを使用
すると、Q キャプチャー・プログラムの実行中に、複数の Q
サブスクリプションまたはパブリケーションの属性の一部を変
更することができます。このコマンドは、ターゲットの新規ロ
ードを要求しません。

reinitq=send_queue

Q キャプチャー・プログラムが IBMQREP_SENDQUEUES 表
からの最新の属性を使用して送信キュー上で Q キャプチャ
ー・プログラムをリフレッシュする場合にこのパラメーターを
指定します。このコマンドは、この送信キューを使用するすべ
ての Q サブスクリプションまたはパブリケーションに影響を
与えます。属性
ERROR_ACTION、HEARTBEAT_INTERVAL、
MAX_MESSAGE_SIZE のみリフレッシュされます。

status

各 Q キャプチャー・スレッド (メイン、管理、整理、保留、
ワーカー、およびトランザクション) の状態を示すメッセージ
を受け取る場合にこのパラメーターを指定します。

show details

このパラメーターは status パラメーターの後に指定し、Q
キャプチャー・プログラムの状況に関するより詳細なレポート
を表示します。次の情報が表示されます。
v Q キャプチャー・プログラムが実行中かどうか
v プログラムが開始されてから経過した時間
v Q キャプチャー診断ログのロケーション
v アクティブ Q サブスクリプションの数
v CURRENT_LOG_TIME および CURRENT_MEMORY の
値。この値は、IBMQREP_CAPMON コントロール表に挿入
される値より新しい場合があります。
v Q キャプチャー・プログラムが送信キューにパブリッシュ
した日付の最も新しいトランザクションの論理ログ・シーケ
ンス番号。この番号は、元の 10 進数の Oracle システム変
更番号 (SCN) を 16 進数に変換した形で示されます。
v ログ・レコードからトランザクションを構築するために Q
キャプチャーが最近のモニター間隔で使用したメガバイト単
位のメモリーの量。
v Oracle 再実行ログ・ファイルのパス
v Q キャプチャーの再始動で必要な日付の最も古い Oracle 再
実行ログ・ファイル
v キャプチャーされた現在の Oracle 再実行ログ・ファイル

stop
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Q キャプチャー・プログラムを正しい順序で停止し、プログ
ラムがその時点までに処理したメッセージをコミットする場合
にこのパラメーターを指定します。
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例 - すべての Q サブスクリプションおよびパブリケーションをリフ
レッシュする
Q キャプチャー・プログラムに、Q キャプチャー・コントロール表の最新の値を使
用してすべての Q サブスクリプションおよびパブリケーションをリフレッシュする
ことを指示するには、以下のコマンドを発行します。
asnoqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" reinit

例 - 送信キューの属性をリフレッシュする
Q キャプチャー・プログラムに、Q1 という名前の送信キューを使用するすべての
Q サブスクリプションおよびパブリケーションの
ERROR_ACTION、HEARTBEAT_INTERVAL、および MAX_MESSAGE_SIZE 属性
をリフレッシュすることを指示するには、以下のコマンドを発行します。
asnoqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" reinitq="Q1"

例 - 指定されたパラメーターを変更する
実行中の Q キャプチャー・プログラムのデフォルトの整理インターバルを一時的に
1 分に短縮し、Q サブスクリプションおよびパブリケーションを処理した後 Q キ
ャプチャー・プログラムがスリープになるデフォルトの時間を一時的に延長するに
は、以下のコマンドを発行します。
asnoqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" chgparms
prune_interval=60 sleep_interval=10000

例 - Q キャプチャーの状況に関する詳細を表示する
Q キャプチャー・プログラムの状況に関する詳細なメッセージを受け取るには、以
下のコマンドを発行します。
asnoqccmd capture_server=sourcedb capture_schema="alpha" status show details

asnqapp: Q アプライ・プログラムの開始
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services (USS) で Q ア
プライ・プログラムを開始するには、asnqapp コマンドを使用します。このコマン
ドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェル・スクリプト内で実
行します。指定する開始パラメーターはいずれもこのセッションにのみ適用されま
す。
Q アプライ・プログラムを開始すると、停止されるかまたはリカバリー不能エラー
が検出されるまで実行を続けます。

構文
 asnqapp apply_server=db_name


apply_schema=schema



apply_path=path

applydelay=n
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WAIT
gmt_timestamp ,
NOWAIT
WAIT
CURRENT_TIMESTAMP ,
NOWAIT

applyupto=

autostop=

arm=identifier

y
n



buffered_inserts=

n
y

commit_count=n

deadlock_retries=n

caf=

n
y

classic_load_file_sz=n








dftmodelq=model_spill_queue_name
ignbaddata=

n
y



y
n

insert_bidi_signal=

loadcopy_path=filepath



load_data_buff_sz=n

gmt
local

logmarkertz=

logreuse=

n
y



logstdout=

n
y

monitor_interval=n
max_parallel_loads=n



monitor_limit=n

nickname_commit_ct=n

n
y

nmi_enable=




nmi_socket_name=n
oracle_empty_str=

y
n

p2p_2nodes=

n
y



prune_batch_size=n

prune_interval=n
prune_method=

1
2



pwdfile=

asnpwd.aut
filename

report_exception=

y
n

richklvl=n




term=

y
n

skiptrans=

skiptrans-clause




spill_commit_count=n

startallq=

trace_ddl=

n
y



trace_limit=n
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skiptrans-clause::
,

receive_queue ;

transaction_ID
begin_transaction_ID-end_transaction_ID

asnqapp パラメーターの説明
この説明では、asnqapp パラメーターとそれぞれのデフォルト、およびご使用の環境
でデフォルトの変更が推奨される理由についての詳細を提供します。
v 『apply_server』
v 『apply_schema』
v

442 ページの『apply_path』

v

443 ページの『applydelay』

v
v

447 ページの『commit_count』

『deadlock_retries』
v

448 ページの『ignbaddata』

445 ページの『arm』

v

449 ページの

v

446 ページの
『buffered_inserts』
446 ページの『caf』

v

v

v

450 ページの
『load_data_buff_sz』

v 450 ページの『logmarkertz』

v 454 ページの『prune_interval』
v

452 ページの

453 ページの『monitor_limit』

v 453 ページの

v 454 ページの『p2p_2nodes』
v

455 ページの『pwdfile』

456 ページの
『report_exception』

v

456 ページの『richklvl』

v 457 ページの『skiptrans』
v 456 ページの

『nickname_commit_ct』

『insert_bidi_signal』
v 449 ページの『loadcopy_path』

451 ページの
『max_parallel_loads』

『monitor_interval』

447 ページの『dftmodelq』

v

445 ページの『autostop』

v

v 447 ページの

443 ページの『applyupto』

v

v

v

『spill_commit_count』
v

457 ページの『startallq』

v 457 ページの『term』
v 458 ページの『trace_limit』
v 458 ページの『trace_ddl』

v 450 ページの『logreuse』
v 451 ページの『logstdout』

apply_server
デフォルト: なし
デフォルト: apply_server= DB2DBDFT 環境変数の値 (設定さ
れている場合)
apply_server パラメーターは、Q アプライ・プログラムが実行し、そのコントロー
ル表が保管されるデータベースまたはサブシステムを識別します。コントロール表
には、ターゲット、Q サブスクリプション、WebSphere MQ キュー、およびユーザ
ー・プリファレンスについての情報が含まれます。 Q アプライ・サーバーは、ター
ゲットを含むものと同じデータベースまたはサブシステムでなければなりません。

apply_schema
デフォルト: apply_schema=ASN
apply_schema パラメーターを使用すると、Q アプライ・サーバー上の Q アプラ
イ・プログラムの複数インスタンスを識別することができます。
スキーマは、1 つの Q アプライ・プログラムおよびそのコントロール表を識別しま
す。同じスキーマを持つ 2 つの Q アプライ・プログラムを 1 つのサーバー上で実
行することはできません。

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

441

単一の Q アプライ・プログラムは、複数のブラウザー・スレッドを作成できます。
各ブラウザー・スレッドは、単一の受信キューからメッセージを読み取ります。こ
のため、ターゲットに適用されているデータの流れを分割するために、サーバー上
の Q アプライ・プログラムの複数のインスタンスを作成する必要はありません。
z/OS では、アンダースコアー (_) 以外の特殊文字は Q アプラ
イ・スキーマで使用できません。

apply_path
デフォルト: なし
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
apply_path パラメーターは、Q アプライ・プログラムが自分用の作業ファイルとロ
グ・ファイルを保管するディレクトリーを指定します。デフォルトのパスはプログ
ラムを開始するディレクトリーです。このパスは変更できます。

Q アプライ・プログラムを Windows サービスとして始動する場合、デフォ
ルトではプログラムは ¥SQLLIB¥bin ディレクトリーで始動されます。

Q アプライ・プログラムは POSIX アプリケーションであるため、デフォル
トのパスは、次に示す方法のどちらでこのプログラムを開始するかによって
決まります。
v Q アプライ・プログラムを USS コマンド行プロンプトから始動する場
合。パスは、このプログラムが始動されたディレクトリーです。
v Q アプライ・プログラムを開始済みのタスクまたは JCL を使用して開始
する場合。デフォルト・パスは、その開始済みタスクまたはジョブと関連
したユーザー ID の USS ファイル・システムのホーム・ディレクトリー
です。
パスを変更するには、パス名または //QAPP などの高位修飾子 (HLQ) のい
ずれかを指定できます。 HLQ を使用すると、z/OS 順次データ・セット・
ファイル名のファイル命名規則に準拠する順次ファイルが作成されます。順
次データ・セットは、プログラムを実行しているユーザー ID と関連してい
ます。そうでない場合、それらのファイル名は、明示的に指定されたディレ
クトリー・パスに保管されている名前と似たものとなり、そのファイル名の
最初の部分に HLQ が連結されます。例えば、sysadm.QAPPV9.filename と
なります。 HLQ の使用は、Q アプライにログを記録させ、LOADMSG フ
ァイルをシステム管理対象 (SMS) とする場合には便利なことがあります。
Q アプライの開始済みタスクが、このタスクを実行中の ID (TSOUSER な
ど) 以外のユーザー ID を使って .log データ・セットへの書き込みを行う
ようにするには、開始済みタスクへの入力パラメーターに SYSIN 形式を使
用する際、エスケープ文字として単一引用符 (‘) を指定する必要がありま
す。例えば、高位修飾子 JOESMITH を使用する場合、Q アプライ・プログ
ラムを実行中のユーザー ID TSOUSER は、次の例のように高位修飾子
JOESMITH を使ってデータ・セットへの書き込みを行うために、RACF 権
限を必要とします。
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//SYSIN
DD *
APPLY_PATH=//’JOESMITH
/*

Q アプライ・プログラムの始動時に、apply_path パラメーターを設定するか、また
は IBMQREP_APPLYPARMS 表に保管された値を変更できます。このパラメーター
は、Q アプライ・プログラム実行中には変更できません。

applydelay
デフォルト: applydelay=0 seconds
変更の方法: Q アプライの開始時
applydelay パラメーターは、Q アプライ・プログラムがターゲットで各トランザク
ションをやり直すまで待つ時間 (秒) を制御します。遅延は、トランザクションのソ
ース・コミット時刻に基づきます。Q アプライは、現在時刻が、ソース・トランザ
クションのコミット時刻に applydelay の値を足した値に達するか、その値を超え
るまで、トランザクションの適用を遅延します。ソース・データベースでの変更は
取り込まれて、受信キューに送信され、そこで遅延期間中待機します。
このパラメーターは、例えば、ソース・システムで問題が発生した場合に備えて、
フェイルオーバーのさまざまなポイント・イン・タイムにソース・データベースの
複数のコピーを維持するために使用できます。例えば、1 次システムにあるデータ
をユーザーが誤って削除した場合、そのデータがまだ使用可能な場所にデータベー
スのコピーが存在します。
applydelay パラメーターは、applyupto パラメーターまたは autostop パラメータ
ーでは効果がありません。
重要: applydelay パラメーターの使用を予定している場合は、遅延期間中に累積す
るメッセージを保持するのに十分なスペースを受信キューに確保してください。

applyupto
デフォルト: なし
変更の方法: Q アプライの開始時
applyupto パラメーターで指定するタイム・スタンプは、以下のいずれかの時間以
前にソースでコミットされたトランザクションの処理が終わったら、Q アプライ・
プログラムに停止するように指示するためのものです。
v 指定した特定のタイム・スタンプ
v CURRENT_TIMESTAMP キーワード (これは、Q アプライ・プログラムが開始し
た時刻を意味します)
オプションで WAIT または NOWAIT キーワードを指定し、Q アプライがいつ停
止するかを制御することができます。
WAIT (デフォルト)
Q アプライは、指定された GMT タイム・スタンプまたは値
CURRENT_TIMESTAMP までのトランザクションを全部受け取って処理す
るまで、たとえ受信キューが空になっても停止しません。
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NOWAIT
Q アプライは、受信キューにあるすべてのトランザクションの処理が終了
すると、たとえ指定された GMT タイム・スタンプまたは値
CURRENT_TIMESTAMP 以降のコミット・タイム・スタンプを持つトラン
ザクションを検出していなくても、停止します。
applyupto パラメーターは、Q アプライ・インスタンスのすべてのブラウザー・ス
レッドに適用されます。各ブラウザー・スレッドは、ソース・コミットのタイム・
スタンプが指定の時刻以降であるメッセージを受信キューで読み取った時点で停止
します。 Q アプライ・プログラムのすべてのブラウザー・スレッドが、applyupto
タイム・スタンプ以前にソース・コミットされたことを示すタイム・スタンプを持
つすべてのトランザクションが適用されたと判断すると、Q アプライ・プログラム
は停止します。ソース・コミット時刻が指定の GMT タイム・スタンプより後のト
ランザクションはすべて受信キューに残され、Q アプライ・プログラムの次回の実
行時に処理されます。
タイム・スタンプは、完全なまたは部分的なタイム・スタンプ形式のグリニッジ標
準時 (GMT) で指定する必要があります。完全なタイム・スタンプの形式は
YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.mmmmmm です。例えば、2007-04-10-10.35.30.555555 は 2007
年 4 月 10 日、午前 10 時 35 分、30 秒、555555 マイクロ秒の GMT タイム・ス
タンプです。
部分タイム・スタンプは、以下に示すいずれかの形式で指定できます。
YYYY-MM-DD-HH.MM.SS
例えば、2007-04-10-23.35.30 は、2007 年 4 月 10 日、午後 11 時 35
分、30 秒の部分的な GMT タイム・スタンプです。
YYYY-MM-DD-HH.MM
例えば、2007-04-10-14.30 は 2007 年 4 月 10 日、午後 1 時 30 分の部
分的な GMT タイム・スタンプです。
YYYY-MM-DD-HH
例えば、2007-04-10-01 は 2007 年 4 月 10 日、午前 1 時 00 分の部分的
な GMT タイム・スタンプです。
HH.MM

例えば、14:55 は当日の午後 2 時 55 分の部分的な GMT タイム・スタン
プです。

HH

例えば、14 は当日の午後 2 時の部分的な GMT タイム・スタンプです。

部分的なタイム・スタンプでは、HH.MM の形式を使用して時刻を指定できます。こ
の形式は、Q アプライ・プログラムを毎日、太平洋標準時 (PST) の午前 1 時に開
始するようにタスクをスケジュールし、GMT タイム・スタンプを持つソースで
PST の午前 4 時以前にコミットされたトランザクションの処理が終了したら、その
プログラムを停止させたい場合に便利です。例えば、次に示すタスクを PST の午前
1 時に実行し、そのタスクを PST の午前 4 時に終了するように applyupto パラメ
ーターを設定するには次のようにします。
asnqapp apply_server=MYTESTSERVER apply_schema=ASN applyupto=12.00

サマータイムの間は、GMT と地方時の差異は、場所によって異なる場合がありま
す。例えば、秋と冬の間の太平洋タイム・ゾーンは GMT-8 時間です。春と夏のサ
マータイムの間は、太平洋タイム・ゾーンは GMT-7 時間です。
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制約事項: autostop パラメーターと applyupto パラメーターを両方指定することは
できません。
ハートビート・インターバルをゼロより大きい値に設定すると、applyupto パラメ
ーターで指定された値の時間が経過した場合に、Q アプライ・プログラムがこれを
判断できるようになります。

arm
デフォルト: なし
変更の方法: Q アプライの開始時
arm=identifier パラメーターを使用して、自動リスタート・マネージャーが、停止し
た Q アプライ・インスタンスを自動的に開始するために使用する、Q アプライ・
プログラムのユニーク ID を指定することができます。指定する 3 文字の英数字の
値は、Q アプライが自己のために生成する ARM エレメント名に追加されます。
ASNQAxxxxyyyy (ここで、xxxx はデータ共用グループ・アタッチ名、yyyy は DB2
メンバー名です)。 arm パラメーターには任意の長さのストリングを指定できます
が、Q アプライ・プログラムが現在の名前に連結できるのは 3 文字までだけです。
必要な場合、Q アプライ・プログラムは名前をブランクで埋め込んで、固有の 16
バイト名を作成します。

autostop
デフォルト: autostop=n
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
autostop パラメーターにより、適用するトランザクションがない場合に、Q アプラ
イ・プログラムを自動的に停止させることができます。デフォルト (autostop=n) で
は、Q アプライ・プログラムは、キューが空でトランザクションの到着を待機する
場合に実行を継続します。
通常、Q アプライ・プログラムは、ターゲット・データベースがアクティブの時は
いつでも、連続するプロセスとして実行されるので、ほとんどの場合デフォルトの
ままにしておきます (autostop=n)。autostop=y に設定するのは、接続されたシステ
ムを低い頻度で同期化するときや、テスト・シナリオなどの、設定された間隔で Q
アプライ・プログラムが実行されるシナリオの場合のみです。
autostop=y に設定すると、Q アプライ・プログラムは、すべての受信キューが一度
空になった後シャットダウンします。各受信キューごとのブラウザー・スレッドが
キューにメッセージがないことを検出すると、スレッドはキューからの読み取りを
停止します。すべてのスレッドが停止した後、Q アプライ・プログラムが停止しま
す。ブラウザー・スレッドが停止したキューにメッセージは着信し続ける可能性が
ありますが、Q アプライ・プログラムを再び始動するまでメッセージは収集されま
す。
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制約事項: autostop パラメーターと applyupto パラメーターを両方指定することは
できません。

buffered_inserts
デフォルト: buffered_inserts=n
変更の方法: Q アプライの開始時
buffered_inserts パラメーターは、Q アプライ・プログラムでバッファー挿入を使
用するかどうかを指定します。 INSERT 操作の対象となるパーティション・データ
ベースでこれを使用すると、パフォーマンスが改善される場合があります。
buffered_inserts=y を指定した場合、Q アプライは適切なファイルを INSERT
BUF オプションで内部的にバインドします。このバインド・オプションにより、パ
ーティション・データベースのコーディネーター・ノードは、挿入される行を宛先
パーティションに直ちに転送する代わりに、それらをバッファーに蓄積することが
できます。バッファーが満杯になった場合、または別の SQL ステートメント (例え
ば別の表に対する UPDATE、DELETE、INSERT や、COMMIT/ROLLBACK) が検
出された場合には、バッファー内のすべての行が宛先パーティションに一括して送
られます。
バッファー挿入と commit_count パラメーターを組み合わせて使用すると、パフォ
ーマンスがさらに改善する可能性もあります。
バッファー挿入が使用可能になっている場合、Q アプライは例外処理を実行しませ
ん。何らかの競合またはエラーが発生した場合、Q アプライはキューからの読み取
りを停止するよう指示されます。例外ポイントを超えてリカバリーするには、キュ
ーのメッセージ処理を開始し、buffered_inserts=n を使って Q アプライを開始す
る必要があります。

caf
デフォルト: caf=n
変更の方法: Q アプライの開始時
Q アプライ・プログラムは、デフォルトのリカバリー可能リソース・マネージャ
ー・サービス (RRS) 接続で実行します。 caf =y オプションを指定することで、こ
のデフォルトをオーバーライドし、Q アプライ・プログラムに呼び出し接続機能
(CAF) を使用するように指示できます。
RRS が使用不可の場合、メッセージを受け取り、Q アプライ・プログラムは CAF
に切り替わります。メッセージは、RRS が開始されていないためプログラムが接続
を初期化できなかったことを警告します。プログラムは代わりに CAF の使用を試
行します。プログラムは CAF 接続を使用して正しく実行されます。
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commit_count
デフォルト: commit_count=1
変更の方法: Q アプライの開始時
commit_count パラメーターは、コミットするまでの間に、それぞれの Q アプラ
イ・エージェント・スレッドがターゲット表に適用するトランザクションの数を指
定します。デフォルトでは、エージェント・スレッドは適用するトランザクション
が完了するごとにコミットします。
commit_count を増やして、トランザクションをグループ化してコミットすることに
より、パフォーマンスが改善される可能性があります。
推奨: 行レベルのロッキングでのみ、commit_count に大きな値を使用してくださ
い。ロック・エスカレーションが原因でロック・タイムアウトおよびデッドロック
再試行が発生する可能性があるため、エージェント・スレッドの数が多い状況でこ
のパラメーターを使用する場合には注意深く調整する必要があります。

deadlock_retries
デフォルト: deadlock_retries=3
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
deadlock_retries パラメーターは、Q アプライ・プログラムが SQL デッドロック
またはロック・タイムアウトを検出したときに、ターゲット表に変更を再適用しよ
うとする回数を指定します。デフォルトの試行回数は 3 回です。また、このパラメ
ーターは、Q アプライ・プログラムが SQL デッドロック後、コントロール表に対
して行の挿入、更新、または削除を試行する回数も制御します。
その制限値に達した後にまだデッドロックが続いている場合は、ブラウザー・スレ
ッドが停止します。アプリケーションがターゲット・データベースを頻繁に更新し
ており、高レベルの競合が起こっている場合、deadlock_retries にさらに高い値を
設定することができます。または、大量の受信キューおよび対応するブラウザー・
スレッドがある場合、deadlock_retries にさらに高い値を設定すると、
IBMQREP_DONEMSG 表などのコントロール表だけでなく、ピアツーピアおよび他
の複数方向レプリケーション環境で生じる可能性がある競合の解決にも役立つこと
があります。
制約事項: deadlock_retries のデフォルト値を下げることはできません。

dftmodelq
デフォルト: なし
変更の方法: Q アプライの開始時
デフォルトで、Q アプライ・プログラムは、ロード・プロセス用の予備キューの作
成に使用するモデル・キューの名前として IBMQREP.SPILL.MODELQ を使用しま
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す。異なるデフォルト・モデル・キュー名を指定するには、dftmodelq パラメータ
ーを指定します。以下のリストで、パラメーターの動作が要約されています。
Q アプライの開始時に dftmodelq を指定した場合
Q アプライは各 Q サブスクリプションごとに IBMQREP_TARGETS コン
トロール表の MODELQ 列の値を調べることによって、Q サブスクリプシ
ョンでモデル・キューの名前を指定したかどうかを検査します。
v 値が NULL または IBMQREP.SPILL.MODELQ の場合、Q アプライは
dftmodelq パラメーターで指定された値を使用します。
v 列に NULL 以外の値が他に含まれている場合、 Q アプライは
MODELQ 列の値を使用し、dftmodelq パラメーターで指定した値を無視
します。
Q アプライの開始時に dftmodelq を指定しない場合
Q アプライは IBMQREP_TARGETS 表の MODELQ 列の値を使用します。
値が NULL の場合、Q アプライはデフォルトの
IBMQREP.SPILL.MODELQ になります。

ignbaddata
デフォルト: なし
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
注: このパラメーターは、Q アプライ・プログラムがコード・ページ変換で
International Components for Unicode (ICU) を使用する場合 (ソース・データベース
のコード・ページと Q アプライが使用するコード・ページが異なる場合) にのみ適
用されます。
ignbaddata パラメーターは、Q アプライ・プログラムがソース・データ内の正しく
ない文字の有無を検査して、見つかった場合でも処理を続行するかどうかを指定し
ます。
ignbaddata=y を指定すると、Q アプライは正しくない文字の有無を検査し、見つか
った場合に以下のアクションを取ります。
v 正しくない文字を含む行を適用しません。
v 16 進数表記の正しくない文字を含む行を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入しま
す。
v 引き続き次の行の処理に移り、Q サブスクリプションに指定されたエラー・アク
ションに従いません。
値が n の場合、Q アプライは正しくない文字の有無を調べず、正しくない文字に関
する例外を報告しません。このオプションを使用し、DB2 がデータを拒否しない場
合、行がターゲット表に適用されることがあります。行が適用されると、Q アプラ
イは処理を続行し、次の行に移ります。不正データが原因で SQL エラーがプロン
プト表示されると、Q アプライは Q サブスクリプションに指定されたエラー・ア
クションに従い、例外を報告します。
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insert_bidi_signal
デフォルト: insert_bidi_signal=y
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
insert_bidi_signal パラメーターは、Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプ
ライ・プログラムが、双方向レプリケーションでのトランザクションの再キャプチ
ャーを防止するために、シグナル挿入を使用するかどうかを指定します。
デフォルトでは、Q アプライ・プログラムは P2PNORECAPTURE シグナルを
IBMQREP_SIGNAL 表に挿入し、同じサーバー上にある Q キャプチャー・プログ
ラムが、このサーバーで適用されるトランザクションを再キャプチャーしないよう
に指示します。
多くの双方向 Q サブスクリプションが存在すると、シグナル挿入の数がレプリケー
ション・パフォーマンスに影響する場合があります。insert_bidi_signal=n を指定
すると、Q アプライ・プログラムは P2PNORECAPTURE シグナルを挿入しませ
ん。代わりに、ユーザーが、Q アプライの AUTHTKN 情報を
IBMQREP_IGNTRAN 表に挿入します。これによって、同じサーバー上の Q キャプ
チャー・プログラムに、IBMQREP_SIGNAL 表への挿入以外は、Q アプライ・プロ
グラムによって発信されるトランザクションをキャプチャーしないように指示しま
す。
insert_bidi_signal=n を使用する場合にパフォーマンスを改善するには、
IBMQREP_IGNTRAN 表を更新して IGNTRANTRC 列の値を N (トレースなし) に
変更してください。このように変更すると、Q キャプチャー・プログラムは、再キ
ャプチャー対象ではないトランザクションごとに IBMQREP_IGNTRANTRC 表に行
を挿入しなくなります。

loadcopy_path
デフォルト: loadcopy_path=apply_path パラメーターの値
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
DB2 High Availability Disaster Recovery (HADR) フィーチャーと共に使用: Q ア
プライ・サーバーが HADR 構成の 1 次サーバーで、Q アプライ・プログラムが
DB2 LOAD ユーティリティーを呼び出して 1 次サーバー上の表をロードする場
合、loadcopy_path パラメーターを DB2_LOAD_COPY_NO_OVERRIDE レジスト
リー変数の代わりに使用できます。HADR はログ・ファイルをスタンバイ・サイト
に送りますが、DB2 LOAD ユーティリティーによって 1 次サーバー上の表がロー
ドされるとき、挿入はログに記録されません。1 次サーバーと 2 次サーバーの両方
からアクセス可能な NFS ディレクトリーを LOADCOPY_PATH に設定すると、Q
アプライは、指定されたパスにロード・データのコピーを作成するオプションを使
って LOAD ユーティリティーを開始するよう指示されます。その後、HADR 構成
の 2 次サーバーはコピーされたデータをこのパスの中で検索します。
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load_data_buff_sz
デフォルト: load_data_buff_size=8
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
マルチディメンション・クラスタリング (MDC) 表と共に使用: DB2 LOAD ユーテ
ィリティーで使用する 4KB ページの数を指定します。これは、ターゲット表の初
期ロード中にユーティリティー内でデータを転送するためのバッファー・スペース
として使用されます。このパラメーターは、DB2 LOAD ユーティリティーを使用し
た自動ロードにのみ適用されます。
デフォルトでは、Q アプライ・プログラムは、8 ページのバッファーを使用するオ
プションを使ってユーティリティーを開始します (これは、このパラメーターの最
小値でもあります)。もっと大きいページ数を指定すると、MDC ターゲットのロー
ド・パフォーマンスが大きく改善する可能性があります。

logmarkertz
デフォルト: logmarkertz=gmt
変更の方法: Q アプライの開始時
logmarkertz パラメーターは、Q アプライ・プログラムがソース・コミット・デー
タを整合変更データ (CCD) 表またはポイント・イン・タイム (PIT) 表の
IBMSNAP_LOGMARKER 列に挿入するときに使用するタイム・ゾーンを制御しま
す。デフォルト (logmarkertz=gmt) の場合、Q アプライは、データがソースでコミ
ットされた時刻を記録するためにグリニッジ標準時 (GMT) でタイム・スタンプを
挿入します。Q キャプチャー・サーバーと Q アプライ・サーバーが、同じ夏時間
またはその他の時間変更が有効になっている同じタイム・ゾーン内にある場合、
logmarkertz=local を指定すると、Q アプライは、Q アプライ・サーバーの現地時
間でタイム・スタンプを挿入します。
注: IBMSNAP_LOGMARKER 列の値は、行がソース・データベースでコミットさ
れた時刻を記録するため、logmarkertz=local の指定は、Q キャプチャー・サーバー
と Q アプライ・サーバーが、同じ夏時間またはその他の時間変更が有効になってい
る同じタイム・ゾーン内にある場合にのみ有用です。
logmarkertz=local を使用する前に生成された CCD ターゲットまたは PIT ターゲ
ット内の既存の行は、Q アプライによって変換されず、手動で変換しない限り
GMT のままです。
logmarkertz パラメーターは、ストアード・プロシージャー・ターゲットには影響
しません。ストアード・プロシージャー・ターゲットの src_commit_timestamp IN
パラメーターは、常に GMT ベースのタイム・スタンプを使用します。

logreuse
デフォルト: logreuse=n
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
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各 Q アプライ・プログラムは、キューからの読み取りの開始および停止時、パラメ
ーター値の変更時、コントロール表の整理時、またはエラーの検出時など、ワー
ク・ヒストリーを追跡するログ・ファイルを保持します。
デフォルトでは、Q アプライ・プログラムはプログラムの再始動時に既存のログ・
ファイルに追加します。このデフォルトにより、プログラムの動作の履歴を保持で
きます。この履歴が必要ないか、スペースを節約する場合には、logreuse=y と設定
します。Q アプライ・プログラムは、始動時にログ・ファイルをクリアし、次いで
そのブランク・ファイルに書き込みます。
ログは、デフォルトでは Q アプライ・プログラムが始動するディレクトリー、また
は apply_path パラメーターを使用して設定された別の場所に保管されます。
ログ・ファイル名は apply_server.apply_schema.QAPP.log で
す。例えば、SAMPLE.ASN.APP.log。また、apply_path が高位修飾子 (HLQ) を使用
するように 2 つのスラッシュ (//) で指定されている場合は、z/OS 順次データ・セ
ット・ファイルのファイル命名規則が適用され、apply_schema 名は、切り捨てられ
て 8 文字の長さになります。
ログ・ファイル名は、
db2instance.apply_server.apply_schema.QAPP.log です。例えば、
DB2.SAMPLE.ASN.QAPP.log。

logstdout
デフォルト: logstdout=n
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
デフォルトでは、Q アプライ・プログラムはワーク・ヒストリーをログにのみ書き
込みます。プログラムの履歴をログの他に標準出力 (stdout) でも表示したい場合
は、logstdout パラメーターを変更できます。
エラー・メッセージおよび一部のログ・メッセージ (初期化、停止、サブスクリプ
ションのアクティブ化、およびサブスクリプションの非アクティブ化) は、このパ
ラメーターの設定に関係なく、標準出力とログ・ファイルの両方で見ることができ
ます。
logstdout パラメーターは、 Q アプライ・プログラムを asnqapp コマンドで開始
した場合に指定できます。レプリケーション・センターを使用して Q アプライ・プ
ログラムを開始する場合、このパラメーターは適用されません。

max_parallel_loads
デフォルト: max_parallel_loads=1 (z/OS)、15 (Linux、UNIX、Windows)
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
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max_parallel_loads パラメーターは、1 つの受信キューに関して Q アプライによ
って同時に開始できるターゲット表の自動ロード操作の最大数を指定します。
max_parallel_loads のデフォルトは、ターゲット・サーバーのプラットフォームに
応じて次のように異なります。

z/OS でのデフォルトは一度に 1 つのロードです。これは、DB2 LOAD ユ
ーティリティー呼び出しのために Q アプライが使用する DSNUTILS スト
アード・プロシージャーで問題が発生する可能性があるためです。環境によ
っては、max_parallel_loads=1 より大きい値を試験的に使用することがで
きます。エラーが発生する場合には、値を 1 に設定し直してください。

Linux、UNIX、および Windows でのデフォルトは、15 個の並列ロードで
す。

monitor_interval
デフォルト: monitor_interval=60000 ミリ秒 (1 分) (z/OS の場合)。30000 ミリ秒
(30 秒) (Linux、UNIX、および Windows の場合)
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
monitor_interval パラメーターは Q アプライ・プログラムに、
IBMQREP_APPLYMON 表にパフォーマンス統計を挿入する頻度を通知します。こ
れらの統計は、「Q アプライ・スループット」および「待ち時間」ウィンドウを使
用して表示できます。
必要に応じて、monitor_interval を調整することができます。
Q アプライ・プログラムのアクティビティーをより詳細なレベルでモニターするに
は、モニター間隔を短くします
例えば、1 分間隔ではなく、10 秒ごとにキューを分割してメッセージ数の
統計を表示できます。
より長い期間にわたる Q アプライ・パフォーマンス統計を表示するには、モニター
間隔を長くします
例えば、1 分間隔を何度も繰り返して待ち時間統計を表示する場合、結果を
平均してパフォーマンスのより大まかなビューを入手できます。 30 分また
は 1 時間ごとに平均した結果を見るほうが、ご使用のレプリケーション環
境で役立つ場合もあります。
重要 (Q レプリケーション・ダッシュボード・ユーザーの場合): 可能な場合は、Q
アプライの monitor_interval パラメーターをダッシュボードのリフレッシュ間隔
(ダッシュボードが Q キャプチャーと Q アプライのモニター表からパフォーマンス
情報を取得する頻度) に合わせて設定してください。ダッシュボードのリフレッシ
ュ間隔のデフォルト値は 10 秒 (10000 ミリ秒) です。monitor_interval の値がダ
ッシュボードのリフレッシュ間隔の値よりも大きいと、ダッシュボードは、新しい
モニター・データがないときにもリフレッシュを実行してしまいます。
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monitor_limit
デフォルト: monitor_limit=10080 分 (7 日)
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
monitor_limit パラメーターは、行が IBMQREP_APPLYMON 表にどれくらいの期
間置かれると、整理の対象になるかを指定します。
デフォルトでは、10080 分 (7 日) より古い行が整理されます。
IBMQREP_APPLYMON 表は、Q アプライ・プログラムのアクティビティーについ
ての統計を提供します。行はモニター間隔ごとに挿入されます。必要に応じて、モ
ニター限度を調整することができます。
モニター限度を増やして統計を保持します
Q アプライ・プログラムのアクティビティーの記録を 1 週間を超えても保
持する場合は、モニター限度を高くします。
統計を頻繁に確認する場合は、モニター限度を下げます。
Q アプライ・プログラムのアクティビティーを通常の基準でモニターする
場合は、1 週間分の統計を保持する必要性はないと考えられるので、モニタ
ー限度を低めに設定します。
Q アプライ・プログラムの開始時、またはプログラムの実行中に、monitor_limit
パラメーターを設定できます。また、IBMQREP_APPLYPARMS 表に保管された値
を変更することもできます。

nickname_commit_ct
デフォルト: nickname_commit_ct=10
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
フェデレーテッド・ターゲット: nickname_commit_ct パラメーターは、ロード処理
中にフェデレーテッド・ターゲット表を参照するニックネームに対する変更のコミ
ットを DB2 IMPORT ユーティリティーが開始する行数を指定します。このパラメ
ーターは、IMPORT ユーティリティーを使用するフェデレーテッド・ターゲットの
自動ロードにのみ適用されます。
デフォルトで、 Q アプライは、フェデレーテッド・ロード処理中に IMPORT ユー
ティリティーが 10 行ごとに変更をコミットするように指定します。
nickname_commit_ct の値を増やすと、ロードのパフォーマンスが向上することがあ
ります。例えば nickname_commit_ct=100 と設定すると、暫定コミットを減らすこ
とにより、CPU オーバーヘッドを低くすることができます。ただし、より頻繁にコ
ミットしたほうが、ロード中に問題が発生した場合のことを考えると安全です。問
題が起きた場合に IMPORT ユーティリティーで少数の行をロールバックするだけで
すむからです。
nickname_commit_ct パラメーターは調整パラメーターで、フェデレーテッド・ター
ゲットに対するコミットの数を減らすことにより DB2 IMPORT のパフォーマンス
を向上させるために使用します。
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p2p_2nodes
デフォルト: p2p_2nodes=n
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
p2p_2nodes パラメーターにより、Q アプライ・プログラムは、競合する削除を
IBMQREP_DELTOMB 表にロギングしないことで、2 つのアクティブ・サーバーし
かないピアツーピア構成でのパフォーマンスを最適化することができます。 2 つの
アクティブ・サーバーがあるピアツーピア・レプリケーションには、p2p_2nodes =
y の設定だけを使用します。
デフォルトでは、Q アプライ・プログラムは、競合する DELETE 操作を
IBMQREP_DELTOMB 表に記録します。p2p_2nodes=y であると、Q アプライ・プ
ログラムは IBMQREP_DELTOMB 表を使用しません。これにより、表での不要な競
合または Q アプライの速度の低下は、競合を正しく検出してデータの収束を確認す
るプログラムの能力に影響を与えることなく回避されます。
重要: Q アプライ・プログラムは、ピアツーピア構成が 2 つのアクティブ・サーバ
ーだけを持つかどうかを自動的に検出することはしません。オプション p2p_2nodes
= y は、必ず 2 サーバーのピアツーピア構成だけに使用してください。 3 つ以上
のアクティブ・サーバーがある構成にこのオプションを使用すると、誤った競合検
出およびデータの相違という結果になる場合があります。

prune_interval
デフォルト: prune_interval=300 秒 (5 分)
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
prune_interval パラメーターは、Q アプライ・プログラムが古い行を検索し、
IBMQREP_APPLYMON および IBMQREP_APPLYTRACE 表から削除する頻度を決
定します。デフォルトでは、Q アプライ・プログラムは 300 秒 (5 分) ごとに行を
検索し、整理します。
整理の頻度は、これらのコントロール表が増大する速度と、それらの表の使用目的
によって異なります。
モニター表を管理するには、整理インターバルを短くします
モニター間隔が短いために IBMQREP_APPLYMON 表があまりにも速く増
大してしまう場合は、整理インターバルも短くすることが必要な場合があり
ます。この表が十分な頻度で整理されないと、表スペースの制限を超える場
合があり、Q アプライ・プログラムが強制的に停止されます。しかし、表
の整理があまりに頻繁にまたはピーク時に実行される場合は、そのような整
理によって同じシステム上で実行するアプリケーション・プログラムに支障
が生じる可能性があります。
レコードを保持するには、整理インターバルを長くします
IBMQREP_APPLYTRACE および IBMQREP_APPLYMON 表の整理の頻度
を下げることによって、Q アプライ・プログラムのパフォーマンスの履歴
をさらに長く保持することが必要な場合があります。
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整理インターバルは trace_limit および monitor_limit パラメーターと関連して
機能して、データが整理の対象となるのに十分な程度古くなったことを判別しま
す。例えば、prune_interval が 300 秒、 trace_limit が 10080 秒である場合
は、Q アプライ・プログラムは 300 秒ごとに整理を試行します。Q アプライ・プ
ログラムは、IBMQREP_APPLYTRACE 表で 10080 分 (7 日) より古い行を検出す
ると、それらをすべて整理します。
prune_interval パラメーターは、IBMQREP_DONEMSG 表の整理には影響しませ
ん。この表の整理は prune_method パラメーターおよび prune_batch_size パラメ
ーターにより制御されます。

prune_method
デフォルト: prune_method=2
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
prune_method パラメーターは、IBMQREP_DONEMSG 表から不要な行を削除する
ために Q アプライ・プログラムが使用する方式を指定します。デフォルトでは
(prune_method=2)、Q アプライは、prune_batch_size 値に基づいて複数の行からな
るグループを整理します。適用されたメッセージが別個の整理スレッドにより記録
された後、範囲ベースの単一の DELETE が発行されます。
prune_method=1 と指定すると、Q アプライにより、IBMQREP_DONESG 表の行が
一度に 1 つずつ整理されます。 Q アプライはまず、メッセージに含まれるデータ
が適用されたかどうかをこの表に照会して調べ、受信キューからそのメッセージを
削除した後、個別の SQL ステートメントを発行することによって、
IBMQREP_DONEMSG にある対応する行を整理します。

pwdfile
デフォルト: pwdfile=apply_path/asnpwd.aut
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
pwdfile パラメーターは、Q アプライ・プログラムが Q キャプチャー・サーバー
に接続するために使用する暗号化されたパスワード・ファイルの名前を指定しま
す。この接続は、EXPORT ユーティリティーを使用する自動ロードを Q サブスク
リプションが指定する場合にのみ必要です。 asnpwd コマンドを使用してパスワー
ド・ファイルを作成する場合、デフォルトのファイル名は asnpwd.aut です。別の
名前でパスワード・ファイルを作成するか、名前を変更する場合、 pwdfile パラメ
ーターを一致させるように変更することが必要です。Q アプライ・プログラムは、
apply_path パラメーターで指定されたディレクトリー内でパスワード・ファイルを
探します。
パスワード・ファイルは不要です。
Q アプライ・プログラムの開始時に、pwdfile パラメーターを設定し、
IBMQREP_APPLYPARMS 表に保管された値を変更できます。この値は、Q アプラ
イ・プログラム実行中には変更できません。
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report_exception
デフォルト: report_exception=y
変更の方法: Q アプライの開始時
report_exception パラメーターは、ターゲット表で競合または SQL エラーが発生
しても、Q サブスクリプションに指定された競合アクションが F (強制) だったた
めにその行がターゲットにいずれにしろ適用されるときに、Q アプライ・プログラ
ムがデータを IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入するかどうかを制御します。デフ
ォルト (report_exception=y) の場合、Q アプライは、その行が適用されたかどう
かにかかわらず、ターゲットで競合または SQL エラーを引き起こした各行の詳細
を IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入します。report_exception=n を指定すると、
行が競合を引き起こしても適用されるときに、Q アプライはデータを
IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入しないようにします。report_exception=n が指
定された場合、Q アプライは、適用されなかった行に関するデータは、引き続き挿
入します。
report_exception=n が指定されている場合、Q アプライ・プログラムは、SQL テ
キストを IBMQREP_EXCEPTIONS 表に書き込むときのコード・ページ変換エラー
も容認して、通常処理を続行します。

richklvl
デフォルト: richklvl=2
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
richklvl パラメーターは、参照整合性検査のレベルを指定します。デフォルト
(richklvl=2) では、Q アプライ・プログラムは、従属行を正しい順序で適用するた
めにトランザクション間の RI ベースの依存関係を検査します。
richklvl=5 を指定すると、Q アプライは、親表のキー値が更新されたとき、親表の
行が更新されたとき、または親表から行が削除されたときに、RI ベースの従属関係
を検査します。
値が 0 の場合、Q アプライは RI ベースの従属関係を検査しません。
参照整合性違反によりトランザクションを適用できなかった場合、Q アプライ・プ
ログラムは、ソース表でコミットされたのと同じ順序でトランザクションが適用さ
れるまで自動的に再試行します。

spill_commit_count
デフォルト: spill_commit_count=10
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
spill_commit_count パラメーターは、ロード操作中に複製されたデータを適用する
Q アプライ予備エージェントが、何行をコミット範囲にグループ化するかを指定し
ます。 COMMIT 発行前に適用される行の数を増やすと、頻繁なコミットに関連す
る I/O リソースが減ってパフォーマンスが改善される可能性があります。このよう
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に改善する可能性がある一方で、コミットの数が少なくなるとターゲット表および
IBMQREP_SPILLEDROW コントロール表でロック競合が発生する可能性があるた
め、バランスを取る必要があります。

skiptrans
デフォルト: なし
変更の方法: Q アプライの開始時
skiptrans パラメーターは、トランザクション ID に基づいて、1 つ以上の受信キ
ューからの 1 つ以上のトランザクションを Q アプライ・プログラムで適用しない
ことを指定します。
プログラムがトランザクションを適用しないようにすることは、計画外の状況で役
立ちます。例えば、以下のような場合があります。
v Q アプライがトランザクションの行を適用する際にエラーを受け取って停止した
(または受信キューからの読み取りを停止した) 場合。始動時に、エラーになった
トランザクション全体を Q アプライで無視するのが望ましい場合があります。
v 災害時回復状態からのフェイルオーバーの後、フェイルオーバー・ノードからフ
ォールバック・ノードまでの受信キュー上の一連のトランザクションを無視する
のが望ましい場合があります。
また、トランザクションを無視するよう Q キャプチャー・プログラムに指示するこ
ともできます。複製する必要のないトランザクションをあらかじめ判別できる場合
には、このアクションはより一般的に行われます。
注: ソース・サーバーでコミットされたトランザクションを無視すると、通常、ソ
ースとターゲットの表の間で相違が生じます。 asntdiff ユーティリティーおよび
asntrep ユーティリティーを使用して表を同期することが必要な場合があります。

startallq
デフォルト: startallq=n (z/OS); y (Linux、UNIX、Windows)
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
startallq パラメーターは、Q アプライが開始時に受信キューをどのように処理す
るかを指定します。startallq=y を指定すると、 Q アプライ・プログラムは開始時
にすべての受信キューをアクティブ状態にして、それらのキューからの読み取りを
開始します。startallq=n を指定する場合、Q アプライは開始時に、アクティブな
受信キューだけを処理します。
startallq=y を使用すると、Q アプライ・プログラムの開始後に、非アクティブな
受信キューに対して startq コマンドを発行せずに済みます。 startallq=n を使用
すると、Q アプライの開始時に、使用不可に設定されたキューを非アクティブのま
ま保持できます。

term
デフォルト: term=y
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変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
term パラメーターは、DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合に Q ア
プライ・プログラムを実行し続けるかどうかを制御します。
デフォルト (term=y) では、DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合、
Q アプライ・プログラムは終了します。DB2 またはキュー・マネージャーが使用不
可の間も Q アプライ・プログラムを実行し続けたい場合は、デフォルト (term=n)
を変更することができます。DB2 またはキュー・マネージャーが使用可能の場合、
Q アプライは、中断したところからトランザクションの適用を開始します。プログ
ラムを再始動する必要はありません。
注: term の設定に関係なく、WebSphere MQ 送信側チャネルまたは受信側チャネル
が停止すると、Q アプライ・プログラムはチャネルの状況を検出できないため、実
行し続けます。この状態のときには、2 つのキュー・マネージャーが通信できない
ため、レプリケーションは停止します。Q レプリケーション・プログラムから何の
メッセージもなくレプリケーションが停止した場合は、WebSphere MQ エラーがな
いか確認してください。例えば、WebSphere MQ DISPLAY CHSTATUS コマンドを
使用してチャネル状況を確認してください。

trace_ddl
Default: trace_ddl=n
変更の方法: Q アプライの開始時、IBMQREP_APPLYPARMS 表
trace_ddl パラメーターは、ソース・データベースでの DDL 操作が複製される時
に、Q アプライ・プログラムがターゲット・データベースで実行する操作の SQL
テキストをログに記録するかどうか、指定します。デフォルトでは
(trace_ddl=n)、Q アプライは SQL テキストをログに記録しません。trace_ddl=y
を指定すると、Q アプライは、Q アプライ・ログ・ファイル、標準出力、および
IBMQREP_APPLYTRACE 表に、SQL ステートメントのテキストを含む ASN メッ
セージを出します。SQL テキストは 1024 文字に切り捨てられます。

trace_limit
デフォルト: trace_limit=10080 分 (7 日)
変更の方法: Q アプライの開始時、Q アプライの実行中、IBMQREP_APPLYPARMS
表
trace_limit パラメーターは、行が整理の対象となるまでに、行が
IBMQREP_APPLYTRACE 表の中に留まる時間を指定します。
Q アプライ・プログラムは、すべての情報、警告、およびエラー・メッセージを
IBMQREP_APPLYTRACE 表に挿入します。デフォルトでは、10080 分 (7 日) より
古い行が整理インターバルごとに整理されます。監査情報に関するニーズに合わせ
てトレース限度を変更してください。
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asnqapp の使用法の例
次の例は、asnqcap コマンドの使用方法を示しています。

作業ファイルおよびパスワード・ファイルへのパスの指定
スキーマ alpha、/home/files/qapply ディレクトリーにある作業ファイル、
pass1.txt という名前のパスワード・ファイルを使用して、サーバー targetdb 上で
Q アプライ・プログラムを開始するには、次のようにします。
asnqapp apply_server=targetdb apply_schema="alpha"
apply_path="/home/files/qapply" pwdfile="pass1.txt"

Q レプリケーション・ダッシュボードと一致させるためにモニター・
インターバルを短縮する
Q アプライ・プログラムを開始し、IBMQREP_APPLYMON 表に行を挿入するため
のインターバルを、z/OS でのデフォルトの 60000 ミリ秒 (60 秒) から 10000 ミリ
秒 (10 秒) に短縮して、Q レプリケーション・ダッシュボードのデフォルトのリフ
レッシュ・インターバルに一致させるには、次のようにします。
asnqapp apply_server=targetdb apply_schema="alpha" monitor_interval=10000

すべてのキューが空になった後で停止するよう Q アプライに指示す
る
Q アプライ・プログラムを開始し、一度すべてのキューが空になった後に実行を停
止するように指示するには、次のようにします。
asnqapp apply_server=targetdb apply_schema="alpha" autostop=y

指定のタイム・スタンプで Q アプライを停止する
Q アプライ・プログラムを開始し、ソースでコミットされたトランザクションを指
定のタイム・スタンプまで処理した後に実行を停止するように指示するには、次の
ようにします。
asnqapp apply_server=targetdb apply_schema="alpha" applyupto="2011-04-02-20"

これは、2011 年 4 月 2 日の午後 8 時 (グリニッジ標準時) 以降のタイム・スタン
プを持つトランザクションを読み取ったときに Q アプライ・プログラムが停止す
る、部分的タイム・スタンプ形式を使用した例です。

Q アプライを開始し、いつ停止するかをプログラムに指示する
Q アプライ・プログラムを開始し、Q アプライの開始時と一致するタイム・スタン
プを持つトランザクションを読み取った後か、受信キューが空になった後に (どち
らか先に生じた方)、実行を停止するように指示するには、次のようにします。
asnqapp apply_server=targetdb apply_schema="alpha"
applyupto=CURRENT_TIMESTAMP,NOWAIT

指定のトランザクションをスキップするよう Q アプライに指示する
Q アプライ・プログラムを開始して、受信キュー Q1 の 1 つのトランザクショ
ン、および受信キュー Q2 のトランザクション範囲を適用しないように指定するに
は、次のようにします。
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asnqapp apply_server=targetdb apply_schema=ASN
skiptrans="Q1;0000:0000:0000:0000:51a1,
Q2;0000:0000:0000:0000:51b0-0000:0000:0000:0000:51c0"

asnqacmd: 実行中の Q アプライ・プログラムの操作
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services (USS) で実行中
の Q アプライ・プログラムにコマンドを送信するには、asnqacmd コマンドを使用
します。このコマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェ
ル・スクリプト内で実行します。
MVS MODIFY コマンドを使って z/OS 上で実行されている Q アプライ・プログ
ラムにコマンドを送信する方法については、MVS MODIFY コマンドを使用した、
実行中の Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムの処理
を参照してください。

構文
 asnqacmd apply_server=db_name


apply_schema=schema



chgparms
parameters
loaddonesub=receive_queue:sub_name
prune
qryparms
status
show details
stop
stopq=receive_queue
startq=receive_queue
startq="receive_queue;skiptrans= skiptrans-clause
reinitq=receive_queue
resumesub=receive_queue:sub_name
spillsub=receive_queue:sub_name



"

パラメーター:

deadlock_retries=n

autostop=

y
n

monitor_interval=n

logstdout=

n
y

logreuse=

n
y



monitor_limit=n


prune_interval=n
term=

y
n

trace_limit=n

skiptrans-clause::

transaction_ID
begin_transaction_ID-end_transaction_ID
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パラメーター
表 42 は、asnqacmd コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 42. asnqacmd 呼び出しパラメーターの定義
パラメーター

定義

apply_server=db_name

Q アプライ・コントロール表を含むデータベースまたはサブ
システムの名前を指定します。
Q アプライ・プログラムを実行する
DB2 サブシステムの名前を指定します。データを共用する場
合は、グループ・アタッチ名を使用して、開始済みタスクの
JCL を変更することなくすべての LPAR で Q アプライを実
行します。
Q アプライ・サーバーを指定しない場
合、このパラメーターはデフォルトで DB2DBDFT 環境変数
の値になります。

apply_schema=schema

処理したい実行中の Q アプライ・プログラムを識別する名前
を指定します。

chgparms

Q アプライ・プログラムの実行中に、以下の稼働パラメータ
ーのうち 1 つ以上を変更することを指定します。
v autostop
v deadlock_retries
v
v
v logreuse
v logstdout
v monitor_interval
v monitor_limit
v prune_interval
v term
v trace_limit
重要: 変更するパラメーターは、chgparms パラメーターの直
後に指定する必要があります。
chgparms を指定する際に複数のパラメーターを指定したり、
必要に応じてこれらのパラメーター値を何度でも変更したりで
きます。変更内容は IBMQREP_APPLYPARMS 表の値を一時
的にオーバーライドしますが、この表に書き込まれません。
Q アプライ・プログラムを停止して再始動する際には、
IBMQREP_APPLYPARMS 内の値が使用されます。 441 ペー
ジの『asnqapp パラメーターの説明』では、このコマンドを使
用してオーバーライドできるパラメーターについての詳細が述
べられています。
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表 42. asnqacmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
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パラメーター

定義

loaddonesub=
receive_queue:sub_name

Q サブスクリプション用のターゲット表が手動でロードされ
ることを Q アプライ・プログラムに通知するために指定しま
す。このパラメーターは、Q サブスクリプションで手動ロー
ドが指定されている場合 (IBMQREP_SUBS 表の
HAS_LOADPHASE 列の値が E) にのみ使用してください。 Q
アプライは、コマンドを受け取ると、Q サブスクリプション
の予備キューにあるメッセージの処理を開始します。すべての
スピル・メッセージを処理すると、Q アプライは Q サブスク
リプションの状態を A (アクティブ) に変更します。
双方向レプリケーションまたはピアツーピア・レプリケーショ
ン: このコマンドは、グループ・アクティブ化処理を始めるた
めに開始したのと同じ Q サブスクリプションに対して発行し
てください。この Q サブスクリプションは、ソース表がロー
ド・ソースとして使用された Q サブスクリプションでもあり
ます。

prune

Q アプライ・プログラムに、一度 IBMQREP_APPLYMON お
よび IBMQREP_APPLYTRACE 表を整理することを指示しま
す。この整理は、prune_interval パラメーターによって指定
される通常のスケジュールされた整理とは別のものです。

qryparms

Q アプライ・プログラムの現行の稼働パラメーター値を標準
出力 (stdout) に書き込む場合に指定します。

status

各 Q アプライ・スレッド (メイン、ハウスキーピング、モニ
ター、ブラウザー、およびエージェント) の状態に関するメッ
セージを確認することを指定します。
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表 42. asnqacmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

show details

status パラメーターの後に指定し、Q アプライ・プログラム
の状況に関するより詳細なレポートを表示します。 Q アプラ
イ・インスタンスに関する次の情報が表示されます。
v Q アプライ・プログラムが実行中かどうか
v プログラムが開始されてから経過した時間
v Q アプライ診断ログのロケーション
v アクティブ Q サブスクリプションの数
v 平均の計算に使用する期間
それぞれのアクティブ受信キューに関する次の情報も表示され
ます。
v キュー名
v アクティブ Q サブスクリプションの数
v すべてのトランザクションが適用済みの時点 (時刻)
(OLDEST_TRANS)
v Q キャプチャーの再始動点 (MAXCMTSEQ)
v すべてのトランザクションが適用済みの時点 (LSN)
v 最も古い進行中のトランザクション
(OLDEST_INFLT_TRANS)
v エンドツーエンド平均待ち時間
v Q キャプチャー平均待ち時間
v キュー平均待ち時間
v Q アプライ平均待ち時間
v キューからトランザクションを読み取るために使用されるブ
ラウザー・スレッドのメモリー量 (バイト数)
v キューのメッセージ数 (キュー項目数)
v キューの満杯率 (パーセント)
v どのエージェント・スレッドがトランザクションを処理して
いるか
v どのエージェント・スレッドがトランザクションを待機して
いるか
v どのエージェントが内部メッセージを処理しているか
v どのエージェントが初期化しているか

stop

Q アプライ・プログラムを正しい順序で停止し、プログラム
がその時点までに処理したメッセージをコミットすることを指
定します。

stopq=receive_queue

Q アプライ・プログラムに、受信キューのメッセージの処理
を停止するように指示します。メモリー内のトランザクション
はすべて処理されます。

startq=receive_queue

Q アプライ・プログラムに、受信キューのメッセージの処理
を開始するように指示します。

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

463

表 42. asnqacmd 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

startq=
"receive_queue;
skiptrans=
transaction_ID"

受信キューのメッセージ処理を開始するときに受信キューから
の 1 つの (または一連の) トランザクションを適用しないよ
う、Q アプライ・プログラムに指示します。特定のトランザ
クション ID (または ID の範囲) を指定する方法について、
詳しくは、 439 ページの『asnqapp: Q アプライ・プログラム
の開始』の skiptrans パラメーターに関するセクションを参
照してください。

reinitq=receive_queue

Q アプライ・プログラムが、特定の受信キューを使用するす
べての Q サブスクリプションに関する
IBMQREP_RECVQUEUES 表からの NUM_APPLY_AGENTS
および MEMORY_LIMIT 属性を更新することを指定します。
このコマンドは、Q アプライ・プログラムが、コマンドを発
行するときに IBMQREP_RECVQUEUES 表内で命名される受
信キューから読み取りを行っている場合にのみ機能します。

resumesub=
recv_queue:sub_name

ターゲット表への予備の行の適用を再開することを指定しま
す。ターゲット表を識別する受信キューおよび Q サブスクリ
プションの名前を指定します。 spillsub パラメーターは Q
サブスクリプションを予備の状態 (S) にするために使用さ
れ、resumesub パラメーターは通常の操作を再開するために使
用されます。
予備エージェントは、一時予備キューが空になるまで、そのキ
ュー内の行を適用します。予備エージェントが行を処理してい
る間、着信する行は予備キューに追加されます。予備キューが
空になると、Q サブスクリプションの状態はアクティブ (A)
に設定されて、通常の操作が再開されます。

spillsub=
recv_queue:sub_name

Q サブスクリプションに対するすべての行の変更を、一時予
備キューにリダイレクトすることを指定します。表の再編成な
ど、ターゲット表に対する保守を実行できます。ターゲット表
を識別する受信キューおよび Q サブスクリプションの名前を
指定します。
一時予備キューは、モデル・キューの定義に基づいて作成され
ます。キューの最大メッセージ数が、操作の再開後に行を適用
できるようになるまで予備の行を保持するために十分の大きさ
であることを確認してください。

例 1
Q1 という名前の受信キューを使用するすべての Q サブスクリプションを、Q アプ
ライ・エージェントの数および IBMQREP_RECVQUEUES 表からのメモリー制限に
ついての最新の値で更新するには、次のようにします。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema="alpha" reinitq=Q1
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例 2
実行中の Q アプライ・プログラムに、すべてのキューが一度空になった後に停止
し、モニター間隔とトレース制限を短縮することを指示するには、次のようにしま
す。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema="alpha" chgparms autostop=y
monitor_interval=60000 trace_limit=5000

例 3
それぞれの Q アプライ・スレッドの状態についてメッセージを受け取るには、次の
ようにします。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema="alpha" status

例 4
Q アプライ・プログラムおよびアクティブ受信キューに関する詳細メッセージを受
け取るには、次のようにします。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema="alpha" status show details

例 5
一度 IBMQREP_APPLYMON および IBMQREP_APPLYTRACE 表を整理するに
は、次のようにします。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema="alpha" prune

例 6
ターゲット表に対する保守を実行するために Q サブスクリプションを予備モードに
するには、以下を行います。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema="BSN"
spillsub="BSN.QM1_TO_QM2.recvq:EmployeeSub"

ターゲット表の保守が完了したら、resumesub パラメーターを使用して通常の操作
を再開します。

例 7
受信キュー Q2 の処理を開始するときに一連のトランザクションをスキップするよ
う Q アプライ・プログラムに指示するには、次のようにします。
asnqacmd apply_server=targetdb apply_schema=ASN
startq="Q2;skiptrans=0000:0000:0000:0000:51a1-0000:0000:0000:0000:51a8"

asnpwd: パスワード・ファイルの作成および保守
Linux、UNIX、および Windows のパスワード・ファイルの作成および変更は、
asnpwd コマンドを使用して行います。このコマンドは、コマンド行またはシェル・
スクリプト内で実行します。
パラメーターを指定せずに asnpwd コマンドを入力したり、このコマンドの後に ?
を指定して実行したり、コマンドの後に誤ったパラメーターを指定して実行する
と、コマンド・ヘルプが表示されます。
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構文
 asnpwd

init
Init パラメーター
add
Add パラメーター
modify
Modify パラメーター
delete
Delete パラメーター
list
List パラメーター



Init パラメーター:

encrypt

all
password

using

asnpwd.aut
filepath_name

Add パラメーター:
alias db_alias id

userid password

password



password




using

asnpwd.aut
filepath_name

Modify パラメーター:
alias db_alias id

userid password


using

asnpwd.aut
filepath_name

Delete パラメーター:
alias db_alias
using

asnpwd.aut
filepath_name

List パラメーター:

using

asnpwd.aut
filepath_name

パラメーター
467 ページの表 43 は、asnpwd コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
パスワード・ファイルの互換性に関する重要な注: バージョン 9.5 フィックスパッ
ク 2 以降では、asnpwd コマンドによって作成されるパスワード・ファイルは、新
しい暗号化メソッドを使用します。そのため、それより前のバージョンのレプリケ
ーション・プログラムおよびユーティリティーではそれらのファイルを読み取るこ
とができません。これらのフィックスパックより前のレベルを含む、さまざまなレ
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ベルのプログラムおよびユーティリティーの間でパスワード・ファイルを共用する
場合は、これらのフィックスパック以降の asnpwd ユーティリティーを使用してパ
スワード・ファイルを再作成しないでください。これらのフィックスパック以降の
レプリケーション・プログラムおよびユーティリティーは、以前のパスワード・フ
ァイルを引き続き処理できます。さらに、以前のパスワード・ファイルを、新しい
暗号化方式を使用するように変更することはできません。新規パスワード・ファイ
ルを作成する必要があります。
使用上の注意: 64 ビット Windows オペレーティング・システムでは、バージョン
9.5 フィックスパック 2 より前の asnpwd コマンドを使用して作成されたパスワー
ド・ファイルに関して、ADD、MODIFY、DELETE、および LIST オプションはサ
ポートされていません。
表 43. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnpwd 呼び出しパラ
メーター定義
パラメーター

定義

init

空のパスワード・ファイルを作成することを指定します。す
でに存在するパスワード・ファイルに init パラメーターを
指定すると、このコマンドは失敗します。

add

パスワード・ファイルに項目を追加することを指定します。
パスワード・ファイルには db_alias ごとに 1 つの項目しか
入れることができません。パスワード・ファイルにすでに存
在する項目に add パラメーターを指定すると、このコマンド
は失敗します。パスワード・ファイル内の既存の項目を変更
するには、 modify パラメーターを使用します。

modify

パスワード・ファイル内の項目のパスワードまたはユーザー
ID を変更することを指定します。

delete

パスワード・ファイルから項目を削除することを指定しま
す。

list

パスワード・ファイル内の別名およびユーザー ID の項目を
リストするよう指定します。このパラメーターは、パスワー
ド・ファイルが encrypt password パラメーターを使用して
作成された場合にのみ使用できます。パスワードを list コ
マンドによって表示することはできません。

encrypt

暗号化するファイル内の項目を指定します。
all (デフォルト)
指定したファイル内のすべての項目を暗号化し、ファイ
ル内のデータベース別名、ユーザー名、およびパスワー
ドをリストできないようにします。このオプションによ
り、パスワード・ファイル内の情報漏れを削減できま
す。
password
指定したファイル内のパスワードの項目を暗号化しま
す。このオプションでは、ユーザーは、パスワード・フ
ァイル内に保管されているデータベース別名およびユー
ザー名をリストできます。パスワードを表示することは
できません。

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

467

表 43. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnpwd 呼び出しパラ
メーター定義 (続き)
パラメーター

定義

using filepath

パスワード・ファイルのパスと名前を指定します。ご使用の
オペレーティング・システムのファイル名規則に従ってくだ
さい。 Windows 上の有効なパスワード・ファイルの例は、
C:¥sqllib¥mypwd.aut です。
パスワード・ファイルのパスと名前を指定する場合、そのパ
スおよびパスワード・ファイルはすでに存在するものでなけ
ればなりません。 init パラメーターを使用し、パスワー
ド・ファイルのパスと名前を指定する場合、そのパスはすで
に存在するものでなければならず、コマンドはユーザーに代
わってパスワード・ファイルを作成します。
このパラメーターを指定しない場合、デフォルトのファイル
名は asnpwd.aut、デフォルトのファイル・パスは現行ディレ
クトリーです。

alias db_alias

ユーザー ID がアクセス権を持つデータベースの別名を指定
します。別名は、どのように入力しても必ず英大文字になり
ます。

id userid

データベースへのアクセス権を持つユーザー ID を指定しま
す。

password password

指定したユーザー ID のパスワードを指定します。このパス
ワードには大文字小文字の区別があり、パスワード・ファイ
ル内では暗号化されます。

戻りコード
asnpwd コマンドは、正常終了したときにゼロの戻りコードを戻します。コマンドが
失敗する場合、ゼロ以外の戻りコードが戻されます。

asnpwd の例
次の例は、asnpwd コマンドの使用方法を示しています。
例 1
現行ディレクトリーに、デフォルト名 asnpwd.aut を使用してパスワード・ファイ
ルを作成します。
asnpwd INIT

例 2
c:¥myfiles ディレクトリーに pass1.aut という名前のパスワード・ファイルを作
成します。
asnpwd INIT USING c:¥myfiles¥pass1.aut

例 3
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encrypt all パラメーターを使用して mypwd.aut という名前のパスワード・ファイ
ルを作成するには、次のようにします。
asnpwd INIT ENCRYPT ALL USING mypwd.aut

例 4
encrypt password パラメーターを使用して mypwd.aut という名前のパスワード・
ファイルを作成するには、次のようにします。
asnpwd INIT ENCRYPT PASSWORD USING mypwd.aut

例 5
encrypt password パラメーターを使用してデフォルトのパスワード・ファイルを作
成するには、次のようにします。
asnpwd INIT ENCRYPT PASSWORD

例 6
oneuser というユーザー ID とそのパスワードを、c:¥myfiles ディレクトリー内の
pass1.aut という名前のパスワード・ファイルに追加し、このユーザー ID に db1
データベースへのアクセス権を付与します。
asnpwd ADD ALIAS db1 ID oneuser PASSWORD mypwd using c:¥myfiles¥pass1.aut

例 7
c:¥myfiles ディレクトリー内の pass1.aut という名前のパスワード・ファイル内
の項目のユーザー ID またはパスワードを変更します。
asnpwd MODIFY AliaS sample ID chglocalid PASSWORD chgmajorpwd
USING c:¥myfiles¥pass1.aut

例 8
c:¥myfiles ディレクトリー内の pass1.aut という名前のパスワード・ファイルか
ら、 sample というデータベース別名を削除します。
asnpwd delete alias sample USING c:¥myfiles¥pass1.aut

例 9
コマンド・ヘルプを表示します。
asnpwd

例 10
デフォルトのパスワード・ファイル内の項目をリストします。
asnpwd LIST

例 11
pass1.aut という名前のパスワード・ファイル内の項目をリストします。
asnpwd LIST USING pass1.aut
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このコマンドからの出力は、パスワード・ファイルの初期設定方法によって異なり
ます。
v encrypt all パラメーターを使用して初期設定された場合、以下のメッセージが
発行されます。
ASN1986E "Asnpwd" : "". The password file "pass1.aut" contains
encrypted information that cannot be listed.

v encrypt all パラメーターを使用して初期設定されなかった場合、以下の詳細が
リストされます。
asnpwd LIST USING pass1.aut
Alias: SAMPLE ID: chglocalid
Number of Entries: 1

asnscrt: レプリケーション・サービスの作成
Windows の Service Control Manager (SCM) にレプリケーション・サービスを作成
するには、asnscrt コマンドを使用し、asnqcap、asnqapp、asnmon、asncap、およ
び asnapply コマンドを呼び出します。 asnscrt コマンドは、Windows オペレー
ティング・システムで実行します。

構文
 asnscrt

-QC
-QA
-M
-C
-A

db2_instance account password

asnqcap_command
asnqapp_command
asnmon_command
asncap_command
asnapply_command



パラメーター
表 44は、asnscrt コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 44. Windows オペレーティング・システム用の asnscrt 呼び出しパラメーター定義
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パラメーター

定義

-QC

Q キャプチャー・プログラムの始動を指定します。

-QA

Q アプライ・プログラムの始動を指定します。

-M

レプリケーション・アラート・モニター・プログラムの始動を
指定します。

-C

キャプチャー・プログラムの始動を指定します。

-A

アプライ・プログラムの始動を指定します。

db2_instance

固有の DB2 レプリケーション・サービスを識別するために使
用される DB2 インスタンスを指定します。DB2 インスタン
ス名は最大 8 文字です。

account

Windows へのログオンに使用するアカウント名を指定しま
す。アカウントがローカルの場合、ピリオドと円記号 (.¥) で
始まる必要があります。それ以外の場合、ドメイン名またはマ
シン名を指定する必要があります (例、
domain_name¥account_name)。
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表 44. Windows オペレーティング・システム用の asnscrt 呼び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

password

このアカウント名で使用するパスワードを指定します。パスワ
ードに特殊文字が含まれる場合は、各特殊文字の前に円記号
(¥) を入力します。

asnqcap_command

Q キャプチャー・プログラムを始動するための完全な
asnqcap コマンドを指定します。文書化されている asnqcap
コマンド構文と該当の asnqcap パラメーターを使用します。
DB2PATH 環境変数が定義されていない場合は、asnqcap コマ
ンドに capture_path パラメーターを含めて、作業ファイルの
ロケーションを指定する必要があります。 DB2PATH 変数が
定義されている状態で capture_path を指定すると、
capture_path パラメーターは DB2PATH 変数をオーバーライ
ドします。
asnscrt コマンドは、ユーザーが入力した asnqcap パラメー
ターの構文の妥当性を検査しません。

asnqapp_command

Q アプライ・プログラムを始動するための完全な asnqapp コ
マンドを指定します。文書化されている asnqapp コマンド構
文と該当の asnqapp パラメーターを使用します。
DB2PATH 環境変数が定義されていない場合は、asnqapp コマ
ンドに apply_path パラメーターを含めて、作業ファイルのロ
ケーションを指定する必要があります。 DB2PATH 変数が定
義されている状態で apply_path を指定すると、apply_path
パラメーターは DB2PATH 変数をオーバーライドします。
asnscrt コマンドは、ユーザーが入力した asnqapp パラメー
ターの構文の妥当性を検査しません。

asnmon_command

レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを始動す
るための完全な asnmon コマンドを指定します。文書化されて
いる asnmon コマンド構文と該当の asnmon パラメーターを使
用します。
DB2PATH 環境変数が定義されていない場合は、asnmon コマ
ンドに monitor_path パラメーターを含めて、ログ・ファイル
のロケーションを指定する必要があります。 DB2PATH 変数
が定義されている状態で monitor_path を指定すると、
monitor_path パラメーターは DB2PATH 変数をオーバーライ
ドします。
asnscrt コマンドは、ユーザーが入力した asnmon パラメータ
ーの構文の妥当性を検査しません。
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表 44. Windows オペレーティング・システム用の asnscrt 呼び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

asncap_command

キャプチャー・プログラムを始動するための完全な asncap コ
マンドを指定します。文書化されている asncap コマンド構文
と該当の asncap パラメーターを使用します。
DB2PATH 環境変数が定義されていない場合は、asncap コマ
ンドに capture_path パラメーターを含めて、作業ファイルの
ロケーションを指定する必要があります。 DB2PATH 変数が
定義されている状態で capture_path を指定すると、
capture_path パラメーターは DB2PATH 変数をオーバーライ
ドします。
asnscrt コマンドは、ユーザーが入力した asncap パラメータ
ーの構文の妥当性を検査しません。

asnapply_command

アプライ・プログラムを始動するための完全な asnapply コマ
ンドを指定します。文書化されている asnapply コマンド構文
と該当の asnapply パラメーターを使用します。
DB2PATH 環境変数が定義されていない場合は、asnapply コ
マンドに apply_path パラメーターを含めて、作業ファイルの
ロケーションを指定する必要があります。 DB2PATH 変数が
定義されている状態で apply_path を指定すると、apply_path
パラメーターは DB2PATH 変数をオーバーライドします。
asnscrt コマンドは、ユーザーが入力した asnapply パラメー
ターの構文の妥当性を検査しません。

asnscrt の例
次の例は、asnscrt コマンドの使用方法を示しています。
例 1
inst2 という名前の DB2 インスタンスの下で Q アプライ・プログラムを呼び出
し、ログオン・アカウント .¥joesmith およびパスワード my$pwd を使用する DB2
レプリケーション・サービスを作成するには、次のようにします。
asnscrt -QA inst2 .¥joesmith my¥$pwd asnqapp apply_server=mydb2 apply_schema =as2
apply_path=X:¥sqllib

例 2
inst1 という名前の DB2 インスタンスの下でキャプチャー・プログラムを呼び出す
DB2 レプリケーション・サービスを作成するには、次のように指定します。
asnscrt -C inst1 .¥joesmith password asncap capture_server=sampledb
capture_schema=ASN capture_path=X:¥logfiles

例 3
inst2 という名前の DB2 インスタンスの下でアプライ・プログラムを呼び出し、ロ
グオン・アカウント .¥joesmith およびパスワード my$pwd を使用する DB2 レプリ
ケーション・サービスを作成するには、次のようにします。
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asnscrt -A inst2 .¥joesmith my¥$pwd asnapply control_server=db2 apply_qual=aq2
apply_path=X:¥sqllib

例 4
inst3 という名前の DB2 インスタンスの下でレプリケーション・アラート・モニタ
ー・プログラムを呼び出す DB2 レプリケーション・サービスを作成するには、次
のように指定します。
asnscrt -M inst3 .¥joesmith password asnmon monitor_server=db3 monitor_qual=mq3
monitor_path=X:¥logfiles

例 5
inst4 という名前の DB2 インスタンスの下でキャプチャー・プログラムを呼び出す
DB2 レプリケーション・サービスを作成し、デフォルトの作業ファイル・ディレク
トリーを完全修飾された capture_path でオーバーライドするには、次のように指
定します。
asnscrt -C inst4 .¥joesmith password X:¥sqllib¥bin¥asncap capture_server=scdb
capture_schema=ASN capture_path=X:¥logfiles

例 6
inst1 という名前の DB2 インスタンスの下で Q キャプチャー・プログラムを呼び
出す DB2 レプリケーション・サービスを作成するには、次のように指定します。
asnscrt -QC inst1 .¥joesmith password asnqcap capture_server=mydb1
capture_schema=QC1 capture_path=X:¥logfiles

asnsdrop: レプリケーション・サービスのドロップ
Windows オペレーティング・システムの Windows Service Control Manager (SCM)
から、レプリケーション・サービスをドロップするには、asnsdrop コマンドを使用
します。

構文
 asnsdrop

service_name
ALL



パラメーター
表 45は、asnsdrop コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 45. Windows オペレーティング・システム用の asnsdrop 呼び出しパラメーター定義
パラメーター

定義

service_name

DB2 レプリケーション・サービスの完全修飾名を指定しま
す。DB2 レプリケーション・サービス名を知るには、
Windows SCM に入ります。Windows オペレーティング・シ
ステムでは、DB2 レプリケーション・サービスの「プロパテ
ィー」ウィンドウをオープンするとサービス名がわかります。
DB2 レプリケーション・サービス名にスペースが含まれる場
合は、サービス名全体を二重引用符で囲んでください。
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表 45. Windows オペレーティング・システム用の asnsdrop 呼び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

ALL

すべての DB2 レプリケーション・サービスをドロップするこ
とを指定します。

asnsdrop の例
次の例は、asnsdrop コマンドの使用方法を示しています。
例 1
DB2 レプリケーション・サービスをドロップするには、次のようにします。
asnsdrop DB2.SAMPLEDB.SAMPLEDB.CAP.ASN

例 2
A S N (埋め込まれたブランクあり) というスキーマ名の DB2 レプリケーション・
サービスをドロップするには、サービス名を二重引用符で囲みます。
asnsdrop "DB2.SAMPLEDB.SAMPLEDB.CAP.A S N"

例 3
すべての DB2 レプリケーション・サービスをドロップするには、次のようにしま
す。
asnsdrop ALL

asnslist: レプリケーション・サービスのリスト
Windows の Service Control Manager (SCM) 中のレプリケーション・サービスをリ
ストするには、asnslist コマンドを使用します。オプションで、このコマンドを使
用して、個々のサービスに関する詳細情報をリストできます。 asnslist コマンド
は、Windowsオペレーティング・システムで実行します。

構文
 asnslist


DETAILS

パラメーター
表 46は、asnslist コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 46. Windows オペレーティング・システム用の asnslist 呼び出しパラメーター定義
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パラメーター

定義

details

システム上のすべての DB2レプリケーション・サービスに関
する詳細データをリストすることを指定します。
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asnlist の例
次の例は、asnslistコマンドの使用方法を示しています。
例 1
システム上の DB2 レプリケーション・サービスの名前をリストするには、以下の
ようにします。
asnslist

以下にコマンド出力の例を示します。
DB2.DB2.SAMPLE.QAPP.ASN
DB2.DB4.SAMPLE.QCAP.ASN

例 2
システム上のすべてのサービスに関する詳細情報をリストするには、以下のように
します。
asnslist details

以下にコマンド出力の例を示します。
DB2.DB2.SAMPLE.QAPP.ASN
Display Name: DB2 DB2 SAMPLE QAPPLY ASN
Image Path:
ASNSERV DB2.DB2.SAMPLE.APP.AQ1 -ASNQAPPLY QAPPLY_SERVER=SAMPLE AP
PLY_SCHEMA=ASN QAPPLY_PATH=C:¥PROGRA~1¥SQLLIB
Dependency:
DB2-0
DB2.DB4.SAMPLE.QCAP.ASN
Display Name: DB2 DB4 SAMPLE QAPPLY ASN
Image Path:
ASNSERV DB2.DB4.SAMPLE.APP.AQ1 -ASNQCAP QCAPTURE_SERVER=SAMPLE CA
PTURE_SCHEMA=ASN QCAPTURE_PATH=C:¥PROGRA~1¥SQLLIB
Dependency:
DB4-0

asntdiff: ソース表とターゲット表とのデータの比較
(Linux、UNIX、Windows)
2 つのリレーショナル表を比較して、それらの相違のリストを生成するには、
asntdiff コマンドを使用します。 asntdiff コマンドは、オペレーティング・シス
テム・プロンプトまたはシェル・スクリプト内で実行します。
このトピックでは、Linux、UNIX、または Windows 上での使用法を説明します。
asntdiff を z/OS 上で実行することについての詳細は、 479 ページの『asntdiff: ソ
ース表とターゲット表とのデータの比較 (z/OS)』 を参照してください。入力ファイ
ルを使用することによって、レプリケーションに含まれているかどうかに関係なく
表を比較できるようにする asntdiff –f コマンド・オプションについて詳しくは、
486 ページの『asntdiff –f (入力ファイル) コマンド・オプション』を参照してくだ
さい。
比較対象の表としては、DB2 for Linux, UNIX, Windows、DB2 for z/OS、または
DB2 for System i 上の表を使用できます。
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構文
 asntdiff DB=server


SCHEMA=schema



DIFF_SCHEMA=difference_table_schema

DIFF_TABLESPACE=tablespace
WHERE=WHERE_clause


n
y

DIFF_DROP=



MAXDIFF=difference_limit




DIFF_PATH=log_path

PWDFILE=filename

DIFF=table_name



RANGECOL=

range_clause_option

range_clause_option:
src_colname FROM:date-time_lower-bound TO:date-time_upper-bound
src_colname FROM:date-time
src_colname TO:date-time

パラメーター
表 47 は、asntdiff コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 47. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパ
ラメーター定義
パラメーター

定義

DB=server

比較対象のソース表とターゲット表に関する情報を保管するデータ
ベースの DB2 別名を指定します。この値は、Q レプリケーション
または SQL レプリケーションのどちらを使用するかによって異な
ります。
Q レプリケーション
IBMQREP_SUBS 表を含む Q キャプチャー・サーバー
の名前。
SQL レプリケーション
IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表を含むアプライ・コントロ
ール・サーバーの名前。

SCHEMA=schema

Q レプリケーションの場合は Q キャプチャー・コントロール表の
スキーマを指定し、SQL レプリケーションの場合はアプライ・コン
トロール表のスキーマを指定します。デフォルトは ASN です。

DIFF_SCHEMA=
difference_table_schema

相違検出表のスキーマを指定します。デフォルトは ASN です。

DIFF_TABLESPACE=tablespace

相違検出表の表スペースを指定します。このパラメーターを指定し
ない場合、asntdiff コマンドが実行されたデータベース内のデフォ
ルトの表スペースにこの表が作成されます。

DIFF_DROP=y/n

既存の相違検出表を再利用して相違を記録する前に、この表をドロ
ップして再作成するかどうかを指定します。表が既存でない場合
は、asntdiff コマンドにより作成されます。
n (デフォルト)
相違検出表が現状のまま使用され、既存の行が削除され
ます。
y
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相違検出表がドロップされて再作成されます。

表 47. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパ
ラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

MAXDIFF=difference_limit

asntdiff コマンドが停止するまでの間に処理する相違の最大数を指
定します。デフォルト値は 10000 です。

WHERE=WHERE_clause

比較対象のソース表とターゲット表に関する情報を保管するコント
ロール表の 1 行をユニークに識別する、 SQL WHERE 文節を指定
します。 WHERE 文節は、二重引用符で囲まなければなりません。
このパラメーターの値は、Q レプリケーションまたは SQL レプリ
ケーションのどちらを使用するかによって異なります。
Q レプリケーション
WHERE 節は IBMQREP_SUBS 表中の行を指定し、
SUBNAME 列を使用して、ソース表とターゲット表を含
む Q サブスクリプションを識別します。
SQL レプリケーション
WHERE 節は IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表中の行を指
定し、SET_NAME 列、APPLY_QUAL 列、
TARGET_SCHEMA 列と TARGET_TABLE 列を使用し
て、ソース表とターゲット表を含むサブスクリプショ
ン・セットのメンバーを識別します。

DIFF_PATH=log_path

asntdiff コマンドのログの作成先となるロケーションを指定します。
デフォルト値は、このコマンドを実行したディレクトリーです。こ
の値は、絶対パス名でなければなりません。大文字小文字を区別す
る場合は二重引用符 ("") を使用してください。

PWDFILE=filename

データベースとの接続に使用されるパスワード・ファイルの名前を
指定します。パスワード・ファイルを指定しない場合、デフォルト
値は asnpwd.aut (asnpwd コマンドによって作成されるパスワー
ド・ファイルの名前) です。asntdiff コマンドは、DIFF_PATH パ
ラメーターで指定されたディレクトリー内でパスワード・ファイル
を探します。DIFF_PATH パラメーターを指定しない場合、このコ
マンドは、コマンドを実行したディレクトリー内でパスワード・フ
ァイルを探します。

DIFF=table_name

ソース・データベース内に作成され、ソース表とターゲット表の間
の違いを保管する表の名前を指定します。この表には、検出される
相違ごとに 1 つの行が含まれます。このパラメーターも
DIFF_SCHEMA パラメーターも含めない場合、相違検出表の名前は
ASN.ASNTDIFF になります。
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表 47. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパ
ラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

RANGECOL 節

比較するソース表の行の範囲を指定します。ソース表の
DATE、TIME、または TIMESTAMP 列の名前を指定してから、3
つの節のいずれかを使用して範囲を指定します。列名は、単一引用
符で囲む必要があります。節は、二重引用符で囲む必要がありま
す。
タイム・スタンプの形式は YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.mmmmm で
す。例えば、2010-03-10-10.35.30.55555 は 2010 年 3 月 10 日、午
前 10 時 35 分 30 秒、55555 マイクロ秒の GMT タイム・スタン
プです。
次のいずれかの節を使用します。
src_colname FROM: date-time_lower-bound TO:
date-time_upper-bound
比較する行の範囲の下限と上限を指定します。
以下の例は、TIMESTAMP 列を使用しています。
"’SALETIME’
FROM: 2008-02-08-03.00.00.00000
TO: 2008-02-15-03.00.00.00000"
要確認: FROM: と TO: の両方のキーワードが必須であ
り、両方のキーワードの後にはコロン (:) を付ける必要
があります。
src_colname FROM: date-time
タイム・スタンプが date-time 以上であるすべての行を
比較することを指定します。
以下に例を示します。
"’SALE_TIME’
FROM: 2008-03-10-10.35.30.55555"
src_colname TO: date-time
タイム・スタンプが date-time 以下であるすべての行を
比較することを指定します。
例:
"’SALETIME’
TO: 2008-03-20-12.00.00.00000"
推奨: パフォーマンス向上のためには、範囲指定の節で指定するソ
ース列に索引を付けるようにしてください。ピアツーピア・レプリ
ケーションに関係する表を比較する場合、範囲節で指定するソース
列に、IBM 生成の IBMQREPVERTIME 列を使用できます。
制約事項: RANGECOL パラメーターは、asntdiff -f (入力ファイ
ル) オプションでは無効です。同様の結果を得るためには、入力フ
ァイル内で SQL WHERE 節を使用できます。

asntdiff の例
次の例は、asntdiff コマンドの使用方法を示しています。
例 1
Q レプリケーションにおいて、Q キャプチャー・サーバー source_db 上で、Q キャ
プチャー・スキーマ asn を使用して、my_qsub という Q サブスクリプションに指
定されているソース表とターゲット表の違いを検出するには、次のように指定しま
す。
asntdiff db=source_db schema=asn where="subname = ’my_qsub’"
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例 2
SQL レプリケーションにおいて、アプライ・スキーマが asn のアプライ・コントロ
ール・サーバー apply_db 上で、my_set というサブスクリプション・セットに指定
されているソース表とターゲット表 (trg_table) の違いを検出し、相違検出表の名前
を diff_table にするには、次のように指定します。
asntdiff DB=apply_db schema=asn where="set_name = ’my_set’
and target_table = ’trg_table’" diff=diff_table

例 3
Q レプリケーションにおいて、Q キャプチャー・サーバー source_db 上で、Q キャ
プチャー・スキーマ asn を使用して、my_qsub というピアツーピア Q サブスクリ
プションに指定されているソース表とターゲット表に含まれる、ある範囲の行の違
いを検出するには、次のように指定します。
asntdiff db=source_db schema=asn where="subname = ’my_qsub’"
RANGECOL="’IBMQREPVERTIME’ FROM: ’2008-03-10-0.00.00.00000’
TO: ’2007-04-12-00.00.00.00000’"

例 4
SQL レプリケーションにおいて、アプライ・コントロール・サーバー apply_db 上
で、アプライ・スキーマ asn を使用して、my_set というサブスクリプション・セッ
トに指定されているソース表とターゲット表 (trg_table) に含まれる、ある範囲の行
の違いを検出し、相違検出表の名前を diff_table にするには、次のように指定しま
す。
asntdiff DB=apply_db schema=asn where="set_name = ’my_set’
and target_table = ’trg_table’" diff=diff_table
RANGECOL="’CREDIT_TIME’ FROM:’2008-03-10-12.00.00.00000’
TO: ’2008-03-11-12.00.00.00000’"

asntdiff: ソース表とターゲット表とのデータの比較 (z/OS)
2 つのリレーショナル表を比較して、それらの相違のリストを生成するには、
asntdiff コマンドを使用します。 asntdiff コマンドは、JCL を使用して実行する
か、UNIX System Services(USS) コマンド・プロンプトまたはシェル・スクリプト
内で実行します。
このセクションではz/OS 上での使用法について説明します。
v asntdiff を Linux、UNIX、および Windows 上で実行することについての詳細
は、 475 ページの『asntdiff: ソース表とターゲット表とのデータの比較
(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。
v 表がレプリケーションに関係するものであるか否かにかかわらず、表同士を比較
できる asntdiff –f コマンド・オプションの詳細については、 486 ページの
『asntdiff –f (入力ファイル) コマンド・オプション』を参照してください。
v asntdiff のパラレル・モードでの使用法に関する詳細については、 365 ページの
『asntdiff ユーティリティーのパラレル・モードでの実行 (z/OS)』を参照してく
ださい。
比較対象の表としては、DB2 for z/OS、DB2 for Linux, UNIX, Windows、または
DB2 for System i 上の表を使用できます。
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構文
 asntdiff DB=server DB2_SUBSYSTEM=subsystem


SCHEMA=schema



DIFF_SCHEMA=difference_table_schema

DIFF_TABLESPACE=tablespace
WHERE=WHERE_clause


DIFF_DROP=

n
y




DIFF=table_name

RANGECOL=

range-clause-option



PARALLEL=

n
y

parallel-options



SQLID=source_authorization_ID
SOURCESQLID=source_authorization_ID

range-clause-option:
src_colname FROM:date-time_lower-bound TO:date-time_upper-bound
src_colname FROM:date-time
src_colname TO:date-time

parallel-options:

NUMTHREADS=level_of_parallelism
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MAXDIFF=difference_limit

NUMBLOCKS==number_of_blocks
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TARGET_SQLID=target_authorization_ID

パラメーター
表 48 は、asntdiff コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 48. z/OS オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパラメーター定義
パラメーター

定義

DB=server

比較対象のソース表とターゲット表に関する情報を保管するデータ
ベースの DB2 別名を指定します。この値は、Q レプリケーション
または SQL レプリケーションのどちらを使用するかによって異な
ります。
Q レプリケーション
IBMQREP_SUBS 表を含む Q キャプチャー・サーバー
のロケーション名。
SQL レプリケーション
IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表を含むアプライ・コントロ
ール・サーバーのロケーション名。
制約事項: このパラメーターは、asntdiff -f (入力ファイル) オプシ
ョンの場合には無効です。 -f オプションで SOURCE_SERVER お
よび TARGET_SERVER パラメーターを使用することで、ソース・
データベース名とターゲット・データベース名を指定できます。
z/OS 上では、これらのデータベース名はロケーション名なので、
DB2_SUBSYSTEM パラメーターを使用して、asntdiff ユーティリテ
ィーが実行されるサブシステムの名前を指定する必要もあります。

DB2_SUBSYSTEM=subsystem

asntdiff コマンドを実行するサブシステムの名前を指定します。

SCHEMA=schema

Q レプリケーションの場合は Q キャプチャー・コントロール表の
スキーマを指定し、SQL レプリケーションの場合はアプライ・コン
トロール表のスキーマを指定します。デフォルトは ASN です。

DIFF_SCHEMA=
difference_table_schema

相違検出表のスキーマを指定します。デフォルトは ASN です。

DIFF_TABLESPACE=tablespace

相違検出表の表スペースを指定します。このパラメーターを指定し
ない場合、asntdiff コマンドが実行されたサブシステム内のデフォ
ルトの表スペースにこの表が作成されます。
これは、dbname.tablespace という 2 部構成の名前であり、dbname
は論理データベース名、tablespace は表スペース名です。

DIFF_DROP=y/n

既存の相違検出表を再利用して相違を記録する前に、この表をドロ
ップして再作成するかどうかを指定します。表が既存でない場合
は、asntdiff コマンドにより作成されます。
n (デフォルト)
相違検出表が現状のまま使用され、既存の行が削除され
ます。
y

MAXDIFF=difference_limit

相違検出表がドロップされて再作成されます。

asntdiff コマンドが停止するまでの間に処理する相違の最大数を指
定します。デフォルト値は 10000 です。
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表 48. z/OS オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

WHERE=WHERE_clause

比較対象のソース表とターゲット表に関する情報を保管するコント
ロール表の 1 行をユニークに識別する、 SQL WHERE 文節を指定
します。 WHERE 文節は、二重引用符で囲まなければなりません。
このパラメーターの値は、Q レプリケーションまたは SQL レプリ
ケーションのどちらを使用するかによって異なります。
Q レプリケーション
WHERE 節は IBMQREP_SUBS 表中の行を指定し、
SUBNAME 列を使用して、ソース表とターゲット表を含
む Q サブスクリプションを識別します。
SQL レプリケーション
WHERE 節は IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表中の行を指
定し、SET_NAME 列、APPLY_QUAL 列、
TARGET_SCHEMA 列と TARGET_TABLE 列を使用し
て、ソース表とターゲット表を含むサブスクリプショ
ン・セットのメンバーを識別します。
制約事項: このパラメーターは、asntdiff -f (入力ファイル) オプシ
ョンの場合には無効です。-f オプションで SOURCE_SELECT およ
び TARGET_SELECT パラメーターを使用して比較対象の表を指定
したり、これらのパラメーターで提供される SQL 照会の WHERE
節を使用したりすることができます。

DIFF=table_name

482

ソース・サブシステム内に作成され、ソース表とターゲット表の間
の違いを保管する表の名前を指定します。この表には、検出される
相違ごとに 1 つの行が含まれます。このパラメーターも
DIFF_SCHEMA パラメーターも含めない場合、相違検出表の名前は
ASN.ASNTDIFF になります。
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表 48. z/OS オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

RANGECOL 節

比較するソース表の行の範囲を指定します。ソース表の
DATE、TIME、または TIMESTAMP 列の名前を指定してから、3
つの節のいずれかを使用して範囲を指定します。列名は、単一引用
符で囲む必要があります。節は、二重引用符で囲む必要がありま
す。
タイム・スタンプの形式は YYYY-MM-DD-HH.MM.SS.mmmmm で
す。例えば、2010-03-10-10.35.30.55555 は 2010 年 3 月 10 日、午
前 10 時 35 分 30 秒、55555 マイクロ秒の GMT タイム・スタン
プです。
次のいずれかの節を使用します。
src_colname FROM: date-time_lower-bound TO:
date-time_upper-bound
比較する行の範囲の下限と上限を指定します。
以下の例は、TIMESTAMP 列を使用しています。
"’SALETIME’
FROM: 2008-02-08-03.00.00.00000
TO: 2008-02-15-03.00.00.00000"
要確認: FROM: と TO: の両方のキーワードが必須であ
り、両方のキーワードの後にはコロン (:) を付ける必要
があります。
src_colname FROM: date-time
タイム・スタンプが date-time 以上であるすべての行を
比較することを指定します。
以下に例を示します。
"’SALE_TIME’
FROM: 2008-03-10-10.35.30.55555"
src_colname TO: date-time
タイム・スタンプが date-time 以下であるすべての行を
比較することを指定します。
例:
"’SALETIME’
TO: 2008-03-20-12.00.00.00000"
推奨: パフォーマンス向上のためには、範囲指定の節で指定するソ
ース列に索引を付けるようにしてください。ピアツーピア・レプリ
ケーションに関係する表を比較する場合、範囲節で指定するソース
列に、IBM 生成の IBMQREPVERTIME 列を使用できます。
制約事項: RANGECOL パラメーターは、asntdiff -f (入力ファイ
ル) オプションでは無効です。同様の結果を得るためには、入力フ
ァイル内で SQL WHERE 節を使用できます。

PARALLEL=y/n

asntdiff ユーティリティーが、複数のスレッドを使用して表の比較操
作を実行するパラレル・モードを使用するのか、あるいは単一スレ
ッドを使用してシリアル・モードで操作するのかを指定します。
n (デフォルト)
asntdiff ユーティリティーはシリアル・モードを使用しま
す。
y

asntdiff ユーティリティーはパラレル・モードを使用しま
す。インストール要件、必須の許可、および制約事項の
詳細については 365 ページの『asntdiff ユーティリティー
のパラレル・モードでの実行 (z/OS)』を参照してくださ
い。

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

483

表 48. z/OS オペレーティング・システム用の asntdiff 呼び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

NUMTHREADS=number_of_threads

asntdiff ユーティリティーが作成することを許可されるスレッドの数
を指定します。最小値は 6 です。推奨値は 21 で、これが最大値で
もデフォルト値でもあります。 BPXPRMXX で指定した
MAXTHREADS パラメーター値は指定したスレッド数よりも大きい
ことを確認してください。また、DB2 ZPARMS
CTHREAD、IDFORE、および IDBACK を構成することにより、作
成された各スレッドが DB2 に接続できるようにしてください。

NUMBLOCKS=number_of_blocks

asntdiff ユーティリティーがソース表とターゲット表 (つまり、
SOURCE_SELECT パラメーターと TARGET_SELECT パラメータ
ーの結果セット) を並列比較用に分割して入れる区画の数を指定し
ます。0 の値 (デフォルト値) はユーティリティーがブロック数を自
動的に決定することを意味します。

SQLID=authorization_ID

asntdiff が非パラレル・モードで実行中の場合はこのパラメーターを
使用します。 このパラメーターで、相違検出表の作成に使用可能な
許可 ID を指定します。このパラメーターは、asntdiff コマンドを
実行するために使用する ID が、表を作成する許可を持っていない
場合に使用します。 DIFF_SCHEMA パラメーターを使用してスキーマ
を明示的に指定しない場合、SQLID パラメーターの値が相違検出表
のスキーマとして使用されます。

SOURCE_SQLID=authorization_ID

asntdiff をパラレル・モードで使用する場合は、このパラメーター
で、ソースにおけるストアード・プロシージャーとパッケージの実
行および一時表の DDL と DML の実行のために使用できる許可
IDを指定します。asntdiff コマンドを実行するために使用する ID
が所要の許可を得ていないものである場合は、このパラメーターを
使用します。

TARGET_SQLID=authorization_ID

asntdiff をパラレル・モードで使用する場合は、このパラメーター
で、ターゲットにおけるストアード・プロシージャーとパッケージ
の実行および一時表の DDL と DML の実行のために使用できる許
可 IDを指定します。asntdiff コマンドを実行するために使用する
ID が所要の許可を得ていないものである場合は、このパラメーター
を使用します。

使用上の注意
asntdiff コマンドは、データをスピルし、相違を相違検出表に挿入する前に書き込んでおくためのデー
タ・セット (JCL) または一時ファイル (USS) を作成します。データ・セットまたは一時ファイルのロケー
ションは、それぞれ以下のように指定します。
JCL
ASNTDIFF が z/OS データ・セットに書き込むようにするには、これらの 2 つの DD ステートメ
ントを ASNTDIFF JCL に追加し、サイズ指定をソース表のサイズと一致するように変更します。
//SPLFILE DD DSN=&&SPILL,DISP=(NEW,DELETE,DELETE),
//
UNIT=VIO,SPACE=(CYL,(11,7)),
//
DCB=(RECFM=VS,BLKSIZE=6404)
//DIFFFILE DD DSN=&&DIFFLE,DISP=(NEW,DELETE,DELETE),
//
UNIT=VIO,SPACE=(CYL,(11,7)),
//
DCB=(RECFM=VS,BLKSIZE=6404)

USS

USS では、一時ファイルはデフォルトで階層ファイル・システム (HFS) の、asntdiff コマンドを
実行するユーザー ID のホーム・ディレクトリーに書き込まれます。デフォルトの名前は
DD:DIFFFILE および DD:SPILLFILE です。 DIFFFILE DD ステートメントを使用して、それらのフ
ァイルの代わりの HFS パスおよびファイル名を指定できます。次に例を示します。
//DIFFFILE
//
//
//
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DD PATH=’/u/oeusr01/tdiffil2’,
PATHDISP=(KEEP,KEEP),
PATHOPTS=(ORDWR,OCREAT),
PATHMODE=(SIRWXU,SIRGRP,SIROTH)
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HFS をリダイレクトするには、書き込み可能な空のファイルを作成するか、上記の PATHDISP お
よび PATHOPTS 設定を使用して、ファイルが存在しない場合に新規ファイルを作成するようにす
る必要があります。

asntdiff の例
最初の 4 つの例は、USS 上での asntdiff コマンドの使用法を示したものです。5 番目の例では JCL が
提供されています。さらに多くのサンプル JCL については、SASNSAMP サンプル・データ・セット内の
ASNTDIFF サンプル・プログラムを参照してください。
例 1: Q レプリケーション
Q レプリケーションにおいて、Q キャプチャー・サーバー source_db 上で、Q キャプチャー・スキーマ
asn を使用して、my_qsub という Q サブスクリプションに指定されているソース表とターゲット表の違い
を検出するには、次のように指定します。
asntdiff db=source_db schema=asn where="subname = ’my_qsub’"

例 2: SQL Replication
SQL レプリケーションにおいて、アプライ・スキーマが asn のアプライ・コントロール・サーバー
apply_db 上で、my_set というサブスクリプション・セットに指定されているソース表とターゲット表
(trg_table) の違いを検出し、相違検出表の名前を diff_table にするには、次のように指定します。
asntdiff DB=apply_db schema=asn where="set_name = ’my_set’
and target_table = ’trg_table’" diff=diff_table

例 3: Q レプリケーションにおける行範囲の比較
Q レプリケーションにおいて、Q キャプチャー・サーバー source_db 上で、Q キャプチャー・スキーマ
asn を使用して、my_qsub というピアツーピア Q サブスクリプションに指定されているソース表とターゲ
ット表に含まれる、ある範囲の行の違いを検出するには、次のように指定します。
asntdiff db=source_db schema=asn where="subname = ’my_qsub’"
RANGECOL="’IBMQREPVERTIME’ FROM: ’2008-03-10-0.00.00.00000’
TO: ’2007-04-12-00.00.00.00000’"

例 4: SQL レプリケーションにおける行範囲の比較
SQL レプリケーションにおいて、アプライ・コントロール・サーバー apply_db 上で、アプライ・スキー
マ asn を使用して、my_set というサブスクリプション・セットに指定されているソース表とターゲット表
(trg_table) に含まれる、ある範囲の行の違いを検出し、相違検出表の名前を diff_table にするには、次のよ
うに指定します。
asntdiff DB=apply_db schema=asn where="set_name = ’my_set’
and target_table = ’trg_table’" diff=diff_table
RANGECOL="’CREDIT_TIME’ FROM:’2008-03-10-12.00.00.00000’
TO: ’2008-03-11-12.00.00.00000’"

例 5: asntdiff のパラレル・モードでの使用
asntdiff ユーティリティーをパラレル・モードで実行して 21 個 のパラレル・スレッドを持つ 2 つの表同
士を比較する場合には、以下のストリングのすべてのオカレンスを見つけて変更してから、次の JCL を使
用します。
v サブシステム名 DSN! をご使用の DB2 サブシステムへ
v DSN!!0 をご使用の DB2 ターゲット・ライブラリーの名前に
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v ASNQ!!0 をご使用のレプリケーション・サーバー・ターゲット・ライブラリーの名前に
//ASNTDIF1 EXEC PGM=ASNTDIFF,PARM=’/-F’
//STEPLIB DD DSN=ASNQ!!0.SASNLOAD,DISP=SHR
//
DD DSN=DSN!!0.SDSNLOAD,DISP=SHR
//MSGS
DD PATH=’/usr/lpp/db2repl_10_01/msg/En_US/db2asn.cat’
//CEEDUMP DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD DUMMY
//SYSIN
DD
*
DB2_SUBSYSTEM=DSN!
SOURCE_SERVER=DQRG
SOURCE_SELECT="SELECT empno, department FROM employee
WHERE empno > 10000 ORDER BY 1"
TARGET_SERVER=D7DP
TARGET_SELECT="SELECT empno, department FROM employee
WHERE empno > 10000 ORDER BY 1"
PARALLEL=Y
NUMTHREADS=21
SOURCE_SQLID=SRCADM
TARGET_SQLID=TGTADM
DIFF_DROP=Y
MAXDIFF=20000
DEBUG=NO
/*
//

asntdiff –f (入力ファイル) コマンド・オプション
asntdiff -f コマンド・オプションでは、入力ファイルを使用して、レプリケーシ
ョンの対象であるかには関係なく、比較対象の 2 つの表に関する情報を指定しま
す。
入力ファイルには、比較対象の行を指定する、ソース表とターゲット表に対する
SQL SELECT ステートメントが含まれます。標準の asntdiff コマンドは、レプリケ
ーション・コントロール表からのサブスクリプション情報を使用することにより、
レプリケーションに関係する表を比較します。
asntdiff -f オプションでは、z/OS、Linux、UNIX、または Windows 上の任意の表
を比較できます。asntdiff -f は Linux、UNIX、または Windows コマンド・プロ
ンプトから実行でき、z/OSからは JCL を使用するバッチ・ジョブとして実行できま
す。または、UNIX System Services (USS) 環境にある z/OS から実行できます。
入力ファイルには、SELECT ステートメントの他に、ソースおよびターゲット・デ
ータベース情報、相違表情報、および相違の処理方法を指定するオプション・パラ
メーターが含まれます。 asnpwd コマンドによって作成されるパスワード・ファイ
ルを使用して、ソースおよびターゲット・データベースに接続するためのユーザー
ID とパスワードを指定できます。
注: 表の相違を修復するための asntrep コマンドは、入力ファイル・オプションをサ
ポートしていません。
入力ファイルの内容の形式は次のとおりです。
* Optional comment line
# Optional comment line
SOURCE_SERVER=server_name
SOURCE_SELECT="SQL_SELECT_STATEMENT"
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TARGET_SERVER=server_name
TARGET_SELECT="SQL_SELECT_STATEMENT"
PARAMETER=value
...

次のガイドラインに従ってください。
v 各パラメーターの形式は parameter=value にしてください。
v パラメーターと値の複数のペアを空白で区切って単一の行で指定することができ
ます。パラメーターと値のペアは 1 行に 1 つずつ指定することもできます。
v 空白を保持するには、パラメーター値を二重引用符 (") で囲みます。二重引用符
はソースおよびターゲットの SELECT ステートメントでも必要です。
v 単一の DB2 オブジェクト (列または表の名前、
DIFF_SCHEMA、DIFF_TABLESPACE) の名前で大/小文字混合や空白を保持する
には、それらの名前を ¥" ¥" でマスクします。例えば、¥"MY NAME¥"、
¥"ColumnName¥"、または ¥"name¥" のようにします。
v コメントの先頭にはアスタリスク (*) またはポンド記号 (#) を付ける必要があり
ます。その行は無視されます。コメントは別個の行にする必要があり、パラメー
ターを含む行に追加することはできません。
v DIFF_PATH および PWDFILE パラメーターは二重引用符 (") で囲みます。
DIFF_PATH での最終パス区切り文字は不要です。

構文
 asntdiff -f

input_filename



パラメーター
表 49 に、asntdiff -f コマンドの入力ファイルに含める必須パラメーターの定義を
示します。
入力ファイルに含めることができるオプション・パラメーター (標準の asntdiff コ
マンドと共通で使用される) の説明は、 479 ページの『asntdiff: ソース表とターゲッ
ト表とのデータの比較 (z/OS)』 または 475 ページの『asntdiff: ソース表とターゲ
ット表とのデータの比較 (Linux、UNIX、Windows)』を参照してください。
表 49. Linux、UNIX、Windows、および z/OS 用の asntdiff -f 呼び出しパラメーター定義
パラメーター

定義

input_filename

ソースおよびターゲット・データベースの情報と
SELECT ステートメントを含むファイルの名前を指
定します。 asntdiff -f を実行するディレクトリー
とは別の場所にファイルがある場合は、ディレクト
リー・パスを指定します。

SOURCE_SERVER=
source_server_name

ソース表が存在するデータベースの別名を指定しま
す。

TARGET_SERVER=
target_server_name

ターゲット表が存在するデータベースの別名を指定
します。
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表 49. Linux、UNIX、Windows、および z/OS 用の asntdiff -f 呼び出しパラメーター定義 (続
き)
パラメーター

定義

SOURCE_SELECT=
source_select_statement
TARGET_SELECT=
target_select_statement

任意の有効な SQL SELECT 選択ステートメント。
各表での SQL ステートメントからの結果セットに
は、一致するデータ・タイプおよび長さの列が含ま
れている必要があります。 asntdiff コマンドは、
照会を記述し、2 つの結果セットのデータを比較し
ます。このコマンドは明示的にシステム・カタログ
をチェックしてタイプおよび長さの情報を調べるこ
とはありません。 SELECT は (*) のようにオープン
な選択にすることも、列名、SQL 式を含む SELECT
ステートメントにすることもできます。このステー
トメントでは WHERE 節を使用できます。
ORDER BY 節は必須です。この節には、SQL ステ
ートメント内で列の位置を示す数値を含める必要が
あります。
ORDER BY 節に含まれる列が、ユニーク・キーまた
はユニーク複合キーを参照していることを確認して
ください。そうでない場合、結果は正しくありませ
ん。ORDER BY 節内の列に対する索引を使用する
と、ソートの必要がなくなるため、パフォーマンス
が向上する場合があります。
ステートメント全体を二重引用符で囲み、開始と終
了を示す必要があります。

以下の例は、入力ファイルに含める必須パラメーター、SQL ステートメント、およ
びオプション・パラメーターを示しています。

例 1
この例では、DB2 for z/OS に対するオープンな SELECT ステートメントを使用し
ています。表所有者での大/小文字混合を保持するために ¥" を使用していること
と、入力ファイルでのオプション・パラメーターが使用されている点に注目してく
ださい。 DB2_SUBSYSTEM パラメーターが使用されていることにも注意してくだ
さい。
SOURCE_SERVER=STPLEX4A_DSN7
SOURCE_SELECT=”select * from CXAIMS.ALDEC order by 1”
TARGET_SERVER=STPLEX4A_DSN7
TARGET_SELECT=”select * from ¥"Cxaims¥".TARG_ALDEC order by 1”
DIFF_DROP=Y
DB2_SUBSYSTEM=DSN7
MAXDIFF=10000
DEBUG=YES
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例 2
この例では、SELECT ステートメントでの SUBSTR および CAST 関数の使用を示
しています。
SOURCE_SERVER=D7DP
SOURCE_SELECT=“select HIST_CHAR12,HIST_DATE,HIST_CHAR6,HIST_INT1,HIST_INT2,
HIST_INT3,SUBSTR(CHAR1,1,5) AS CHAR1,SUBSTR(CHAR2,1,10) AS CHAR2,HIST_INT3,
HIST_DEC1,HIST_DEC2,HIST_DEC3,CAST(INT1 AS SMALLINT) AS INT1
FROM BISVT.THIST17 ORDER BY 4”
TARGET_SERVER=STPLEX4A_DSN7
TARGET_SELECT=“select HIST_CHAR12,HIST_DATE,HIST_CHAR6,HIST_INT1,HIST_INT2,
HIST_INT3,CHAR1,CHAR2,HIST_INT3,HIST_DEC1,HIST_DEC2,HIST_DEC3,SML1
FROM BISVT.THIST17 ORDER BY 4”
DB2_SUBSYSTEM=DSN7
DIFF_DROP=Y
DEBUG=YES
MAXDIFF=10000

例 3
この例では、SOURCEDB および TARGETDB 上の EMPLOYEE 表を比較します。
いくつかのオプション・パラメーターも含まれています。
SOURCE_SERVER=SOURCEDB
SOURCE_SELECT=“select FIRSTNME, LASTNAME,
as WORKDEPT, EMPNO from EMPLOYEE order by
TARGET_SERVER=TARGETDB
TARGET_SELECT=“select FIRSTNME, LASTNAME,
as WORKDEPT, EMPNO from EMPLOYEE order by
DIFF_DROP=Y
DIFF =¥"diffTable¥"
DEBUG=YES
MAXDIFF=10000
PWDFILE=”asnpwd.aut”
DIFF_PATH=”C:¥utils¥”

substr(WORKDEPT,1,1)
4"
substr(WORKDEPT,1,1)
4"

例 4
この例では、Linux または UNIX 環境にある EMPLOYEE 表を比較します。ここで
はキャスト関数を使用しています。
SOURCE_SERVER=SOURCEDB
SOURCE_SELECT=“select EMPNO, FIRSTNME, LASTNAME, cast(SALARY as INT)
as SALARY from EMPLOYEE order by 1"
TARGET_SERVER=TARGETDB
TARGET_SELECT=“select EMPNO, FIRSTNME, LASTNAME, cast(SALARY as INT)
as SALARY from EMPLOYEE order by 1"
DIFF_DROP=Y
DIFF =¥"diffTable¥"
DEBUG=YES
MAXDIFF=10000
PWDFILE=”asnpwd.aut”
DIFF_PATH=”home/laxmi/utils”

第 24 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのシステム・コマンド

489

asntrc: レプリケーション・トレース機能の操作
Linux、UNIX、Windows、および z/OS 上の UNIX System Services (USS) でトレー
ス機能を実行するには、asntrc コマンドを使用します。トレース機能は、Q キャプ
チャー・プログラム、Q アプライ・プログラム、キャプチャー・プログラム、アプ
ライ・プログラムおよびレプリケーション・アラート・モニター・プログラムか
ら、プログラム・フロー情報をログに記録します。このトレース情報を IBM ソフ
トウェア・サポートに提供して、トラブルシューティングに役立てることができま
す。このコマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェル・ス
クリプトで実行します。
このコマンドは、オペレーティング・システムのプロンプトまたはシェル・スクリ
プト内で実行します。

構文
 asntrc

on

-db db_name

On パラメーター

-qcap
-schema qcapture_schema
-qapp
-schema qapply_schema
-cap
-schema capture_schema
-app
-qualifier apply_qualifier
-mon

off
kill
clr
diag
resetlock

-db db_name

dmp filename

-db db_name

flw
fmt
v7fmt

-qualifier monitor_qualifier
-qcap
-schema qcapture_schema
-qapp
-schema qapply_schema
-cap
-schema capture_schema
-app
-qualifier apply_qualifier
-mon
-qualifier monitor_qualifier
-qcap
-schema qcapture_schema
-qapp
-schema qapply_schema
-cap
-schema capture_schema
-app
-qualifier apply_qualifier
-mon
-qualifier monitor_qualifier

-holdlock

フォーマット・パラメーター
-qcap
-db db_name

-schema qcapture_schema
-qapp
-schema qapply_schema
-cap
-schema capture_schema
-app
-qualifier apply_qualifier
-mon
-qualifier monitor_qualifier

stat
statlong

-qcap
-db db_name

-schema qcapture_schema
-qapp
-schema qapply_schema
-cap
-schema capture_schema
-app
-qualifier apply_qualifier
-mon

-db db_name

-qualifier monitor_qualifier
-fn filename
-qcap
パラメーターの設定変更
-schema qcapture_schema
-qapp
-schema qapply_schema
-cap
-schema capture_schema
-app
-qualifier apply_qualifier
-mon
-qualifier monitor_qualifier

-help
-listsymbols
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On パラメーター:

-b buffer_size

-fn

filename

-fs

filesize


-d diag_mask

-df

function_name|component_name diag_mask

フォーマット・パラメーター:

-fn filename

-d

diag_mask


-df function_name|component_name diag_mask

-holdlock

パラメーターの設定変更:

-d diag_mask

-df

function_name|component_name diag_mask

パラメーター
表 50 は、asntrc コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 50. Linux、UNIX、Windows、および z/OS オペレーティング・システム用 asntrc 呼び出し
パラメーター定義
パラメーター

定義

on

特定の Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プ
ログラム、キャプチャー・プログラム、アプライ・プロ
グラム、またはレプリケーション・アラート・モニタ
ー・プログラムについて、トレース機能をオンにするこ
とを指定します。トレース機能は、トレース処理中に使
用する共有メモリー・セグメントを作成します。

-db db_name
トレースするデータベースの名前を指定します。
v トレースする Q キャプチャー・プログラムの Q キャ
プチャー・サーバーの名前を指定します。
v トレースする Q アプライ・プログラムの Q アプラ
イ・サーバーの名前を指定します。
v トレースするキャプチャー・プログラムのキャプチャ
ー・コントロール・サーバーの名前を指定します。
v トレースするアプライ・プログラムのアプライ・コン
トロール・サーバーの名前を指定します。
v トレースするレプリケーション・アラート・モニタ
ー・プログラム用のモニター・コントロール・サーバ
ーの名前を指定します。
-qcap

Q キャプチャー・プログラムをトレースすることを指定
します。 Q キャプチャー・プログラムは -schema パラ
メーターで識別されます。
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表 50. Linux、UNIX、Windows、および z/OS オペレーティング・システム用 asntrc 呼び出し
パラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

-schema qcapture_schema

トレースする Q キャプチャー・プログラムの名前を指
定します。Q キャプチャー・プログラムは指定した Q
キャプチャー・スキーマにより識別されます。このパラ
メーターは -qcap パラメーターと一緒に使用します。

-qapp

Q アプライ・プログラムをトレースすることを指定しま
す。 Q アプライ・プログラムは -schema パラメーター
で識別されます。

-schema qapply_schema

トレースする Q アプライ・プログラムの名前を指定し
ます。Q アプライ・プログラムは指定した Q アプラ
イ・スキーマにより識別されます。このパラメーターは
-qapp パラメーターと一緒に使用します。

-cap

キャプチャー・プログラムをトレースすることを指定し
ます。キャプチャー・プログラムは -schema パラメータ
ーで識別されます。

-schema capture_schema

トレースするキャプチャー・プログラムの名前を指定し
ます。キャプチャー・プログラムは指定したキャプチャ
ー・スキーマにより識別されます。このパラメーターは
-cap パラメーターと一緒に使用します。

-app

アプライ・プログラムをトレースすることを指定しま
す。アプライ・プログラムは -qualifier パラメーター
で識別されます。

-qualifier apply_qualifier

トレースするアプライ・プログラムの名前を指定しま
す。このアプライ・プログラムは、指定したアプライ修
飾子により識別されます。このパラメーターは -app パ
ラメーターと一緒に使用します。

-mon

レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを
トレースすることを指定します。レプリケーション・ア
ラート・モニター・プログラムは -qualifier パラメー
ターで識別されます。

-qualifier monitor_qualifier

トレースするレプリケーション・アラート・モニター・
プログラムの名前を指定します。このレプリケーショ
ン・アラート・モニター・プログラムは、指定したモニ
ター修飾子により識別されます。このパラメーターは
-mon パラメーターと一緒に使用します。

off
特定の Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プ
ログラム、キャプチャー・プログラム、アプライ・プロ
グラム、またはレプリケーション・アラート・モニタ
ー・プログラムについて、トレース機能をオフにし、使
用中の共有メモリー・セグメントを解放することを指定
します。
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表 50. Linux、UNIX、Windows、および z/OS オペレーティング・システム用 asntrc 呼び出し
パラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

kill

トレース機能を強制的に異常終了させることを指定しま
す。
このパラメーターは、何らかの問題により、トレース機
能を off パラメーターでオフにできない場合のみ使用し
てください。

clr

トレース・バッファーをクリアすることを指定します。
このパラメーターは、トレース・バッファーの内容を消
去しますが、バッファーはアクティブのままにします。

diag

トレース機能の実行中に、フィルター設定を表示するこ
とを指定します。

resetlock
トレース機能のバッファー・ラッチを解放することを指
定します。このパラメーターは、エラー状態が起こり、
トレース・プログラムがバッファー・ラッチを保留した
まま終了した場合に、バッファー・ラッチをエラー状態
からリカバリーできるようにします。
dmp filename

トレース・バッファーの現在の内容をファイルに書き込
むことを指定します。

-holdlock

トレース機能がバッファーをコピーするためのメモリー
が不足している場合でも、ロックを保留している間に、
トレース機能がファイルのダンプまたはコマンドの出力
を完了できることを指定します。

flw

トレース機能が作成し、共有メモリーまたはファイルに
保管したサマリー情報を表示することを指定します。こ
の情報には、プログラム・フローが含まれ、それぞれの
処理およびスレッドごとに、関数と呼び出しのスタック
構造がわかるように字下げして表示されます。

fmt

トレース機能が作成し、共有メモリーまたはファイルに
保管した詳細情報を表示することを指定します。このパ
ラメーターは、トレースしたデータ構造の内容全体を発
生順に表示します。

v7fmt

トレース機能が作成し、共有メモリーまたはファイルに
保管した情報を表示することを指定します。このトレー
ス情報はバージョン 7 のフォーマットで表示されます。

stat

トレース機能の状況を表示することを指定します。この
状況情報には、トレース・バージョン、アプリケーショ
ン・バージョン、項目数、バッファー・サイズ、使用中
のバッファー量、状況コード、およびプログラム・タイ
ム・スタンプが含まれます。

statlong

トレース機能の状況に z/OS バージョン・レベル情報を
追加して表示することを指定します。この追加情報に
は、アプリケーション内の各モジュールのサービス・レ
ベルが含まれ、長ストリングのテキストとして表示され
ます。
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表 50. Linux、UNIX、Windows、および z/OS オペレーティング・システム用 asntrc 呼び出し
パラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

-fn filename

ミラーリングされたトレース情報を含むファイル名を指
定します。ここには、トレース機能からのすべての出力
が含まれます。

-help

有効なコマンド・パラメーターを記述と一緒に表示しま
す。

-listsymbols

-df パラメーターで使用できる有効な関数およびコンポ
ーネント ID を表示します。

-b buffer_size

トレース・バッファーのサイズを指定します (バイト単
位)。数値の後に、キロバイトなら K を、メガバイトな
ら M を指定できます。これらの文字には大文字小文字の
区別はありません。

-fs filesize

ミラーリングされたトレース情報ファイルのサイズ制限
をバイト単位で指定します。

-d diag_mask

トレース機能により記録されるトレース・レコードのタ
イプを指定します。トレース・レコードは、以下の診断
マスク番号により分類されます。
1

フロー・データ。関数の入口点と出口点が含ま
れます。

2

基本データ。トレース機能が検出したすべての
主要なイベントが含まれます。

3

詳細データ。主要なイベントとその記述が含ま
れます。

4
パフォーマンス・データ。
重要: 診断マスク番号の大きいものは、診断マスク番号
の小さいものを包含していません。
これらの番号を 1 つまたは複数入力し、必要なトレー
ス・レコードだけを含む診断マスクを作成することがで
きます。例えば、-d 4 を指定すると、パフォーマンス・
データだけが記録されます。フローとパフォーマンスの
データだけを記録するには -d 1,4 と指定し、すべての
トレース・レコードを記録するには -d 1,2,3,4 (デフォ
ルト) と指定します。番号はコンマで区切ります。
トレース機能がグローバル・トレース・レコードを記録
しないようにするには、診断マスク番号 0 (ゼロ) を入
力します。トレース機能に新しい診断マスク番号を指定
する前に、診断レベルをリセットするには、-d 0 を入力
します。
-df function_name|component_name
diag_mask

特定の関数またはコンポーネント ID をトレースするこ
とを指定します。
関数またはコンポーネント ID 名の後に診断マスク番号
(1、2、3、4) を入力します。1 つ、または複数のこれら
の番号を入力できます。番号はコンマで区切ります。
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asntrc の例
次の例は、asntrc コマンドの使用方法を示しています。これらの例は、
Linux、UNIX、Windows、z/OSの各オペレーティング・システムで実行できます。
例 1
キャプチャー・プログラムの実行をトレースするには、次のように入力します。
1. 最大のバッファー・サイズとファイル・サイズを持つトレース・ファイル名を指
定して、トレース機能を開始します。
asntrc on -db mydb -cap -schema myschema -b 256k -fn myfile.trc -fs 500m

2. キャプチャー・プログラムを始動し、適切な長さの時間実行させます。
3. トレース機能がオンになっている間に、共有メモリーからデータを直接表示しま
す。
トレース機能から処理とスレッドのサマリー情報を表示するには、次のように指
定します。
asntrc flw -db mydb -cap -schema myschema

キャプチャー・ログ・リーダーからのみ、フロー、基本、詳細、およびパフォー
マンスのデータ・レコードを表示するには、次のように指定します。
asntrc fmt -db mydb -cap -schema myschema -d 0
-df "Capture Log Read" 1,2,3,4

4. トレース機能を停止します。
asntrc off -db mydb -cap -schema myschema

トレース・ファイルには、キャプチャー・プログラムの始動時点から、トレース
機能をオフにした時点までに生成された、すべてのキャプチャー・プログラム・
トレース・データが含まれます。
5. トレース機能を停止した後、生成されたバイナリー・ファイルからのデータをフ
ォーマットします。
asntrc flw -fn myfile.trc

および
asntrc fmt -fn myfile.trc -d 0 -df "Capture Log Read" 1,2,3,4

例 2
レプリケーション・アラート・モニター・プログラムのトレース機能を開始するに
は、次のように指定します。
asntrc on -db mydb -mon -qualifier monq

例 3
アプライ・プログラムのパフォーマンス・データだけをトレースするには、次のよ
うに指定します。
asntrc on -db mydb -app -qualifier aq1 -b 256k -fn myfile.trc -d 4

例 4
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キャプチャー・プログラムのすべてのフローおよびパフォーマンス・データをトレ
ースするには、次のように指定します。
asntrc on dbserv1 -cap -schema myschema -b 256k
-fn myfile.trc -d 1,4

例 5
すべてのグローバルなパフォーマンス・データおよび、キャプチャー・プログラム
の、特定のキャプチャー・ログ・リーダーのフロー・データをトレースするには、
次のように指定します。
asntrc on -db mydb -cap -schema myschema -b 256k -fn myfile.trc -d 4
-df "Capture Log Read" 1

例 6
キャプチャー・プログラムをトレースし、トレース機能の特定の時点のイメージを
表示して保管するには、次のようにします。
1. 最新のレコードを保留するために十分なバッファー・サイズを指定して、トレー
ス・コマンドを始動します。
asntrc on -db mydb -cap -schema myschema -b 4m

2. キャプチャー・プログラムを始動し、適切な長さの時間実行させます。
3. 共有メモリーに保管された、特定の時点の詳細なトレース情報を表示します。
asntrc fmt -db mydb -cap -schema myschema

4. 特定の時点のトレース情報をファイルに保管します。
asntrc dmp myfile.trc -db mydb -cap -schema myschema

5. トレース機能を停止します。
asntrc off -db mydb -cap -schema myschema

共有セグメントを使用した asntrc の例
スタンドアロン・トレース機能 asntrc は、共有セグメントを使用して、トレース
対象の Q キャプチャー・プログラム、 Q アプライ・プログラム、キャプチャー・
プログラム、アラート・プログラム、またはレプリケーション・アラート・モニタ
ー・プログラムそれぞれと通信します。ファイルが指定されていない場合、トレー
ス項目を保持するためにも共有セグメントが使用されます。それ以外の場合、正し
い共有セグメントを突き合わせてトレースを制御するために、 asntrc コマンドお
よびトレース対象の各プログラムの両方に、マッチング・オプションを指定しなけ
ればなりません。以下の例は、 Q キャプチャー・プログラム、Q アプライ・プロ
グラム、キャプチャー・プログラム、アラート・プログラム、またはアラート・モ
ニター・プログラムとの関連でトレース機能を使用する場合に、指定する必要のあ
るオプションを示しています。
Q キャプチャー・プログラムについては、 asntrc コマンドに -db パラメーターで
指定したデータベースが、 asntrc コマンドに capture_server パラメーターで指
定したデータベースと一致している必要があります。
asntrc -db ASN6 -schema EMI -qcap
asnqcap capture_server=ASN6 capture_schema=EMI
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Q アプライ・プログラムについては、 asntrc コマンドに -db パラメーターで指定
したデータベースが、 asnqapp コマンドに apply_server パラメーターで指定した
データベースと一致している必要があります。
asntrc -db TSN3 -schema ELB -qapp
asnqapp apply_server=TSN3 apply_schema=ELB

キャプチャー・プログラムについては、 asntrc コマンドに -db パラメーターで指
定したデータベースが、 asncap コマンドに capture_server パラメーターで指定
したデータベースと一致している必要があります。
asntrc -db DSN6 -schema JAY -cap
asncap capture_server=DSN6 capture_schema=JAY

アプライ・プログラムについては、 asntrc コマンドに -db パラメーターで指定し
たデータベースが、 asnapply コマンドに control_server パラメーターで指定し
たデータベースと一致している必要があります。
asntrc -db SVL_LAB_DSN6 -qualifier MYQUAL -app
asnapply control_server=SVL_LAB_DSN6 apply_qual=MYQUAL

レプリケーション・アラート・モニター・プログラムについては、 asntrc コマン
ドに -db パラメーターで指定したデータベースが、 asnmon コマンドに
monitor_server パラメーターで指定したデータベースと一致している必要がありま
す。
asntrc -db DSN6 -qualifier MONQUAL -mon
asnmon monitor_server=DSN6 monitor_qual=MONQUAL

asntrep: ソース表とターゲット表の間の違いの修復
ソース表とターゲット表の間の違いを修復して 2 つの表を同期化するには、
asntrep コマンドを使用します。asntrep コマンドは、Linux、UNIX、および
Windows のオペレーティング・システムのプロンプトおよびシェル・スクリプト内
で実行します。

構文
 asntrep DB=server DB2_SUBSYSTEM=subsystem


SCHEMA=schema



DIFF_SCHEMA=difference_table_schema

DIFF_TABLESPACE=tablespace

 WHERE=WHERE_clause


DIFF_PATH=log_path

PWDFILE=filename



DIFF=table_name
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パラメーター
表 51 は、asntrep コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。
表 51. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用の asntrep 呼び出しパ
ラメーター定義
パラメーター

定義

DB=server

同期化するソース表とターゲット表に関する情報を
保管するデータベースの DB2 別名を指定します。
この値は、Q レプリケーションまたは SQL レプリ
ケーションのどちらを使用するかによって異なりま
す。
Q レプリケーション
この値は、 IBMQREP_SUBS 表を含む Q
キャプチャー・サーバーの名前になりま
す。
SQL レプリケーション
この値は、 IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表を
含むアプライ・コントロール・サーバーの
名前になります。
このパラメーターの値は、ロ
ケーション名になります。

DB2_SUBSYSTEM=subsystem
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asntrep ユーティリティーを実
行するサブシステムの名前を指定します。

SCHEMA=schema

Q レプリケーションの場合は Q キャプチャー・コ
ントロール表のスキーマを指定し、SQL レプリケー
ションの場合はアプライ・コントロール表のスキー
マを指定します。

DIFF_SCHEMA=
difference_table_schema

相違検出表を修飾するスキーマを指定します。デフ
ォルトは ASN です。

DIFF_TABLESPACE=tablespace

ターゲット・データベースまたはサブシステム中
の、相違検出のコピーを入れる表スペースを指定し
ます。その後このコピーは、ターゲット表の修復に
使用されます。このパラメーターを指定しないと、
asntrep コマンドを実行したデータベースまたはサ
ブシステム中のデフォルトの表スペースにこの表が
作成されます。
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表 51. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用の asntrep 呼び出しパ
ラメーター定義 (続き)
パラメーター

定義

WHERE=WHERE_clause

同期化対象のソース表とターゲット表に関する情報
を保管するコントロール表の 1 行をユニークに識別
する、 SQL WHERE 文節を指定します。 WHERE
文節は、二重引用符で囲まなければなりません。こ
のパラメーターの値は、Q レプリケーションまたは
SQL レプリケーションのどちらを使用するかによっ
て異なります。
Q レプリケーション
WHERE 節は IBMQREP_SUBS 表中の行を
指定し、 SUBNAME 列を使用して、ソー
ス表とターゲット表を含む Q サブスクリプ
ションを識別します。
SQL レプリケーション
WHERE 節は IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表
中の行を指定し、SET_NAME 列、
APPLY_QUAL 列、TARGET_SCHEMA 列
と TARGET_TABLE 列を使用して、ソース
表とターゲット表を含むサブスクリプショ
ン・セットのメンバーを識別します。

DIFF_PATH=log_path

asntrep ユーティリティーのログの作成先となるロケ
ーションを指定します。デフォルト値は、このコマ
ンドを実行したディレクトリーです。この値は、絶
対パス名でなければなりません。大文字小文字を区
別する場合は二重引用符 ("") を使用してください。

PWDFILE=filename

データベースとの接続に使用されるパスワード・フ
ァイルの名前を指定します。パスワード・ファイル
を指定しない場合、デフォルト値は asnpwd.aut
(asnpwd コマンドによって作成されるパスワード・フ
ァイルの名前) です。asntrep ユーティリティーは、
DIFF_PATH パラメーターで指定されたディレクトリ
ー内でパスワード・ファイルを探します。
DIFF_PATH パラメーターを指定しない場合、このコ
マンドは、コマンドを実行したディレクトリー内で
パスワード・ファイルを探します。

DIFF=table_name

asntdiff コマンドによってソース・データベース内
に作成され、ソース表とターゲット表の間の違いを
保管する表の名前を指定します。この表に保管され
る情報は、ソース表とターゲット表の同期化に使用
されます。

asntrep の例
次の例は、asntrep コマンドの使用方法を示しています。
例 1
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Q レプリケーションにおいて、Q キャプチャー・スキーマが asn の Q キャプチャー・サーバー
source_db 上で、my_qsub という Q サブスクリプションに指定されているソース表とターゲット表 (両者
の違いは表 q_diff_table に保管される) を同期化するには、次のように指定します。
asntrep db=source_db schema=asn where="subname = ’my_qsub’" diff=q_diff_table

例 2
SQL レプリケーションにおいて、アプライ・スキーマが asn のアプライ・コントロール・サーバー
apply_db 上で、my_set というサブスクリプション・セットに指定されているソース表とターゲット表
trg_table (両者の違いは表 sql_diff_table に保管される) を同期化するには、次のように指定します。
asntrep DB=apply_db SCHEMA=asn WHERE="set_name = ’my_set’
and target_table = ’trg_table’" diff=sql_diff_table

asnqanalyze: Q レプリケーション・アナライザーの操作
Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシング環境の状態についての情報を
収集するには、asnqanalyze コマンドを使用します。 また、このコマンドを使用す
ることによって、Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロール表、DB2 カタ
ログ、レプリケーション・プログラムの診断ログ・ファイル、および WebSphere
MQ キュー・マネージャーについてのフォーマット済みの HTML レポートを生成
することもできます。
このコマンドは、Linux、UNIX、または Windows オペレーティング・システム上で
実行されます。しかし、z/OS 上でローカル・カタログされている DB2 サブシステ
ムに接続して、コントロール表を分析することは可能です。
asnqanalyze コマンドには 3 つの部分があります。
v GATHER オプション。このオプションは分析を実行し、コマンドの実行元ディレ
クトリーの 1 つ以上の XML ファイルに結果を保管します。
v REPORT オプション。このオプションは、GATHER オプションの出力から
HTML レポートを生成します。
v GENERATE HTML REPORT オプション。このオプションは、GATHER オプシ
ョンを使用せずに、Q キャプチャー・コントロール表と Q アプライ・コントロ
ール表のデータの HTML レポートを生成します。
GATHER は、Q レプリケーション構成に含まれているスキーマごとに一度使用しま
す。その後、REPORT オプションに、各 GATHER 呼び出しからの出力ファイルを
指定します。GENERATE HTML REPORT オプションを使用すると、GATHER オ
プションと REPORT オプションの組み合わせで生成される詳細なレポートではな
く、ロー HTML レポートを生成することができます。
asnqanalyze コマンドは、オペレーティング・システム・プロンプトで実行しま
す。

構文
 asnqanalyze
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GATHER gather-options
REPORT report-options
GENERATE HTML REPORT generate-html-report-options
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gather options:
single-database-options
multiple-database-options

single-database-options:
DATABASE=dbname
CONFIGSERVER=srvrname


FILE=filename

 

INSTANCE=db2_instance
SUBSYSTEM=db2_subsystem
USERID=user_ID
PASSFILE=password_file
SCHEMA=schema
CAPLOGDIR=q_capture_log_directory
APPLOGDIR=q_apply_log_directory
PORT=port
CHANNEL=channel
HOSTNAME=hostname
OFF
WARNERRSONLY= ON
ON
GETCOLS= OFF
ON
GETMONITOR= OFF
LOGDAYS=number_of_days
ON
ZIP=
OFF

-o

output_file_name

multiple-database-options:

LIST ( 

database-options

)

OFF
WARNERRSONLY= ON
ON
GETCOLS= OFF
ON
GETMONITOR= OFF
LOGDAYS=number_of_days
ON
ZIP=
OFF




-o output_file_name
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database-options:
DATABASE=dbname
CONFIGSERVER=srvrname


FILE=filename

 SCHEMA=schema ID=user_ID
PASSFILE=password_file

report-options:

REPORT

 XML_input_file
-ZIP zip_file_name

generate-html-report-options:
GENERATE HTML REPORT DATABASE=dbname CONFIGSERVER=srvrname




optional parms
-o

output_file_name

optional parms



USERID=user_ID
PASSFILE=password_file
SCHEMA=schema
ON
GETCOLS= OFF
ON
GETMONITOR= OFF

gather コマンド、単一データベース用のパラメーター
表 52 は、asnqanalyze gather コマンドの single_database_options 用の呼び出しパ
ラメーターを定義します。
表 52. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義
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パラメーター

説明

DATABASE=dbname

コントロール表、データベース・カタログ、またはログ・ファ
イルが分析される Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプ
ライ・サーバー。

CONFIGSERVER=srvrname

asnqanalyze がサーバーに対して Type 4 接続を使用する場合
の、分析する Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプラ
イ・サーバー。

FILE=file_name

ポート、ホスト名、および他の接続情報が含まれる構成ファイ
ル。これは Type 4 接続を使用するデータベースに必須です。
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表 52. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター
INSTANCE=db2_instance

SUBSYSTEM=
db2_subsystem

説明
分析されるデータベースの DB2 インス
タンス。デフォルト: DB2
分析される DB2 サブシステム。デフォ
ルト: DSN1

USERID=user_ID

データベースに接続するためのユーザー ID。

PASSFILE=password_file

ユーザー ID のパスワードを保管するファイルの名前。パスワ
ード・ファイルを作成するには、パスワードのみが含まれる
ASCII ファイルを作成します。 gather コマンドを実行してい
るディレクトリーにこのファイルを保管します。パスワードの
後ろに、末尾ブランク、特殊文字、および CR がくることは
できません。 Q アナライザーは、asnpwd コマンドによって作
成される暗号化パスワード・ファイルを使用することはできま
せん。ファイルが保管されているディレクトリー以外のディレ
クトリーから asnqanalyze コマンドを実行する場合は、パス
ワード・ファイルへのパスを指定する必要があります。
ヒント: プロンプトで発行されるコマンドは履歴に記録され、
パスワードも同時に記録されるため、パスワード・ファイルを
使用することもできます。また、パスワード・ファイルを使用
することで、Q アナライザーを実行するたびにパスワードを入
力する手間も省けます。

SCHEMA=schema

分析される Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロー
ル表のスキーマ。デフォルト: ASN

CAPLOGDIR=
capture_log_directory

Q キャプチャー・プログラムがその診断ログ・ファイルを作成
するディレクトリー。 asnqanalyze コマンドを発行するシス
テムと同じシステムで Q キャプチャーを実行していない場
合、Q キャプチャーが実行されているシステム上のディレクト
リーにログ・ファイルを送信する必要があります。このパラメ
ーターは、そのディレクトリーを指定します。 FTP を使って
ログ・ファイルを送信する場合は、ASCII モードを使用しま
す。
ログ・ファイルが転送されなかった場合は、ロギング情報を求
めて IBMQREP_CAPTRACE 表が読み取られます。この表のデ
ータは、診断ログ・ファイルのデータほど詳細なものではあり
ません。
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表 52. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

説明

APPLOGDIR=
apply_log_directory

Q アプライ・プログラムがその診断ログ・ファイルを作成する
ディレクトリー。 asnqanalyze コマンドを発行するシステム
と同じシステムで Q アプライを実行していない場合、Q アプ
ライが実行されているシステム上のディレクトリーにログ・フ
ァイルを送信する必要があります。このパラメーターは、その
ディレクトリーを指定します。 FTP を使ってログ・ファイル
を送信する場合は、ASCII モードを使用します。
ログ・ファイルが転送されなかった場合は、ロギング情報を求
めて IBMQREP_APPLYTRACE 表が読み取られます。この表
のデータは、診断ログ・ファイルのデータほど詳細なものでは
ありません。

PORT=port

WebSphere MQ キュー・マネージャーのリスナー・プログラ
ムが着信メッセージを listen するポート番号。ポートを指定す
る必要があるのは、分析されるサーバーが asnqanalyze コマ
ンドを実行するコンピューターからリモートにある場合のみで
す。デフォルト: 1414
重要: キュー・マネージャーを gather コマンドによって分
析するためには、それを実行させておかなければなりません。

CHANNEL=channel

キュー・マネージャーが使用しているリモート・サーバーの接
続チャネル。チャネルを指定する必要があるのは、分析される
サーバーが asnqanalyze コマンドを実行するコンピューター
からリモートにある場合のみです。デフォルト:
SYSTEM.DEF.SVRCONN

HOSTNAME=hostname

分析されるサーバーがあるリモート・システムのホスト名また
は IP アドレス。リモート WebSphere MQ キュー・マネージ
ャーに接続するためにこのパラメーターは必須です。

WARNERRSONLY=ON/OFF

診断ログ・ファイルから検索するレコードのタイプ。
OFF (デフォルト)
エラー、警告、および通知メッセージとプログラム・
アクションの説明を含むすべてのレコードを検索しま
す。
ON

GETCOLS=ON/OFF

エラーおよび警告メッセージのみを検索します。

Q アナライザーがすべての列に関する情報を収集するか、また
は複製されている列のみの情報を収集するかを指定します。
ON (デフォルト)
列が複製されているかどうかに関係なく、ソースおよ
びターゲット表のすべての列に関する情報を収集しま
す。
OFF
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表 52. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

説明

GETMONITOR=ON/OFF

IBMQREP_CAPMON、IBMQREP_CAPQMON、および
IBMQREP_APPLYMON 表のデータを検索するかどうかを指定
します。
ON (デフォルト)
データを検索します。
OFF

データを検索しません。

LOGDAYS=integer

ログ・ファイルおよび IBMQREP_CAPTRACE、
IBMQREP_APPLYTRACE、 IBMQREP_SIGNAL、
IBMQREP_CAPMON、 IBMQREP_CAPQMON、および
IBMQREP_APPLYMON 表から何日分のレコードを検索するか
を指定します。デフォルト: 3

ZIP=ON/OFF

生成された XML ファイルを 1 つの zip ファイルに圧縮する
かどうかを指定します (デフォルトは ON)。ZIP=OFF を指定す
ると、コマンドは個別の XML ファイルを生成します。

-o output_file_name

gather オプションによって生成されるファイルの名前を指定
します。ファイル名を指定しない場合、デフォルト名は次のよ
うになります。
圧縮ファイル
database_name.schema.zip
非圧縮ファイル
database_name.schema.xml

gather コマンド、複数データベース用のパラメーター
表 53 は、asnqanalyze gather コマンドの multiple_database_options 用の呼び出し
パラメーターを定義します。 LIST=(database_options) パラメーターは、複数のデー
タベースが提供されることを示すために使用します。
表 53. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義
パラメーター
LIST=(database_options)

説明
複数のデータベースが提供されることを
示します。データベース・オプション (database_options) は、
パラメーターに続く単一の括弧内に指定する必要があります。

DATABASE=dbname

コントロール表、データベース・カタログ、またはログ・ファ
イルが分析される Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプ
ライ・サーバー。

CONFIGSERVER=srvrname

コントロール表、データベース・カタログ、またはログ・ファ
イルが、Generate HTML Report オプションを指定して分析さ
れる Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプライ・サーバ
ー。 DATABASE または CONFIGSERVER パラメーターのいずれか
を指定する必要があります。 asnqanalyze が Type 4 接続を
使用するデータベース用に使用される場合、CONFIGSERVER パ
ラメーターが使用されます。
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表 53. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

説明

SCHEMA=schema

分析される Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロー
ル表のスキーマ。デフォルト: ASN

USERID=user_ID

データベースに接続するためのユーザー ID。

INIFILE=file_name

ポートおよびホスト名が置かれる構成ファイル。これは Type
4 接続を使用するデータベースに必須です。

PASSFILE=password_file

ユーザー ID のパスワードを保管するファイルの名前。パスワ
ード・ファイルを作成するには、パスワードのみが含まれる
ASCII ファイルを作成します。 gather コマンドを実行してい
るディレクトリーにこのファイルを保管します。パスワードの
後ろに、末尾ブランク、特殊文字、および CR がくることは
できません。 Q アナライザーは、asnpwd コマンドによって作
成される暗号化パスワード・ファイルを使用することはできま
せん。ファイルが保管されているディレクトリー以外のディレ
クトリーから asnqanalyze コマンドを実行する場合は、パス
ワード・ファイルへのパスを指定する必要があります。
ヒント: プロンプトで発行されるコマンドは履歴に記録され、
パスワードも同時に記録されるため、パスワード・ファイルを
使用することもできます。また、パスワード・ファイルを使用
することで、Q アナライザーを実行するたびにパスワードを入
力する手間も省けます。

GETCOLS=ON/OFF

Q アナライザーがすべての列に関する情報を収集するか、また
は複製されている列のみの情報を収集するかを指定します。
ON (デフォルト)
列が複製されているかどうかに関係なく、ソースおよ
びターゲット表のすべての列に関する情報を収集しま
す。
OFF

GETMONITOR=ON/OFF

複製される列に関する情報を収集します。

IBMQREP_CAPMON、IBMQREP_CAPQMON、および
IBMQREP_APPLYMON 表のデータを検索するかどうかを指定
します。
ON (デフォルト)
データを検索します。
OFF

データを検索しません。

ZIP=ON/OFF

生成された XML ファイルを 1 つの zip ファイルに圧縮する
かどうかを指定します (デフォルトは ON)。ZIP=OFF を指定す
ると、コマンドは個別の XML ファイルを生成します。

-o output_file_name

asnqanalyze gather コマンドによって生成されるファイルの
名前を指定します。ファイル名を指定しない場合、デフォルト
名は次のようになります。
圧縮ファイル
database_name.schema.zip
非圧縮ファイル
database_name.schema.xml
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report コマンド用のパラメーター
表 54 は、asnqanalyze report コマンドの呼び出しパラメーターを定義します。

表 54. Linux、UNIX、および Windows 用 asnqanalyze report 呼び出しパラメーター定義
パラメーター

説明

XML_input_file

asnqanalyze gather コマンドによって生成された、1 つ以上
のスペース区切りの XML ファイルを指定します。ファイルが
保管されている以外のディレクトリーから asnqanalyze
report コマンドを実行する場合は、XML ファイルへのパスを
指定します。コマンドを実行すると、ファイルが作成されたサ
ーバーのデータベース別名を入力するようプロンプトが出され
ます。

-ZIPzip_file

asnqanalyze gather コマンドによって生成された zip ファイル
を入力として提供することを指定します。 zip ファイルには 1
つ以上の XML ファイルが含まれます。REPORT 関数はファ
イルを unzip して、各 XML ファイルを分析します。

generate html report コマンド用のパラメーター
表 55 は、asnqanalyze generate html report コマンドの呼び出しパラメーターを
定義します。
表 55. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義
パラメーター

説明

DATABASE=dbname

コントロール表、データベース・カタログ、またはログ・ファ
イルが分析される Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプ
ライ・サーバー。

CONFIGSERVER=srvrname

asnqanalyze がサーバーに対して Type 4 接続を使用する場合
の、分析する Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプラ
イ・サーバーを指定します。

INIFILE=file_name

ポートおよびホスト名が置かれる構成ファイル。これは Type
4 接続を使用するデータベースに必須です。

USERID=user_ID

データベースに接続するためのユーザー ID。
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表 55. Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・システム用 asnqanalyze gather 呼
び出しパラメーター定義 (続き)
パラメーター

説明

PASSFILE=password_file

ユーザー ID のパスワードを保管するファイルの名前。パスワ
ード・ファイルを作成するには、パスワードのみが含まれる
ASCII ファイルを作成します。 gather コマンドを実行してい
るディレクトリーにこのファイルを保管します。パスワードの
後ろに、末尾ブランク、特殊文字、および CR がくることは
できません。 Q アナライザーは、asnpwd コマンドによって作
成される暗号化パスワード・ファイルを使用することはできま
せん。ファイルが保管されているディレクトリー以外のディレ
クトリーから asnqanalyze コマンドを実行する場合は、パス
ワード・ファイルへのパスを指定する必要があります。
ヒント: プロンプトで発行されるコマンドは履歴に記録され、
パスワードも同時に記録されるため、パスワード・ファイルを
使用することもできます。また、パスワード・ファイルを使用
することで、Q アナライザーを実行するたびにパスワードを入
力する手間も省けます。

SCHEMA=schema

分析される Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロー
ル表のスキーマ。デフォルト: ASN

GETCOLS=ON/OFF

Q アナライザーがすべての列に関する情報を収集するか、また
は複製されている列のみの情報を収集するかを指定します。
ON (デフォルト)
列が複製されているかどうかに関係なく、ソースおよ
びターゲット表のすべての列に関する情報を収集しま
す。
OFF

GETMONITOR=ON/OFF

複製される列に関する情報を収集します。

IBMQREP_CAPMON、IBMQREP_CAPQMON、および
IBMQREP_APPLYMON 表のデータを検索するかどうかを指定
します。
ON (デフォルト)
データを検索します。
OFF

-o output_file_name

データを検索しません。

asnqanalyze gather コマンドによって生成されるファイルの
名前を指定します。ファイル名を指定しない場合、デフォルト
名は次のようになります。
圧縮ファイル
database_name.schema.zip
非圧縮ファイル
database_name.schema.xml

例 1
以下のコマンドは、ユーザー ID db2admin (パスワード・ファイル pwdfile.txt を
持つ) に関して、Q キャプチャー・サーバー SAMPLE 上の Q キャプチャー・コン
トロール表、DB2 カタログ、およびキュー・マネージャーを分析し、複製された列
に関する情報のみを収集します。
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この例のコマンドは、Q キャプチャー・プログラムがデフォルトでそのログ・ファ
イルを保管する SQLLIB¥bin ディレクトリーから実行されるため、CAPLOGDIR パ
ラメーターを指定する必要はありません。パスワード・ファイルもこのディレクト
リーに保管されるため、このファイルのディレクトリー・パスを指定する必要もあ
りません。
このコマンドはキュー・マネージャーと同じシステムから実行されるため、
PORT、CHANNEL、および HOSTNAME パラメーターも指定されません。
asnqanalyze gather DATABASE=SAMPLE USERID="db2admin"
PASSFILE="pwdfile.txt" GETCOLS=OFF

例 2
以下のコマンドは、Q アプライ・サーバー TARGET 上の Q アプライ・コントロ
ール表、DB2 カタログ、およびキュー・マネージャーを分析します。なお、Q アプ
ライ・サーバー TARGET は、リモートの DB2 for z/OS サブシステム DSN4 であ
り、ローカルで DSN4_TGT とカタログされます。 Q アプライ診断ログ・ファイル
は、コマンドが実行され、パスワード・ファイルが保管されるのと同じディレクト
リーに FTP によって送信されました。
また、このコマンドは、IBMQREP_APPLYTRACE 表と IBMQREP_APPLYMON 表
から 6 日分のデータを収集すること、および出力を target.zip という名前の非圧
縮 XML ファイルにすることも指定します。
asnqanalyze gather DATABASE=TARGET SUBSYSTEM=DSN4
USERID=db2admin PASSFILE=pwdfile.txt HOSTNAME="Z145HG"
LOGDAYS=6 ZIP=OFF -o target.zip

例 3
例 1 の gather コマンドの出力を使用する HTML レポートを生成するには、次の
ようにします。
asnqanalyze report SAMPLE.ASN.xml

例 4
以下の例は、asnqanalyze generate html report コマンドを使用する、異なる 2
とおりの方法を示しています。
v スキーマ ASN で、データベース V95DB のコントロール表のロー HTML レポ
ートを生成します。 IBMQREP_SRC_COLS および IBMQREP_TRG_COLS 表、
さらにモニター表からの情報を入手します。
ASNQANALYZE GENERATE HTML REPORT DATABASE=V95DB
GETCOLS=ON GETMONITOR=ON -o qanalyzer_report.html

v スキーマ ASNTEMP で、データベース V95DB のコントロール表のロー HTML
レポートを生成します。
ASNQANALYZE GENERATE HTML REPORT DATABASE=v95db SCHEMA=ASNTEMP

(出力はファイル V95DB.ASNTEMP.html に送信されます。)
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asnqmfmt: Q レプリケーションとパブリッシングのメッセージのフォーマ
ットおよび表示
Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングで使用されるメッセージをフ
ォーマットして表示するには、asnqmfmt コマンドを使用します。このコマンドは、
Linux、UNIX、Windows、または z/OS 上の UNIX System Services (USS) のオペレ
ーティング・システム・プロンプトまたはシェル・スクリプトで実行してくださ
い。
重要: Q キャプチャー再始動メッセージの形式は、z/OS 用の APAR PK78112 また
は Linux、UNIX、および Windows 用のバージョン 9.5 フィックスパック 3 では
変更されています。このレベルより古い asnqmfmt プログラムを使用して、新しい
形式のメッセージをフォーマットすることはできません。また、新規の asnqmfmt
プログラムが旧形式の再始動メッセージをフォーマットすることはできません。
JCL を使用したメッセージ・フォーマット設定プログラムを操
作できます。サンプル qrhlqual.SASNSAMP(ASNQMFMT) にサンプル JCL があり
ます。
イベント・パブリッシングの場合には、mqcap.xsd スキーマ定義ファイルが含まれ
るディレクトリーから asnqmfmt コマンドを実行する必要があります。ファイルの
デフォルトの場所は SQLLIB/samples/repl/q です。

構文
 asnqmfmt queue_name queue_manager_name


-o
filepath_name



-hex

-l number

-delmsg

-mqmd



-oenc output_encoding_name

-help

パラメーター
表 56 では、asnqmfmt の呼び出しパラメーターについて説明します。
表 56. asnqmfmt 呼び出しパラメーターの定義

510

パラメーター

定義

queue_name

フォーマット、表示、およびオプションで削除したいメッセ
ージを持つ WebSphere MQ キューの名前を指定します。

queue_manager_name

キューが定義されている WebSphere MQ キュー・マネージ
ャーの名前を指定します。
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表 56. asnqmfmt 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

-o filepath_name

定形出力を含むファイルの名前を指定します。 -o パラメー
ターを指定しない場合、定形メッセージは標準出力 (stdout)
に書き込まれます。出力ファイルの名前が // で始まる場
合、そのファイルは z/OS データ・セットに書き込まれま
す。デフォルトでは、ファイルは asnqmfmt コマンドを呼び
出したディレクトリーで作成されます。ファイル名付きのパ
スを指定することにより、ディレクトリーを変更できます。

-hex

メッセージを 16 進数でフォーマットすることを指定しま
す。このパラメーターを指定しない場合、メッセージはその
メッセージ・フォーマット・タイプとして、圧縮、区切り、
または XML のいずれかに応じて表示されます。

-l number

フォーマットしたいメッセージの数を指定します。

-delmsg

メッセージがフォーマットされた後にキューから削除される
ことを指定します。

-mqmd

フォーマットされるメッセージごとの WebSphere MQ メッ
セージ記述子を表示することを指定します。

-oenc output_encoding_name

メッセージのフォーマットに使用されるコード・ページを指
定します。このパラメーターを指定しない場合、メッセージ
は、コマンドが呼び出されるオペレーティング・システムの
デフォルト・コード・ページでフォーマットされます。

-help

有効なコマンド・パラメーターを記述と一緒に表示します。

asnqmfmt の例
次の例は、asnqmfmt コマンドの使用方法を示しています。
例 1
キュー・マネージャー QMGR1 で定義されている、送信キュー Q1 上のすべてのメ
ッセージを標準出力に表示するには、次のようにします。
asnqmfmt Q1 QMGR1

例 2
C:¥qrepl ディレクトリーに保管されている Q1_messages という名前のファイルの
送信キュー Q1 上のすべてのメッセージを表示するには、次のようにします
(Windows のみ)。
asnqmfmt Q1 QMGR1 -o C:¥qrepl¥Q1_messages

例 3
キュー・マネージャー QMGR1 で定義されている管理キュー ADMNQ1 上のすべて
のメッセージの 16 進数バージョンを標準出力に表示するには、次のようにしま
す。
asnqmfmt ADMNQ1 QMGR1 -hex

例 4
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キュー・マネージャー QMGR1 で定義されている管理キュー ADMNQ1 上のすべて
のメッセージのメッセージ本体およびメッセージ記述子を標準出力で表示し、その
後キューからメッセージを削除するには、次のようにします。
asnqmfmt ADMNQ1 QMGR1 -delmsg -mqmd

例 5
C:¥qrepl ディレクトリーに保管されている Q2_messages という名前のファイルの
キュー・マネージャー QMGR2 で定義されている受信キュー Q2 上の最初の 100
のメッセージを表示するには、次のようにします (Windows のみ)。
asnqmfmt Q2 QMGR2 -l 100 -o C:¥qrepl¥Q2_messages

asnqxmfmt: イベント・パブリッシング・メッセージのフォーマット設定お
よび表示 (z/OS)
イベント・パブリッシングで使用される区切りメッセージまたは XML メッセージ
をフォーマット設定および表示するには、asnqxmfmt コマンドを使用します。この
コマンドは z/OS および z/OS 用の UNIX System Services (USS) でのみ実行され
ます。 WebSphere MQ および XML Toolkit ライブラリーが LNKLST にインスト
ールされていない場合は、STEPLIB にそれが組み込まれていなければなりません。
現時点で asnqxmfmt は XML4C 1.4 バージョン (HXML14A.SIXMMOD1) を必要と
します。
JCL を使用したメッセージ・フォーマット設定プログラムを操
作できます。サンプル qrhlqual.SASNSAMP(ASNQXMFMT) にサンプル JCL があり
ます。

構文
 asnqxmfmt queue_name queue_manager_name


-o
filepath_name



-hex

-l number

-delmsg

-mqmd



-oenc output_encoding_name

-help

パラメーター
表 57 では、asnqxmfmt の呼び出しパラメーターについて説明します。
表 57. asnqxmfmt 呼び出しパラメーターの定義
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パラメーター

定義

queue_name

フォーマット、表示、およびオプションで削除したいメッセ
ージを持つ WebSphere MQ キューの名前を指定します。

queue_manager_name

キューが定義されている WebSphere MQ キュー・マネージ
ャーの名前を指定します。
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表 57. asnqxmfmt 呼び出しパラメーターの定義 (続き)
パラメーター

定義

-o filepath_name

定形出力を含むファイルの名前を指定します。 -o パラメー
ターを指定しない場合、定形メッセージは標準出力 (stdout)
に書き込まれます。出力ファイルの名前が // で始まる場
合、そのファイルは z/OS データ・セットに書き込まれま
す。デフォルトでは、ファイルは asnqxmfmt コマンドを呼び
出したディレクトリーで作成されます。ファイル名付きのパ
スを指定することにより、ディレクトリーを変更できます。

-hex

メッセージを 16 進数でフォーマットすることを指定しま
す。このパラメーターを指定しない場合、メッセージはその
メッセージ・フォーマット・タイプとして、区切りまたは
XML のいずれかに応じて表示されます。

-l number

フォーマットしたいメッセージの数を指定します。

-delmsg

メッセージがフォーマットされた後にキューから削除される
ことを指定します。

-mqmd

フォーマットされるメッセージごとの WebSphere MQ メッ
セージ記述子を表示することを指定します。

-oenc output_encoding_nam

メッセージのフォーマットに使用されるコード・ページを指
定します。このパラメーターを指定しない場合、メッセージ
は、コマンドが呼び出されるオペレーティング・システムの
デフォルト・コード・ページでフォーマットされます。

-help

有効なコマンド・パラメーターを記述と一緒に表示します。

asnqxmfmt の例
次の例は、asnqxmfmt コマンドの使用方法を示しています。
例 1
キュー・マネージャー QMGR1 で定義されている、送信キュー Q1 上のすべてのメ
ッセージを標準出力に表示するには、次のようにします。
asnqxmfmt Q1 QMGR1

例 2
キュー・マネージャー QMGR1 で定義されている管理キュー ADMNQ1 上のすべて
のメッセージの 16 進数バージョンを標準出力に表示するには、次のようにしま
す。
asnqxmfmt ADMNQ1 QMGR1 -hex

例 3
キュー・マネージャー QMGR1 で定義されている管理キュー ADMNQ1 上のすべて
のメッセージのメッセージ本体およびメッセージ記述子を標準出力で表示し、その
後キューからメッセージを削除するには、次のようにします。
asnqxmfmt ADMNQ1 QMGR1 -delmsg -mqmd
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第 25 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングの
コントロール表
コントロール表は、リレーショナル・データベース表であり、Q レプリケーション
およびイベント・パブリッシング・プログラムの情報を保管する際に使用されま
す。 これらのコントロール表は、Q キャプチャー・サーバー、Q アプライ・サー
バー、およびモニター・コントロール・サーバーで保管されます。

Q キャプチャー・サーバーのコントロール表
Q キャプチャー・サーバーのコントロール表には、データ・ソース、Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションのオプション、Q キャプチャー・プログラムの操
作パラメーター、Q キャプチャー・パフォーマンス統計、および他のメタデータに
ついての情報が含まれています。この表は、レプリケーション管理ツールで指定し
たオプションに基づいて作成されます。
表 58 では、Q キャプチャー・サーバーがあるコントロール表を説明しています。
表 58. Q キャプチャー・サーバーのコントロール表
表名

説明

516 ページの
『IBMQREP_ADMINMSG 表』

Q キャプチャー・プログラムが受信した管理メッセー
ジが含まれる内部表。

517 ページの『IBMQREP_CAPENQ
表』

1 つの Q キャプチャー・サーバーに対して既知のス
キーマを持つ 1 つの Q キャプチャー・プログラムの
みを実行することを確認。

518 ページの
『IBMQREP_CAPENVINFO 表』

環境変数、およびレプリケーション・ツールがリモー
ト・プログラムにアクセスするために使用する他の情
報を保管します。

519 ページの『IBMQREP_CAPMON
表』

Q キャプチャー・プログラムのパフォーマンスに関す
る統計が含まれます。

521 ページの
『IBMQREP_CAPPARMS 表』

Q キャプチャー・プログラムの操作をコントロールす
るためにユーザーが指定できるパラメーターを保持し
ます。

527 ページの
『IBMQREP_CAPQMON 表』

Q キャプチャー・プログラムの送信キューごとのパフ
ォーマンスに関する統計が含まれます。

529 ページの
『IBMQREP_CAPTRACE 表』

Q キャプチャー・プログラムからの通知、警告、およ
びエラー・メッセージが含まれます。

530 ページの
『IBMQREP_COLVERSION 表』

Q キャプチャーおよびキャプチャー・プログラムがさ
まざまなバージョンのソース表の追跡記録を行えるよ
うにします。

531 ページの
『IBMQREP_EOLFLUSH 表』

Oracle ソースのためのログ読み取りバッファーのフラ
ッシュを強制する内部表。

532 ページの
『IBMQREP_EXCLSCHEMA 表』

スキーマ・レベル Q サブスクリプションから除外さ
れる表に関する情報が含まれます。

© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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表 58. Q キャプチャー・サーバーのコントロール表 (続き)
表名

説明

IBMQREP_IGNTRAN 表

DB2 リカバリー・ログまたは Oracle REDO ログから
キャプチャーしないトランザクションについて Q キ
ャプチャー・プログラムに通知するために使用できま
す。

IBMQREP_IGNTRANTRC 表

無視するように指定されたトランザクションに関する
情報を記録します。

534 ページの
『IBMQREP_PART_HIST 表
(Linux、UNIX、Windows)』

Linux、UNIX、および Windows のシステムにあるパ
ーティション・ソース表の変更履歴を保持します。こ
の表は、Q レプリケーションと SQL レプリケーショ
ンによって使用されます。

535 ページの
『IBMQREP_SCHEMASUBS 表』

スキーマ・レベルの Q サブスクリプションに関し
て、それらが使用するレプリケーション・キュー・マ
ップ、保管されたプロファイル (使用している場合)、
および状態などの情報が含まれます。

537 ページの
『IBMQREP_SENDQUEUES 表』

Q キャプチャー・プログラムがトランザクション、行
の操作、ラージ・オブジェクト、および通知メッセー
ジの送信に使用する WebSphere MQ キューに関する
情報が含まれます。

542 ページの『IBMQREP_SIGNAL
表』

Q キャプチャー・プログラムのプロンプトに使用され
るシグナルがあります。このシグナルは、ユーザーま
たはサブスクライブ・アプリケーションにより挿入さ
れます。または Q キャプチャー・プログラムにより
Q アプライ・プログラムまたはサブスクライブ・アプ
リケーションから制御メッセージを受信後に挿入され
ます。

547 ページの
『IBMQREP_SRC_COLS 表』

Q サブスクリプションまたはパブリケーションに複製
またはパブリッシュされるソース表内の列を識別しま
す。

548 ページの
『IBMQREP_SRCH_COND 表』

Q キャプチャー・プログラムが使用する内部表で、Q
サブスクリプションまたはパブリケーションに指定し
た検索条件を評価します。

549 ページの『IBMQREP_SUBS
表』

サブスクリプション・タイプ、ソース表、検索条件、
データ送信オプション、ターゲット・ロード・オプシ
ョン、および状態を含む、Q サブスクリプションおよ
びパブリケーションについての情報が含まれます。

556 ページの
『IBMQREP_TABVERSION 表』

Q キャプチャーおよびキャプチャー・プログラムがさ
まざまなバージョンのソース表の追跡記録を行えるよ
うにします。

IBMQREP_ADMINMSG 表
IBMQREP_ADMINMSG 表は、Q キャプチャー・プログラムが使用する内部表で、
時刻と受信する管理メッセージの ID を記録します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
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主キー: MQMSGID
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 59 では、IBMQREP_ADMINMSG 表の列の要旨を示します。
表 59. IBMQREP_ADMINMSG 表の列
列名

説明

MQMSGID

データ・タイプ: CHAR(24) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
メッセージの WebSphere MQ メッセージ ID。
データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり

MSG_TIME

この表にメッセージが挿入されたときの Q キャプチャー・サーバーのタイム・
スタンプ。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ。

IBMQREP_CAPENQ 表
IBMQREP_CAPENQ 表は、Q キャプチャー・プログラムとそのコントロール表の識
別に使用するスキーマの固有性を保証します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
IBMQREP_CAPENQ 表を使用して、以下のことを確認します。
v

DB2 for Linux, UNIX, and Windows の場合は、1 つのデー
タベースに対して既知のスキーマを持つ 1 つの Q キャプチャー・プログラムの
みが実行されます。

v

非データ共有 DB2 for z/OS の場合は、1 つのサブシステム
に対して既知のスキーマを持つ 1 つの Q キャプチャー・プログラムのみを実行
します。

v

データ共有 DB2 for z/OS の場合は、1 つのデータ共有グル
ープに対して既知のスキーマを持つ 1 つの Q キャプチャー・プログラムのみが
実行されます。

Q キャプチャー・プログラムは実行時に、この表を排他的にロックします。 Q キ
ャプチャー・プログラムを 2 回開始すると、2 番目のインスタンスはこの表をロッ
ク待機している状態になります。その表は、空として作成されます。
518 ページの表 60 では、IBMQREP_CAPENQ 表の列の要旨を示します。
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表 60. IBMQREP_CAPENQ 表の列
列名

説明

LOCKNAME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
この列にはデータが含まれません。

IBMQREP_CAPENVINFO 表
IBMQREP_CAPENVINFO 表には、8 つの行が含まれます。これらの行は、ランタイ
ム環境変数の値、およびレプリケーション管理ツールがリモート・プログラムにア
クセスするために使用する他の情報を保管するために使用されます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 61 では、IBMQREP_CAPENVINFO 表の列の要旨を示します。
表 61. IBMQREP_CAPENVINFO 表の列
列名

説明

NAME

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 不可
STARTTIME
Q キャプチャー・プログラムが開始したときのタイム・スタンプ。
HOSTNAME
Q キャプチャー・プログラムが実行しているサーバーの TCP/IP ホスト
名。
LOGFILE
Q キャプチャー診断ログ・ファイルのパスおよびファイル名。
TMPDIR
Q キャプチャー・プログラムのプロセス間通信 (IPC) キーがあるディレ
クトリーのパス。
ASNUSEMQCLIENT
Q レプリケーション ASNUSEMQCLIENT 環境変数の値。
MQSERVER
WebSphere MQ MQSERVER 環境変数の値。
MQCHLLIB
WebSphere MQ MQCHLLIB 環境変数の値。
MQCHLTAB
WebSphere MQ MQCHLTAB 環境変数の値。

VALUE

データ・タイプ: VARCHAR(3800)。NULL 可能: 可
IBMQREP_CAPENVINFO 表の各行について、VALUE 列には、対応する NAME
列と関連付けられた値が含まれます。

518

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

IBMQREP_CAPMON 表
Q キャプチャー・プログラムは、IBMQREP_CAPMON 表に行を挿入し、一定期間
内にパフォーマンス統計を記録します。 IBMQREP_CAPPARMS 表の
MONITOR_INTERVAL に指定した値により、Q キャプチャー・プログラムが
IBMQREP_CAPMON 表に行を挿入する頻度を指示します。MONITOR_LIMIT 値
は、整理の対象となるまでに、行がこの表の中に留まる分数を示します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: MONITOR_TIME DESC
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 62 では、 IBMQREP_CAPMON 表の列の要旨を示します。
表 62. IBMQREP_CAPMON 表の列
列名

説明

MONITOR_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
この表に行が挿入されたときの Q キャプチャー・サーバーのタイム・スタンプ。

CURRENT_LOG_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・ログ読み取りプログラムでデータベース・コミットが最後に確
認された Q キャプチャー・サーバーのタイム・スタンプ。

CAPTURE_IDLE

この列は使用すべきではありません。

CURRENT_MEMORY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムがログからトランザクションを再構成するのに使用
するメモリーの量 (バイト単位)。

ROWS_PROCESSED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムがログから読み取る (挿入、更新、または削除操作
別の) 行の数。

TRANS_SKIPPED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
変更が Q サブスクリプションまたは、パブリケーションの一部ではない列に対し
て加えられるため、 (変更済み行を含む) キューに書き込まれなかったトランザク
ションの数 (デフォルトでは、IBMQREP_SUBS 表の ALL_CHANGED_ROWS パ
ラメーターは No に設定されている)。

TRANS_PROCESSED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムが処理した、トランザクションの数。

TRANS_SPILLED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
MEMORY_LIMIT しきい値を超えたので、Q キャプチャー・プログラムがファイ
ルに対して書き出されたトランザクションの数。

MAX_TRANS_SIZE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムが処理した最大のトランザクション (バイト単位)。
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表 62. IBMQREP_CAPMON 表の列 (続き)
列名

説明

QUEUES_IN_ERROR

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
メッセージを受信しないキューの数。

RESTART_SEQ

DB2 ソース
データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
Oracle ソース
データ・タイプ: RAW(10)。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムがウォーム・リスタート時に開始する時点のログ・
シーケンス番号。この値は、Q キャプチャー・プログラムが見つけた、コミット
またはアボート・レコードがまだ検出されていない、一番若いログ・シーケンス
番号を表します。

CURRENT_SEQ

DB2 ソース
データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
Oracle ソース
データ・タイプ: RAW(10)。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムが読み取ったリカバリー・ログの最新のログ・シー
ケンス番号。

LAST_EOL_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 可
Q キャプチャー・プログラムがログの最後に達した、Q キャプチャー・コントロ
ール・サーバーでの時間。

LOGREAD_API_TIME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
Q キャプチャー・プログラムがログ・レコードを取り出すために DB2 ログ読み
取りアプリケーション・プログラム・インターフェース (API) を使用したミリ秒
数。

NUM_LOGREAD_CALLS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
Q キャプチャーが行ったログ読み取り API 呼び出し数。Oracle ソースの場合、
このカウンターは、Q キャプチャーが LogMiner ユーティリティーからログ・レ
コードをフェッチした回数を示します。

NUM_END_OF_LOGS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
Q キャプチャーがログの末尾に達した回数。

LOGRDR_SLEEPTIME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
キャプチャーする変更がなかったため、または Q キャプチャーがメモリーの限界
で作動しているために Q キャプチャー・ログ読み取りスレッドがスリープになっ
たミリ秒数。

MQCMIT_TIME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが、すべての送信キュー上にメッセージをコミット
するため、WebSphere MQ API との対話で消費したモニター・インターバル中の
ミリ秒数。
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IBMQREP_CAPPARMS 表
IBMQREP_CAPPARMS 表は、Q キャプチャー・プログラムの操作をコントロール
するためにユーザーが変更できる単一行を保持します。例えば、Q キャプチャー・
プログラムが開始時に使用する処理方式を指定できます。あるいは、送信キューに
あるメッセージをコミットする前に、Q キャプチャー・プログラムが待機する時間
を設定できます。 Q キャプチャー・プログラムは開始時にのみ、この表に加えられ
た変更を読み取ります。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
ユニーク索引: QMGR
この表の情報は、SQL を使って更新できます。
重要: この表に行がない場合、または複数の行が入っている場合、Q キャプチャ
ー・プログラムは実行しません。
表 63 では、IBMQREP_CAPPARMS 表の列の要旨を示します。
表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列
列名

説明

QMGR

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムが使用する WebSphere MQ キュー・マネージャー
の名前。

REMOTE_SRC_SERVER

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 可
将来の利用のために予約済み。

RESTARTQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q キャプチャーのログ読み取りプログラムの再始動メッセージを保管するキュー
の名前。この名前は、それぞれの Q キャプチャー・プログラムごとに固有でなけ
ればなりません。

ADMINQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケーションから制御メッセージ
を受信するキューの名前。この名前は、それぞれの Q キャプチャー・プログラム
ごとに固有でなければなりません。
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表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

STARTMODE

データ・タイプ: VARCHAR(6)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが開始時にとるステップ。
cold

Q キャプチャー・プログラムは、再始動キューおよび管理キューをクリ
アし、N (新規) または A (アクティブ) 状態になっているすべての Q
サブスクリプションまたはパブリケーションの処理を開始します。コー
ルド・スタートの場合、Q キャプチャー・プログラムは DB2 リカバリ
ー・ログまたは Oracle アクティブ再実行ログの読み取りを、その末尾か
ら開始します。

warmsi (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、ログの読み取りを中止した位置から開
始します。ただし、プログラムを初めて開始する場合を除く。Q キャプ
チャー・プログラムは、プログラムの初回始動時にコールド・スタート
に切り替わります。 warmsi 始動モードを使用すると、Q キャプチャ
ー・プログラムは確実に、初回始動時にのみコールド・スタートしま
す。
warmns
Q キャプチャー・プログラムは、読み取りを中止した位置からログの読
み取りを開始します。ウォーム・スタートできない場合、コールド・ス
タートに切り替わりません。warmns 始動モードを使用すると、Q キャ
プチャー・プログラムの予期しないコールド・スタートを避けられま
す。ウォーム・スタートした場合、Q キャプチャー・プログラムは終了
したところから処理を再開します。 Q キャプチャー・プログラムの開始
後にエラーが発生すると、プログラムは終了し、すべての表は未変更の
ままになります。
ウォーム・スタート中に Q キャプチャー・プログラムは、I (非アクティブ) 状態
ではない Q サブスクリプションまたはパブリケーションのみ処理します。
MEMORY_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムがトランザクションの作成に使用するメモリーの量
(MB 単位)。この割り振りがすべて使用されると、メモリー内のトランザクション
はファイルに書き出されます。デフォルト: z/OS の場合には 0、Linux、UNIX、
および Windows の場合には 500 MB。
値 0 は、Q キャプチャー・プログラムが、JCL または開
始済みタスクの Q キャプチャーの領域サイズからメモリー割り振りを計算するこ
とを命令します。

COMMIT_INTERVAL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが MQCMIT 呼び出しを発行する頻度 (ミリ秒単
位)。この呼び出しは、WebSphere MQ キュー・マネージャーにシグナルを出し、
Q アプライ・プログラムやユーザー・アプリケーションで利用可能なキューにあ
るデータ・メッセージおよび通知メッセージを作成します。デフォルト: 500
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表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

AUTOSTOP

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
アクティブ DB2 ログの終わりに達したとき、Q キャプチャー・プログラムが停
止するかどうかを示すフラグ。
Y

アクティブ DB2 ログの最後に達すると、Q キャプチャー・プログラム
は停止します。

N (デフォルト)
アクティブな DB2 ログの最後に達しても、Q キャプチャー・プログラ
ムは実行を継続します。
MONITOR_INTERVAL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが IBMQREP_CAPMON 表と
IBMQREP_CAPQMON 表に行を追加する頻度 (ミリ秒単位)。デフォルト: 60000
ミリ秒 (1 分) (z/OS の場合)。30000 ミリ秒 (30 秒) (Linux、UNIX、および
Windows の場合)

MONITOR_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
整理の対象となるまでに、行が IBMQREP_CAPMON 表および
IBMQREP_CAPQMON 表の中に留まる分数。整理インターバルのたびに、この表
中の行が現行タイム・スタンプに基づいてこの制限より古い場合、それらの行は
整理されます。デフォルト: 10080

TRACE_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
整理の対象となるまでに行が IBMQREP_CAPTRACE 表の中に留まる分数。整理
インターバルのたびに、IBMQREP_CAPTRACE 表にある行が現行タイム・スタン
プに基づいてこの制限より古い場合、それらの行は整理されます。デフォルト:
10080

SIGNAL_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
整理の対象となるまでに行が IBMQREP_SIGNAL 表の中に留まる分数。整理イン
ターバルのたびに、IBMQREP_SIGNAL 表中の行が現行タイム・スタンプに基づ
いてこの制限より古い場合、それらの行は整理されます。デフォルト: 10080

PRUNE_INTERVAL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムが不必要になった IBMQREP_CAPMON 表、
IBMQREP_CAPQMON 表、IBMQREP_SIGNAL 表および IBMQREP_CAPTRACE
表の行を自動的に整理する頻度 (秒単位)。デフォルト: 300

SLEEP_INTERVAL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが、アクティブ・ログおよびメモリー内に留まって
いるすべてのトランザクションの処理を行った後、活動停止中のミリ秒数。デフ
ォルト: 500 ミリ秒 (0.5 秒) (DB2 ソースの場合)。2000 ミリ秒 (2 秒) (Oracle
ソースの場合)
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表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

LOGREUSE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが Q キャプチャー・ログ・ファイルを再利用する
か、ファイルに追加するかを示すフラグ。
Y

Q キャプチャー・プログラムは再始動時にログ・ファイルをクリアし
て、そのブランク・ファイルに書き込むことで、そのログ・ファイルを
再利用します。

N (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは再始動時に、既存の Q キャプチャー・
ログ・ファイルに新しい情報を追加します。
LOGSTDOUT

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムがログ・メッセージをログ・ファイル以外の出力に
送信するかを示すフラグ。
Y

Q キャプチャー・プログラムはログ・メッセージをログ・ファイルとコ
ンソール (stdout) の両方に送信します。

N (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、ほとんどのログ・ファイル・メッセー
ジをログ・ファイルにのみ送信します。
初期化、停止、およびサブスクリプションのアクティブ化または非アクティブ化
のメッセージは、コンソール (stdout) とログ・ファイルの両方に送信されます。
データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり

TERM

ソース DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合に Q キャプチャー・
プログラムが停止するかどうかを示すフラグ。
Y (デフォルト)
DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可である場合、Q キャプチャ
ー・プログラムは停止します。
DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合、Q キャプチャー・
プログラムは実行を続けます。 DB2 またはキュー・マネージャーが使
用可能の場合、Q キャプチャーは、中断したところからトランザクショ
ンの送信を開始します。プログラムを再始動する必要はありません。
Oracle ソース: term パラメーターは Oracle ソースに影響しません。 Oracle キ
ャプチャーのデフォルト値は N です。これは、Oracle が使用不可な場合に Q キ
ャプチャー・プログラムが実行を続けることを示します。

N

CAPTURE_PATH

データ・タイプ: VARCHAR(1040)。NULL 可能: 可
Q キャプチャー・プログラムが作成するファイルが保管されるパス。

ARCH_LEVEL

データ・タイプ: CHAR(4)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
コントロール表のバージョン。バージョン 9.7 フィックスパック 3 の場合、値
は 0973 です。それ以外の ARCH_LEVEL 値は 0802、0901、0905、および 0907
です。
重要: IBMQREP_CAPPARMS 表を更新するとき、この列の値を変更しないでく
ださい。
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表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

COMPATIBILITY

データ・タイプ: CHAR(4)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムが Q アプライ・プログラムに送信するメッセージ
のバージョン。
0907 (デフォルト)
バージョン 9.7 のメッセージが送信されます。またこの互換性値は、ソ
ース・サーバーとターゲット・サーバーが z/OS 上の Replication Server
バージョン 10 にある場合にも使用されます。

LOB_SEND_OPTION

0905

バージョン 9.5 のメッセージが送信されます。

0901

バージョン 9.1 のメッセージが送信されます。

0802

バージョン 8 のメッセージが送信されます。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q キャプチャー・プログラムが LOB データを送信する方法を示すフラグ。
I (デフォルト)
インライン。LOB 値はトランザクション・メッセージ内で送信されま
す。インライン化された LOB 値は、パフォーマンスを改善することが
あります。
S

QFULL_NUM_RETRIES

分離。LOB 値は、トランザクション・メッセージに続く 1 つ以上の別
個の LOB メッセージによって送信されます。

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この列は、Q キャプチャー・プログラムが送信キューに対する MQPUT を試行す
る回数を指定します。
デフォルト: 30、最大: 1000

QFULL_RETRY_DELAY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この列は、Q キャプチャー・プログラムが次の再試行の前にスリープする時間の
長さを指定します。値はミリ秒の単位で指定されます。
デフォルト: 250 (ミリ秒)、最小: 20、最大: 3600000

MSG_PERSISTENCE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q キャプチャー・プログラムが WebSphere MQ キューに、永続 (ログに記録す
る) または非永続 (ログに記録しない) のどちらのメッセージを書き込むかを指定
するフラグ。
Y (デフォルト)
Q キャプチャーは、すべてのキューに対して永続メッセージを書き込み
ます。メッセージはキュー・マネージャーによりログに記録され、リカ
バリーが可能です。
N

Q キャプチャーは、すべてのキューに対して非永続メッセージを書き込
みます。メッセージはログに記録されず、リカバリーできません。

第 25 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのコントロール表

525

表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

LOGRDBUFSZ

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムがログ・レコードを取得する際に DB2 に渡すバッ
ファー (KB 単位) のサイズ。DB2 は、使用可能なログ・レコードのうち Q キャ
プチャーがまだ取得していないログ・レコードをバッファーに入れます。デフォ
ルト: DB2 for z/OS の場合 66KB、DB2 for Linux, UNIX, and Windows の場合
256KB。

CAPTURE_ALIAS

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能: 可
Q キャプチャー・サーバーとして使用されるデータベースまたはサブシステムの
別名。これは、レプリケーション管理ツールが実行されるシステムにカタログさ
れている別名であり、Q キャプチャー・コントロール表を作成するためにソー
ス・データベースまたはサブシステムに接続する際に使用されます。コントロー
ル表が作成されるときに、レプリケーション・センターまたは ASNCLP コマン
ド行プログラムによって、この列にデータが追加されます。

STARTALLQ

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q キャプチャーの開始時にまだアクティブ状態になっていないすべての送信キュ
ーをアクティブにするかどうかを、Q キャプチャー・プログラムに通知するフラ
グ。Q キャプチャーの開始時に既にアクティブな送信キューは、必ず処理対象と
なります。
Y (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムが開始するときに、まだアクティブ (A) 状
態ではないすべての送信キューをアクティブ化します。
N

WARNTXSZ

Q キャプチャー・プログラムが開始するときに、非アクティブ (I) 状態
の送信キューをアクティブ化しません。

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
指定したサイズより大きいトランザクションを検出したら警告メッセージを出す
ように、Q キャプチャー・プログラムに指示します。しきい値はメガバイトで指
定します。そのしきい値を超えるトランザクションが検出されると、警告メッセ
ージが出されます。トランザクションのサイズが WARNTXSZ 値の倍数の場合、
Q キャプチャーは複数の警告メッセージを出します。例えば、WARNTXSZ を
10 MB に設定した場合に、Q キャプチャーが 30 MB のトランザクションを検
出すると、3 個 (10 MB に対して 1 個、20 MB に対して 1 個、30 MB に対し
て 1 個) の警告が出されます。
デフォルト値の 0 MB は、警告を決して出さないことを意味します。
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表 63. IBMQREP_CAPPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

LOGRD_ERROR_ACTION

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q キャプチャー・プログラムが、リカバリー・ログの読み取り中にコンプレッシ
ョン・ディクショナリー・エラーを検出した場合に、取るべきアクションを指定
するフラグ。「永続 (permanent)」エラーとは、KEEPDICTIONARY=NO が指定さ
れていて表スペースが 2 回再編成されたことを意味します。「一時 (transient)」
エラーとは、他のすべてのコンプレッション・ディクショナリー・エラーを意味
します。
D (デフォルト)
永続ディクショナリー・エラーの場合は、Q サブスクリプションを非ア
クティブ化します。一時ディクショナリー・エラーの場合は、Q キャプ
チャー・プログラムを停止します。
E

いずれのタイプのエラーの場合も、Q サブスクリプションを非アクティ
ブ化します。

S

いずれのタイプのエラーの場合も、Q キャプチャー・プログラムを停止
します。

IBMQREP_CAPQMON 表
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: MONITOR_TIME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
Q キャプチャー・プログラムは、IBMQREP_CAPQMON 表に行を挿入して、送信キ
ューごとのパフォーマンスの統計を記録します。 IBMQREP_CAPPARMS 表の
MONITOR_INTERVAL に指定した値により、Q キャプチャー・プログラムがこの
挿入を実行する頻度を指示します。MONITOR_LIMIT 値は、整理の対象となるまで
に、行が IBMQREP_CAPQMON 表の中に留まる分数を示します。
表 64 では、IBMQREP_CAPQMON 表の列の要旨を示します。
表 64. IBMQREP_CAPQMON 表の列
列名

説明

MONITOR_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
この表に行が挿入されたときの Q キャプチャー・サーバーのタイム・スタン
プ。

SENDQ

データ・タイプ: VARCHAR(97)。NULL 可能: 不可
モニター統計のこの行が通知する送信キューの名前。
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表 64. IBMQREP_CAPQMON 表の列 (続き)
列名

説明

ROWS_PUBLISHED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムがこの送信キューに書き込む (それぞれ挿入、更新
または削除操作を行う) 行の数。

TRANS_PUBLISHED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムがこの送信キューに書き込むトランザクションの
数。

CHG_ROWS_SKIPPED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
変更が Q サブスクリプションまたはパブリケーションの一部ではない列に対し
て加えられるため、この送信キューに書き込まれなかった変更済み行の数 (デフ
ォルトでは、IBMQREP_SUBS 表の ALL_CHANGED_ROWS パラメーターは No
に設定されている)。

DELROWS_SUPPRESSED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションまたはパブリケーションが削除を抑制するオプションを指
定して作成されるために、この送信キューに書き込まれなかった行の削除操作の
数。

ROWS_SKIPPED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションまたはパブリケーションで定義された検索条件に合致しな
かったため、Q キャプチャー・プログラムがこの送信キューに送信しなかった行
の数。

LOBS_TOO_BIG

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
モニター間隔で、トランザクション・メッセージ内に収まらなかった LOB 値の
数。これらのキューのエラー・アクションが E に設定されている場合、空の
LOB 値が送信されます。これらのキューのエラー・アクションが S に設定され
ている場合、Q キャプチャー・プログラムが停止します。

XMLDOCS_TOO_BIG

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
モニター間隔で、トランザクション・メッセージ内に収まらなかった XML 文書
の数。これらのキューのエラー・アクションが E に設定されている場合、代わり
にプレースホルダー XML 文書が挿入されます。これらのキューのエラー・アク
ションが S に設定されている場合、Q キャプチャー・プログラムが停止しま
す。

QFULL_ERROR_COUNT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムが、SENDQ 列で指定された送信キューへのメッセ
ージのプット (MQPUT) を再試行した回数。

MQ_BYTES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
モニター間隔中に送信キューに書き込まれるバイト数。ソース表とメッセージ・
ヘッダーからのデータも含まれます。

MQ_MESSAGES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
モニター間隔中に送信キューに書き込まれるメッセージ数。
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表 64. IBMQREP_CAPQMON 表の列 (続き)
列名

説明

CURRENT_SEQ

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 可
この送信キューについて Q キャプチャー・プログラムが読み取ったリカバリ
ー・ログの最新のログ・シーケンス番号。 Q キャプチャーは、送信キューがア
クティブの場合にこの列を更新します。
データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 可

RESTART_SEQ

Q キャプチャー・プログラムが、ウォーム・リスタート時にこの送信キューにメ
ッセージの書き込みを開始する、ログ・シーケンス番号。この値は、コミット・
レコードまたは異常終了レコードがないことが Q キャプチャー・プログラムに
よって検出された最も早期のログ・シーケンス番号を表します。Q キャプチャー
は、送信キューがアクティブの場合にこの列を更新します。
データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり

MQPUT_TIME

Q キャプチャー・プログラムが、この送信キュー上にメッセージを書き込むた
め、WebSphere MQ API との対話で消費したモニター・インターバル中のミリ秒
数。

IBMQREP_CAPTRACE 表
IBMQREP_CAPTRACE 表には、Q キャプチャー・プログラムからの通知、警告、
およびエラー・メッセージがあります。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: TRACE_TIME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 65 では、 IBMQREP_CAPTRACE 表の列の要旨を示します。
表 65. IBMQREP_CAPTRACE 表の列
列名

説明

OPERATION

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムからのメッセージのタイプ :
INFO

Q キャプチャー・プログラムの動作を説明します。

WARNING
Q キャプチャー・プログラムのエラー原因となる条件を説明します。
ERROR
Q キャプチャー・プログラムでのエラーを説明します。
TRACE_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
メッセージを送信キューに書き込んだ Q キャプチャー・サーバーの時刻。
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表 65. IBMQREP_CAPTRACE 表の列 (続き)
列名

説明

DESCRIPTION

データ・タイプ: VARCHAR(1024)。NULL 可能: 不可。データ・タイプ:
INTEGER。NULL 可能: 可
レプリケーションまたはイベント・パブリッシングのエラー・メッセージの理由
コード。
ASN メッセージ ID とメッセージ・テキスト。この列に入れられるテキストは英
語のみです。

REASON_CODE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
レプリケーションまたはパブリッシングのエラー・メッセージの理由コード。

MQ_CODE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
WebSphere MQ エラー・メッセージの理由コード。

IBMQREP_COLVERSION 表
IBMQREP_COLVERSION 表は、さまざまなバージョンのソース表の追跡記録を可能
にするために、Q キャプチャー・プログラムおよびキャプチャー・プログラムによ
って使用されます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
索引: LSN、TABLEID1、TABLEID2、POSITION
索引: TABLEID1 ASC、TABLEID2 ASC
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
Q キャプチャーまたはキャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプションまたは
ソース表の登録がまず活動化された後、ソース表が変更されるたびにこの表に行を
挿入します。
表 66 では、IBMQREP_COLVERSION 表の列の要旨を示します。
表 66. IBMQREP_COLVERSION 表の列
列名

説明

LSN

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムまたはキャプチャー・プログラムがソース表の新規
バージョンを検出した DB2 リカバリー・ログのポイント。

TABLEID1

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可
SYSIBM.SYSTABLES のオブジェクト ID (OBID)。

TABLEID2

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可
SYSIBM.SYSTABLES のデータベース ID (DBID)。
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表 66. IBMQREP_COLVERSION 表の列 (続き)
列名

説明

POSITION

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可
表の最初の列を 0 として始まる表の列の序数位置。

NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
列の名前。

TYPE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可
列の内部データ・タイプ ID (SYSIBM.SYSCOLUMNS の SQLTYPE)。

LENGTH

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
この列の最大データ長。

NULLS

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可
列が NULL 値を許容するかどうかを識別するフラグ。

DEFAULT

Y

列は NULL 値を許容します。

N

列は NULL 値を許容しません。

データ・タイプ: VARCHAR(1536)。NULL 可能: 可
SYSIBM.SYSCOLUMNS の列のデフォルト値 (DEFAULTVALUE)。デフォルトが
ない場合、この列は NULL になります。

CODEPAGE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
この列のデータで使用されるコード・ページ。列が FOR BIT DATA として定義
されているかまたはストリング・タイプでない場合、値は 0 になります。デフォ
ルト: NULL

SCALE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
10 進列の 10 進データのスケール。 10 進列でない列の場合、値は 0 です。デ
フォルト: NULL

IBMQREP_EOLFLUSH 表
IBMQREP_EOLFLUSH は、commit_interval パラメーターで指定された時間内に
Oracle LogMiner が応答しなかった場合に Q キャプチャー・プログラムが書き込み
を行う内部表です。この表に書き込みを行うと、バッファーに入れられたが戻され
ていないログ・レコードがある場合にそれを Q キャプチャーの処理で使用できるか
どうか確認できます。
サーバー: Oracle ソースに対する Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じます。この表の形式は予告なしに変更される場合
があります。
次の表では IBMQREP_EOLFLUSH 表の列について説明します。
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表 67. IBMQREP_EOLFLUSH 表の列
列名

説明

EOL_TIMEOUT

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
この表に行が挿入されたときの Q キャプチャー・サーバーのタイム・スタン
プ。

IBMQREP_EXCLSCHEMA 表
IBMQREP_EXCLSCHEMA 表には、スキーマ・レベル Q サブスクリプションから
除外される表に関する情報が含まれます。各行は、対応するスキーマ・レベル Q サ
ブスクリプションが IBMQREP_SCHEMASUBS に存在していても SQL 操作が複製
される対象にならない表の名前が記載されます。デフォルトでは、DB2 およびレプ
リケーション・カタログ表が除外されます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 68 では、IBMQREP_EXCLSCHEMA 表の列の要旨を示します。
表 68. IBMQREP_EXCLSCHEMA 表の列
列名

説明

SCHEMA_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
特定の表がスキーマ・レベル Q サブスクリプションから除外される場合に、それ
らの表に含まれるスキーマの名前。単一パーセント記号 (%) 以外のワイルドカー
ドは、この列で使用できません。単一パーセント記号は、スキーマ・レベル Q サ
ブスクリプションから除外する表のすべてのスキーマを検討するように、レプリ
ケーション・プログラムに指示します。
z/OS: スキーマ・レベル Q サブスクリプションから除外されるソース表の、
SYSIBM.SYSTABLES システム表の CREATOR 列の値。

OBJECT_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり。
対応するスキーマ・レベル Q サブスクリプションが存在していてもレプリケーシ
ョンから除外される、スキーマ内の表を、識別します。1 つまたはすべてのスキ
ーマの中の複数の表を識別するためのワイルドカードとして、パーセント記号
(%) を使用できます。デフォルトでは、DB2 およびレプリケーション・カタログ
表が自動的に除外されます。デフォルト: %

QMAPNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
スキーマ・レベル Q サブスクリプションで使用される、レプリケーション・キュ
ー・マップ。
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IBMQREP_IGNTRAN 表
IBMQREP_IGNTRAN 表は、DB2 リカバリー・ログからキャプチャーしないトラン
ザクションについて Q キャプチャーまたは Q キャプチャー・プログラムに通知す
るために使用できます。 SQL を使用して、表に行を挿入します。その行は、許可
ID、許可トークン (z/OS のみ)、またはプラン名 (z/OS のみ) に基づいてトランザ
クションを無視することをプログラムに通知します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー、キャプチャー・コントロール・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
ユニーク索引: AUTHID ASC、AUTHTOKEN ASC、PLANNAME ASC
表 69 では、 IBMQREP_IGNTRAN 表の列の要旨を示します。
表 69. IBMQREP_IGNTRAN 表の列
列名

説明

AUTHID

データ・タイプ: CHAR(128)。NULL 可能: 可
無視するトランザクションの 1 次許可 ID。
データ・タイプ: CHAR(30)。NULL 可能: 可

AUTHTOKEN

無視するトランザクションの許可トークン (ジョブ名)。
データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可

PLANNAME

無視するトランザクションのプラン名。
IGNTRANTRC

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
IBMQREP_IGNTRAN 表で指定された AUTHID、AUTHTOKEN、または
PLANNAME 値に基づいて無視されたトランザクションをトレースするかどうか
を、Q キャプチャーまたはキャプチャー・プログラムに指示するフラグ。
N (デフォルト)
トレースは無効です。
Y

トレースは有効です。トランザクションが無視されるたびに、
IBMQREP_IGNTRANTRC 表に 1 行が挿入され、メッセージが発行され
ます。

IBMQREP_IGNTRANTRC 表
IBMQREP_IGNTRANTRC 表は、無視するように指定されたトランザクションに関
する情報を記録します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー、キャプチャー・コントロール・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
索引: IGNTRAN_TIME ASC
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
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DB2 リカバリー・ログ内のトランザクションが無視されると、
IBMQREP_IGNTRANTRC 表に行が挿入されます。この表は Q キャプチャーまたは
キャプチャー・プログラムの trace_limit パラメーターに従って整理されます。
表 70 では、IBMQREP_IGNTRANTRC 表の列の要旨を示します。
表 70. IBMQREP_IGNTRANTRC 表の列
列名

説明

IGNTRAN_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: デフォルトでは不可
トランザクションが無視された時刻。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ

AUTHID

データ・タイプ: CHAR(128)。NULL 可能: 可
無視されたトランザクションの 1 次許可 ID。

AUTHTOKEN

データ・タイプ: CHAR(30)。NULL 可能: 可
無視されたトランザクションの許可トークン (ジョブ名)。

PLANNAME

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可
無視されたトランザクションのプラン名。

TRANSID

データ・タイプ: CHAR(10) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
無視されたトランザクションのトランザクション ID。

COMMITLSN

データ・タイプ: CHAR(10) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
無視されたトランザクションのコミット・ログ・シーケンス番号または時刻シー
ケンス。

IBMQREP_PART_HIST 表 (Linux、UNIX、Windows)
IBMQREP_PART_HIST 表では、Linux、UNIX、または Windows のシステムにある
パーティション・ソース表の変更履歴を保持します。この表は、Q レプリケーショ
ンと SQL レプリケーションによって使用されます。
Q キャプチャー・プログラムとキャプチャー・プログラムは、追加、アタッチ、ま
たはデタッチなどのパーティション変更の処理に役立てるために、パーティション
履歴を使用します。以下の 2 つの状況において、パーティションごとに 1 つの行
(ログ・シーケンス番号 (LSN) によって識別される) がソース表に挿入されます。
v 表で最初の Q サブスクリプションまたはサブスクリプション・セット・メンバ
ーがアクティブ化される。
v 表にパーティションの追加、アタッチ、デタッチの変更が加えられる。
この表の古い行は、part_hist_limit パラメーターの値に基づいて整理されます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: LSN、 TABSCHEMA、 TABNAME、 DATAPARTITIONID、
TBSPACEID、 PARTITIONOBJECTID
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索引: TABSCHEMA、TABNAME、LSN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 71 では、IBMQREP_PART_HIST 表の列の要旨を示します。
表 71. IBMQREP_PART_HIST 表の列
列名

説明

LSN

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムまたはキャプチャー・プログラムがソース表の新規
バージョンを検出した DB2 リカバリー・ログのポイント。このログ・シーケン
ス番号 (LSN) は、以下のいずれかの値に相当します。
v 表の最初の Q サブスクリプションまたはサブスクリプション・セット・メン
バーに対する CAPSTART シグナル挿入の LSN。
v N (新規) 状態の Q サブスクリプションの場合は、Q キャプチャーの再始動メ
ッセージの restartLSN 値、Q キャプチャーの lsn パラメーターの値、DB2
から取得した Q キャプチャーの migrate=Y パラメーターの LSN のいずれ
か。N 状態の Q サブスクリプションは、Q キャプチャーの開始時に自動的に
開始します。
v 表パーティションに対する ADD、ATTACH、DETACH のいずれかの操作の
LSN。

HISTORY_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
Q キャプチャーまたはキャプチャーが表の新規パーティション情報を検出した時
刻。
データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可

TABSCHEMA

ソース表のスキーマ名または高位修飾子。
データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可

TABNAME

ソース表の名前。
DATAPARTITIONID

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
データ・パーティションの ID。この値は、SYSCAT.DATAPARTITIONS システ
ム表から読み取られます。
データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可

TBSPACEID

表データの格納先の表スペースの ID。この値は、SYSCAT.DATAPARTITIONS
システム表から読み取られます。
PARTITIONOBJECTID

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
表スペース内のデータ・パーティションの ID。この値は、
SYSCAT.DATAPARTITIONS システム表から読み取られます。

IBMQREP_SCHEMASUBS 表
IBMQREP_SCHEMASUBS 表には、スキーマ・レベル Q サブスクリプションに関
して、それらが使用するレプリケーション・キュー・マップ、保管されたプロファ
イル (使用している場合)、および状態などの情報が含まれます。
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サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: SCHEMA_SUBNAME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 72 では、IBMQREP_SCHEMASUBS 表の列の要旨を示します。
表 72. IBMQREP_SCHEMASUBS 表の列
列名

説明

SCHEMA_SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(64)。NULL 可能: 不可
スキーマ・レベル Q サブスクリプションの ID。

QMAPNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
このスキーマ・レベル Q サブスクリプションで使用される、レプリケーション・
キュー・マップの名前。

SCHEMA_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
このスキーマ・レベル Q サブスクリプションが一員であるスキーマ・セットの
ID。この列には、オプションでワイルドカード接尾部としてパーセント記号 (%)
を含めることができます。(すべてのスキーマを示すには、単一パターン「%」を
使用できます)
z/OS: スキーマ・レベル Q サブスクリプションに含めるべきソース表の、
SYSIBM.SYSTABLES システム表の CREATOR 列の値。

OBJECT_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
このスキーマ・レベル Q サブスクリプションに属する表のセットの ID。この列
には、オプションでワイルドカード接尾部としてパーセント記号 (%) を含めるこ
とができます。デフォルト: %

SUBPROFNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
このスキーマ・レベル Q サブスクリプションの中の表レベル Q サブスクリプシ
ョンのオプションを指定するために使用される、保存されたプロファイルの ID。
デフォルト: ASNBIDI

SUBGROUP

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 可
多方向レプリケーション構成において、すべての方向で表を複製するために必要
な、すべての Q サブスクリプションに関係する ID。同一構成の一部であるすべ
てのスキーマ・レベル Q サブスクリプション (例えば、2 つのサイト間の双方向
レプリケーション構成) は、構成に組み込まれているすべてのサーバーで
SUBGROUP に同じ名前を指定する必要があります。

SOURCE_NODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
双方向またはピアツーピア Q サブスクリプションでのソース・サーバーの識別番
号。デフォルト: 0
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表 72. IBMQREP_SCHEMASUBS 表の列 (続き)
列名

説明

TARGET_NODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
双方向またはピアツーピア Q サブスクリプションでのターゲット・サーバーの識
別番号。デフォルト: 0

STATE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q キャプチャー・プログラムにより挿入される、スキーマ・レベル・サブスクリ
プションの現在の状態を示すフラグ。初期状態は N (新規)。STATE_INFO フィ
ールドは、初期状態では ASN7247I (新規スキーマ・レベル・サブスクリプショ
ン) に設定。
N (デフォルト)
スキーマ・レベル・サブスクリプションは新規です。Q キャプチャー・
プログラムは、プログラムの開始時または再初期化時に自動的にこのサ
ブスクリプションをアクティブにします。アクティベーションとは、
CREATE TABLE および DROP TABLE のような SQL 操作が、サブス
クリプションのパターンに一致する表に対して複製されることを意味し
ます。

STATE_TIME

I

スキーマ・レベル・サブスクリプションは非アクティブです。Q キャプ
チャー・プログラムがログで STOP_SCHEMASUB シグナルを検出した
か、あるいはエラーが発生し、スキーマ・レベル・サブスクリプション
が非アクティブになりました。 Q キャプチャー・プログラムは、このサ
ブスクリプションに対するメッセージ送信を停止しましたが、それ以外
に対しては続行しました。

A

スキーマ・レベル・サブスクリプションはアクティブです。Q キャプチ
ャー・プログラムは、サブスクリプションに定義したオプションに基づ
いてメッセージを送信しています。

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: デフォルトでは不可
スキーマ・レベル Q サブスクリプションの状態の最終変更タイム・スタンプ。デ
フォルト: 現在のタイム・スタンプ

STATE_INFO

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可
スキーマ・レベル Q サブスクリプションの状態について出されたメッセージの
ID。詳細については、IBMQREP_CAPTRACE 表または、Q キャプチャー診断ロ
グを参照。

IBMQREP_SENDQUEUES 表
IBMQREP_SENDQUEUES 表には、Q キャプチャー・プログラムがデータや通知メ
ッセージを送信するときに使用する、WebSphere MQ キューに関する情報が含まれ
ています。それぞれの Q キャプチャー・プログラムのインスタンスは、複数の送信
キューの処理が可能です。送信キューはそれぞれ IBMQREP_SENDQUEUES 表で一
意的に定義します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
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主キー: SENDQ
ユニーク索引: PUBQMAPNAME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 73 では、 IBMQREP_SENDQUEUES 表の列の要旨を示します。
表 73. IBMQREP_SENDQUEUES 表の列
列名

説明

PUBQMAPNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
この送信キューのあるパブリッシング・キュー・マップの名前。 Q サブスクリ
プションの場合、この名前は IBMQREP_RECVQUEUES 表の REPQMAPNAME
の値と一致していなければなりません。

SENDQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
この送信キューの固有の名前。この名前は、リモート・キューのローカル定義ま
たは、ローカル・キューを表すことができます。キュー名にブランクは使用でき
ません。

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 可
この Q サブスクリプションの受信キューの名前。これは、Q アプライ・サーバ
ーがあるローカル・キューのことです。キュー名にブランクは使用できません。

DESCRIPTION

データ・タイプ: VARCHAR(254)。NULL 可能: 可
この送信キューのあるパブリッシング・キュー・マップの、ユーザー提供の説
明。

MESSAGE_FORMAT

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
送信キューに書き込むメッセージをエンコードするために使用されるフォーマッ
ト。
C (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、Q アプライ・プログラムで読み取られ
るように設計された圧縮形式のソース・データベースから、トランザク
ションをエンコードします。
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X

Q キャプチャー・プログラムは、XML フォーマットのソース・データ
ベースから、トランザクションをエンコードします。

J

Q キャプチャー・プログラムは、MQRFH2 ヘッダーを持つ XML フォ
ーマットのソース・データベースから、トランザクションをエンコード
します。

D

Q キャプチャー・プログラムは、区切りフォーマットのソース・データ
ベースから、トランザクションをエンコードします。
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表 73. IBMQREP_SENDQUEUES 表の列 (続き)
列名

説明

MSG_CONTENT_TYPE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
キューに書き込まれるメッセージにデータベース・トランザクション全体が含ま
れるか、それとも行の操作のみが含まれるかを示すフラグ。
T (デフォルト)
R

STATE

メッセージには 1 つの更新、挿入、または削除操作、およびそれが属す
るトランザクションに関する情報が含まれます。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
送信キューの状態を示す、Q キャプチャー・プログラムが挿入するフラグ。
A (デフォルト)
アクティブ。トランザクションはこのキューに書き込まれています。
I

STATE_TIME

非アクティブ。このキューで重大エラーが発生した。

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
送信キューに最後に変更を行ったときの Q キャプチャー・サーバーのタイム・
スタンプ。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ

STATE_INFO

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可
キューの状態を示す ASN メッセージの数。詳細については、
IBMQREP_CAPTRACE 表または、Q キャプチャー診断ログを参照。

ERROR_ACTION

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
送信キューがメッセージを受信できなくなるとき、Q キャプチャー・プログラム
がとるべき手段を通知するフラグ。例えば、キューがいっぱいになっていたり、
キュー・マネージャーがこのキューの重大エラーを報告しているなどの場合があ
ります。
S (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは停止します。
I

この値は推奨されておらず、S の値と同様に処理されます。

Q

Q キャプチャー・プログラムは、他の送信キューには引き続きメッセー
ジを置きますが、このキューにメッセージを置くのを停止し、このキュ
ーの状態を非アクティブ (I) に設定します。また、Q キャプチャーは、
このキューを指定するすべての Q サブスクリプションまたはパブリケ
ーションの状態をアクティブ (A) のままにしておきます。
送信キューのエラーを修正したら、次のいずれかの処置を行う必要があ
ります。
v startq コマンドを発行して、Q キャプチャーに、キューにメッセー
ジを置くことを開始するよう指示する (キューの状態をアクティブに
設定する)。
v Q キャプチャー・プログラムを停止してから開始します。
v Q キャプチャー reinit コマンドを使用して、Q キャプチャー・コン
トロール表からすべての Q サブスクリプションを再ロードします。
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表 73. IBMQREP_SENDQUEUES 表の列 (続き)
列名

説明

LOB_TOO_BIG_ACTION

単一のラージ・オブジェクト (LOB) 値が、この送信キューに許可された最大メッ
セージ・サイズを超えるときになすべきことを Q キャプチャー・プログラムに
通知するフラグ。
Q (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、送信キューに対して定義されているエ
ラー・アクションに従います。
E

XML_TOO_BIG_ACTION

データが単一トランザクション・メッセージに収まらない場合、Q キャ
プチャー・プログラムは空の LOB 値を送信します。代入値がメッセー
ジに収まらない場合、Q キャプチャーは、キューのエラー・アクション
に従います。

単一の XML 文書が、この送信キューに許可された最大メッセージ・サイズを超
えるとき、Q キャプチャー・プログラムがとるべきアクションを通知するフラ
グ。
Q (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、送信キューに対して定義されているエ
ラー・アクションに従います。
E

HEARTBEAT_INTERVAL

Q キャプチャー・プログラムは XML プレースホルダーを送信します。
XML プレースホルダーがメッセージに収まらない場合、Q キャプチャ
ーは、キューのエラー・アクションに従います。

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムがこのキューにメッセージを送信して、パブリッシ
ュする変更がないときに Q キャプチャー・プログラムが実行中であることを Q
アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケーションに通知する頻度 (秒単
位)。この値は、COMMIT_INTERVAL 値の倍数でなければならず、そうでない場
合、倍数に最も近い値に丸められる (COMMIT_INTERVAL は
IBMQREP_CAPPARMS 表で設定されている)。値 0 (デフォルト) は、Q キャプ
チャー・プログラムに、heartbeat メッセージを送信しないことを通知します。
区切りメッセージ (MESSAGE_FORMAT=D) の場合、HEARTBEAT_INTERVAL
の値は 0 でなければなりません。
注: IBMQREP_SENDQUEUES 表で定義される HEARTBEAT_INTERVAL は、
WebSphere MQ チャネルに定義可能な HBINT (ハートビート・インターバル) パ
ラメーターとは異なります。詳細については、「WebSphere MQ MQSC コマン
ド・リファレンス」を参照。

MAX_MESSAGE_SIZE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この送信キューにメッセージを送信するときに使用するバッファーの最大サイズ
(KB)。このバッファーのサイズは、メッセージが入っているすべてのキューに定
義される WebSphere MQ 最大メッセージ長 (MAXMSGL) 属性より大きくなって
はなりません。そうなるとこの送信キューを使用するすべての Q サブスクリプ
ションおよびパブリケーションは無効にされます。デフォルト: 64 KB

APPLY_SERVER

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムが実行しており、ターゲットを定義しているデータベー
スの名前。 z/OS の場合は、ロケーション名となります。
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表 73. IBMQREP_SENDQUEUES 表の列 (続き)
列名

説明

APPLY_ALIAS

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能: 可
APPLY_SERVER 列で命名された Q キャプチャー・サーバーに対応する DB2 デ
ータベース別名。

APPLY_SCHEMA

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
この送信キューからトランザクションを適用している Q アプライ・プログラム
のスキーマ。

MESSAGE_CODEPAGE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
イベント・パブリッシングのメッセージをエンコードするときに使用されるコー
ド・ページ。

COLUMN_DELIMITER

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
区切りメッセージ内でヘッダー項目と列データとを分離するために使用される単
一文字。デフォルト: コンマ (,)

STRING_DELIMITER

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
区切りメッセージ内のストリング・データを囲むために使用される単一文字。デ
フォルト: 二重引用符 (")

RECORD_DELIMITER

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
区切りメッセージ内で複数の変更データ・レコードを分離するために使用される
単一文字。デフォルト: 改行文字

DECIMAL_POINT

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
区切りメッセージ内で数値データの小数部分を分離するために使用される単一文
字。デフォルト: ピリオド (.)
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表 73. IBMQREP_SENDQUEUES 表の列 (続き)
列名

説明

SENDRAW_IFERROR

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
イベント・パブリッシングの場合: 文字データが原因でコード・ページ変換エラ
ーが生じた場合に、データのパブリッシュを行うかどうかを指定します。無効文
字データの例としては、不完全な 2 バイト文字や、日本語または韓国語のコー
ド・ページで保管されたストリングにシフトイン・バイト ('0F'x) がないことが挙
げられます。次のストリングには、末尾にあるべき ’830F’ がありません。
x’0E4481448244’
N (デフォルト)
コード・ページ変換に失敗した文字フィールドのデータは送信されませ
ん。区切り文字で区切られているメッセージ・フォーマットの場合、行
の中の文字フィールドのいずれか 1 つがコード・ページ変換に失敗する
と、行の文字の列のデータは何も送信されません。その代わりに、文字
の列がすべて NULL 値として送信され、行の先頭の標識が
IBM-INVALID-COLUMN-####-@-NULL に設定されます。ここで、####
は Q キャプチャー・プログラムが無効データを検出した最初の列を表
し、@ は B (変更前の値) または A (変更後の値) のいずれかです。す
べてのラージ・オブジェクト (LOB) または XML 列は NULL 値として
送信されます。
Y

文字データが 16 進ストリング・フォーマットで送信されます。区切り
文字で区切られているメッセージの場合、ID フィールドが
IBM-INVALID-COLUMN-####-@-HEX に設定され、行の中の文字の列が
すべて 16 進ストリング・フォーマットで送信されます。 #### フィー
ルドは Q キャプチャー・プログラムが無効データを検出した最初の列
を表し、@ は B (変更前の値) または A (変更後の値) のいずれかで
す。すべての LOB または XML 列は NULL 値として送信されます。

IBMQREP_SIGNAL 表
IBMQREP_SIGNAL 表を使用すると、ユーザー、ユーザー・アプリケーション、ま
たは Q アプライ・プログラムが、Q キャプチャー・プログラムと通信できます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
この表の情報は、SQL を使って更新できます。
ユーザーまたはユーザー・アプリケーションは、IBMQREP_SIGNAL 表に行を挿入
して、Q キャプチャー・プログラムがソース表のログから変更のキャプチャーの開
始や、Q サブスクリプションの非アクティブ化や、トランザクションの無視といっ
た別の動作をとることを要求できます。 Q アプライ・プログラムまたはユーザー・
アプリケーションは、Q キャプチャー・プログラムに制御メッセージに送信して同
一の要求を行い、対応するシグナルを IBMQREP_SIGNAL 表に挿入することができ
ます。Q キャプチャー・プログラムは、IBMQREP_SIGNAL 表に挿入するログ・レ
コードを読み取ってから、シグナルを受信します。
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この表の中で、SIGNAL_STATE 値が C (完全) のレコード、または整理の対象とな
るタイム・スタンプを持つレコードは、Q キャプチャー・プログラムによる整理が
行われると削除されます。
表 74 では、 IBMQREP_SIGNAL 表の列の要旨を示します。
表 74. IBMQREP_SIGNAL 表の列
列名

説明

SIGNAL_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
行を一意的に識別するために使用されるタイム・スタンプ。Q キャプチャー・プログラムはこの値を使用
して、Q キャプチャー・シグナルの処理が終了した時刻を示す、シグナル表の中の正しい行を検出しま
す。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ

SIGNAL_TYPE

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 不可
通知されたシグナルのタイプを示すフラグ。
CMD

管理コマンド、asnqccmd、レプリケーション・センター、または別のアプリケーションにより
挿入される行。使用可能なシグナルのサブタイプのリストについては、SIGNAL_SUBTYPE 列
を参照。

USER

ユーザーから通知されたシグナル。Q キャプチャー・プログラムは、SIGNAL_LSN 列を、シ
グナルを挿入したときのログ・シーケンス番号で更新します。 Q キャプチャー・プログラム
はさらに、SIGNAL_STATE 列の値を保留 (P) から受信 (R) に更新します。

SIGNAL_SUBTYPE

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 可
Q キャプチャー・プログラムが行う CMD 型シグナルが要求する動作のタイプ。
CAPSTART
Q サブスクリプションまたはパブリケーションの変更のキャプチャーを開始します。
CAPSTOP
Q サブスクリプションまたはパブリケーションの変更のキャプチャーを停止します。
QINERROR
IBMQREP_SENDQUEUES 表で送信キューに定義されたエラー・アクションを実行します。
LOADDONE
Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケーションからのこのシグナルの受信を確認
します。 LOADDONE シグナルは、ターゲット表がロードされたことを Q キャプチャー・
プログラムに通知します。
STOP

変更のキャプチャーを停止し、終了します。

IGNORETRANS
このシグナルが含まれている DB2 トランザクションを無視します。
REINIT_SUB
IBMQREP_SUBS 表、IBMQREP_SRC_COLS 表、および IBMQREP_SENDQUEUES 表にある
最新の値を使用している 1 つの Q サブスクリプションまたはパブリケーションを、非アクテ
ィブにしてからアクティブにします。このシグナルは、ターゲットに新規のロードを行うこと
を要求しません。

第 25 章 Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのコントロール表

543

表 74. IBMQREP_SIGNAL 表の列 (続き)
列名

説明

SIGNAL_SUBTYPE

ADDCOL 1 つの列を、アクティブな単一方向の Q サブスクリプションまたはパブリケーションに追加
します。

(続き)
STARTQ

指定されたキューまたはすべての非アクティブなキューにメッセージを置くことを開始しま
す。

STOPQ

指定されたキューまたはすべての非アクティブなキューにメッセージを置くことを停止しま
す。

P2PNEW2MEMB
ピアツーピア Q サブスクリプションの初期化に使用される内部シグナル。このシグナルは新
規サーバーで挿入され、ピアツーピア構成内でアクティブなサーバー数を含みます。
P2PMEMB2NEW
ピアツーピア Q サブスクリプションの初期化に使用される内部シグナル。このシグナルはア
クティブなサーバーで挿入されます。
P2PMEMB2INIT
ピアツーピア Q サブスクリプションの初期化に使用される内部シグナル。このシグナルはア
クティブなサーバーで挿入されます。
P2PSPOOLING
ピアツーピア Q サブスクリプションの初期化に使用される内部シグナル。このシグナルは、
新規サブスクリプションを開始するサーバーで挿入されます。
P2PLOADDONE
ピアツーピア Q サブスクリプションの初期化に使用される内部シグナル。このシグナルは新
規サーバーで挿入されます。
P2PSUBSTOP
ピアツーピア Q サブスクリプションの非アクティブ化に使用される内部シグナル。このシグ
ナルは、非アクティブ化されているサーバーで挿入されます。
P2PSUBSTOPPING
ピアツーピア Q サブスクリプションの非アクティブ化に使用される内部シグナル。このシグ
ナルは残りのアクティブなサーバーで挿入されます。
P2PREADYTOSTOP
ピアツーピア Q サブスクリプションの非アクティブ化に使用される内部シグナル。このシグ
ナルは、非アクティブ化されているサーバーで挿入されます。
P2PNORECAPTURE
Q アプライ・プログラムが挿入して、Q キャプチャー・プログラムが変更を再キャプチャー
しないようにするシグナル。双方向レプリケーションで使用します。
注: P2PNORECAPTURE シグナルは、他のシグナル・サブタイプと異なり、prune_interval
パラメーターに従って整理されます。他のシグナル・サブタイプは、signal_limit パラメー
ターに従って整理されます。
REPLICATE_LOAD
Q キャプチャー・プログラムと Q アプライ・プログラムがソース表でのロード操作の複製時
に使用する内部シグナル。このシグナルは、Q アプライが ADDCOL シグナルまたは reinit
コマンドを処理する場合など、Q サブスクリプション状態を変更する際にも使用されることが
あります。
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表 74. IBMQREP_SIGNAL 表の列 (続き)
列名
SIGNAL_SUBTYPE
(続き)

説明
P2PCREATESUB
多方向レプリケーション構成における CREATE TABLE 操作の複製時に、Q アプライ・プロ
グラムが挿入する内部シグナル。このシグナルは、他の方向の Q サブスクリプションを作成
するように、サーバー上のペアになっている Q キャプチャー・プログラムに対して指示しま
す。
P2PDROPSUB
多方向レプリケーション構成における DROP TABLE 操作の複製時に、Q アプライ・プログ
ラムが挿入する内部シグナル。このシグナルは、他の方向の Q サブスクリプションをドロッ
プするように、サーバー上のペアになっている Q キャプチャー・プログラムに対して指示し
ます。
START_SCHEMASUB
指定されたスキーマ内の表の CREATE および DROP などの SQL 操作のキャプチャーを開
始するように、Q キャプチャー・プログラムに指示するシグナル。
STOP_SCHEMASUB
指定されたスキーマ内の表の CREATE および DROP などの SQL 操作のキャプチャーを停
止するように、Q キャプチャー・プログラムに指示するシグナル。
REINIT_SCHEMASUB
IBMQREP_SUBS_PROF 表に変更または追加があればスキーマ・レベル Q サブスクリプショ
ンのプロファイルに再ロードするように、Q キャプチャー・プログラムに指示するシグナル。
これらの変更は、指定されたスキーマ内で作成される新規の表 (およびその表の Q サブスク
リプション) に対してのみ、適用されます。
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表 74. IBMQREP_SIGNAL 表の列 (続き)
列名

説明

SIGNAL_INPUT_IN

データ・タイプ: VARCHAR(500)。NULL 可能: 可
SIGNAL_TYPE = USER の場合、この列は、ユーザー定義の入力を保持します。 SIGNAL_TYPE=CMD
の場合、この値は以下のように SIGNAL_SUBTYPE 値によって変わります。
CMD + CAPSTART
Q サブスクリプションまたはパブリケーション名。
CMD + CAPSTOP
Q サブスクリプションまたはパブリケーション名。
CMD + LOADDONE
Q サブスクリプションまたはパブリケーション名。
CMD + STOP
NULL (値は不要)。CAPTUREUPTO を指定すると、コミット済みの変更内容、または指定の
タイム・スタンプより前の変更内容のキャプチャーを停止し、シャットダウンするよう Q キ
ャプチャーに対して指示することができます。また、STOPAFTER を指定すると、変更内容の
キャプチャーをただちに停止し、メッセージがすべて伝送キュー (または共有されているロー
カルの送受信キュー) から排出されると、または停止時点までに加えられたすべての変更内容
がターゲットに適用された後にシャットダウンするように Q キャプチャーに指示できます。
詳しくは、 279 ページの『指定した時点での Q キャプチャー・プログラムの停止』を参照し
てください。
CMD + IGNORETRANS
NULL (値は不要)。
CMD + QINERROR
ユーザー・アプリケーションの場合、エラー状態の送信キュー名。 Q アプライ・プログラム
の場合、エラー状態の送信キューの名前、ASN メッセージ番号、およびスペースで区切った
トークン。
CMD + REINIT_SUB
Q サブスクリプションまたはパブリケーション名。
CMD + ADDCOL
セミコロンで区切った、Q サブスクリプションまたはパブリッシュ名と、追加しているソース
表の列の名前。‘subname;column_name;before_column_name;target_column_name' のフォーマッ
トを使用します。以下の例に従ってください。
ソース表の列を Q サブスクリプションとターゲット表に追加する
QSUB1;COL10
列とその列の変更前イメージを追加する (CCD ターゲット表に対して)
QSUB1;COL10;XCOL10
列を、変更前イメージなしで、異なるターゲット列名を使用して追加する
QSUB1;COL10;;TRGCOL10 (2 つのセミコロン (;;) 使用して、変更前イメージ列を省
略していることを示します。)
CMD + STARTQ
キュー名または ALL。
CMD + STOPQ
キュー名または ALL。

SIGNAL_INPUT_IN
(続き)

CMD + START_SCHEMASUB
スキーマ・レベル・サブスクリプション名。
CMD + STOP_SCHEMASUB
スキーマ・レベル・サブスクリプション名。
CMD + REINIT_SCHEMASUB
スキーマ・レベル・サブスクリプション名。
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表 74. IBMQREP_SIGNAL 表の列 (続き)
列名

説明

SIGNAL_STATE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
シグナルの状況を示すフラグ。
P (デフォルト)
シグナルは保留中。キャプチャー・プログラムはまだシグナルを受け取っていません。
R

Q キャプチャー・プログラムはシグナルを受け取った。

C

Q キャプチャー・プログラムはシグナルの処理を完了した。

F

シグナルは失敗した。例えば、Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプションまた
はパブリケーションに障害があるため、CAPSTART を実行できません。

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 可

SIGNAL_LSN

SIGNAL 表に挿入するログ・レコードのログ・シーケンス番号。

IBMQREP_SRC_COLS 表
IBMQREP_SRC_COLS 表では、キャプチャーされた変更をソース表で列にリストし
ます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: SUBNAME、SRC_COLNAME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 75 では、IBMQREP_SRC_COLS 表の列の要旨を示します。
表 75. IBMQREP_SRC_COLS 表の列
列名

説明

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 不可
このソース表の Q サブスクリプションまたは、パブリケーションの名前。

SRC_COLNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
キャプチャーされる変更を示すソース表の列の名前。
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表 75. IBMQREP_SRC_COLS 表の列 (続き)
列名

説明

IS_KEY

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
列がレプリケーションまたはパブリッシングに使用されるキーの一部であるかど
うかを示すフラグ。ソースで固有な列セットはすべて使用できます。
0 (デフォルト)
この列は、ユニーク・キーの一部ではありません。トランザクション・
メッセージでの配列は、ソース表での配列と同一です。
n

この列は、ユニーク・キーの一部です。複数列のキーの場合、トランザ
クション・メッセージでの列の配列は、ユーザーの指定した数 n に基づ
いてエンコードされます。

ソース表からの列のうち少なくとも 1 つには、IBMQREP_SRC_COLS 表で 0 よ
りも大きい値がなければならず、そうでない場合、Q サブスクリプションまたは
パブリケーションが無効になります。
制約事項: ラージ・オブジェクト (LOB) 列および LONG 列は、レプリケーショ
ンまたはパブリッシング・キーでは使用できません。
COL_OPTIONS_FLAG

データ・タイプ: CHAR(10)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
先頭文字は、列の変更前イメージ値がパブリッシュ済みと複製済みのいずれであ
るかを指定します。先頭文字は、以下の値を取ることができます。
N

この列には変更前イメージ値は送信されません。

D

削除操作の場合に変更前イメージ値が送信されます。

U

更新操作の場合に変更前イメージ値が送信されます。

Y

削除および更新の両方の操作で変更前イメージ値が送信されます。

デフォルト: NNNNNNNNNN

IBMQREP_SRCH_COND 表
IBMQREP_SRCH_COND は、Q キャプチャー・プログラムが使用する内部表で、Q
サブスクリプションまたは、パブリケーションの検索条件を評価します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 76 では、IBMQREP_SRCH_COND 表の列の要旨を示します。
表 76. IBMQREP_SRCH_COND 表の列
列名

説明

ASNQREQD

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可
この列にはデータが含まれません。
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IBMQREP_SUBS 表
IBMQREP_SUBS 表には、Q サブスクリプションまたはパブリケーションについて
の情報が入っており、これは、サブスクリプションまたはパブリケーションのタイ
プ、検索条件、データ送信オプション、ロード・オプション、およびサブスクリプ
ションまたはパブリケーションの状態などが含まれます。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: SUBNAME
非ユニーク索引: SUB_ID
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 77 では、IBMQREP_SUBS 表の列の要旨を示します。
表 77. IBMQREP_SUBS 表の列
列名

説明

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(132)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションまたはパブリケーション名。 Q キャプチャー・プログラ
ムの各インスタンスごとに、Q サブスクリプションまたはパブリケーション名は
すべて固有でなければなりません。

SOURCE_OWNER

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションまたはパブリケーションのソース表があるスキーマ名
または高位修飾子。

SOURCE_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)、DB2 for z/OS バージョン 7 およびバージョ
ン 8 互換モードの場合 VARCHAR(18)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションまたはパブリケーションのソース表名。

TARGET_SERVER

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムが実行しており、ターゲットを定義しているデータベー
スまたはサブシステムの名前。 z/OS の場合は、ロケーション名となります。

TARGET_ALIAS

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能: 可
TARGET_SERVER 列で命名された Q アプライ・サーバーに対応する DB2 デー
タベース別名。

TARGET_OWNER

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションのターゲット表またはストアード・プロシージャーのスキ
ーマ名または高位修飾子。

TARGET_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションのターゲット表の名前。
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表 77. IBMQREP_SUBS 表の列 (続き)
列名

説明

TARGET_TYPE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
レプリケーション・ターゲットのタイプを示すフラグ。

APPLY_SCHEMA

1

ユーザー表

2

整合変更データ (CCD) 表

3

将来の利用のために予約済み。

4

将来の利用のために予約済み。

5

ストアード・プロシージャー

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
この Q サブスクリプションにトランザクションを適用している Q アプライ・プ
ログラムのスキーマ。

SENDQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムがこの Q サブスクリプションまたはパブリケーシ
ョンのトランザクション・データの送信に使用する WebSphere MQ キューの名
前。それぞれのソース表に対して 1 つの送信キューがペアに割り当てられます。

SEARCH_CONDITION

データ・タイプ: VARCHAR(2048)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションまたはパブリケーションで行をフィルタリングするために
使用する検索条件。これは、直前にコロンを 1 つ付加したソース列名を持つ、注
釈付きの select WHERE 文節でなければなりません。

SUB_ID

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
Q キャプチャー・プログラムが生成する整数で、 Q アプライ・プログラムへの
subscription schema メッセージ内で Q サブスクリプションを固有に識別するた
めに使用します。

SUBTYPE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q サブスクリプションが関わっているレプリケーションのタイプ、またはこれが
パブリケーションであるかどうかを示すフラグ。
Q サブスクリプションが関わっているレプリケーションのタイプを示すフラグ。
U (デフォルト)
単一方向レプリケーション。これはパブリケーションに使用する値で
す。
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B

双方向レプリケーション。

P

ピアツーピア・レプリケーション。
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表 77. IBMQREP_SUBS 表の列 (続き)
列名

説明

ALL_CHANGED_ROWS

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
以下は、Q サブスクリプションの一部である列のいずれにも変更がなかった場合
でも、ソース表の行に変更があったときに Q キャプチャー・プログラムがメッセ
ージを送信するかどうかを示すフラグ。
N (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムは、Q サブスクリプションの一部である列
が変更された場合にのみ、メッセージを送信します。
Y

BEFORE_VALUES

Q サブスクリプションの一部である列のいずれにも変更がなかった場合
でも、ソース表の行に変更があると、Q キャプチャー・プログラムはそ
の行からその列を送信します。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この列は、バージョン 9 フィックスパック 1 では推奨されません。

CHANGED_COLS_ONLY

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
列に変更があった場合にのみ、Q キャプチャー・プログラムが Q サブスクリプ
ションまたはパブリケーションの一部である列をパブリッシュするかどうかを示
すフラグ。このフィールドは更新操作にのみ適用されます。
Y (デフォルト)
Q キャプチャー・プログラムが更新済み行を送信すると、Q サブスクリ
プションまたはパブリケーションの一部である変更された列のみを送信
します。
N

HAS_LOADPHASE

列が変更された場合はいつでも、Q キャプチャー・プログラムは Q サ
ブスクリプションまたはパブリケーションの一部である行にあるすべて
の列を送信します。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
以下は Q サブスクリプションまたはパブリケーションのターゲット表がソースか
らデータをロードするかどうかを示すフラグ。
N (デフォルト)
ターゲットはロードされません。
I

自動ロード。 Q アプライ・プログラムは、異なる幾つかのユーティリテ
ィーのいずれかを呼び出します。どれを呼び出すかは、
IBMQREP_TARGETS 表で指定されている LOAD_TYPE、および Q ア
プライ・サーバーと Q キャプチャー・サーバーのプラットフォームによ
って異なります。

E

手動ロード。Q アプライ・プログラム以外のアプリケーションがターゲ
ット表をロードします。この場合、ユーザーまたはレプリケーション・
センターが LOADDONE シグナルを Q キャプチャー・サーバーで
IBMQREP_SIGNAL 表に挿入するか、load done (ロード完了) メッセー
ジの受信後に、Q キャプチャー・プログラムがこのシグナルを挿入しま
す。
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表 77. IBMQREP_SUBS 表の列 (続き)
列名

説明

STATE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
現在の Q サブスクリプションまたはパブリケーションの状態を示す Q キャプチ
ャー・プログラムが挿入するフラグ。初期状態は新規であり、STATE_INFO フィ
ールドを最初に ASN7024I (新規の Q サブスクリプションまたはパブリケーショ
ン) に設定します。
N (デフォルト)
Q サブスクリプションまたはパブリケーションは新規です。 Q キャプ
チャー・プログラムは、プログラムの開始時または再初期化時に自動的
にこの Q サブスクリプションまたはパブリケーションをアクティブにし
ます。

STATE_TIME

I

Q サブスクリプションまたはパブリケーションは非アクティブです。 Q
キャプチャー・プログラムがログで CAPSTOP シグナルを検出したか、
あるいはエラーが発生し、Q サブスクリプションまたはパブリケーショ
ンが非アクティブになりました。 Q キャプチャー・プログラムは、この
Q サブスクリプションまたはパブリケーションのメッセージ送信は停止
しましたが、それ以外は続行しました。

L

Q サブスクリプションがロード中です。 Q キャプチャー・プログラム
は、CAPSTART シグナルを処理し、Q アプライ・プログラムまたは、
ユーザー・アプリケーションにサブスクリプション・スキーマ・メッセ
ージを送信しました。Q キャプチャー・プログラムは、すべての列の変
更前の値が含まれるトランザクション・メッセージを送信し、
LOADDONE シグナルを待機しています。

A

Q サブスクリプションまたはパブリケーションはアクティブです。ロー
ド段階がある場合は、Q キャプチャー・プログラムは、LOADDONE シ
グナルを処理し、 Q アプライ・プログラムまたはユーザー・アプリケー
ションにロード完了受信メッセージを送信しました。 Q キャプチャー・
プログラムは、Q サブスクリプションまたはパブリケーションに定義し
たオプションに基づいてデータ・メッセージを送信しています。

T

Q キャプチャー・プログラムが、このピアツーピア Q サブスクリプシ
ョンのログで CAPSTART シグナルを読み取り、Q サブスクリプション
がピアツーピア・グループ内で初期化されることを示す内部状態。

G

このピアツーピア Q サブスクリプション内のログで Q キャプチャー・
プログラムが CAPSTOP シグナルを読み取り、この Q サブスクリプシ
ョンがピアツーピア・グループ内で非アクティブになることを示す内部
状態。

U

この Q サブスクリプションが、Q キャプチャー・プログラムによって
作成され、アクティブ化されるのを待機していることを示す内部状態。

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q サブスクリプションまたはパブリケーションの状態の最終変更タイム・スタン
プ。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ

STATE_INFO

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションの状態を示す ASN メッセージの番号。詳細については、
IBMQREP_CAPTRACE 表または、Q キャプチャー診断ログを参照。
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表 77. IBMQREP_SUBS 表の列 (続き)
列名

説明

STATE_TRANSITION

データ・タイプ: VARCHAR(256) FOR BIT DATA。NULL 可能: 可
部分的な状態および関連情報の保存に使用する内部値。

SUBGROUP

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 可
この Q サブスクリプションに含まれるピアツーピア・レプリケーション・グルー
プの名前。この列はパブリケーションには適用されません。

SOURCE_NODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ピアツーピア Q サブスクリプションでのソース・サーバーの識別番号。この列は
パブリケーションには適用されません。デフォルト: 0

TARGET_NODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ピアツーピア Q サブスクリプションでのターゲット・サーバーの識別番号。この
列はパブリケーションには適用されません。デフォルト: 0

GROUP_MEMBERS

データ・タイプ: CHAR(254) FOR BIT DATA。NULL 可能: 可
メンバーがピアツーピア・グループに参加または離脱した場合、この列は Q キャ
プチャー・プログラムによって更新されます。

OPTIONS_FLAG

データ・タイプ: CHAR(4) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可、デフォルト値あ
り
将来用に予約済み。

SUPPRESS_DELETES

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ソース表から削除された行を送信するかどうか Q キャプチャー・プログラムに通
知するフラグ。
N (デフォルト)
削除行を送信します。
Y

DESCRIPTION

削除行を送信しません。

データ・タイプ: VARCHAR(200)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションまたはパブリケーションのユーザー提供の説明。

TOPIC

データ・タイプ: VARCHAR(256)。NULL 可能: 可
パブリケーションに送信される各 XML メッセージごとの JMS に準拠した
(MQRFH2) メッセージ・ヘッダーに組み込まれるユーザー提供のトピック。

CAPTURE_LOAD

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
リカバリー・ログが、DB2 LOAD ユーティリティーを使用したロード操作がソー
ス表で生じたことを示す場合に、Q キャプチャー・プログラムが実行するアクシ
ョン。
W (デフォルト)
Q キャプチャーは、ロード完了後に警告メッセージを発行します。
R

Q キャプチャーは警告メッセージを発行してから、ソース表に対する Q
サブスクリプションを停止して開始します。その際、ターゲット表への
ロードが Q サブスクリプションに指定されていれば、それを指示しま
す。
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表 77. IBMQREP_SUBS 表の列 (続き)
列名

説明

CHANGE_CONDITION

データ・タイプ: VARCHAR(2048)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
複製またはパブリッシュする行をフィルター操作するためにログ・レコード変数
を使用する SQL 述部。この述部には、SEARCH_CONDITION 列で使用するよう
な WHERE 節は必要ありませんが、以下のログ・レコード変数を含めることがで
きます。
$OPERATION
DML 操作。有効な値は、I (挿入)、U (更新)、および D (削除) です。
$AUTHID
トランザクションの許可 ID。
$AUTHTOKEN
コミットされたトランザクションの許可トークン (ジョブ名)。
$PLANNAME
コミットされたトランザクションのプラン名。
例えば、次の述部では、影響を受ける Q サブスクリプションに対してユーザー
HR がコミットした挿入操作のログ・レコードだけを複製またはパブリッシュす
るよう、Q キャプチャーに命じます。
$OPERATION = ’I’ AND $AUTHID = ’HR’
SEARCH_CONDITION 列に WHERE 節が指定されている場合、
CHANGE_CONDITION と SEARCH_CONDITION の値が AND 演算子を使って
1 つの述部に結合されます。しかし、SEARCH_CONDITION 列は空のままにし、
こちらの列に WHERE 節を含む完全な述部を指定することができます。 Q アプ
ライ・プログラムがターゲット表をロードするときに、この列の値は使用されま
せん。
ログ・レコードを使用するフィルターの指定について詳しくは、 81 ページの『行
のフィルタリングのためのログ・レコード変数 (単一方向レプリケーション)』を
参照してください。

REPL_ADDCOL

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
ソース表の新しい列をその表の Q サブスクリプションに自動的に追加するかどう
かを Q キャプチャー・プログラムに通知するフラグ。ターゲット表においても、
それらの列が存在しない場合は追加されます。
N (デフォルト)
新しい列を Q サブスクリプションに自動的に追加しません。
Y
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ALTER TABLE ADD COLUMN ステートメントが検出されると、新し
い列がソース表の Q サブスクリプションに自動的に追加され、それらの
列がターゲット表に存在しない場合にはターゲット表にも追加されま
す。
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表 77. IBMQREP_SUBS 表の列 (続き)
列名

説明

IGNSETNULL

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
参照整合性の関係により、表にある親行を削除した結果と
して生じる UPDATE 操作 (ON DELETE SET NULL 規則) を、複製するかどう
かを、Q キャプチャー・プログラムに指示するフラグ。 Linux、UNIX、および
Windows 上のバージョン 10.1 以降の場合のみ。
N (デフォルト)
ソースで親行が削除された場合、Q キャプチャーは、1 つ以上の列値を
NULL に設定した UPDATE 操作を、子行から複製します。
Y

SCHEMA_SUBNAME

Q キャプチャーは、ON DELETE SET NULL 規則の結果として生じる
子表から UPDATE 操作を複製することはありません。親行の削除のみ
が複製されます。このオプションは、ターゲット・データベース上で
ON DELETE SET NULL 規則が効力を持ち、これらの更新を複製する必
要がない場合に、有用です。

データ・タイプ: VARCHAR(64)。NULL 可能: 可
この表レベル Q サブスクリプションの所属先であるスキーマ・レベル・サブスク
リプションの名前。この列は、ASNCLP コマンド行プログラムによってスキー
マ・レベル・サブスクリプションが作成された時点で、および、Q キャプチャ
ー・プログラムによってスキーマ内で CREATE TABLE 操作を検出した時点で、
データを設定されます。

SUB_CREATOR

データ・タイプ: VARCHAR(12)。NULL 可能: 可
この Q サブスクリプションが作成された方法を識別します。値は
「replcenter」(レプリケーション・センター) および「asnqcap」(Q キャプチャ
ー・プログラム) です。Q キャプチャー・コントロール表が Linux、UNIX、およ
び Windows 上のバージョン 10 以前のリリースからマイグレーションされてい
る場合は、この列の値は NULL です。

CAPTURE_TRUNCATE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
将来の利用のために予約済み。

IBMQREP_SUBS_PROF 表
IBMQREP_SUBS_PROF 表は、スキーマ・レベル Q サブスクリプションを持つデー
タベースに表が追加された時に自動的に表レベル Q サブスクリプションを作成する
ための、デフォルト値を格納します。スキーマ・レベル Q サブスクリプションを作
成する時、レプリケーション管理ツールは、単一方向構成、双方向構成、またはピ
アツーピア構成に応じたデフォルト・オプションを使用して、この表にデータを設
定します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: SUBPROFNAME
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重要: プロファイルがこの表に挿入された後は、新しく作成される表レベル Q サブ
スクリプションのデフォルト値が既存の Q サブスクリプションと整合しなければな
らないため、プロファイルを変更することはできません。スキーマ・レベル Q サブ
スクリプションのプロファイルを変更したい場合は、ASNCLP コマンド行プログラ
ムを使用して異なる名前の新規プロファイルを作成してから、このスキーマ・レベ
ル Q サブスクリプションと関連付けてください。
表 78 では、IBMQREP_SUBS_PROF 表の列の要旨を示します。
表 78. IBMQREP_SUBS_PROF 表の列
列名

説明

SUBPROFNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
表レベル Q サブスクリプション・プロファイルの固有 ID。接頭部「ASN」を持
つ名前は予約済みです。単一方向または双方向レプリケーションに対して、
ASNUNI および ASNBIDI というプロファイルが自動的に使用されるためです。

SUBNAME_PREFIX

データ・タイプ: VARCHAR(4)。NULL 可能: 可
Q キャプチャーがスキーマ・レベル Q サブスクリプションに基づいて自動的に
Q サブスクリプションを作成する時に、表レベル Q サブスクリプション名の接
頭部になる ID。例えば、ソース表名が T3 で SUBNAME_PREFIX の値が PROD
の場合、Q キャプチャー・プログラムによって生成される Q サブスクリプショ
ン名は、PRODT30001 になります。 (この列が NULL の場合、Q キャプチャー
は、ソース表名に 000n を加えて構成される Q サブスクリプション名を生成しま
す。ここで、n >=1 です。)

SUBTYPE
CHANGED_COLS_ONLY
HAS_LOADPHASE

これらの列について詳しくは、 549 ページの『IBMQREP_SUBS 表』を参照して
ください。

SUPPRESS_DELETES
CAPTURE_LOAD
CONFLICT_RULE
CONFLICT_ACTION
ERROR_ACTION
OKSQLSTATES

これらの列について詳しくは、 582 ページの『IBMQREP_TARGETS 表』を参照
してください。

LOAD_TYPE
MODELQ

IBMQREP_TABVERSION 表
IBMQREP_TABVERSION 表は、さまざまなバージョンのソース表の追跡記録を可能
にするために、Q キャプチャー・プログラムおよびキャプチャー・プログラムによ
って使用されます。Q キャプチャーまたはキャプチャー・プログラムは、Q サブス
クリプションまたはソース表の登録がまず活動化された後、ソース表が変更される
たびにこの表に行を挿入します。
サーバー: Q キャプチャー・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
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索引: LSN、TABLEID1、TABLEID2、VERSION
索引: SOURCE_OWNER ASC、SOURCE_NAME ASC
索引: TABLEID1 ASC、TABLEID2 ASC
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 79 では、 IBMQREP_TABVERSION 表の列の要旨を示します。
表 79. IBMQREP_TABVERSION 表の列
列名

説明

LSN

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムまたはキャプチャー・プログラムがソース表の新規
バージョンを検出した DB2 リカバリー・ログのポイント。
データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可

TABLEID1

SYSIBM.SYSTABLES のデータベース ID (DBID)。
データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可

TABLEID2

SYSIBM.SYSTABLES のオブジェクト ID (OBID)。
データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可

VERSION

Q キャプチャーまたはキャプチャー・プログラムがさまざまなバージョンのソー
ス表を追跡記録するために生成する数値。
データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可

SOURCE_OWNER

ソース表のスキーマまたは高位修飾子。
データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可

SOURCE_NAME

ソース表の名前。

Q アプライ・サーバーのコントロール表
Q アプライ・サーバーのコントロール表サブスクリプションには、Q アプライの操
作パラメーター、Q サブスクリプション定義、パフォーマンス統計、および他のメ
タデータが含まれています。この表は、レプリケーション管理ツールで指定したオ
プションに基づいて作成されます。
表 80 では、Q アプライ・サーバーのコントロール表を説明しています。
表 80. Q アプライ・サーバーのコントロール表
表名

説明

558 ページの
『IBMQREP_APPLYENQ 表』

1 つの Q アプライ・サーバーに対して特定のスキー
マを持つ唯一の Q アプライ・プログラムのみが実行
されることを確認。

559 ページの
『IBMQREP_APPENVINFO 表』

環境変数、およびレプリケーション・ツールがリモー
ト・プログラムにアクセスするために使用する他の情
報を保管します。
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表 80. Q アプライ・サーバーのコントロール表 (続き)
表名

説明

560 ページの
『IBMQREP_APPLYMON 表』

Q アプライ・プログラムの受信キューごとのパフォー
マンスに関する統計があります。

565 ページの
『IBMQREP_APPLYPARMS 表』

Q アプライ・プログラムの操作をコントロールするた
めにユーザーが指定できるパラメーターがあります。

572 ページの
『IBMQREP_APPLYTRACE 表』

Q アプライ・プログラムからの通知、警告、およびエ
ラー・メッセージがあります。

573 ページの『IBMQREP_DELTOMB ピアツーピア・レプリケーションで競合削除を記録す
表』
る Q アプライ・プログラムが使用する内部表。
574 ページの
『IBMQREP_DONEMSG 表』

どのメッセージが処理されたかを記録する Q アプラ
イ・プログラムが使用する内部表。

575 ページの
『IBMQREP_EXCEPTIONS 表』

競合、エラー、またはロールバックのため、適用でき
ない行の変更があります。

577 ページの
『IBMQREP_RECVQUEUES 表』

トランザクション・メッセージを受信し、制御メッセ
ージを送信するため、Q アプライ・プログラムが使用
し、Q アプライ・プログラムの稼働パラメーターがあ
るキューを識別します。

579 ページの『IBMQREP_SAVERI
表』

ターゲットのロード中に、ドロップされる参照整合性
制約を保管するため、Q アプライ・プログラムが使用
する内部表。

581 ページの
『IBMQREP_SPILLEDROW 表』

一時予備キューに送信される行を追跡するため、Q ア
プライ・プログラムが使用する内部表。

581 ページの『IBMQREP_SPILLQS
表』

ターゲットへのアプライ前に、ソース表への変更を保
持する一時予備キューを識別します。

590 ページの
『IBMQREP_TRG_COLS 表』

ソース列とターゲット列との間のマッピングについて
の情報があります。

582 ページの『IBMQREP_TARGETS
表』

ターゲット表またはストアード・プロシージャーの情
報、および Q サブスクリプションのオプションがあ
ります。

IBMQREP_APPLYENQ 表
IBMQREP_APPLYENQ 表は、Q アプライ・プログラムとそのコントロール表の識
別に使用するスキーマの固有性を確保するために使用されます。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
IBMQREP_APPLYENQ 表を使用して、以下のことを確認します。
v
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DB2 for Linux, UNIX, and Windows の場合は、1 つのデー
タベースに対して既知のスキーマを持つ 1 つの Q アプライ・プログラムのみが
実行されます。
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v

非データ共有 DB2 for z/OS の場合は、1 つのサブシステム
に対して既知のスキーマを持つ 1 つの Q アプライ・プログラムのみが実行され
ます。

v

データ共有 DB2 for z/OS の場合は、1 つのデータ共有グル
ープに対して既知のスキーマを持つ 1 つの Q アプライ・プログラムのみが実行
されます。

Q アプライ・プログラムは実行中、この表を排他的にロックします。 Q アプラ
イ・プログラムを 2 回開始すると、2 番目のインスタンスはこの表をロック待機し
ている状態になります。その表は、空として作成されます。
表 81 では、IBMQREP_APPLYENQ 表の列の要旨を示します。
表 81. IBMQREP_APPLYENQ 表の列
列名

説明

LOCKNAME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
この列にはデータが含まれません。

IBMQREP_APPENVINFO 表
IBMQREP_APPENVINFO 表には、8 つの行が含まれます。これらの行は、ランタイ
ム環境変数の値、およびレプリケーション管理ツールがリモート・プログラムにア
クセスするために使用する他の情報を保管するために使用されます。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
560 ページの表 82 では、IBMQREP_APPENVINFO 表の列の要旨を示します。
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表 82. IBMQREP_APPENVINFO 表の列
列名

説明

NAME

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 不可
STARTTIME
Q アプライ・プログラムが開始したときのタイム・スタンプ。
HOSTNAME
Q アプライ・プログラムが実行しているサーバーの TCP/IP ホスト名。
LOGFILE
Q アプライ診断ログ・ファイルのパスおよびファイル名。
TMPDIR
Q アプライ・プログラムのプロセス間通信 (IPC) キーがあるディレクト
リーのパス。
ASNUSEMQCLIENT
Q レプリケーション ASNUSEMQCLIENT 環境変数の値。
MQSERVER
WebSphere MQ MQSERVER 環境変数の値。
MQCHLLIB
WebSphere MQ MQCHLLIB 環境変数の値。
MQCHLTAB
WebSphere MQ MQCHLTAB 環境変数の値。

VALUE

データ・タイプ: VARCHAR(3800)。NULL 可能: 可
IBMQREP_APPENVINFO 表の各行について、VALUE 列には、対応する NAME
列と関連付けられた値が含まれます。

IBMQREP_APPLYMON 表
Q アプライ・プログラムは周期的に IBMQREP_APPLYMON 表に受信キューごとに
1 行を挿入して、パフォーマンス統計を記録します。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: MONITOR_TIME DESC
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
IBMQREP_APPLYPARMS 表の MONITOR_INTERVAL に指定する値は、Q アプラ
イ・プログラムがこのコントロール表に行を挿入する頻度を決定します。
MONITOR_LIMIT 値は、整理の対象となるまでに、表内に残っている行の数を決定
します。
561 ページの表 83 では、IBMQREP_APPLYMON 表の列の要旨を示します。
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表 83. IBMQREP_APPLYMON 表の列
列名

説明

MONITOR_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
IBMQREP_APPLYMON 表に行が挿入されたときの Q アプライ・サーバーのタイ
ム・スタンプ。

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q アプライ・パフォーマンス統計のこの行に関する受信キューの名前。

QSTART_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
受信キューが開始されたときの Q アプライ・サーバーのタイム・スタンプ。

CURRENT_MEMORY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
このキューからトランザクションを読み取るために Q アプライ・ブラウザー・ス
レッドで使用されたメモリーの量 (バイト数)。

QDEPTH

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
キュー項目数 (キューのメッセージ数)。Q_PERCENT_FULL 列は、キューがどれ
ほど満杯かをパーセンテージで示します。

END2END_LATENCY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
トランザクションがソース表にコミットされてから、ターゲットにコミットされ
るまでの平均経過時間 (ミリ秒)。

QLATENCY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q キャプチャー・プログラムが、メッセージを送信キューに書き込んでから、 Q
アプライ・プログラムが受信キューからメッセージを受け取るまでの平均経過時
間 (ミリ秒)。

APPLY_LATENCY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q アプライ・プログラムが受信キューからトランザクションを読み取ってから、
そのトランザクションがターゲットにコミットされるまでの平均経過時間 (ミリ
秒)。

TRANS_APPLIED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q アプライをターゲットにコミットした受信キューからのトランザクションの合
計数。

ROWS_APPLIED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
Q アプライ・プログラムをターゲットに適用した受信キューからの挿入操作、更
新操作、および削除操作の合計数。

TRANS_SERIALIZED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
他のトランザクションとの競合があった (行の競合または参照整合性競合のいずれ
かが理由) トランザクションの合計数。この場合、Q アプライ・プログラムは、
並列処理を延期し、ソースでコミットされた順番でトランザクション内の行の変
更を適用します。

RI_DEPENDENCIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
検出された、トランザクションを直列化させる参照整合性競合の合計数。
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表 83. IBMQREP_APPLYMON 表の列 (続き)
列名

説明

RI_RETRIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
必要なトランザクションが並列で実行された際に、参照整合性の競合によって、
Q アプライ・プログラムが行の変更を再適用しなければならなかった回数。

DEADLOCK_RETRIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
ロック・タイムアウトとデッドロックのために Q アプライ・プログラムが行の変
更を再適用した回数。

ROWS_NOT_APPLIED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
適用することができず、IBMQREP_EXCEPTIONS 表に入れられた行の数。

MONSTER_TRANS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
IBMQREP_RECVQUEUES 表にある受信キュー・セットの MEMORY_LIMIT を超
過したトランザクションの数。

MEM_FULL_TIME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
エージェントが使用可能メモリーをすべてトランザクションのアプライに使用し
ていることが原因となって、 Q アプライ・プログラムがこの受信キューからトラ
ンザクションをビルドできないときにかかった秒数。

APPLY_SLEEP_TIME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
処理を待機する間、その受信キューに対する Q アプライ・プログラムのエージェ
ントがアイドル状態になっていたミリ秒。

SPILLED_ROWS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
ターゲットがロードされていた間、または MODIFY または asnqacmd コマンドの
spillsub パラメーターによって Q サブスクリプションが予備状態にされていた
間に、Q アプライ・プログラムから一時予備キューに送信された行の数。

SPILLEDROWSAPPLIED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
ターゲットに適用された予備の行の数。

OLDEST_TRANS

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
Q アプライ・サーバーの地方時に基づくタイム・スタンプ。これは、Q アプライ
がどこまでソースに対応しているかを判断するのに役立ちます。
OLDEST_TRANS は、モニター間隔ごとに以下を示す。
v Q アプライ・プログラムがトランザクションを処理中の場合は、その時点まで
のすべてのトランザクションがターゲットに適用済みになったソース・コミッ
ト時刻。 (これより新しい他のトランザクションも適用済みになっていること
があります。 Q アプライ・プログラムはトランザクションを並列処理するた
め、新しいトランザクションのコミット時刻が、それ以前のすべてのトランザ
クションが適用済みとなった時点を示すわけではありません。)
v 処理中のトランザクションがなく、一番古い適用済みのトランザクションの後
にハートビート・メッセージを受け取っている場合は、最新のハートビート時
間。
v Q アプライ・プログラムがメッセージ (トランザクションまたはハートビート)
を何も検出していない場合は、値 1900-01-01-00.00.00.000000。
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表 83. IBMQREP_APPLYMON 表の列 (続き)
列名

説明

OLDEST_INFLT_TRANS

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
OLDEST_INFLT_TRANS は、モニター間隔ごとに以下を示す。
v Q アプライ・プログラムがトランザクションを処理している場合は、現行で日
付の最も古い未完了トランザクションのソース・コミット時刻。未完了トラン
ザクションがターゲットで完全にアプライおよびコミットされていません。
v Q アプライがトランザクションを処理していない場合は、値 NULL。
v Q アプライが今のところトランザクション・メッセージを確認していない場合
は、値 NULL。
OLDEST_INFLT_TRANS はハートビート・メッセージを考慮しません。これはト
ランザクション・メッセージのみを考慮します。ソース・コミット時刻はまだ完
全に処理またはコミットされていないトランザクションに属しているため、この
値は、Q アプライ・プログラムがどこまでソースに対応しているか、という点も
反映しません。

OKSQLSTATE_ERRORS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
IBMQREP_TARGETS 表の OKSQLSTATES フィールドで許容可能として定義さ
れている SQL エラーの原因となった行の変更の数。 Q アプライ・プログラムは
このエラーを無視します。

HEARTBEAT_LATENCY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
ハートビート・メッセージを Q キャプチャー・プログラムが送信してから、 Q
アプライ・プログラムが受信するまでの平均経過時間 (ミリ秒)。

KEY_DEPENDENCIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
検出された、トランザクションを直列化させるレプリケーション・キー制約の合
計数。

UNIQ_DEPENDENCIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
検出された、トランザクションを直列化させるユニーク索引制約の合計数。

UNIQ_RETRIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
ユニーク索引制約のために並列に適用されない行に Q アプライ・プログラムが再
アプライを試行した回数。

JOB_DEPENDENCIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
相関 ID の従属関係のために遅延したトランザクションの数。

CAPTURE_LATENCY

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可
トランザクションがソース表にコミットされてから、Q キャプチャーがトランザ
クションの最後のメッセージを送信キューに置くまでの平均経過時間 (ミリ秒)。
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表 83. IBMQREP_APPLYMON 表の列 (続き)
列名

説明

OLDEST_COMMIT_LSN

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL 可能: 可
適用済みの最も古いトランザクションに対応する、ソース・リカバリー・ログの
コミット・ログ・シーケンス番号 (LSN)。これより小さい LSN のトランザクシ
ョンすべては適用済みです。これより新しいトランザクションの中にも適用済み
のものがあることがあります。まだソース・トランザクションが全くコミットさ
れていない場合、例えば x'00000000000000000000' のようにこの列の値はすべてゼ
ロになります。
OLDEST_COMMIT_LSN 値は、リカバリー・ログ内の既知
の時点から Q キャプチャー・プログラムを再始動する必要がある場合に、z/OS
上で maxcmtseq パラメーターの値として使用できます。

ROWS_PROCESSED

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
受信キューから読み取られて適用されたものの、ターゲットにまだコミットされ
ていない行数。

Q_PERCENT_FULL

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
受信キューがどれくらい満杯かをパーセンテージで示します。キューの
MAXDEPTH 属性は 100 パーセントです。QUEUE_DEPTH 列は、満杯度をメッ
セージ数として示します。

OLDEST_COMMIT_SEQ

データ・タイプ: VARCHAR(16) FOR BIT DATA。NULL
可能: 可
以前のすべてのトランザクションの適用が完了してから、Q アプライ・プログラ
ムによって適用された最新のトランザクションを示す内部ログ・マーカー。この
値はナノ秒精度にフォーマット設定されたタイム・スタンプで、2 つの整数 (秒お
よびナノ秒) として 10 バイト・シーケンスにエンコードされます。
OLDEST_COMMIT_SEQ 値は、リカバリー・ログの既知の時点から Q キャプチ
ャー・プログラムを再始動する必要がある場合に、Linux、UNIX、および
Windows 上で maxcmtseq パラメーターの値として使用できます。

MQ_BYTES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
モニター間隔中にすべての受信キューから読み取られるデータのバイト数。メッ
セージ・データおよびメッセージ・ヘッダーも含まれます。

MQGET_TIME

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムが、すべての受信キューからメッセージを入手するた
め、WebSphere MQ API との対話で費やされるモニター間隔中のミリ秒数。この
値には、失敗した MQGET 呼び出しも含まれます。

NUM_MQGETS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムが、モニター間隔中にすべての受信キューからメッセー
ジを取り出すために正常に使用した MQGET 呼び出しの回数。受信キューからメ
ッセージを取り出すことに失敗した MQGET 呼び出しは、カウントされません。
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IBMQREP_APPLYPARMS 表
IBMQREP_APPLYPARMS 表は、Q アプライ・プログラムの操作をコントロールす
るためにユーザーが変更できるパラメーターを保持します。例えば、Q アプライ・
プログラムと連動するキュー・マネージャーの名前を指定することや、
IBMQREP_APPLYMON 表に保存したデータが整理対象となるまでの期間を指定す
ることができます。 Q アプライ・プログラムは開始時のみ、この表に加えられた変
更を読み取ります。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
ユニーク索引: QMGR
この表の情報は、SQL を使って更新できます。
IBMQREP_APPLYPARMS 表の内容は単一の行です。この表に行がない場合、また
は複数の行が入っている場合、Q アプライ・プログラムは実行しません。
表 84 では、IBMQREP_APPLYPARMS 表の列の要旨を示します。
表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列
列名

説明

QMGR

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q アプライ・プログラムが連動する WebSphere MQ キュー・マネージャーの名
前。

MONITOR_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
整理の対象となるまでに、行が IBMQREP_APPLYMON 表の中に留まる分数。整
理インターバルのたびに、IBMQREP_APPLYMON 表にある行が現行タイム・ス
タンプに基づいてこの制限より古い場合、それらの行は整理されます。デフォル
ト: 10080

TRACE_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
整理の対象となるまでに、行が IBMQREP_APPLYTRACE 表の中に留まる分数。
整理インターバルのたびに、IBMQREP_APPLYTRACE 表にある行が現行タイ
ム・スタンプに基づいてこの制限より古い場合、それらの行は整理されます。デ
フォルト: 10080

MONITOR_INTERVAL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムが IBMQREP_APPLYMON 表に行を追加する頻度 (ミリ
秒単位)。デフォルト: 60000 ミリ秒 (1 分) (z/OS の場合)。30000 ミリ秒 (30 秒)
(Linux、UNIX、および Windows の場合)

PRUNE_INTERVAL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムが IBMQREP_APPLYMON 表と
IBMQREP_APPLYTRACE 表の行を自動的に整理する頻度 (秒単位)。デフォルト:
300
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表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

AUTOSTOP

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
すべての受信キューがいったん空になったとき、Q アプライ・プログラムを停止
するかどうかを通知するフラグ。
N (デフォルト)
すべての受信キューがいったん空になった後も、Q アプライ・プログラ
ムの実行は継続します。
Y

LOGREUSE

一度すべての受信キューが空になると Q アプライ・プログラムは停止し
ます。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムが Q アプライ・ログ・ファイルを再利用するか、ファ
イルに追加するかを示すフラグ。
N (デフォルト)
Q アプライ・プログラムは、再始動時に既存の Q アプライ・ログ・フ
ァイルに新規情報を追加します。
Y

LOGSTDOUT

Q アプライ・プログラムは再始動時にログ・ファイルをクリアして、そ
のブランク・ファイルに書き込むことで、そのログ・ファイルを再利用
します。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムがログ・メッセージをそのログ・ファイル以外の出力に
送信するかを示すフラグ。
N (デフォルト)
Q アプライ・プログラムは、ほとんどのログ・メッセージをログ・ファ
イルにのみ送ります。
Y

Q アプライ・プログラムはログ・メッセージをログ・ファイルとコンソ
ール (stdout) の両方に送信します。

初期化、停止、およびサブスクリプションのアクティブ化および非アクティブ化
に関するメッセージは、このパラメーターの設定に関係なく、コンソール (stdout)
とログ・ファイルの両方に送信されます。
APPLY_PATH

データ・タイプ: VARCHAR(1040)。 NULL 可能: 可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムによって作成されるファイルの保管先のパス。デフォル
トでは、これは Q アプライ・プログラムが開始されたディレクトリーです。

ARCH_LEVEL

データ・タイプ: CHAR(4)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
コントロール表のバージョン。 z/OS 上の Replication Server バージョン 10 の場
合、値は 100Z です。 Linux、UNIX、および Windows 上の Replication Server
バージョン 9.7 フィックスパック 3 の場合、それ以外の ARCH_LEVEL 値は
0802、0901、0905、0907、および 0973 です。
重要: IBMQREP_APPLYPARMS 表を更新するとき、この列の値を変更しないで
ください。
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表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

TERM

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ターゲットの DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合に Q アプラ
イ・プログラムが停止するかどうかを示すフラグ。
Y (デフォルト)
DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合、Q アプライ・プロ
グラムは停止します。
N

PWDFILE

DB2 またはキュー・マネージャーが使用不可の場合、Q アプライ・プロ
グラムは実行を続けます。DB2 またはキュー・マネージャーが使用可能
の場合、Q アプライは、中断したところからトランザクションの適用を
開始します。プログラムを再始動する必要はありません。

データ・タイプ: VARCHAR(48)、NULL 可能: 可、デフォルト値あり
Q サブスクリプションがターゲットの内部ロードを要求したとき、 Q キャプチ
ャー・プログラムに接続するために Q アプライ・プログラムが使用する暗号化さ
れたパスワード・ファイルの名前。 asnpwd コマンドは、デフォルトでは、
APPLY_PATH 列に指定されているディレクトリーにこのファイルを作成します。

DEADLOCK_RETRIES

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
SQL デッドロック後に、Q アプライ・プログラムが変更をターゲット表に再適用
する回数、またはコントロール表に挿入を行う回数。ターゲット表でデッドロッ
クが発生すると、Q アプライ・プログラムは、ここで設定する制限値に達するま
で試行を続けます。その制限値に達した後にまだデッドロックが続いている場合
は、ブラウザー・スレッドが停止します。デフォルト: 3 回。

SQL_CAP_SCHEMA

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
SQL レプリケーション・ソースとして登録されている CCD ターゲット表を管理
するために Q アプライ・プログラムが使用するキャプチャー・コントロール表の
スキーマ。この列には、Q アプライ・プログラムがデータ分散 (ファンアウト)
構成を管理するための値が含まれる必要があります。

LOADCOPY_PATH

データ・タイプ: VARCHAR(1040)。 NULL 可能: 可、デフォルト値あり
DB2 高可用性災害時リカバリー (HADR) ユーティリティーが関係する構成用
に、ロード済みデータのコピーを 1 次サーバー上に DB2 LOAD ユーティリティ
ーが作成するパスを指定します。このパラメーターを設定すると、Q アプライ
は、ターゲット表をロードする際にコピーを作成するオプションを使って LOAD
ユーティリティーを開始するよう指示されます。その後、HADR 構成の 2 次サー
バーはコピーされたデータをこのパスの中で検索します。
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表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

NICKNAME_COMMIT_CT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
ロード処理中にターゲット表を参照するニックネームに対する変更のコミットを
DB2 IMPORT ユーティリティーが開始する行数を指定します。このパラメーター
は、IMPORT ユーティリティーを使用するフェデレーテッド・ターゲットの自動
ロードにのみ適用されます。
デフォルトは nickname_commit_ct=10 です。
このパラメーターを使用すると、フェデレーテッド・ターゲットに対するコミッ
ト数を減らして、DB2 IMPORT ユーティリティーのパフォーマンスを調整できま
す。

SPILL_COMMIT_COUNT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
ロード操作中に複製されたデータを適用する Q アプライ予備エージェントが、何
行をコミット範囲にグループ化するかを指定します。デフォルトは
spill_commit_count=10 です。 COMMIT 発行前に適用される行の数を増やす
と、頻繁なコミットに関連する I/O リソースが減ってパフォーマンスが改善され
る可能性があります。このように改善する可能性がある一方で、コミットの数が
少なくなるとターゲット表および IBMQREP_SPILLEDROW コントロール表でロ
ック競合が発生する可能性があるため、バランスを取る必要があります。

LOAD_DATA_BUFF_SIZE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
DB2 LOAD ユーティリティーで使用する 4KB ページの数を指定します。これ
は、ターゲット表の初期ロード中にユーティリティー内でデータを転送するため
のバッファー・スペースとして使用されます。このパラメーターは、DB2 LOAD
ユーティリティーを使用した自動ロードにのみ適用されます。
デフォルトでは、Q アプライ・プログラムは、8 ページのバッファーを使用する
オプションを使ってユーティリティーを開始します。もっと大きいページ数を指
定すると、レプリケーション・ターゲットであるマルチディメンション・クラス
タリング (MDC) 表のロード・パフォーマンスが大きく改善する可能性がありま
す。

CLASSIC_LOAD_FILE_SIZE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
クラシック・レプリケーション・データ・ソースからター
ゲット表にロードされる、表またはビューの見積もり行数を指定します。 Q アプ
ライ・プログラムはこの見積もりを使用して、ロード・ユーティリティーの入力
として使われるデータ・セットの DASD 割り振りを計算します。デフォルトは
500,000 行です。デフォルトの割り振りが小さすぎる場合には、このパラメーター
を使用してください。
このパラメーターは、クラシック・ソースから z/OS ターゲット表への自動ロー
ドにのみ適用されます。

568

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

MAX_PARALLEL_LOADS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
1 つの受信キューに関して Q アプライによって同時に開始できるターゲット表の
自動ロード操作の最大数を指定します。デフォルトは、ターゲット・サーバーの
プラットフォームによって以下のように異なります。

z/OS でのデフォルトは一度に 1 つのロードです。これは、DB2 LOAD
ユーティリティー呼び出しのために Q アプライが使用する DSNUTILS
ストアード・プロシージャーで問題が発生する可能性があるためです。
環境によっては、max_parallel_loads=1 より大きい値を試験的に使用す
ることができます。エラーが発生する場合には、値を 1 に設定し直して
ください。

Linux、UNIX、および Windows でのデフォルトは、15 個の並列ロード
です。
COMMIT_COUNT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
コミットするまでの間に、それぞれの Q アプライ・エージェント・スレッドがタ
ーゲット表に適用するトランザクションの数を指定します。デフォルト
(commit_count=1) では、エージェント・スレッドは適用するトランザクションが
完了するごとにコミットします。 commit_count を増やして、トランザクション
をグループ化してコミットすることにより、パフォーマンスが改善される可能性
があります。
推奨: 行レベルのロッキングでのみ、commit_count に大きな値を使用してくださ
い。ロック・エスカレーションが原因でロック・タイムアウトおよびデッドロッ
ク再試行が発生する可能性があるため、エージェント・スレッドの数が多い状況
でこのパラメーターを使用する場合には注意深く調整する必要があります。

INSERT_BIDI_SIGNAL

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムが、双方向レプリ
ケーションでのトランザクションの再キャプチャーを防止するために、
P2PNORECAPTURE シグナル挿入を使用するかどうか。
Y (デフォルト)
Q アプライ・プログラムは P2PNORECAPTURE シグナルを
IBMQREP_SIGNAL 表に挿入し、同じサーバー上にある Q キャプチャ
ー・プログラムが、このサーバーで適用されるトランザクションを再キ
ャプチャーしないように指示します。
N

Q アプライ・プログラムは P2PNORECAPTURE シグナルを挿入しませ
ん。代わりに、ユーザーが、Q アプライの AUTHTKN 情報を
IBMQREP_IGNTRAN 表に挿入します。これによって、同じサーバー上
の Q キャプチャー・プログラムに、IBMQREP_SIGNAL 表への挿入以外
は、Q アプライ・プログラムによって発信されるトランザクションをキ
ャプチャーしないように指示します。
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表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

APPLY_ALIAS

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能: 可
Q アプライ・サーバーとして使用されるデータベースまたはサブシステムの別
名。これは、レプリケーション管理ツールが実行されるシステムにカタログされ
ている別名であり、Q アプライ・コントロール表を作成するためにターゲット・
データベースまたはサブシステムに接続する際に使用されます。コントロール表
が作成されるときに、レプリケーション・センターまたは ASNCLP コマンド行プ
ログラムによって、この列にデータが追加されます。

STARTALLQ

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q アプライの開始時にまだアクティブ状態になっていないすべての受信キューを
アクティブにするかどうかを、Q アプライ・プログラムに通知するフラグ。Q ア
プライの開始時に既にアクティブな受信キューは、必ず処理対象になります。
Y

Q アプライ・プログラムを開始するときに、アクティブ (A) 状態にまだ
なっていないすべての受信キューをアクティブ化します。

N

Q アプライ・プログラムを開始するときに、非アクティブ (I) 状態の受
信キューはアクティブ化しません。

この列のデフォルト値は、z/OS の場合は N で、Linux、UNIX、および Windows
の場合は、Y です。
PRUNE_BATCH_SIZE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
PRUNE_METHOD が 2 の場合に、IBMQREP_DONEMSG 表から削除される、1
コミット範囲内にある行数。デフォルトは 1000 行です。最小値は 2 行です。

PRUNE_METHOD

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムが IBMQREP_DONEMSG 表から
不要な行を削除する際に使用する方式。
1

Q アプライは受信キューからメッセージを削除し、そのメッセージのデ
ータが適用されていたかどうかを IBMQREP_DONESG 表に照会してか
ら、IBMQREP_DONEMSG の対応する行に対してそれぞれ SQL ステー
トメントを発行して整理します。

2 (デフォルト)
Q アプライは、PRUNE_BATCH_SIZE 値に基づいて複数の行からなるグ
ループを整理します。別個の整理スレッドにより、適用されたメッセー
ジが記録された後、IBMQREP_DONEMSG 表に対して範囲ベースの単一
の DELETE が発行されます。
IGNBADDATA

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
注: この列は、Q アプライ・プログラムがコード・ページ変換で International
Components for Unicode (ICU) を使用する場合 (ソース・データベースのコード・
ページと Q アプライが使用するコード・ページが異なる場合) にのみ適用されま
す。Q アプライ・プログラムがソース・データ内の正しくない文字の有無を検査
し、見つかった場合でも処理を続行するかどうかを指定します。
Y

Q アプライは、正しくない文字の有無を検査します。

N (デフォルト)
Q アプライは正しくない文字の有無を調べず、正しくない文字に関する
例外を報告しません。
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表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

RICHKLVL

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
参照整合性検査のレベルです。デフォルトでは、Q アプライ・プログラムは、従
属行を正しい順序で適用するためにトランザクション間の RI ベースの依存関係
を検査します。
0

Q アプライは RI ベースの従属関係を検査しません。

2 (デフォルト)
Q アプライは、親表のキー値が更新されたとき、または親表から行が削
除されたときに、RI ベースの従属関係を検査します。
5

TRACE_DDL

Q アプライは、親表のキー値が更新されたとき、親表の行が更新された
とき、または親表から行が削除されたときに、RI ベースの従属関係を検
査します。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
この列は、ソース・データベースでの DDL 操作が複製される時に、Q アプラ
イ・プログラムがターゲット・データベースで実行する操作の SQL テキストを
ログに記録するかどうかを示します。
N (デフォルト)
複製された DDL 操作はログに記録されません。
Y

REPORT_EXCEPTIONS

Q アプライ・プログラムは、自身のログ・ファイル、標準出力、および
IBMQREP_APPLYTRACE 表に、ソース DDL の複製に使用された SQL
ステートメントのテキストを含む ASN メッセージを出します。SQL テ
キストは 1024 文字に切り捨てられます。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
ターゲット表で競合または SQL エラーが発生しても、Q サブスクリプションに
指定された競合アクションが F (強制) だったためにその行がいずれにしろ適用さ
れるときに、Q アプライ・プログラムがデータを IBMQREP_EXCEPTIONS 表に
挿入するかどうかを制御するフラグ。
Y (デフォルト)
Q アプライは、例外の原因となった行が適用されてもされなくても、デ
ータを IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入します。
N

Q アプライは、例外の原因となった行が適用された時は、データを
IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入しません。つまり、行が適用されなか
った時にのみ、データが挿入されます。この設定を使用すると、Q アプ
ライは、SQL テキストを IBMQREP_EXCEPTIONS 表に書き込むときの
コード・ページ変換エラーも容認して、通常処理を続行します。
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表 84. IBMQREP_APPLYPARMS 表の列 (続き)
列名

説明

ORACLE_EMPTY_STR

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: デフォルトでは不可
Q アプライ・プログラムが、VARCHAR 列の空のストリングをスペースで置き換
えるかどうかを指定するフラグ。 DB2 では、VARCHAR 列に空のストリングが
許可されます。ソース DB2 VARCHAR 列が Oracle ターゲットまたは Oracle 互
換性モードで実行されている DB2 サーバーにマップされると、空のストリング
が NULL 値に変換されます。ターゲット列が NOT NULL セマンティクスで定
義されている場合、この操作は失敗します。
oracle_empty_str=y と指定されている場合、Q アプライでは、データをターゲッ
トに適用する直前かつコード・ページ変換の後に、NULL 値をスペースで置き換
えます。いずれかの Q サブスクリプションで SQL 式を使用している場合は、以
下の事項について考慮してください。
Y

Q アプライは、データをターゲットに適用する直前かつコード・ページ
変換の後に、NULL 値を 1 文字のスペースで置き換えます。

N (デフォルト)
Q アプライは、ターゲット列が NULL を受け入れない場合にこのアク
ションがエラーになる可能性があっても、NULL 値を適用します。
LOGMARKERTZ

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムが、ソース・コミット・データを整合変更データ (CCD)
表またはポイント・イン・タイム (PIT) 表の IBMSNAP_LOGMARKER 列に挿入
するときに使用するタイム・ゾーンを判別する値。
GMT (デフォルト)
Q アプライは、ソース・コミット・タイム・スタンプをグリニッジ標準
時で記録します。
LOCAL
Q アプライは、ソース・コミット・タイム・スタンプを、Q アプライ・
サーバーの地方時で記録します。
注: IBMSNAP_LOGMARKER 列の値は、行がソース・データベースでコミットさ
れた時刻を記録するため、logmarkertz=local の指定は、Q キャプチャー・サーバ
ーと Q アプライ・サーバーが、同じ夏時間またはその他の時間変更が有効になっ
ている同じタイム・ゾーン内にある場合にのみ有用です。

IBMQREP_APPLYTRACE 表
IBMQREP_APPLYTRACE 表には、Q アプライ・プログラムからの通知、警告、お
よびエラー・メッセージが入ります。 IBMQREP_APPLYPARMS 表にある
TRACE_LIMIT パラメーターを使用して、この表のオート・プルーンをセットアッ
プできます。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: TRACE_TIME
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重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 85 では、IBMQREP_APPLYTRACE 表の列の要旨を示します。
表 85. IBMQREP_APPLYTRACE 表の列
列名

説明

OPERATION

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 不可
Q アプライ・プログラムからのメッセージのタイプ :
INFO

Q アプライ・プログラムの動作を説明します。

WARNING
Q アプライ・プログラムのエラーの原因となる条件を説明します。
ERROR
Q アプライ・プログラムでのエラーを説明します。
データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可

TRACE_TIME

この表に行が挿入されたときの Q アプライ・サーバーの時刻。
DESCRIPTION

データ・タイプ: VARCHAR(1024)。NULL 可能: 不可
ASN メッセージ ID とメッセージ・テキスト。この列に入れられるテキストは英
語のみです。

REASON_CODE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
レプリケーション・エラー・メッセージの理由コード。

MQ_CODE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
WebSphere MQ エラー・メッセージの理由コード。

IBMQREP_DELTOMB 表
IBMQREP_DELTOMB 表は、Q アプライ・プログラムにより使用される内部表で、
ピアツーピア・レプリケーションの競合削除を記録します。 Q アプライ・プログラ
ムはこの表を整理します。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: TARGET_NAME、TARGET_OWNER、VERSION_TIME
DESC、KEY_HASH
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
574 ページの表 86 では、 IBMQREP_DELTOMB 表の列の要旨を示します。
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表 86. IBMQREP_DELTOMB 表の列
列名

説明

TARGET_OWNER

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
競合削除が記録されたターゲット表の所有者名。
データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可

TARGET_NAME

競合削除が記録された表の名前。
データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可

VERSION_TIME

発信サーバーでの競合削除のタイム・スタンプ
データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可

VERSION_NODE

ピアツーピア・グループで競合削除の発生したサーバーを識別します。
データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可

KEY_HASH

競合削除のキーのハッシュ値。
データ・タイプ: VARCHAR(4096)。NULL 可能: 不可

PACKED_KEY

競合削除のパック 10 進数キー値。

IBMQREP_DONEMSG 表
IBMQREP_DONEMSG 表は Q アプライ・プログラムにより使用される内部表であ
り、受信したすべてのトランザクション・メッセージまたは管理メッセージを記録
します。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: RECVQ、MGMSGID
重要: 重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法
が不適切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
この表にある記録により、メッセージが (例えば、システム障害が原因で) 削除され
る前に、2 回以上処理されることがないようにします。 Q アプライ・プログラム
は、この表にある項目を開始時または通常の実行時に除去します。
表 87 では、 IBMQREP_DONEMSG 表の列の要旨を示します。
表 87. IBMQREP_DONEMSG 表の列
列名

説明

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(97)。NULL 可能: 不可
メッセージ到着時の受信キューの名前。

MQMSGID

データ・タイプ: CHAR(24) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
メッセージの WebSphere MQ メッセージ ID。
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IBMQREP_EXCEPTIONS 表
IBMQREP_EXCEPTIONS 表には、SQL コードや、競合または SQL エラーにより
適用できない行の変更に関する情報が入っています。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
非ユニーク索引: EXCEPTION_TIME
SQLCODE、 SQLSTATE、および SQLERRMC フィールドは、Q アプライ・プログ
ラムによりロールバックされる行を NULL に設定します。
この表の大きさは、予想される競合やエラーの数に応じて異なります。ユーザーは
SQL を使用して、表から不要な行を削除することができます。
表 88 では、IBMQREP_EXCEPTIONS 表の列の要旨を示します。
表 88. IBMQREP_EXCEPTIONS 表の列
列名

説明

EXCEPTION_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
エラーまたは競合が発生したときの Q アプライ・サーバーのローカル・タイム・
スタンプ。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
トランザクション・メッセージが着信した受信キューの名前。

SRC_COMMIT_LSN

データ・タイプ: VARCHAR(48) FOR BIT DATA、z/OS バージョン 7 の場合は
VARCHAR(10) FOR BIT DATA。 NULL 可能: 不可
トランザクション用の Q キャプチャー・サーバーの論理ログ・シーケンス番号。

SRC_TRANS_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可
トランザクションがソース・データベースでコミットされたときの Q キャプチャ
ー・サーバーの GMT タイム・スタンプ。

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
トランザクションが属する Q サブスクリプションの名前。
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表 88. IBMQREP_EXCEPTIONS 表の列 (続き)
列名

説明

REASON

データ・タイプ: CHAR(12)。NULL 可能: 不可
トランザクションを IBMQREP_EXCEPTIONS 表のログに記録する原因となるエ
ラーまたは競合の説明。
NOTFOUND
存在しない行の削除または、更新を試行します。
DUPLICATE
既存の行の挿入を試行します。
CHECKFAILED
競合検出の規則としてすべての値または変更された値をチェックする
が、予期しない非キー値はチェックしません。
LOBXMLTOOBIG
ラージ・オブジェクト (LOB) 値または XML 文書が、大きすぎてトラ
ンザクション・メッセージ内に収まりません。 TEXT 列は、どのデー
タ・タイプが大きすぎたのかを示しています。
SQLERROR
IBMQREP_TARGETS 表の OKSQLSTATES 列の許容エラーのリストに
はない SQL エラーが生じた。
OKSQLSTATE
IBMQREP_TARGETS 表の OKSQLSTATES 列の許容エラーのリストに
ある SQL エラーが生じた。
P2PDUPKEY
ピアツーピア・レプリケーションで、ターゲット行が既存の同一キーを
持つものよりも新しかったため、キーの更新に失敗した。
P2PNOTFOUND
ピアツーピア・レプリケーションで、ターゲット行が存在しなかったた
め、削除または更新に失敗した。
P2PVERLOSER
ピアツーピア・レプリケーションで、ターゲット行が変更メッセージの
ある行よりも新しかったため、削除または更新に失敗した。
P2PINSERTED
ピアツーピア・レプリケーションのキーの更新は、古いキーの行と新し
いキーの行が検出されなかったため、正常に挿入として適用されまし
た。新しいキーの行はターゲット表に挿入されました。

SQLCODE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
トランザクションのため、DB2 により戻された SQL コード。

SQLSTATE

データ・タイプ: CHAR(5)。NULL 可能: 可
トランザクションのため、DB2 により戻された SQL の状態番号。

SQLERRMC

データ・タイプ: CHAR(70) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可
トランザクションを実行する際に使用する SQLCA 構造からのエラー・メッセー
ジ・トークン。
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表 88. IBMQREP_EXCEPTIONS 表の列 (続き)
列名

説明

OPERATION

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 不可
失敗した SQL 操作のタイプ。表示される値は、INSERT、INSERT(LOAD)、
DELETE、DELETE(LOAD)、UPDATE、UPDATE(LOAD)、KEY UPDATE、 KEY
UPDATE(LOAD)。
データ・タイプ: CLOB。NULL 可能: 不可

TEXT

エラーを起こした行を記述する SQL ステートメント。
データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可

IS_APPLIED

IBMQREP_EXCEPTIONS 表にあっても、行がターゲット表に適用されるかどうか
を示すフラグ。

CONFLICT_RULE

Y

Q サブスクリプションに指定された競合アクションが F (強制) だった
ため、行が適用されました。

N

トランザクションは適用されません。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
IBMQREP_EXCEPTIONS 表に入れた行で生じた競合検出のタイプ。

SRC_TRANS_ID

K

キー値のみ値チェックされます。

C

キー値と同様に変更された非キー値もチェックされます。

A

すべての値がチェックされます。

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 可
適用できなかった行が属するトランザクションの ID。

IBMQREP_RECVQUEUES 表
IBMQREP_RECVQUEUES 表には、トランザクションをソースから受信するときに
Q アプライ・プログラムが使用する、WebSphere MQ ローカル・キューに関する情
報があります。それぞれの Q アプライ・プログラムが、複数の受信キューを処理す
ることができます。それぞれの受信キューは、Q アプライ受信キュー表内の行によ
って一意に識別されます。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: RECVQ
ユニーク索引: REPQMAPNAME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
578 ページの表 89 では、IBMQREP_RECVQUEUES 表の列の要旨を示します。
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表 89. IBMQREP_RECVQUEUES 表の列
列名

説明

REPQMAPNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
受信キューのあるレプリケーション・キュー・マップの名前。

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションの受信キューの名前。

SENDQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 可
この Q サブスクリプションを実行する Q キャプチャー・プログラムが使用する
送信キューの名前。

ADMINQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q アプライ・プログラムが、Q キャプチャー・プログラムへ制御およびエラー・
メッセージを送信するときに使用する管理キューの名前。

NUM_APPLY_AGENTS

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この受信キューから並列にトランザクションを適用するときに Q アプライ・プロ
グラムが使用する、エージェント・スレッドの数。値 1 は、ソース表から受信し
た順でトランザクションを実行するように要求します。デフォルト: 16。エージェ
ント・スレッドの最大数: 128。

MEMORY_LIMIT

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムがメッセージ用にこの受信キューから取得したバッファ
ーとして使用できるメモリーの最大量 (MB 単位)。デフォルト値は 32 MB で
す。最大値は 2 GB です。

CAPTURE_SERVER

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 不可
この受信キューが稼働中のとき、Q キャプチャー・プログラムが使用するデータ
ベースの名前。
これはロケーション名です。

CAPTURE_ALIAS

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能: 不可
CAPTURE_SERVER 列で命名された Q キャプチャー・サーバーに対応する DB2
データベース別名。

CAPTURE_SCHEMA

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この受信キューを使用している、Q キャプチャー・プログラムのスキーマ。デフ
ォルト: ASN

STATE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
受信キューの現在の状態を示すフラグ。
A (デフォルト)
アクティブ: Q アプライ・プログラムが、このキューからトランザクシ
ョンを処理し、適用しています。
I
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表 89. IBMQREP_RECVQUEUES 表の列 (続き)
列名

説明

STATE_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この受信キューで最後に状態を変更したときの Q アプライ・サーバーのタイム・
スタンプ。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ
データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可

STATE_INFO

キューの状態を示す ASN メッセージの数。詳細については、
IBMQREP_APPLYTRACE 表または Q アプライ診断ログを参照。
データ・タイプ: VARCHAR(254)。NULL 可能: 可

DESCRIPTION

受信キューのあるレプリケーション・キュー・マップの、ユーザー提供の説明。
データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可

SOURCE_TYPE

この属性の値は、各レコードのデータ・ソースのタイプを示します。

MAXAGENTS_CORRELID

C

クラシック・データ・ソース

D

DB2 データ・ソース

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可

相関 ID の等しい複数のトランザクションを同時に適用できる Q アプライ・エー
ジェントの最大数。相関 ID は、Q キャプチャー・サーバー上の同じ z/OS ジョ
ブから開始されたトランザクションを識別します。 MAXAGENTS_CORRELID 値
を使用して、ロック競合を生じさせる可能性のある多数の従属関係を持つ場合が
ある、バッチ・ジョブの並列処理を制限できます。 CREATE REPLQMAP または
ALTER REPLQMAP コマンドを使用して、値を設定できます。
MAXAGENTS_CORRELID 列の値は、NUM_APPLY_AGENTS の値以下でなけれ
ばなりません。 MAXAGENTS_CORRELID 値が 1 の場合、トランザクションは
シリアルに適用されます。値が 1 よりも大きく、例えば 4 の場合、最初の 4 つ
のトランザクションは並列に適用され、続くトランザクションはいずれかのトラ
ンザクションに従属するものとしてマークを付けられます。トランザクションが
完了すると、同じ相関 ID を持つ従属のトランザクションが適用されます。
BROWSER_THREAD_ID

データ・タイプ: VARCHAR(9)。NULL 可能: 可
この受信キューを処理している、ブラウザー・スレッドの相関 ID。

IBMQREP_SAVERI 表
IBMQREP_SAVERI 表は、Q アプライ・プログラムによって使用される内部表であ
り、ターゲット表の参照整合性制約に関する情報を保管します。 Q アプライ・プロ
グラムは、ターゲット表のロード中に、参照整合性制約をドロップします。制約
は、このコントロール表に保存され、表がロードされてからリストアされます。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
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表 90 では、IBMQREP_SAVERI 表の列の要旨を示します。
表 90. IBMQREP_SAVERI 表の列
列名

説明

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(132)。NULL 可能: 不可
ターゲット表が属する Q サブスクリプションの名前。

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションを指定した受信キューの名前。

CONSTNAME

データ・タイプ: VARCHAR (128)、z/OS バージョン 7 の場合は
VARCHAR(18)。 NULL 可能: 不可
制約の固有の名前。

TABSCHEMA

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
制約が定義された子表のスキーマまたは高位修飾子。

TABNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
制約が定義された子表の名前。

REFTABSCHEMA

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
制約が定義された親表のスキーマ。

REFTABNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
制約が定義された親表の名前。

ALTER_RI_DDL

データ・タイプ: VARCHAR(1680)。NULL 可能: 不可
参照整合性制約のリストアに使用される ALTER TABLE ステートメント。

TYPE_OF_LOAD

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可
ロード・フェーズのタイプを示すフラグ。

DELETERULE

I

自動ロード。

E

手動ロード。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
制約に対して定義される削除規則。

UPDATERULE

A

NO ACTION

C

CASCADE

N

SET NULL

R

RESTRICT

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
制約に対して定義される削除規則。

580

A

NO ACTION

R

RESTRICT

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

IBMQREP_SPILLQS 表
IBMQREP_SPILLQS 表は、Q アプライ・プログラムにより使用される内部表であ
り、一時予備キューを記録し、ターゲット表のロード中にメッセージを保持させま
す。 Q アプライ・プログラムは、予備キューが不要になると除去します。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: SPILLQ
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 91 では、 IBMQREP_SPILLQS 表の列の要旨を示します。
表 91. IBMQREP_SPILLQS 表の列
列名

説明

SPILLQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションに使用する一時予備キューの名前。

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(132)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションの名前。

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションに使用する受信キューの名前。

IBMQREP_SPILLEDROW 表
IBMQREP_SPILLEDROW 表は、Q アプライ・プログラムにより使用される内部表
であり、ターゲットのロード中に一時予備キューに送信されるメッセージを記録し
ます。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
主キー: SPILLQ、MQMSGID
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
Q アプライ・プログラムは、メッセージが予備キューから取られて、ターゲット表
に適用された後に、この表からメッセージを示す行を削除します。
582 ページの表 92 では、 IBMQREP_SPILLEDROW 表の列の要旨を示します。
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表 92. IBMQREP_SPILLEDROW 表の列
列名

説明

SPILLQ

データ・タイプ: VARCHAR2(48)。NULL 可能: 不可
メッセージが一時的に保存される予備キューの名前。
データ・タイプ: CHAR(24) FOR BIT DATA。NULL 可能: 不可

MQMSGID

メッセージの WebSphere MQ メッセージ ID。

IBMQREP_TARGETS 表
IBMQREP_TARGETS 表には、Q アプライ・プログラムの Q サブスクリプション
の情報が保管されています。タイプと状態、デフォルトのエラー・アクション、お
よび行の競合の処理規則が記載されています。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
ユニーク索引: SUBNAME、RECVQ
非ユニーク索引: TARGET_OWNER ASC、TARGET_NAME ASC、RECVQ
ASC、SOURCE_OWNER ASC、SOURCE_NAME ASC
非ユニーク索引: RECVQ、SUB_ID
非ユニーク索引: SPILLQ、STATE
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
表 93 では、 IBMQREP_TARGETS 表の列の要旨を示します。
表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列
列名

説明

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(132)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションの名前。これは、ソースとターゲットの対ごとに固有でなければならず、ブランク
にすることはできません。
データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可

RECVQ

この Q サブスクリプション使用される受信キューの名前。
データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可

SUB_ID

Q キャプチャー・プログラムが生成する整数で、 Q アプライ・プログラムへの subscription schema
メッセージ内で Q サブスクリプションを固有に識別するために使用します。
SOURCE_SERVER

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションのソース表があるデータベースまたはサブシステムの名前。 z/OS の場合
は、ロケーション名となります。
クラシック・レプリケーションの場合、ASNCLP 構成ファイルの Data source 項目の値。これは、クラ
シック・データ・サーバー上の照会プロセッサーの名前です。

SOURCE_ALIAS

データ・タイプ: VARCHAR(8)。NULL 可能: 不可
SOURCE_SERVER 列で命名された Q キャプチャー・サーバーに対応する DB2 データベース別名。
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表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名

説明

SOURCE_OWNER

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションのソース表があるスキーマ名または高位修飾子。

SOURCE_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションのソース表の名前。

SRC_NICKNAME_OWNER

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムが非 z/OS プラットフォームで実行中に、LOAD FROM CURSOR ユーティリテ
ィーを使用する自動ロード用のソース表に割り当てられるニックネームのスキーマ。

SRC_NICKNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムが非 z/OS プラットフォームで実行中に LOAD FROM CURSOR ユーティリテ
ィーを使用する自動ロード用のソース表に割り当てられるニックネーム。

TARGET_OWNER

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションのターゲット表またはストアード・プロシージャーのスキーマ名または高位
修飾子。

TARGET_NAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
この Q サブスクリプションのターゲット表の名前。

TARGET_TYPE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
レプリケーション・ターゲットのタイプを示すフラグ。
1 (デフォルト)
ユーザー表

FEDERATED_TGT_SRVR

2

整合変更データ (CCD) 表

3

将来の利用のために予約済み。

4

将来の利用のために予約済み。

5

ストアード・プロシージャー

データ・タイプ: VARCHAR(18)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプション・ターゲットを含む非 DB2 リレーショナル・データベースの名前。
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表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名

説明

STATE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
現在の Q サブスクリプションの状態を説明する Q アプライ・プログラムを挿入するフラグ。
I (デフォルト)
Q サブスクリプションが新規またはエラー状態にあるため、Q アプライはターゲットへの変
更を適用しません。 Q アプライ・プログラムは Q サブスクリプション用に受信し、新規の
subscription schema メッセージを待機するすべてのトランザクションを廃棄します。
L

Q キャプチャー・プログラムは、subscription schema メッセージを送信して、Q サブスク
リプションのアクティブ化を開始し、ソース表からの変更を送信します。

E

ターゲット表は外部アプリケーションよってロードされます。 Q アプライ・プログラムは、
表のロード待機中にメッセージの変更を予備キューに書き込む。

D

ターゲット表がロードされると、Q アプライ・プログラムは、Q キャプチャー・プログラム
への load done メッセージを送信できる状態になります。このメッセージは、自動ロード用
としてのみ出されます。

F

Q アプライ・プログラムが、予備キューからメッセージのアプライ中。

T

エラーが発生したため、Q アプライ・プログラムは終了した。 Q サブスクリプションを非ア
クティブ化し、予備キューを空にして削除します。

A

Q アプライ・プログラムが、変更をターゲットにアプライ中。

R

Q アプライ・プログラムは、Q サブスクリプションが MODIFY または asnqacmd コマンドの
spillsub パラメーターによって予備状態 (S) にされた後に、または Q キャプチャー・プロ
グラムから load done received メッセージを受信した場合の初期 Q サブスクリプション・
ロード・フェーズ中に、動作を再開しています。 resumesub パラメーターは、ターゲット表
の保守が完了した後に、Q サブスクリプションを再開状態 (R) にします。
この状態は、Q アプライ・プログラムが予備キュー内にある行を処理していることを示してい
ます。 Q アプライ・プログラムによって予備キューが空になるまで、着信行は引き続き予備
に入れられます。 Q アプライ・プログラムによって予備キューが空にされると、Q サブスク
リプションはアクティブ (A) 状態になって、通常の操作が再開します。

S

Q アプライ・プログラムは、Q サブスクリプションの行を一時予備キューに入れています。
spillsub パラメーターを指定すると、Q サブスクリプションは予備状態にされて、ターゲッ
ト表に対する保守が実行可能になります。

W

サーバーが 3 個以上あり、ロード・フェーズがあるピアツーピア構成の場合: Q アプライ・
プログラムはサブスクリプション・スキーマ・メッセージを既に認識し、現在ソース表に対す
る変更を予備に入れていて、ロードを開始するために Q キャプチャー・プログラムからの確
認 (別のスキーマ・メッセージ) を待っています。

P

Q アプライが予備キューからのメッセージを適用し、Q サブスクリプションが F 状態になっ
ていた間に、SQL エラーが検出されました。予備キューが停止した処理中だった Q アプラ
イ・エージェントがスレッド化されます。Q サブスクリプションにさらに変更が加えられる
と、MODIFY コマンドまたは asnqacmd コマンドの resumesub パラメーターが発行されるま
では、同じ予備キューにそれらの変更は置かれます。

U

Q アプライ・プログラムがこの Q サブスクリプションを作成したがまだアクティブ化されて
いないことを示す内部状態。

STATE_TIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
この Q サブスクリプションで最後に状態を変更したときの Q アプライ・サーバーのタイム・スタン
プ。デフォルト: 現在のタイム・スタンプ

STATE_INFO

データ・タイプ: CHAR(8)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションの状態を示す ASN メッセージの番号。詳細については、
IBMQREP_APPLYTRACE 表または Q アプライ診断ログを参照。
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表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名

説明

SUBTYPE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q サブスクリプションが関わっているレプリケーションのタイプを示すフラグ。
U (デフォルト)
単一方向レプリケーション。

CONFLICT_RULE

B

双方向レプリケーション。

P

ピアツーピア・レプリケーション。

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムにターゲット表への競合する変更を検出する手段を通知するフラグ。挿入は、変
更前の値がなく、キーが競合の検出に使用されなければならないので、常に K (キーのみチェック) 規則
を使用してチェックを行う。
K (デフォルト)
キーのみチェックします。Q アプライ・プログラムは、ターゲット表の現在の主キーの値を、
ソース表から送信された以前のキー値と比較し、競合を検出します。
C

変更された列をチェックします。ターゲット列を更新する前に、Q アプライ・プログラムは、
現行値がソース列の変更前の値と一致しているかを確認します。削除された場合、Q アプラ
イ・プログラムは、すべての列をチェックします。

A

すべての列をチェックします。行を更新または削除する前に、Q アプライ・プログラムは、す
べての列にある現行値が、ソース表の以前の値と一致しているかを確認します。

V

バージョンをチェックします。ピアツーピア・レプリケーションで、Q アプライ・プログラム
は、行を適用する前に、バージョン列をチェックします。

CONFLICT_ACTION

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
行の変更が競合した場合に、Q アプライ・プログラムが実行することを指示するフラグ。
I (デフォルト)
Q アプライ・プログラムを、競合行には適用しないが、トランザクション内の他の行には適用
します。
F

Q アプライ・プログラムは強制的に変更を試行します。これを行うには Q キャプチャー・プ
ログラムによってすべての列が送信されなければならないため、IBMQREP_SUBS 表の
CHANGED_COLS_ONLY 値を N (いいえ) に設定しなければなりません。これは、ターゲッ
ト表をロードする際のデフォルト値です。

D

Q アプライ・プログラムを、競合行には適用しないが、トランザクション内の他の行には適用
します。これにより、Q サブスクリプションは使用不可になり、トランザクションのターゲッ
トへのアプライが停止し、管理キューのある Q キャプチャー・プログラムにエラー報告を送
信します。

S

Q アプライ・プログラムはトランザクションをロールバックし、コミットし、次いで停止しま
す。

Q

Q アプライ・プログラムはキューからの読み取りを停止します。

競合するすべての行は IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入されます。
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表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名

説明

ERROR_ACTION

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
行の変更のアプライを妨げるエラー (SQL エラーといった競合以外のエラー) が発生したときに、Q アプ
ライ・プログラムが実行することを指示するフラグ。行変更のアプライに関連していないエラー (例えば
キューからの読み取りに関連した WebSphere MQ エラー) の場合、このフラグは Q アプライの振る舞い
に影響を与えません。
Q (デフォルト)
Q アプライ・プログラムはキューからの読み取りを停止します。
D

Q アプライ・プログラムを、競合行には適用しないが、トランザクション内の他の行には適用
します。これにより、Q サブスクリプションは使用不可になり、トランザクションのターゲッ
トへのアプライが停止し、管理キューのある Q キャプチャー・プログラムにエラー報告を送
信します。

S

Q アプライ・プログラムはトランザクションをロールバックし、コミットし、次いで停止しま
す。

B

Q アプライ・プログラムは、SQL エラーが修正されている間に、Q サブスクリプションの変
更メッセージを一時予備キューに書き込み始めます。予備キューのメッセージをターゲットに
適用し始めるよう Q アプライに指示するには、MODIFY コマンドまたは asnqacmd コマンドの
resumesub パラメーターを使用します。このエラー・アクションを使用するには、レプリケー
ション管理ツールを使用して Q サブスクリプションを作成または変更する際に Q サブスク
リプションのモデル・キューを指定する必要があります。このエラー・アクションは、参照整
合性制約のある表ではサポートされていません。

競合するすべての行は IBMQREP_EXCEPTIONS 表に挿入されます。
データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 可

SPILLQ

ターゲットをロードするときに Q アプライ・プログラムが作成する一時予備キューの名前。
OKSQLSTATES

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可
Q アプライ・プログラムがエラーとは見なさないスペース区切り SQLSTATE 値のリスト。 Q サブスク
リプションを定義するときに、この値を指定します。
OKSQLSTATES に入力された値により、Q アプライ・プログラムには、Q サブスクリプションに指定さ
れたエラー・アクションをバイパスするように指示されます。 OKSQLSTATES 値は、重複や行が見つか
らないといったエラーなどの競合には影響を与えません。これらは Q サブスクリプションに対して指定
された競合アクションにより処理されます。
制約事項: 以下の条件がすべて TRUE の場合、OKSQLSTATES フィーチャーはサポートされません。
v Q サブスクリプションが式を使用している。
v 少なくとも 1 つのキー列が式で使用されている。
v 誤ったデータまたは別の理由により、式の計算が失敗する。

SUBGROUP

データ・タイプ: VARCHAR(30)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションの含まれるピアツーピア・レプリケーション・グループの名前。

SOURCE_NODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ピアツーピア Q サブスクリプションでのソース・サーバーの識別番号。デフォルト: 0

TARGET_NODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ピアツーピア Q サブスクリプションでのターゲット・サーバーの識別番号。デフォルト: 0

GROUP_INIT_ROLE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
ピアツーピア Q サブスクリプションの初期化中にこのターゲット・サーバーが果たす役割。
I

サブスクリプションを初期化するため、CAPSTART シグナルを IBMQREP_SIGNAL 表に入れ
たピアツーピア・グループのイニシエーター。
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M

サブスクリプションの初期化には使用しないピアツーピア・グループのサーバー。

N

ピアツーピア・グループを結合中の新規サーバー。
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表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名

説明

HAS_LOADPHASE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ターゲット表がソースからデータをロードするかどうかを示すフラグ。
N (デフォルト)
ターゲットはロードされません。
I

自動ロード。 Q アプライ・プログラムはターゲット表をロードします。

E

手動ロード。Q アプライ・プログラム以外のアプリケーションがターゲット表をロードしま
す。
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表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名

説明

LOAD_TYPE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
HAS_LOADPHASE が I であるとき (自動ロード)、ターゲット表をロードするときに呼び出すユーティ
リティーを示すフラグ。
0 (デフォルト)
Q アプライ・プログラムは、以下のオプションからロード・ユーティリティーを選択します。
1

LOAD FROM CURSOR ユーティリティーを使用します。ターゲット表のすべてのデータを削
除してからソースのデータで置換するオプションを指定してこのユーティリティーを呼び出し
ます (そのオプションのことを置換オプションといいます)。

101

LOAD FROM CURSOR ユーティリティーを使用します。ターゲット表の内容を削除しないで
ターゲット表にソース・データを追加するオプションを使用してこのユーティリティーを呼び
出します。そのオプションのことを z/OS のターゲットでは再開オプション、Linux、UNIX、
および Windows のターゲットでは挿入オプションといいます。

2

EXPORT ユーティリティーと IMPORT ユーティリティーを使用します。ターゲット表のすべ
てのデータを削除してからソースのデータで置換するオプションを指定してこれらのユーティ
リティーを呼び出します (そのオプションのことを置換オプションといいます)。

102

Linux、UNIX、Windows のターゲット: EXPORT ユーティリティーと IMPORT ユーティリ
ティーを使用します。ターゲット表の内容を削除しないでターゲット表にソース・データを追
加するオプションを使用して LOAD ユーティリティーを呼び出します (そのオプションのこ
とを挿入オプションといいます)。

3

EXPORT ユーティリティーと LOAD ユーティリティーを使用します。ターゲット表のすべて
のデータを削除してからソースのデータで置換するオプションを指定してこれらのユーティリ
ティーを呼び出します (そのオプションのことを置換オプションといいます)。

103

Linux、UNIX、Windows のターゲット: EXPORT ユーティリティーと LOAD ユーティリテ
ィーを使用します。ターゲット表の内容を削除しないでターゲット表にソース・データを追加
するオプションを使用して LOAD ユーティリティーを呼び出します (そのオプションのこと
を挿入オプションといいます)。

4

レプリケーション・ソースから選択して、LOAD ユーティリティーを使用します。Oracle タ
ーゲットの場合には、SQL*Loader ユーティリティーを使用します (単一方向レプリケーショ
ンのみ)。ターゲット表のすべてのデータを削除してからソースのデータで置換するオプショ
ンを指定してこれらのユーティリティーを呼び出します (置換オプション)。
Oracle ターゲット: SQL*Loader を使用するには、パスワード・ファイルを作成する必要があ
ります。そのためには、apply_path パラメーターで指定したディレクトリー、または以下の
キーワードの値を使用して Q アプライを呼び出すディレクトリーで、asnpwd コマンドを使用
します。
v alias: Oracle サーバーを参照する Oracle tnsnames.ora 項目 (フェデレーションのセット
アップで CREATE SERVER コマンドの NODE オプションに使用した名前と同じです)。
v id: Oracle に接続するためのリモート・ユーザー ID。
v password: Oracle に接続するためのパスワード。
このファイルの名前はデフォルトの asnpwd.aut でなければなりません。 Q サブスクリプシ
ョンを開始する前に、$> sqlplus id/password@alias というコマンドを使用して接続をテス
トする必要があります。

104

レプリケーション・ソースを選択し、LOAD ユーティリティーを使用します。または、Oracle
ターゲットの場合には、SQL*Plus ユーティリティーを使用します。ターゲット表の内容を削
除しないでターゲット表にソース・データを追加するオプション (再開オプションまたは挿入
オプション) を使用してこうしたユーティリティーを呼び出します。SQL*Plus を使用するに
は、前述の LOAD_TYPE 4 の項目の指示に従ってください。

588

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

表 93. IBMQREP_TARGETS 表の列 (続き)
列名
LOAD_TYPE

説明
Linux、UNIX、および Windows ターゲット: レプリケーション・ソースから選択して、

5

IMPORT ユーティリティーを使用します。ターゲット表のすべてのデータを削除してからソ

(続き)

ースのデータで置換するオプションを指定してこのユーティリティーを呼び出します (そのオ
プションのことを置換オプションといいます)。
105

Linux、UNIX、および Windows ターゲット: レプリケーション・ソースから選択して、
IMPORT ユーティリティーを使用します。ターゲット表の内容を削除しないでターゲット表
にソース・データを追加するオプションを使用してこのユーティリティーを呼び出します (そ
のオプションのことを挿入オプションといいます)。

DESCRIPTION

データ・タイプ: VARCHAR(254)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションのユーザー提供の説明。

SEARCH_CONDITION

データ・タイプ: VARCHAR(2048)。NULL 可能: 可
Q サブスクリプションで行をフィルタリングするために使用する検索条件。これは、直前にコロンを 1
つ付加したソース列名を持つ、注釈付きの select WHERE 文節でなければなりません。

MODELQ

データ・タイプ: VARCHAR(36)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
Q アプライ・プログラムがターゲット・ロード・プロセス中に予備キューを作成するために使用するモデ
ル・キューの名前。デフォルト: IBMQREP.SPILL.MODELQ

CCD_CONDENSED

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
CCD ターゲット表がコンデンスかまたは非コンデンスかを示すフラグ。
N (デフォルト)
CCD 表は非コンデンスです。これは、CCD 表に同じキー値を持つ複数の行が含まれる (ソー
ス表に対して加えられる各変更ごとに 1 行) ことを意味します。
Y

CCD 表はコンデンスです。これは、CCD 表にソース表のすべてのキー値に対する 1 行が含
まれ、行に関する最新の値のみが含まれることを意味します。

CCD_COMPLETE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
CCD ターゲット表がコンプリートか非コンプリートかを示すフラグ。
N (デフォルト)
CCD 表は非コンプリートです。これは、CCD 表にソース表に対する変更のみが含まれ、デー
タなしの状態から始まることを意味します。
Y

CCD 表はコンプリートです。これは、CCD 表にソース表からの関係する行がすべて含まれ、
ソース・データの完全セットを持った状態で初期化されることを意味します。

SOURCE_TYPE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可
この属性の値は、各レコードのデータ・ソースのタイプを示します。

SCHEMA_SUBNAME

C

クラシック・データ・ソース

D

DB2 データ・ソース

データ・タイプ: VARCHAR(64)。NULL 可能: 可
この表レベル Q サブスクリプションが Q アプライ・プログラムまたは ASNCLP コマンド行プログラム
で作成された場合の、ソース・スキーマ・レベル Q サブスクリプションの名前。それ以外の場合、この
値は NULL です。

SUB_CREATOR

データ・タイプ: VARCHAR(12)。NULL 可能: 可
この Q サブスクリプションが作成された方法を識別します。値は「replcenter」(レプリケーション・セン
ター) および「asnqapp」(Q アプライ・プログラム) です。Q アプライ・コントロール表が
Linux、UNIX、および Windows 上のバージョン 10 以前のリリースからマイグレーションされている場
合は、この列の値は NULL です。
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IBMQREP_TRG_COLS 表
IBMQREP_TRG_COLS 表は、ソース表の列とターゲット表の列との間のマッピン
グ、またはターゲットがストアード・プロシージャーの場合、ソース列とパラメー
ターとの間のマッピングを示します。
サーバー: Q アプライ・サーバー
デフォルト・スキーマ: ASN
ユニーク索引: RECVQ、SUBNAME、TARGET_COLNAME
重要: SQL を使用してこの表を変更しないでください。この表の変更の方法が不適
切であると、予期せぬ結果が生じたり、データが失われたりします。
Q アプライ・プログラムは、Q キャプチャー・プログラムからのスキーマ・メッセ
ージで受信する情報に基づいてこの表に値を入力します。
表 94 では、IBMQREP_TRG_COLS 表の列の要旨を示します。
表 94. IBMQREP_TRG_COLS 表の列
列名

説明

RECVQ

データ・タイプ: VARCHAR(48)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションに使用する受信キューの名前。

SUBNAME

データ・タイプ: VARCHAR(132)。NULL 可能: 不可
Q サブスクリプションの名前。

SOURCE_COLNAME

データ・タイプ: VARCHAR(1024)。NULL 可能: 不可
この列には、以下のいずれかの値を含めることができます。
v 複製またはパブリッシュされているソース列の名前。
v ターゲット列の内容を作成するために使用される SQL または XML 式
v 整合変更データ (CCD) 表内の監査列

TARGET_COLNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 不可
ターゲット列の名前。ターゲットがストアード・プロシージャーである場合、こ
の列には、Q アプライ・プログラムが、ソース列値を受け渡すパラメーターの名
前が入ります。

TARGET_COLNO

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
ターゲット列に割り当てられた番号。ターゲットがストアード・プロシージャー
である場合、この列には、Q アプライ・プログラムがソース列値を渡すパラメー
ターに割り当てられた番号が入ります。

MSG_COL_CODEPAGE

データ・タイプ: INTEGER。NULL 可能: 可
ソース列の値をエンコードするときに使用されるコード・ページの ID。

MSG_COL_NUMBER

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 可
変更メッセージでのソース列の出現順序 (0 から始まる)。
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表 94. IBMQREP_TRG_COLS 表の列 (続き)
列名

説明

MSG_COL_TYPE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 可
ターゲット列の DB2 データ・タイプ。

MSG_COL_LENGTH

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 可
ターゲット列で定義された最大データ長。

IS_KEY

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 不可
ソース列がソース表のキーの一部であるかどうかを示すフラグ。このフラグの値
がターゲット表のキー定義と一致しない場合、Q アプライ・プログラムはスキー
マ・メッセージを拒否し、Q サブスクリプションを以下のように無効にします。
Y

この列は、ソース表キーの一部です。

N
この列は、ソース表キーの一部ではありません。
制約事項: ラージ・オブジェクト (LOB) 列および LONG 列は、レプリケーショ
ンまたはパブリッシング・キーでは使用できません。
MAPPING_TYPE

データ・タイプ: CHAR(1)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
ソース列とターゲット列の間のマッピングのタイプを示すフラグ。
R (デフォルト)
通常のマッピング。このマッピングのソース列の値は、ターゲット列の
値と一致します。

SRC_COL_MAP

E

ターゲット列の内容を生成するために SQL 式が使用されます。

A

CCD 表内の監査列。この列は、ソース表には存在しません。

データ・タイプ: VARCHAR(2000)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
SQL 式で使用されるすべての列の列位置、データ・タイプ、長さ、およびコー
ド・ページ。デフォルト値: NULL

BEF_TARG_COLNAME

データ・タイプ: VARCHAR(128)。NULL 可能: 可、デフォルト値あり
変更前イメージ列が存在する場合にその名前を指定します (CCD ターゲットの
み)。デフォルト値: NULL

ピアツーピア・レプリケーションのバージョン管理用追加列の詳細な構造
ピアツーピア・レプリケーションに参加する表には、2 つのバージョンの列、つま
り、タイム・スタンプ列と短精度整数列が必要です。この列は、トリガーにより保
守されます。この 2 つの列を使用して、Q キャプチャー・プログラムおよび Q ア
プライ・プログラムは、ピアツーピア・レプリケーションで必要な、バージョンに
基づく競合検査を実施できます。
この列はまた、この 2 つのプログラムを使用して競合を解決し、Q サブスクリプシ
ョン・グループ内にある表の収束を保守できます。この列の値は、行の最新のバー
ジョンを反映しています。
ASNCLP コマンド行プログラムまたはレプリケーション・センターを使用して、ピ
アツーピア・レプリケーションの Q サブスクリプションを作成する時に、この列お
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よびトリガーは、余分に作成されます。ピアツーピア・レプリケーションの Q サブ
スクリプションを作成する場合、この列の両方をサブスクライブしなければなりま
せん。
表 95 では、ピアツーピア・レプリケーションに必要なユーザー表での追加の列を簡
単に説明しています。
表 95. ピアツーピア・レプリケーションは、追加の列が必要です。
列名

説明

IBMQREPVERNODE

データ・タイプ: SMALLINT。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
ピアツーピア・グループ内でこの表があるデータベースまたはサブシステムを識
別する数。デフォルト: 0

IBMQREPVERTIME

データ・タイプ: TIMESTAMP。NULL 可能: 不可、デフォルト値あり
表で変更が生じた時刻を記録するタイム・スタンプ。デフォルト:
0001-01-01-00.00.00
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第 26 章 イベント・パブリッシングの XML メッセージの構造
イベント・パブリッシングで、Q キャプチャー・プログラムとユーザー・アプリケ
ーションは、XML メッセージを交換します。
続くトピックでは、交換する XML メッセージとその構造について詳しく説明して
います。

XML メッセージ・タイプおよび要件
Q キャプチャー・プログラムは、XML メッセージを使用して、ユーザー・アプリ
ケーションにトランザクションまたは行レベルの変更を送信します。 Q キャプチャ
ー・プログラムおよびユーザー・アプリケーションも XML メッセージを使用して
通信します。
以下のトピックでは、XML メッセージのタイプとその技術要件を説明します。

メッセージのタイプ
Q キャプチャー・プログラムは、ユーザー・アプリケーションにデータ・メッセー
ジと通知メッセージを送信し、ユーザー・アプリケーションは、Q キャプチャー・
プログラムに制御メッセージを送信します。
表 96 では、3 つのタイプのメッセージについて説明します。
表 96. Q キャプチャー・プログラムおよびユーザー・アプリケーションが送信するメッセー
ジ
メッセージのタイプ 向き

説明

データ

ソース表から以下のうち 1 つを含んでい
る。

Q キャプチャーからユー
ザー・アプリケーション

v すべてまたは一部のトランザクション
v 単一行の操作
v トランザクション中の行操作からのすべ
てまたは一部のラージ・オブジェクト
(LOB) 値
通知

Q キャプチャーからユー
ザー・アプリケーション

Q キャプチャー・プログラムまたはパブリ
ケーションの状況に関する情報を提供す
る。

コントロール

ユーザー・アプリケーショ Q キャプチャー・プログラムにパブリケー
ンから Q キャプチャー
ションのアクティブ化または非アクティブ
化、送信キューの無効化、またはターゲッ
ト表のロードの確認を要求する。

XML メッセージの技術要件
Q キャプチャー・プログラムは、以下の指針に従い、メッセージを XML 文書イン
スタンスの書式で生成します。
© Copyright IBM Corp. 2004, 2012
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v メッセージは、XML 1.0 (第 2 版) の W3C 勧告 (2000 年 10 月 6 日) で指定
されているように、UTF-8 (コード・ページ 1208) を使用してユニコードでエン
コードされます。
v メッセージの構造は、XML スキーマ言語 (パート 1: 構造、パート 2: データ・
タイプ) の W3C 勧告 (2001 年 5 月 2 日) に準拠しています。
ソース・データベースからの変更は、DB2 出荷時の IBM International Components
for Unicode (ICU4C) のバージョンを使用してメッセージに変換されます。
サブスクライブするアプリケーションからの制御メッセージを解釈するため、Q キ
ャプチャー・プログラムは、IBM XML パーサーの XML4C Version 5.3 を使用し
ます。

文字データで XML 区切り文字を処理する方法
Q キャプチャー・プログラムからのデータ・メッセージでは、サブスクライブした
列からの値は、列データ・タイプを説明する XML タグの間に表示されます。
例えば、ソース表の値 222 および Hello は <integer>222</integer> および
<varchar>Hello</varchar> とエンコードされます。
不等号括弧 (< または >) およびアンパーサンド (&) 文字は、XML 区切り文字に
事前定義され、Q キャプチャー・プログラムは、次のように、列値内にあるとき、
この文字を変換します。
v < を &lt; に
v > を &gt; に
v & を &amp; に
また、アポストロフィ (') または二重引用符 (") が属性値内に表示されるとき、Q
キャプチャー・プログラムはこれらの文字を以下のように変換します。
v ' を &apos; に
v " を &quot; に
結果メッセージは、有効な XML 文書インスタンスです。

Q キャプチャーからユーザー・アプリケーションへのメッセージの構造
Q キャプチャー・プログラムは、ユーザー・アプリケーションにデータ・メッセー
ジと通知メッセージの両方を送信します。このデータ・メッセージは、パブリケー
ションの一部であるソース表に変更を伝達します。通知メッセージは、制御メッセ
ージを使用してユーザー・アプリケーションの要求を確認するか、Q キャプチャ
ー・プログラムの状況について報告するか、またはパブリケーション・エラーを報
告します。

Q キャプチャーからユーザー・アプリケーションへのメッセージ
のリスト
Q キャプチャー・プログラムは、データ・メッセージおよび制御メッセージという
2 つのタイプのメッセージをユーザー・アプリケーションに送信します。

594

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

データ・メッセージ
ソース表への変更が含まれている。表 97 には、データ・メッセージのタイ
プの早見表がある。
通知メッセージ
Q キャプチャー・プログラムまたはパブリケーションの状況の報告。表 98
には、通知メッセージのタイプの早見表がある。
表 97. Q キャプチャー・プログラムからユーザー・アプリケーションへのデータ・メッセー
ジ
メッセージ・タイプ

説明

トランザクション

ソース表への 1 回以上の挿入、削除、または更新操作が
含まれる。これらの操作は同一のデータベース・トランザ
クションに属する。トランザクションのコミット情報も含
まれる。

行操作

ソース表への 1 回の挿入、削除、または更新操作が含ま
れる。この行がその一部となっているデータベース・トラ
ンザクションのコミット情報も含まれる。

ラージ・オブジェクト (LOB)

ソース表の LOB 値からのデータの一部またはすべてが含
まれる。LOB メッセージは、LOB 値が属しているトラン
ザクション・メッセージおよび行操作メッセージとは別に
送信される。

表 98. Q キャプチャー・プログラムからユーザー・アプリケーションへの通知メッセージ
メッセージ・タイプ

説明

サブスクリプションの非アクティ ユーザー・アプリケーションに、Q キャプチャー・プロ
ブ化
グラムがパブリケーションを非アクティブにすることを通
知する。
ロード完了受信

Q キャプチャー・プログラムがターゲット表をロードし
たというメッセージを受信したことを確認する。

エラー・レポート

ユーザー・アプリケーションに、Q キャプチャー・プロ
グラムがパブリケーション・エラーを検出したことを通知
する。

ハートビート

ユーザー・アプリケーションに、送信するデータ・メッセ
ージがないが、Q キャプチャー・プログラムが実行を継
続中であることを通知する。

サブスクリプション・スキーマ

ソース表およびソース表の列の情報を含める。また、デー
タ送信オプション、送信キュー名、および Q キャプチャ
ー・プログラムとソース・データベースの情報を含める。

列の追加

既存のパブリケーションに追加した列の情報を含める。

msg: Q キャプチャーからユーザー・アプリケーションへの XML
メッセージのルート・エレメント
msg エレメントは、Q キャプチャー・プログラムからユーザー・アプリケーション
へのすべてのデータ・メッセージと通知メッセージのルート・エレメントです。
596 ページの表 99 では、msg エレメントについて説明します。
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表 99. msg エレメント (ユーザー・アプリケーションに対する Q キャプチャー・プログラム)
名前

プロパティー

msg

空でない、複合タイプ、複合内容

構造
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="XML_schema_instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema_document"
version="version" dbName="database_name">
elements
</msg>

詳細
XML_schema_instance
XML スキーマ・インスタンスの URL。イベント・パブリッシングで、URL
は、www.w3.org/2001/XMLSchema-instance です。XML データ・タイプ: ストリ
ング。
schema_document
XML スキーマ文書のファイル名。XML ネームスペースは、メッセージが 1 つ
の XML スキーマしか参照しないので、イベント・パブリッシングではサポー
トされていません。Q キャプチャー・プログラムからユーザー・アプリケーシ
ョンへのメッセージは、mqcap.xsd スキーマ文書を参照します。XML データ・
タイプ: ストリング。
version
XML スキーマ・インスタンスのバージョン。XML データ・タイプ: ストリン
グ。
database_name
ソース・データベースまたはサブシステムの名前。XML データ・タイプ: スト
リング。
elements
msg エレメントが入っているエレメントの 1 つ。以下のようにメッセージごと
にこれらのエレメントのうち 1 つだけが表示されます。
v trans
v rowOp
v lob
v subDeactivated
v loadDoneRcvd
v heartbeat
v errorRpt
v subSchema

例:
以下の例は、メッセージ・エレメントを示しています。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd"
version="1.0.0" dbName="DB1">
elements
</msg>

elements は、trans、rowOp、lob、subDeactivated、loadDoneRcvd、
heartbeat、errorRpt、または subSchema のエレメントの 1 つを表しています。

トランザクション・メッセージ
transaction メッセージには、ソース表に対する 1 つ以上の行の挿入、更新、また
は削除操作が含まれています。 transaction メッセージには、ソース・データベー
スでトランザクションがコミットされた時刻の情報、および時刻に基づくログ・シ
ーケンス番号も含まれています。
transaction メッセージが送信キューに定義された最大メッセージ・サイズを超え
ると、Q キャプチャー・プログラムは、それを複数の transaction メッセージに分
割できます。分割済みトランザクションの各メッセージは、トランザクション・エ
レメント (trans) のセグメント番号属性を使用して、番号付けされます。分割済みト
ランザクションのメッセージはすべて、コミット時間とコミット論理シーケンス番
号が同一の値を共有します。
transaction メッセージ内で、trans エレメントには、行操作のタイプ、各列の属
性、列値のデータ・タイプ、および値そのものを記述した他のエレメントの階層が
入っています。続くセクションでは、trans エレメントが入ったエレメントを説明し
ます。
v 『トランザクション・エレメント (trans)』
v

599 ページの『行操作エレメント (insertRow、updateRow、および deleteRow)』

v

601 ページの『列エレメント (col)』

v

602 ページの『single-column-value エレメント』

v

604 ページの『double-column-value エレメント』

v

605 ページの『変更前の値および変更後の値エレメント (beforeVal および
afterVal)』

トランザクション・エレメント (trans)
トランザクション・エレメント (trans) は、msg エレメントに含まれており、3 つの
行操作エレメント (insertRow、updateRow、または deleteRow) のうち 1 つを保持し
ています。
表 100 では、trans エレメントについて説明します。
表 100. trans のエレメントの説明
名前

プロパティー

trans

空でない、複合タイプ、複合内容
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構造
<trans isLast="is_last_indicator" segmentNum="segment_number"
cmitLSN="commit_logical_sequence_number" cmitTime="commit_time"
authID="authorization_ID" correlationID="correlation_ID"
planName="plan_name">
elements
</trans>

詳細
is_last_indicator
transaction メッセージがデータベース・トランザクションの最終メッセージか
どうかを示すブール値。最終メッセージである場合、値は 1 (真) です。最終メ
ッセージではない場合、値は 0 (偽) です。 XML データ・タイプ: ブール
データベース・トランザクションに LOB 列の行操作があり、パブリッシュされ
る LOB 値があるなら、LOB 値は、最終 transaction メッセージの後に分離し
た LOB メッセージに送信されます。この場合、データベース・トランザクショ
ンの最終メッセージは最終 transaction メッセージではなく、LOB メッセージ
です。
segment_number
分割済み transaction メッセージでメッセージのセグメント番号を示す正の整
数。 XML データ・タイプ: positiveInteger。
commit_logical_sequence_number
トランザクションの COMMIT ステートメントのコミット論理シーケンス番号
(時刻に基づくログ・シーケンス番号)。XML データ・タイプ: ストリング。
commit_time
マイクロ秒単位で設定したグリニッジ標準時 (GMT) を使用したトランザクショ
ンの COMMIT ステートメントのタイム・スタンプ。 XML データ・タイプ:
dateTime
authorization_ID
ソース表を更新したユーザーのユーザー ID。 XML データ・タイプ: ストリン
グ。
correlation_ID
ソース更新を実行した相関 ID (通常はジョブ名)。 XML
データ・タイプ: ストリング。
plan_name
トランザクションに関連付けられたプラン名。XML デー
タ・タイプ: ストリング。
elements
各 trans エレメントには、以下のエレメントが 1 つ以上入ります。
v insertRow
v updateRow
v deleteRow
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例
続く例では、行の挿入、行の更新、または、行の削除のエレメントのうち 1 つ以上
が入ったトランザクションを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd"
version="1.0.0" dbName="DB1">
<trans isLast="1" segmentNum="1" cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
insertRow, updateRow, or deleteRow
</trans></msg>

insertRow、updateRow、または deleteRow は、『行操作エレメント
(insertRow、updateRow、および deleteRow)』 で説明されているエレメントを表して
います。

行操作エレメント (insertRow、updateRow、および deleteRow)
トランザクション・エレメントで、行操作エレメント(insertRow、updateRow、およ
び deleteRow) は、ソース表の行で実行される SQL 操作のタイプを記述します。こ
れらのエレメントにはそれぞれ、サブスクライブする列への変更を記述する 1 つ以
上の列エレメント (col) が入っています。
表 101 では insertRow、deleteRow、および updateRow のエレメントを説明します。
表 101. insertRow、deleteRow、および updateRow のエレメントの説明
名前

プロパティー

insertRow

空でない、複合タイプ、複合内容

deleteRow

空でない、複合タイプ、複合内容

updateRow

空でない、複合タイプ、複合内容

構造
<insertRow subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name" rowNum="row_number" hasLOBCols="LOB_indicator">
elements
</insertRow>
<deleteRow subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name" rowNum="row_number" hasLOBCols="LOB_indicator">
elements
</deleteRow>
<updateRow subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name" rowNum="row_number" hasLOBCols="LOB_indicator">
elements
</updateRow>
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詳細
publication_name
この行操作が属しているパブリケーションの名前。XML データ・タイプ: スト
リング。
source_owner
行操作が開始されたソース表のスキーマ。 XML データ・タイプ: ストリング。
source_name
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
row_number
行操作にラージ・オブジェクト (LOB) 列があると、この属性が生成されて、デ
ータベース・トランザクションの行操作の位置番号を識別します。この属性にデ
フォルト値はありません。 XML データ・タイプ: positiveInteger。
LOB_indicator
行操作に LOB 列があるかどうかを示すブール値。 LOB 列がある場合、値は 1
(真) です。デフォルト値は 0 (偽) です。 XML データ・タイプ: ブール
elements
insertRow、updateRow、または deleteRow エレメントに含められる 1 つ以上の
列エレメント (col)。

例
以下の例では、transaction メッセージ内の insertRow、updateRow、および
deleteRow エレメントを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<trans isLast="1" segmentNum="1" cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
<insertRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
column_element
</insertRow>
<deleteRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
column_element
</deleteRow>
<updateRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
column_element
</updateRow>

</trans>

</msg>

column_element は、「 601 ページの『列エレメント (col)』」で説明されている列エ
レメントを表しています。
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列エレメント (col)
列エレメント (col) は、ソース表にサブスクライブした列の名前を記述し、その列
が、パブリッシングに使用するキーの一部であるかどうかも通知します。挿入また
は削除操作の col エレメントには単一の値しか入っていません。更新操作の場合、
パブリケーションに指定した送信データのオプションに応じて、col エレメントには
変更前の値と変更後の値を含めることができます。
コード・ページ変換が失敗した場合にパブリケーション・キュー・マップが無効デ
ータを送信するように指定すると、挿入操作の col エレメントに関して invalidData
および rawData 属性が 1 に設定されます。更新操作の場合、beforeVal または
afterVal エレメントのいずれかで、invalidData および rawData 属性が 1 に設定さ
れます。
表 102 では、col エレメントについて説明します。
表 102. col のエレメントの説明
名前

プロパティー

col

空でない、複合タイプ、複合内容

構造
<col name="column_name" isKey="key_indicator" invalid_data_options>
single_or_double_column_value
</col>

詳細
column_name
ソース表のサブスクライブした列名。XML データ・タイプ: ストリング。
key_indicator
オプション: この列がパブリッシングに使用するキーの一部であるかどうかを示
すブール値。デフォルトは 0 (偽) です。キー列である場合、値は 1 (真) で
す。 XML データ・タイプ: ブール
invalid_data_options
オプション: コード・ページ変換エラーが起きた場合にパブリケーション・キュ
ー・マップがデータをパブリッシュするように指定すると、そのデータは 16 進
形式でパブリッシュされます。挿入操作の場合、col エレメント上で、
invalidData および rawData 属性が 1 (真) に設定されます。更新操作の場合、
beforeVal または afterVal エレメントのいずれかで、invalidData および rawData
属性が 1 (真) に設定されます。デフォルトは 0 (偽) です。 XML データ・タ
イプ: ブール
single_or_double_column_value
列エレメントがソース表での挿入または削除操作の一部である場合、
single-column-value エレメントの 1 つが入ります。更新操作の場合、この列エ
レメントに変更前の値と変更後の値の両方をもつ 2 列の値を入れることができ
ます。

第 26 章 イベント・パブリッシングの XML メッセージの構造

601

例
以下の例では、単一列の値をもつ行操作と、2 列の値をもつ更新操作を示していま
す。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<trans isLast="1" segmentNum="1" cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
<insertRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
<col name="COL1" isKey="1">
single_column_value
</col>
<col name="COL2">
single_column_value
</col>
</insertRow>
<updateRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
<col name="COL1" isKey="1">
double_column_value
</col>
<col name="COL2">
double_column_value
</col>
</updateRow>

</trans>

</msg>

single_column_value は、『single-column-value エレメント』で説明されるエレメント
を表し、double_column_value は、 604 ページの『double-column-value エレメント』
で説明されるエレメントを表しています。

single-column-value エレメント
single-column-value エレメントには、ソース表からの実際の値が入ります。 Q キャ
プチャー・プログラムは、挿入および削除操作に single-column-value エレメントを
使用します。これらのエレメントは、ソース列のデータ・タイプから命名され、他
のエレメントはもちません。ソース表からの値が NULL の場合、このエレメントは
空になり、xsi:nil 属性は、1 (真) に設定されます。
表 103 では、single-column-value エレメントについて説明します。エレメントはす
べて複合タイプで、簡潔な内容です。 LOB データを伝達する blob、clob、および
dbclob エレメントは、ラージ・オブジェクトからのデータが別の LOB メッセージ
に送信されるので、常に空です。 blob、clob、および dbclob エレメントは xsi:nil
属性をもちません。
表 103. single-column-value エレメントの説明
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名前

XML データ・タイプ

smallint

short

integer

integer
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値のデータ・フォーマット

表 103. single-column-value エレメントの説明 (続き)
名前

XML データ・タイプ

bigint

long

float

float (32 bits)

値のデータ・フォーマット

[-]d.dddddE[-|+]dd [-]d.ddddddddddddddE[|+]dd

double (64 bits)
real

float

double

double

decimal

decimal

date

date

YYYY-MM-DD

time

time

HH:MM:SS.SSS

timestamp

dateTime

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.SSS

char

string

varchar

string

long varchar

string

bitchar

hexBinary

bitvarchar

hexBinary

bitlongvarchar

hexBinary

graphic

string

vargraphic

string

longvargraphic

string

rowid

hexBinary

blob

hexBinary

clob

string

dbclob

string

構造
<data_type xsi:nil="null_indicator">value</data_type>

詳細
data_type
ソース表の列のデータ・タイプ。このデータ・タイプを使用してエレメントに命
名します。
null_indicator
オプション: ソース列に NULL 値が入っているかどうかを示す整数。デフォル
トは 0 (偽) です。ソース列に NULL 値が入っている場合、この属性の値は 1
(真) です。 blob、clob、および dbclob エレメントには、この属性はありませ
ん。 XML データ・タイプ: ブール
value
ソース列の実際の名前。ソース値が NULL または LOB 値であると、エレメン
トは空になります。

例
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以下の例では、整数データ・タイプのキー列にある single-column-value の 222 と、
varchar データ・タイプの非キー列にある Hello を使用する挿入操作を示していま
す。例では、キー列にある整数データ・タイプの single-column-value の 222 の行の
削除操作も示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<trans isLast="1" segmentNum="1" cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
<insertRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
<col name="COL1" isKey="1">
<integer>222</integer>
</col>
<col name="COL2">
<varchar>Hello</varchar>
</col>
</insertRow>
<deleteRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
<col name="COL1" isKey="1">
<integer>222</integer>
</col>
</deleteRow>
</trans>
</msg>

double-column-value エレメント
double-column-value エレメントは、Q キャプチャー・プログラムが、ソース列から
変更前の値および変更後の値の両方を送信する必要が生じた場合、更新操作で使用
されます。メッセージで、Q キャプチャー・プログラムは、変更されたキー列の変
更前の値を送信します。パブリケーションのために BEFORE_VALUES データ送信
オプションが「Yes」に設定されると、変更された非キー列の変更前の値を送信しま
す。変更前の値および変更後の値が同一である場合、変更後の値エレメント
(afterValue) だけが使用されます。
blob、clob、および dbclob 以外のすべての double-column-value エレメントは、空で
はなく、複合タイプで、複合の内容があります。エレメント blob、clob、および
dbclob は常に空であり、NULL 可能ではありません。 double-column-value エレメ
ントには属性がありません。 double-column-value エレメントの詳細については、
602 ページの『single-column-value エレメント』 を参照してください。

構造
<data_type>
elements
</data_type>

詳細
data_type
ソース表の列のデータ・タイプ。このデータ・タイプを使用してエレメントに命
名します。データ・タイプが blob、clob、または dbclob であると、エレメント
は空であり、NULL 可能ではありません。
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elements
beforeValue または afterValue エレメントの一方もしくは両方、または、空の
blob、clob、および dbclob。

例
以下の例は、double-column-value エレメントを示しています。
v 変更されたキー列 (整数データ・タイプ)
v 変更された非キー列 (varchar データ・タイプ)。ただし、パブリケーションのため
の BEFORE_VALUES データ送信オプションは「No」に設定されています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<trans isLast="1" segmentNum="1" cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
<updateRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
<col name="COL1" isKey="1">
<integer>
beforeValue
afterValue
</integer>
</col>
<col name="COL2">
<varchar>
afterValue
</varchar>
</col>
</updateRow>
</trans>
</msg>

beforeValue および afterValue は、『変更前の値および変更後の値エレメント
(beforeVal および afterVal)』で説明されるエレメントを表しています。

変更前の値および変更後の値エレメント (beforeVal および afterVal)
変更前の値および変更後の値エレメント (beforeVal および afterVal) には、ソース
表からの実際の値が入っています。これらのエレメントは、パブリケーションのた
めの BEFORE_VALUES データ送信オプションが「Yes」に設定されたとき、変更
されたキー列および変更された非キー列に対する更新操作で使用されます。パブリ
ケーションで変更前の値を送信することが必要で、ソース列の値が変更されなかっ
た場合、afterVal エレメントのみが使用されます。ソース表からの値が NULL の場
合、このエレメントは空になり、xsi:null 属性は、1 (真) に設定されます。
表 104 では、beforeVal および afterVal エレメントについて説明します。
表 104. beforeVal および afterVal のエレメントの説明
名前

プロパティー

beforeVal

NULL 可能、複合タイプ、単一の内容

afterVal

NULL 可能、複合タイプ、単一の内容、オプション
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構造
<beforeVal xsi:nil="null_indicator" invalidData="invalid_indicator"
rawData="rawdata_indicator">value</beforeVal>
<afterVal xsi:nil="null_indicator" invalidData="invalid_indicator"
rawData="rawdata_indicator">value</afterVal>

詳細
null_indicator
オプション: ソース列の値が NULL であるかどうかを示す整数。デフォルトは
0 (偽) です。ソース列に NULL 値が入っている場合、この属性の値は 1 (真)
です。 XML データ・タイプ: ブール
value
ソース列の実際の名前。ソース値が NULL であると、エレメントは空になりま
す。
invalid_indicator
オプション: コード・ページ変換エラーが起きた場合にパブリケーション・キュ
ー・マップがデータをパブリッシュするように指定すると、そのデータは 16 進
形式でパブリッシュされます。以前の値が変換できない場合、beforeVal エレメ
ント上で、invalidData および rawData 属性が 1 (真) に設定されます。デフォ
ルトは 0 (偽) です。 XML データ・タイプ: ブール
rawdata_indicator
オプション: コード・ページ変換エラーが起きた場合にパブリケーション・キュ
ー・マップがデータをパブリッシュするように指定すると、そのデータは 16 進
形式でパブリッシュされます。以後の値が変換できない場合、afterVal エレメン
ト上で、invalidData および rawData 属性が 1 (真) に設定されます。デフォル
トは 0 (偽) です。 XML データ・タイプ: ブール

例
以下の例では、キー列の値 222 を変更せず (afterVal エレメントのみ使用)、同じ行
にある varchar 列が、"Hello" から NULL に変更された更新操作を示します。この
場合、パブリケーションのための BEFORE_VALUES オプションは「Yes」に設定
されています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<trans isLast="1" segmentNum="1" cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
<updateRow subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
<col name="COL1" isKey="1">
<integer>
<afterVal>222</afterVal>
</integer>
</col>
<col name="COL2">
<varchar>
<beforeVal>Hello</beforeVal>
<afterVal xsi:nil="1"/>
</varchar>
</col>
</updateRow>
</trans>
</msg>

606

レプリケーションとイベント・パブリッシング ガイドとリファレンス

行操作メッセージ
row operation メッセージには、ソース表からの 1 つの挿入、更新、または削除行
操作が含まれています。row operation メッセージでは、メッセージ・エレメント
(msg) に行操作エレメント (rowOp) が入っています。
row operation メッセージは、送信キューに定義した最大メッセージ・サイズを超
えてはなりません。このサイズを超えた row operation メッセージは、複数のメッ
セージに分割できない場合があります。row operation メッセージで、トランザク
ションに属する挿入、更新、または削除は、同じコミット時間およびコミット論理
シーケンス番号になります。 LOB メッセージが row operation メッセージの後に
続く場合、この row operation メッセージには、これがソース・データベースから
の行操作の最終メッセージではないことを示す属性が含まれています。
表 105 では、rowOp エレメントについて説明します。
表 105. rowOp のエレメントの説明
名前

プロパティー

rowOp

空でない、複合タイプ、複合内容

構造
<rowOp cmitLSN="commit_logical_sequence_number"
cmitTime="commit_time" isLast="is_last_indicator"
authID="authorization_ID" correlationID="correlation_ID"
planName="plan_name">
elements
</rowOp>

詳細
commit_logical_sequence_number
トランザクションの COMMIT ステートメントのコミット論理シーケンス番号
(時刻に基づくログ・シーケンス番号)。XML データ・タイプ: ストリング。
commit_time
マイクロ秒単位で設定したグリニッジ標準時 (GMT) を使用したトランザクショ
ンの COMMIT ステートメントのタイム・スタンプ。 XML データ・タイプ:
dateTime
is_last_indicator
オプション: row operation メッセージがソース・データベースからの行操作の
最終メッセージかどうかを示すブール値。LOB メッセージが row operation メ
ッセージの後に続く場合、この値は 0 (偽) に設定されます。この属性にデフォ
ルト値はありません。XML データ・タイプ: ブール
authorization_ID
ソース表を更新したユーザーのユーザー ID。 XML データ・タイプ: ストリン
グ。
correlation_ID
z/OS のみ: ソース更新を実行した相関 ID (通常はジョブ名)。 XML データ・
タイプ: ストリング。
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plan_name
z/OS のみ: 行が所属するトランザクションに関連したプラン名。 XML デー
タ・タイプ: ストリング。
elements
各 rowOp エレメントには、以下のエレメントのうち 1 つが入ります。
v insertRow
v updateRow
v deleteRow

例
以下の例では、insertRow、updateRow、または deleteRow element を含む行操作エレ
メントを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0" dbName="DB1">
<rowOp cmitLSN="0000:0000::0000:06d6:87ab"
cmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122">
insertRow, deleteRow, or updateRow
</rowOp></msg>

insertRow、updateRow、または deleteRow は、 597 ページの『トランザクション・メ
ッセージ』 で説明されているエレメントを表しています。

ラージ・オブジェクト (LOB) メッセージ
ラージ・オブジェクト (LOB) メッセージは、ソース表の列からデータの一部または
全部を伝送します。このソース表には、ラージ・オブジェクト値として、BLOB (バ
イナリー・ラージ・オブジェクト、CLOB (文字ラージ・オブジェクト)、または
DBCLOB (2 バイト文字ラージ・オブジェクト) が入っています。
それぞれの LOB メッセージには、ソース表にある最大で 1 つの LOB 値からのデ
ータが含まれています。この値が、Q キャプチャー・プログラムで決定される LOB
メッセージ・バッファー・サイズを超えると、Q キャプチャー・プログラムは LOB
値を、複数の LOB メッセージに分割することが可能です。このバッファー・サイズ
は、送信キューに定義した最大メッセージ・サイズにすることができます。同じ
LOB 値の一部を含むすべてのメッセージは、同じパブリケーション名、ソース表所
有者、ソース表名、行番号、および列名を持ちます。
LOB 値を含むメッセージは、LOB 値が属するトランザクションまたは行操作のあ
るメッセージの後に送信されます。isLast 属性は分割済み LOB 値の最終メッセー
ジを示します。これはまた、トランザクションまたは行操作の最終メッセージで
す。
LOB メッセージ内で、ラージ・オブジェクト・エレメント (lob) は、メッセージ・
エレメント (msg) に入れられ、単一の LOB 列値が入ります。
609 ページの表 106 では、lob エレメントについて説明します。
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表 106. lob のエレメントの説明
名前

プロパティー

lob

空でない、複合タイプ、複合内容

構造
<lob isLast="is_last_indicator" subName="publication_name"
srcOwner="source_owner" srcName="source_name" rowNum="row_number"
colName="column_name" totalDataLen="LOB_data_length"
dataLen="segment_data_length">
LOB_column_value
</lob>

詳細
is_last_indicator
これがトランザクションまたは行操作の最終メッセージかどうかを示すブール
値。これが最終メッセージである場合、値は 1 (真) です。最終メッセージでは
ない場合、値は 0 (偽) です。 XML データ・タイプ: ブール
publication_name
LOB 値が含まれる XML パブリケーションの名前。XML データ・タイプ: ス
トリング。
source_owner
LOB が発生したソース表のスキーマ。XML データ・タイプ: ストリング。
source_name
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
row_number
データベース・トランザクション内で、LOB 値が含まれる行操作の位置番号。
XML データ・タイプ: positiveInteger。
column_name
LOB 値が含まれるソース表の列の名前。 XML データ・タイプ: ストリング。
LOB_data_length
ソース表に含まれている LOB 値の合計長 (バイト単位)。XML データ・タイプ
: nonNegativeInteger。
segment_data_length
単一メッセージ・セグメントに含まれている LOB データの長さ (バイト単
位)。XML データ・タイプ: nonNegativeInteger。
LOB_column_value
LOB 値のデータ・タイプを説明する 3 つの LOB 列値エレメントの 1 つ。こ
の 3 つのエレメントとは、blob、clob、および dbclob です。

例
以下の例では、LOB メッセージを示しています。
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd"
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version="1.0.0" dbName="DB1">
<lob isLast="0" subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1" rowNum="3"
colName="LOBCOL" totalDataLen="92675" dataLen="100">
LOB_column_value
</lob>
</msg>

LOB_column_value は、『LOB 列値』 で説明される 3 つのエレメントの 1 つで
す。

LOB 列値
3 つの LOB 列値エレメントには、それぞれソース表からの実 LOB データが含ま
れています。このエレメントは、そのデータ・タイプ blob、clob、または dbclob の
いずれかに応じて命名されます。ソース表からの値が NULL の場合、このエレメン
トは空になり、xsi:nil 属性は 1 (真) に設定されます。
表 107 では、LOB 列値エレメントについて説明します。
表 107. LOB 列値のエレメントの説明
名前

プロパティー

blob

NULL 可能、複合タイプ、単一の内容

clob

NULL 可能、複合タイプ、単一の内容

dbclob

NULL 可能、複合タイプ、単一の内容

構造
<data_type xsi:nil="null_indicator">
LOB_value
</data_type>

詳細
data_type
ソース表の列のデータ・タイプ。このデータ・タイプを使用してエレメントに命
名します。
null_indicator
オプション: ソース列の値が NULL であるかどうかを示すブール値。デフォル
トは 0 (偽) です。ソース列に NULL 値が入っている場合、この属性の値は 1
(真) です。 XML データ・タイプ: ブール
LOB_value
ソース表のラージ・オブジェクトからの実データ。

例
以下の例では、CLOB (文字ラージ・オブジェクト) 値からのデータとして、合計で
92,675 バイトのうちの 100 バイトが入っている LOB メッセージを示しています。
<xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd"
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version="1.0.0" dbName="DB1>
<lob isLast="0" subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1" rowNum="3"
colName="LOBCOL" totalDataLen="92675" dataLen="100">
<clob>LOB data</clob>
</lob>
</msg>

サブスクリプション非アクティブ化メッセージ
subscription deactivated メッセージにより、Q キャプチャー・プログラムがユー
ザー・アプリケーションから deactivate subscription メッセージを受信したこと
が確認できます。
subscription deactivated メッセージでは、メッセージ・エレメント (msg) にサブスク
リプション非アクティブ化エレメント (subDeactivated) が入っています。
表 108 では、subDeactivated エレメントについて説明します。
表 108. subDeactivated のエレメントの説明
名前

プロパティー

subDeactivated

空、複合タイプ

構造
<subDeactivated subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name" stateInfo="state_information"/>

詳細
publication_name
非アクティブ化したパブリケーションの名前。XML データ・タイプ: ストリン
グ。
source_owner
パブリケーションのソース表のスキーマ。 XML データ・タイプ: ストリング。
source_name
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
state_information
パブリケーションの状態に関する追加の情報。この属性に、ASN メッセージ番
号は入っていません。XML データ・タイプ: ストリング。

例
以下の例は、subscription deactivated メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<subDeactivated subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1"
stateInfo="ASN7019I"/>
</msg>
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ロード完了受信メッセージ
load done received メッセージにより、Q キャプチャー・プログラムがユーザー・
アプリケーションから load done received メッセージを受信したことが確認でき
ます。 load done メッセージは、ターゲット表がロードされていることを表しま
す。
load done received メッセージでは、メッセージ・エレメント (msg) にロード完
了受信エレメント (loadDoneRcvd) が入っています。
表 109 では、loadDoneRcvd エレメントについて説明します。
表 109. loadDoneRcvd のエレメントの説明
名前

プロパティー

loadDoneRcvd

空、複合タイプ

構造
<loadDoneRcvd subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name" stateInfo="state_information"/>

詳細
publication_name
ターゲット表がロードされたパブリケーションの名前。 XML データ・タイプ:
ストリング。
source_owner
パブリケーションのソース表のスキーマ。 XML データ・タイプ: ストリング。
source_name
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
state_information
パブリケーションの状態に関する追加の情報。この属性に、ASN メッセージ番
号は入っていません。XML データ・タイプ: ストリング。

例
以下の例は、load done received メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<loadDoneRcvd subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1"
stateInfo="ASN7019I"/>
</msg>

エラー・レポート・メッセージ
Q キャプチャー・プログラムは、制御メッセージ経由で出されたユーザー・アプリ
ケーションの要求を実行できない場合、error report メッセージを送信します。
例えば、Q キャプチャー・プログラムが、パブリケーションをアクティブまたは非
アクティブにできない場合、または load done メッセージを確認できない場合、エ
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ラー・レポート・メッセージを送信します。Q キャプチャー・プログラムは、この
エラーをログにも書き込みます。送信キューが使用不可のため、Q キャプチャー・
プログラムがエラー・レポート・メッセージの送信ができない場合も、そのエラー
をログを書き込みます。 WebSphere MQ に関するエラーは、エラー・レポート・メ
ッセージを生成しません。
error report メッセージでは、メッセージ・エレメント (msg) にエラー・レポー
ト・エレメント (errorRpt) が入っています。
表 110 では、errorRpt エレメントについて説明します。
表 110. errorRpt のエレメントの説明
名前

プロパティー

errorRpt

空、複合タイプ

構造
<errorRpt subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name" errorMsg="message_text"/>

詳細
publication_name
エラーを生成したパブリケーションの名前。XML データ・タイプ: ストリン
グ。
source_owner
パブリケーションのソース表のスキーマ。 XML データ・タイプ: ストリング。
source_name
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
message_text
エラー・メッセージのテキスト。XML データ・タイプ: ストリング。

例
以下の例では、Q キャプチャー・プログラムがパブリケーションをアクティブにで
きなかった後に生成された error report メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<errorRpt subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1"
errorMsg="message_text"/>
</msg>

message_text は、エラー・メッセージのテキストです。

ハートビート・メッセージ
heartbeat メッセージはユーザー・アプリケーションに Q キャプチャー・プログラ
ムが依然として実行中であることを通知します。 Q キャプチャー・プログラムは、
キューに書き込むメッセージがない場合、送信キューを含むパブリッシング・キュ
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ー・マップのハートビート・インターバルが到着するたびに、このメッセージをア
クティブな送信キューに書き込みます。 Q キャプチャー・プログラムがこのインタ
ーバルの生じる前にログの最後に到達する場合、最終コミット時間に関する情報な
しで、heartbeat メッセージを送信します。
heartbeat メッセージでは、メッセージ・エレメント (msg) にハートビート・エレ
メント (heartbeat) が入っています。
表 111 では、heartbeat エレメントについて説明します。
表 111. heartbeat のエレメントの説明
名前

プロパティー

heartbeat

空、複合タイプ

構造
<heartbeat sendQName="send_queue_name" lastCmitTime="last_commit_time"/>

詳細
send_queue_name
Q キャプチャー・プログラムが heartbeat メッセージを書き込む送信キューの
名前。XML データ・タイプ: ストリング。
last_commit_time
オプション: 最終コミット済みトランザクションのタイム・スタンプ (グリニッ
ジ標準時 (GMT))。この属性はオプションで、デフォルト値はありません。XML
データ・タイプ: dateTime

例
以下の例は、heartbeat メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<heartbeat sendQName="Q1" lastcmitTime="2003-10-31T12:12:12.000122"/>
</msg>

サブスクリプション・スキーマ・メッセージ (subSchema)
Q キャプチャー・プログラムは、subscription schema メッセージを送信して、パ
ブリケーションがアクティブにされたか、または再初期化されたかを確認します。
このメッセージは、パブリケーションの詳細を伝えます。詳細には、ソース表およ
び送信キューの名前、データ送信オプション、およびロード・フェーズに関する情
報が含まれます。subscription schema メッセージは、activate subscription メ
ッセージ、reinit コマンド、または、REINIT_SUB シグナルの応答として送信しま
す。
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subscription schema メッセージで、このメッセージ・エレメント(msg) には、1
つ以上の列エレメント (co.) があるサブスクリプション・スキーマ・エレメントが
あります。以下のセクションでは、この 2 つのエレメントについて説明していま
す。
v 『サブスクリプション・スキーマ・エレメント (subSchema)』
v

617 ページの『サブスクリプション・スキーマ・メッセージの列エレメント
(col)』

サブスクリプション・スキーマ・エレメント (subSchema)
この属性により、subSchema エレメントはパブリケーションの詳細を提供します。
subSchema エレメントには、1 つ以上の列エレメント (col) があります。
表 112 では、subSchema エレメントについて説明しています。
表 112. subSchema のエレメントの説明
名前

プロパティー

subSchema

空でない、複合タイプ、単一の内容

構造
<subSchema subname="publication_name"
srcOwner="source_owner"
srcName="source_name"
sendQName="send_queue_name"
allChangedRows="ALL_CHANGED_ROWS_option"
beforeValues="BEFORE_VALUES_option"
changedColsOnly="CHANGED_COLS_ONLY_option"
hasLoadPhase="load_phase_option"
dbServerType="operating_system"
dbRelease="DB2_release_level"
dbInstance="DB2_instance_name"
capRelease="Q_capture_release_level">
column_elements
</subSchema>

詳細
publication_name
アクティブ化された、または再初期化されたパブリケーションの名前。XML デ
ータ・タイプ: ストリング。
source_owner
パブリケーションのソース表のスキーマ。 XML データ・タイプ: ストリング。
source_name
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
send_queue_name
パブリケーションに指定された送信キューの名前。 XML データ・タイプ: スト
リング。
ALL_CHANGED_ROWS_option
オプション: ALL_CHANGED_ROWS データ送信オプションがパブリケーション
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に指定されているかどうかを示すブール値。デフォルトは 0 (偽) です。このオ
プションが指定される場合、値は 1 (真) です。XML データ・タイプ: ブール
BEFORE_VALUES_option
オプション: BEFORE_VALUES データ送信オプションがパブリケーションに指
定されているかどうかを示すブール値。デフォルトは 0 (偽) です。このオプシ
ョンが指定される場合、値は 1 (真) です。XML データ・タイプ: ブール
CHANGED_COLS_ONLY_option
オプション: CHANGED_COLS_ONLY データ送信オプションがパブリケーショ
ンに指定されているかどうかを示すブール値。デフォルトは 0 (偽) です。この
オプションが指定される場合、値は 1 (真) です。XML データ・タイプ: ブー
ル
load_phase_option
オプション: パブリケーションにロード・フェーズがあるかどうかを示す標識。
デフォルトはロード・フェーズなしを意味する "none" です。ロード・フェーズ
が指定される場合、この値は "external" です。 XML データ・タイプ:
loadPhaseEnumType
operating_system
オプション: ソース・データベースまたはサブシステムのオペレーティング・シ
ステム。デフォルトは QDB2/6000 (DB2 for AIX) です。XML データ・タイプ:
dbServerTypeEnumType。
DB2_release_level
ソース・データベースまたはサブシステムの DB2 リリース・レベル。XML デ
ータ・タイプ: ストリング。
DB2_instance_name
ソース・データベースがある DB2 インスタンスの名前。XML データ・タイプ:
ストリング。
Q_capture_release_level
Q キャプチャー・プログラムのリリース・レベル。XML データ・タイプ: スト
リング。
column_elements
ソース表にある各列についての情報を送る 1 つ以上の列エレメント (col)。
表 113 では、subSchema エレメントの属性で使用される 2 つの XML データ・タ
イプについての追加の詳細を説明しています。
表 113. subSchema 属性の追加のデータ・タイプの説明
タイプ名

基本タイプ

値

loadPhaseEnumType

string

なし、外部

dbServerTypeEnumType

string

QDB2, QDB2/6000, QDB2/HPUX,
QDB2/NT, QDB2/SUN, QDB2/LINUX,
QDB2/Windows
注: QDB2 自体は、DB2 for z/OS を暗黙
指定する。
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例
以下の subscription schema メッセージは、パブリケーションに送信され、
BEFORE_VALUES データ送信オプションおよびロード・フェーズを指定します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<subSchema subname="S1"
srcOwner="USER1"
srcName="T1"
sendQName="Q1"
beforeValues="yes"
hasLoadPhase="external"
dbServerType="QDB2/6000"
dbRelease="8.2.0"
dbInstance="DB2INST"
capRelease="8.2.0">
column_element
</subSchema>
</msg>

column_element は、『サブスクリプション・スキーマ・メッセージの列エレメント
(col)』 で説明されている 1 つ以上の列エレメントを表しています。

サブスクリプション・スキーマ・メッセージの列エレメント (col)
subscription schema メッセージ内で、列エレメント (col) は、ソース表にある列
ごとの情報を伝達します。
表 114 では、スキーマ・メッセージにある col エレメントについて説明します。
表 114. col のエレメントの説明
名前

プロパティー

col

空、複合タイプ

構造
<col name="column_name"
type="data_type"
len="data_length"
precision="data_precision"
scale="decimal_scale"
codepage="codepage_number"
isKey="key_indicator"/>

詳細
column_name
ソース表の列名。XML データ・タイプ: ストリング。
data_type
ソース列のデータ・タイプ。これは、dataTypeEnumType XML データ・タイプ
に定義したデータ・タイプの 1 つでなければなりません。リストについては、
618 ページの表 115 を参照してください。 XML データ・タイプ:
dataTypeEnumType。
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表 115. dataTypeEnumType の追加のデータ・タイプの説明
タイプ名

基本タイプ

値

dataTypeEnumType

string

smallint、integer、bigint、float、real、double、
decimal、 char、 varchar、longvarchar、
bitchar、bitvarchar、 bitlongvarchar、graphic、
vargraphic、longvargraphic、 time、timestamp、date、
rowid、blob、clob、 dbclob

data_length
オプション: ソース列のデータの最大長。XML データ・タイプ: unsignedInt。
data_precision
オプション: 10 進数データ・タイプの場合の、数字の精度。XML データ・タイ
プ: unsignedShort。
decimal_scale
オプション: 10 進数データ・タイプの場合の、数字の位取り。XML データ・タ
イプ: unsignedShort。
codepage_number
オプション: 文字データ・タイプのコード・ページ。デフォルトは 0 です。
XML データ・タイプ: unsignedShort。
key_indicator
オプション: これがキー列であるかどうかを示すブール値。デフォルトは 0 (偽)
です。キー列である場合、値は 1 (真) です。 XML データ・タイプ: ブール

例
以下の例は、サブスクリプション・スキーマ・メッセージ内にある 2 つの列エレメ
ントを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<subSchema subname="S1"
srcOwner="USER1"
srcName="T1"
sendQName="Q1"
beforeValues="yes"
hasLoadPhase="external"
dbServerType="QDB2/6000"
dbRelease="8.2.0"
dbInstance="DB2INST"
capRelease="8.2.0">
<col name="COL1" type="integer" len="4"/>
<col name="COL2" type="varchar" len="50" codepage="1208"/>
</subSchema>
</msg>

列の追加メッセージ
add column メッセージはユーザー・アプリケーションに Q キャプチャー・プログ
ラムが既存のパブリケーションに列を追加したことを通知します。このメッセージ
は、ユーザーまたはユーザー・アプリケーションが IBMQREP_SIGNAL 表に
ADDCOL シグナルを挿入すると、送信されます。
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add column メッセージでは、メッセージ・エレメント (msg) に列の追加エレメン
ト (addColumn) が入っています。列の追加エレメントには、追加されたソース表の
列の情報を伝える列スキーマ (col) エレメントがあります。
表 116 では、addColumn エレメントについて説明します。
表 116. addColumn のエレメントの説明
名前

プロパティー

addColumn

空でない、複合タイプ、単一の内容

構造
<addColumn subName="publication_name" srcOwner="source_owner"
srcName="source_name">
column_element
</addColumn>

詳細
publication_name
列を追加したパブリケーションの名前。XML データ・タイプ: ストリング。
srcOwner
パブリケーションのソース表のスキーマ。 XML データ・タイプ: ストリング。
srcName
ソース表の名前。XML データ・タイプ: ストリング。
column_element
追加された列の詳細 (名前、データ・タイプ、データ長、および列がキー列であ
るかどうか) を含む列スキーマ (col) エレメント。

例
以下の例は、add column メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqcap.xsd" version="1.0.0"
dbName="DB1">
<addColumn subName="S1" srcOwner="USER1" srcName="T1">
column_element
</addColumn>
</msg>

column_element は、「 617 ページの『サブスクリプション・スキーマ・メッセージ
の列エレメント (col)』」で説明されている列エレメントを表しています。
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ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャーへのメッセージの構造
ユーザー・アプリケーションは、メッセージをその管理キューに送信することによ
って Q キャプチャー・プログラムと通信します。これらのメッセージは制御メッセ
ージと呼ばれます。ユーザー・アプリケーションはこのメッセージを使用して、タ
ーゲット表がロードされたことを報告したり、Q キャプチャー・プログラムがパブ
リケーションをアクティブまたは非アクティブにしたり、あるいは送信キューを無
効にするように要求します。
続くトピックでは、ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャー・プログラム
への制御メッセージの構造を説明しています。

ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャーへのメッセージ
のリスト
表 117 では、ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャー・プログラムへ
の、4 つのタイプの制御メッセージを説明しています。
表 117. ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャー・プログラムへの制御メッセージ
メッセージ・タイプ

説明

Invalidate send queue

Q キャプチャー・プログラムに、指定したキュー・エラ
ー・アクションを実行して送信キューを無効化するように
要求する。

Load done

パブリケーションのターゲット表がロードされたことを
Q キャプチャー・プログラムに通知する。

Activate subscription

Q キャプチャー・プログラムにパブリケーションのアク
ティブ化を要求する。

Deactivate subscription

Q キャプチャー・プログラムにパブリケーションの非ア
クティブ化を要求する。

msg: ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャーへの
XML メッセージのルート・エレメント
msg エレメントは、ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャー・プログラ
ムへのすべての制御メッセージのルート・エレメントです。
表 118 では、msg エレメントについて説明します。
表 118. msg (Q キャプチャー・プログラムに対するユーザー・アプリケーション) のエレメン
トの説明
名前

プロパティー

msg

空でない、複合タイプ、複合内容

構造
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="XML_schema_instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="schema_document"
version="version">
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elements
<msg>

詳細
XML_schema_instance
XML スキーマ・インスタンスの URL。イベント・パブリッシングで、URL
は、www.w3.org/2001/XMLSchema-instance です。XML データ・タイプ: ストリ
ング。
schema_document
XML スキーマ文書のファイル名。XML ネームスペースは、メッセージが 1 つ
の XML スキーマしか参照しないので、イベント・パブリッシングではサポー
トされていません。ユーザー・アプリケーションから、Q キャプチャー・プロ
グラムへのメッセージは、mqsub.xsd スキーマ文書を参照します。XML デー
タ・タイプ: ストリング。
version
XML スキーマ・インスタンスのバージョン。DB2 UDB バージョン 8.2 では、
このバージョンは 1.0.0 です。XML データ・タイプ: ストリング。
elements
msg エレメントが入っているエレメントの 1 つ。以下のようにメッセージごと
にこれらのエレメントのうち 1 つだけが表示されます。
v invalidateSendQ
v loadDone
v activateSub
v deactivateSub

例
続く例では、ユーザー・アプリケーションから Q キャプチャー・プログラムへのメ
ッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqsub.xsd" version="1.0.0">
elements
</msg>

elements は、 invalidateSendQ、 loadDone、 activateSub、 deactivateSub のエレメン
トの 1 つを表しています。

送信キュー・メッセージの無効化
サブスクライブするアプリケーションは、送信キューでエラーを検出し、XML パブ
リケーションに指定したエラー・アクションを Q キャプチャー・プログラムに実行
させたい場合、invalidate send queue メッセージを Q キャプチャー・プログラム
に送信します。
622 ページの表 119 では、invalidateSendQ エレメントについて説明します。
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表 119. invalidateSendQ のエレメントの説明
名前

プロパティー

invalidateSendQ

空、複合タイプ

構造
<invalidateSendQ sendQName="send_queue_name"/>

詳細
send_queue_name
Q キャプチャー・プログラムに無効を要求する送信キューの名前。XML デー
タ・タイプ: ストリング。

例
以下の例は、invalidate send queue メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqsub.xsd" version="1.0.0">
<invalidateSendQ sendQName="S1"/>
</msg>

ロード完了メッセージ
load done メッセージは、ターゲット表がロードされたことを Q キャプチャー・プ
ログラムに通知します。Q キャプチャー・プログラムは、load done received メッ
セージを送信して、load done メッセージに応答します。
表 120 では、loadDone エレメントについて説明します。
表 120. loadDone のエレメントの説明
名前

プロパティー

loadDone

空、複合タイプ

構造
<loadDone subName="publication_name"/>

詳細
publication_name
ロード・フェーズを完了したパブリケーションの名前。XML データ・タイプ:
ストリング。

例
以下の例は、load done メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqsub.xsd" version="1.0.0">
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<loadDone subName="S1"/>
</msg>

サブスクリプションのアクティブ化メッセージ
activate subscription メッセージは、Q キャプチャー・プログラムに、パブリケ
ーションへの変更のキャプチャー開始を指示します。
表 121 では、activateSub エレメントについて説明します。
表 121. activateSub のエレメントの説明
名前

プロパティー

activateSub

空、複合タイプ

構造
<activateSub subName="publication_name"/>

詳細
publication_name
Q キャプチャー・プログラムにアクティブ化を要求するパブリケーションの名
前。XML データ・タイプ: ストリング。

例
以下の例は、activate subscription メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqsub.xsd" version="1.0.0">
<activateSub subName="S1"/>
</msg>

サブスクリプションの非アクティブ化メッセージ
deactivate subscription メッセージは、Q キャプチャー・プログラムに、パブリ
ケーションへの変更のキャプチャー停止を指示します。
表 122 では、deactivateSub エレメントについて説明します。
表 122. deactivateSub のエレメントの説明
名前

プロパティー

deactivateSub

空、複合タイプ

構造
<deactivateSub subName="publication_name"/>
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詳細
publication_name
Q キャプチャー・プログラムに非アクティブ化を要求するパブリケーションの
名前。XML データ・タイプ: ストリング。

例
以下の例は、deactivate subscription メッセージを示しています。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<msg xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="mqsub.xsd" version="1.0.0">
<deactivateSub subName="S1"/>
</msg>
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IBM と連絡をとる
お客様サポート、ソフトウェア・サービス、製品情報、および一般情報について
は、IBM にお問い合わせいただくことができます。製品および資料についてのフィ
ードバックをお送りいただくこともできます。

お客様サポート
IBM 製品のお客様サポート、および製品のダウンロードに関する情報については、
「サポート & ダウンロード」サイト (www.ibm.com/support/jp/ja/) にアクセスして
ください。
「製品のサポートサービス依頼」のサイト (www-304.ibm.com/support/electronic/
portal/upr?category=2&locale=ja_JP) にアクセスして、サポート依頼をオープンするこ
とができます。

My IBM
「My IBM」サイト (www.ibm.com/account/jp/ja/) でアカウントを作成することによ
り、お客様の技術サポートのニーズに合った、IBM Web サイトへのリンクや情報を
管理することができます。

ソフトウェア・サービス
ソフトウェア、IT、およびビジネス・コンサルティング・サービスについては、
「ソリューション」サイト (www.ibm.com/solutions/jp/ja/) にアクセスしてくださ
い。

Information Management 製品のサポート
Information Management 製品については、 Information Management サイト
(www-06.ibm.com/software/jp/data/) にアクセスしてください。

フェデレーション、レプリケーション、およびイベント・パブリッシ
ング製品
以下にアクセスしてください。
v IBM InfoSphere Federation Server
www-06.ibm.com/software/jp/data/infosphere/federation-server/
v IBM InfoSphere Replication Server
www-06.ibm.com/software/jp/data/infosphere/replication-server/
v IBM InfoSphere Data Event Publisher
www-06.ibm.com/software/jp/data/infosphere/data-event-publisher/

クラシック製品のサポート
サポートについては、以下にアクセスしてください。
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v IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
www.ibm.com/software/data/integration/support/classic_federation_server_z/
v IBM InfoSphere Classic Replication Server for z/OS
www.ibm.com/software/data/infosphere/support/replication-server-z/
v IBM InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS
www.ibm.com/software/data/integration/support/data_event_publisher_z/
v IBM InfoSphere Data Integration Classic Connector for z/OS
www.ibm.com/software/data/integration/support/data_integration_classic_connector_z/

一般情報
IBM に関する一般情報については、www.ibm.com にアクセスしてください。
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構文図の見方
本書で使用されている構文図には、次の規則が適用されます。
v 構文図は、左から右、上から下に、線に沿って読みます。次の規則が使用されて
います。
– 記号 >>--- は、構文図の始まりを示します。
– 記号 ---> は、構文図が次の行に続くことを示します。
– 記号 >--- は、構文図が前の行から続いていることを示します。
– 記号 --->< は、構文図の終わりを示します。
v 必須項目は、水平線 (メインパス) 上に示されます。
 required_item



v オプション項目は、メインパスの下に示されます。
 required_item


optional_item

オプション項目をメインパスの上に示すこともありますが、それは構文図を見や
すくするためであり、構文要素の実行に影響するものではありません。
optional_item
 required_item



v 複数の項目からの選択が可能な場合、それらの項目を縦に並べて (スタックに) 示
しています。
項目から 1 つを選択しなければならない場合、スタックの項目の 1 つはメイン
パス上に示されます。
 required_item

required_choice1
required_choice2



項目から 1 つをオプションで選択できる場合、スタック全体がメインパスよりも
下に示されます。
 required_item


optional_choice1
optional_choice2

項目の 1 つがデフォルトの場合、その項目はメインパスより上に示され、残りの
選択項目はメインパスよりも下に示されます。
default_choice
 required_item


optional_choice1
optional_choice2
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v メインラインの上に、左へ戻る矢印がある場合には、項目を繰り返して指定でき
ることを示しています。

 required_item  repeatable_item



繰り返しの矢印にコンマが含まれている場合は、繰り返し項目をコンマで区切ら
なければなりません。
,
 required_item  repeatable_item



スタックの上部に繰り返しの矢印がある場合は、スタック内の項目を繰り返して
指定できることを示します。
v 図をフラグメントに分割しなければならない場合があります。構文フラグメント
は、メインの構文図とは分割されて示されますが、フラグメントの内容は、図の
メインパス上にあるかのように読む必要があります。
 required_item

fragment-name



Fragment-name:
required_item
optional_item

v キーワード (および最小の省略形がある場合はその省略形) は英大文字で示されま
す。示されているとおりに入力することが必要です。
v 変数は、すべて英小文字のイタリック体で示されます (例: column-name)。これ
は、ユーザーが指定する名前や値を表します。
v 図で、途中に句読点が示されていない場合は、キーワードおよびパラメーターを
少なくとも 1 つのスペースで区切ってください。
v 句読記号、括弧、算術演算子、およびその他の記号は、図に示されているとおり
に入力してください。
v 脚注は、(1) のように、括弧の中に数字を入れた形で示されます。
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特記事項
本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。
本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合
があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM
の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービス
に言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能
であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を
侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用す
ることができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの
評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。
IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を
保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実
施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わ
せは、書面にて下記宛先にお送りください。
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19番21号
日本アイ・ビー・エム株式会社
法務・知的財産
知的財産権ライセンス渉外
以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM お
よびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態で提
供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むす
べての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっ
ては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限
を受けるものとします。
この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的
に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。 IBM は予告なしに、随
時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を
行うことがあります。
本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のた
め記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありませ
ん。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありませ
ん。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。
IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うこと
のない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしま
す。
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本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプロ
グラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の
相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする
方は、下記に連絡してください。
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.
本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができま
すが、有償の場合もあります。
本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、
IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれ
と同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。
この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定された
ものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。
一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値
が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一
部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があ
ります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要がありま
す。
IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公
に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っ
ておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要
求については確証できません。 IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの
製品の供給者にお願いします。
IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回
される場合があり、単に目標を示しているものです。
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