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レプリケーションとイベント・パブリッシング・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション

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・
バージョン 10.1.3 へのマイグレーション
Linux、UNIX、および Windows 上の Q レプリケーションおよびイベント・パブリ
ッシング・バージョン 10.1.3 へマイグレーションするためには、新しいコントロー
ル表を追加し、一部の既存のコントロール表を変更し、さらにコントロール表のア
ーキテクチャー・レベルと互換性情報を更新するための SQL スクリプトを実行す
る必要があります。
Linux、UNIX、およびWindows 上で、最初に DB2® インスタンスをバージョン
10.1 にアップグレードし、InfoSphere® データ・レプリケーション・バージョン
10.1.3 をアクティブ化します。最後に、SQL スクリプトを実行してコントロール表
をバージョン 10.1.3 にマイグレーションします。
マイグレーションはステップが複数あるプロセスです。一連のスクリプトを実行
し、各ステップでコントロール表をその次のバージョンにマイグレーションしま
す。
v バージョン 9.7 フィックスパック 3 からバージョン 10.1.3 へ
v バージョン 9.7 からバージョン 9.7 フィックスパック 3 へ
v バージョン 9.5 からバージョン 9.7 へ
v バージョン 9.1 からバージョン 9.5 へ
Q キャプチャー・サーバーと Q アプライ・サーバーをバージョン 10.1.3 にアップ
グレードした後で、コントロール表をマイグレーションする必要があります。バー
ジョン 10.1.3 の Q キャプチャーおよび Q アプライ・サーバーを別々にマイグレ
ーションできます。バージョン 10.1 の共存サポート (Linux、UNIX、Windows) で
は、バージョン 10.1.3、バージョン 9.7、およびバージョン 9.5 の Q レプリケーシ
ョンおよびイベント・パブリッシングのプログラムで、ご使用の環境を段階的にア
ップグレードするために一緒に作動する機能について説明しています。
注: 多方向レプリケーションについては、Q キャプチャーおよび Q アプライ・コン
トロール表のペアのセットを同時にマイグレーションする必要があります。

Q キャプチャー・プログラムのバージョン 10.1.3 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)
Q キャプチャー・サーバーを DB2 バージョン 10.1 (Linux、UNIX、および
Windows) にアップグレードした後、Q キャプチャー・コントロール表をバージョ
ン 10.1.3 レベルにマイグレーションします。
始める前に
Q キャプチャー・コントロール表は、バージョン 9.7 フィックスパック 3 または
3a レベルである必要があります。詳細は 11 ページの『第 3 章 レプリケーション
およびパブリッシング・バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a
© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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(Linux、UNIX、Windows) へのマイグレーション』 を参照してください。
IBMQREP_CAPPARMS 表の ARCH_LEVEL 列が 0907 より小さい場合、コントロ
ール表をバージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a レベル (ARCH_LEVEL
0973) にするために、複数のマイグレーション・スクリプトを実行する必要があり
ます。
1. Q キャプチャー・プログラムを停止します。
2. DB2 インスタンスをバージョン 10.1 にアップグレードします。 詳細について
は、『DB2 サーバー のアップグレードに関する重要事項』を参照してくださ
い。
この時点から、Q キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるま
で、レプリケーション管理ツールを使用して、レプリケーション構成を変更 (例
えば Q サブスクリプションの追加) しないでください。
3. InfoSphere データ・レプリケーション・アクティベーション・キットをインスト
ールして、InfoSphere データ・レプリケーション 10.1.3 をアクティブ化しま
す。
4. Q キャプチャー・コントロール表をバージョン 10.1.3 レベルへマイグレーショ
ンします。
a. sqllib/samples/repl/mig10/q/ ディレクトリーで DB2 または Oracle ソー
ス・データベース用のマイグレーション・スクリプトを見つけます。
プラットフォーム

マイグレーション・スクリプト・ファイル

DB2

asnqcapluwv10.sql

Oracle

asnoqcapluwv10.sql

b. Q キャプチャー・スキーマの変数をご使用のスキーマに変更します。
c. !CAPTABLESPACE! のすべての出現箇所を、Q キャプチャー・コントロール
表が作成される表スペースの名前に変更します。
d. マイグレーション・スクリプトを実行します。
5. オプション: Q キャプチャー・プログラムの複製先の任意の Q アプライ・プロ
グラムをマイグレーションし、IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY
列の値が正しいことを確認します。適切な互換値については、 4 ページの『バー
ジョン 10.1.3 の共存サポート (Linux、UNIX、 Windows)』 の表を参照してく
ださい。 以下の SQL ステートメントを使用して、値を更新できます。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’1001’;

6. startmode=warmsi and migrate=y を指定して、Q キャプチャー・プログラムを
開始します。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始する
前に、できるだけ早く Q キャプチャー・プログラムを開始してください。 DB2
は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現行のアク
ティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番号 (LSN) を
使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要があるすべての
トランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるように、Q キャプチャ
ーを十分に早く開始する必要があります。
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Q アプライ・プログラムのバージョン 10.1.3 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)
Q アプライ・サーバーを DB2 バージョン 10.1 (Linux、UNIX、および Windows)
にアップグレードした後、Q アプライ・コントロール表をバージョン 10.1.3 レベル
にマイグレーションします。
始める前に
Q アプライ・コントロール表は、バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a
レベルである必要があります。詳細は 11 ページの『第 3 章 レプリケーションお
よびパブリッシング・バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a
(Linux、UNIX、Windows) へのマイグレーション』 を参照してください。
IBMQREP_APPLYPARMS 表の ARCH_LEVEL 列が 0907 より小さい場合、コント
ロール表をバージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a レベル (ARCH_LEVEL
0973) にするために、複数のマイグレーション・スクリプトを実行する必要があり
ます。
1. Q アプライ・プログラムを停止します。
注: Q キャプチャー・プログラムが大量のデータを処理しているとき、Q アプラ
イの停止中に受信キューが満杯になり、それによってソース伝送キューが満杯に
なり、Q キャプチャーが停止する場合があります。このような場合、Q アプラ
イのマイグレーションが完了し、Q アプライが受信キュー上のメッセージの処理
を開始してから Q キャプチャーを開始できます。
2. DB2 インスタンスをバージョン 10.1 にアップグレードします。 詳細について
は、『DB2 サーバー のアップグレードに関する重要事項』を参照してくださ
い。
この時点から、Q アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用してレプリケーション構成を変更 (例えば Q
サブスクリプションの追加) しないでください。
3. InfoSphere データ・レプリケーション・アクティベーション・キットをインスト
ールして、InfoSphere データ・レプリケーション 10.1.3 をアクティブ化しま
す。
4. Q アプライ・コントロール表をバージョン 10.1.3 レベルへマイグレーションし
ます。
a. sqllib/samples/repl/mig10/q/ ディレクトリーで DB2 または IBM 以外の
ターゲット・データベースのマイグレーション・スクリプトを見つけます。
プラットフォーム

マイグレーション・スクリプト・ファイル

DB2

asnqappluwv10.sql

Oracle
Informix

asnqapporav10.sql
®

asnqappinfx10.sql

Sybase

asnqappsyb10.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssql10.sql

Teradata

asnqapptera10.sql

b. Q アプライ・スキーマの変数をご使用のスキーマに変更します。
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c. !APPTABLESPACE! のすべての出現箇所を、Q アプライ・コントロール表が
作成される表スペースの名前に変更します。
d. マイグレーション・スクリプトを実行します。
5. オプション: データをこの Q アプライ・プログラムに複製する Q キャプチャ
ー・プログラムがバージョン 10.1.3 にアップグレードされている場合、Q キャ
プチャー・サーバーの IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 値が
1001 に変更されていることを確認します。 以下の SQL ステートメントを使用
して、値を更新できます。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’1001’;

Q キャプチャーのバージョンが V10.1.3 より前の場合、適切な互換値について
は 『バージョン 10.1.3 の共存サポート (Linux、UNIX、 Windows)』 の表を参
照してください。
6. Q アプライ・プログラムを開始します。

バージョン 10.1.3 の共存サポート (Linux、UNIX、 Windows)
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、バージョン
10.1.3 (Linux、UNIX、および Windows 上)、バージョン 10.1 および 9.1 (z/OS®
上)、およびバージョン 9.7、バージョン 9.5、およびバージョン 9.1 (Linux、
UNIX、および Windows 上) 間の完全なインターオペラビリティーをサポートしま
す。
Q キャプチャーを実行するシステム (Linux、UNIX、および Windows) に DB2 バ
ージョン 10.1 をインストール後、Q キャプチャー・コントロール表をバージョン
10.1.3 にマイグレーションします。Q アプライ・プログラムのバージョンに応じ
て、IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値の変更が必要になる場合
があります。Q キャプチャーは、この列を検査して送信するメッセージのレベルを
決定します。
重要: Q キャプチャー・サーバーの互換性レベルは、消費する側の 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・レベルよりも低いか、または同レ
ベルである必要があります。
表 1 は、バージョン 9 およびバージョン 10 レプリケーション・プログラムの関連
と COMPATIBILITY 設定の影響を示しています。
表 1. バージョンが異なっても共存可能にするために行う IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の必須設定
Q アプライ・バージョン
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表 1. バージョンが異なっても共存可能にするために行う IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の必須設定
(続き)
9.1

9.5

9.7

9.7 FP2

9.1

9.7 FP3

9.8 FP3
またはそ
れ以上

10.1
(z/OS)

10.1.3

0901

9.5

0905

9.7

0907

9.7 FP3
Q キャ
(Linux、
プチャ
UNIX、
ー・バー
Windows)
ジョン
9.8 FP2 以
(Oracle
上
ソースを
(Linux、
含む)
UNIX、
Windows)

0901

0905

0907

0907

0973

サポートなし

0907

0908

10.1 (z/OS)
10.1.3
(Linux、
UNIX、
Windows)

0901

0905

0907

0973

0908

1001

ASNCLP およびレプリケーション・センター
ほとんどの場合、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
ーでは、コントロール表の作成に DB2 サーバーより新しいバージョンを使用する
ことをサポートしますが、10.1.3 はこの限りではありません。
バージョン 10.1.3 コントロール表では、より長い値に対応するよう設計されてお
り、16 バイトのログ・シーケンス番号が DB2 10.1 (Linux、UNIX、および
Windows) から使用されており、バージョン 10.1.3 コントロール表は、DB2 10.1
(Linux、UNIX、および Windows データベース用) でのみ作成できます。
表 2 は、さまざまなサーバー・レベルにおける、ASNCLP プログラムおよびレプリ
ケーション・センターにより作成されるコントロール表のレベルを示しています。
このレベルは、IBMQREP_CAPPARMS 表の ARCH_LEVEL 列の値で示されます。
表 2. さまざまなサーバー・レベルにおいて、さまざまなレベルのレプリケーション管理ツールで作成されるコントロ
ール表のバージョン
サーバー・レベル
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表 2. さまざまなサーバー・レベルにおいて、さまざまなレベルのレプリケーション管理ツールで作成されるコントロ
ール表のバージョン (続き)
z/OS
V10.1 以
下

V10.1
V9.7 FP5
管理クライ
V9.7 FP4
アント
V9.8 FP3

V9.7 FP2
V9.5
V9.1

Linux、
UNIX、
Windows
V9.7
FP3-FP5

Linux、
UNIX、
Windows
V9.8
FP2-FP3

Linux、
UNIX、
Windows
V9.7-V9.7
FP2

Linux、
UNIX、
Windows
V9.5

Linux、 Oracle
UNIX、 ソース
Windows
V9.1

1001
100Z

1001

サポートな
し

0973

0908

09072

0973

V9.7 FP3
V9.8 FP2

Linux、
UNIX、
Windows
V10.1.3

0907

0907

09052

09012

09081

0907

0907

0907

0907

0905

0901
0901

0973

サポート
なし

1. ASNCLP コマンド行プログラムのみサポートされます。
2. コントロール表の ARCH_LEVEL 値が 1001 より小さい場合に限り、バージョ
ン 9.7 FP2 およびそれ以降の管理クライアントにより、ユーザーが DB2 サーバ
ーより高いバージョンでコントロール表を作成することが許可されます。
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第 2 章 オプション: レプリケーションおよびパブリッシング・バ
ージョン 9.7 フィックスパック 5 (Linux、UNIX、Windows) へ
のマイグレーション
Linux、UNIX、および Windows 上でのバージョン 9.7 フィックスパック 5 へのオ
プションのマイグレーションでは、パフォーマンス向上に役立つよう 2 つのコント
ロール表に新しいインデックスが追加されます。
マイグレーション・スクリプトでは、以下のインデックスが追加されます。
IBMQREP_SUBS 表
SUB_ID 列上で、SUB_ID 列に固有値を生成している間の表スキャンを回避
します。
IBMQREP_TARGETS 表
SPILLQ 列および STATE 列で、スピル・キューからの Q サブスクリプシ
ョンの処理中に Q アプライのパフォーマンスを向上させます。
IBMQREP_EXCEPTIONS 表
EXCEPTION_TIME 列で、Q レプリケーション・ダッシュボードによって
実行される照会の処理時間を改善します。

Q アプライ・コントロール表のマイグレーション
Q アプライ・コントロール表をマイグレーションするには、以下のステップを実行
します。
1. Q アプライ・プログラムを停止します。
注: Q キャプチャー・プログラムが大量のデータを処理しているとき、Q アプラ
イの停止中に受信キューが満杯になり、それによってソース伝送キューが満杯に
なり、Q キャプチャーが停止する場合があります。このような場合、Q アプラ
イのマイグレーションが完了し、Q アプライが受信キュー上のメッセージの処理
を開始してから Q キャプチャーを開始できます。
2. フィックスパック・インストーラーを実行して、DB2 インスタンスをバージョ
ン 9.7 フィックスパック 5 にマイグレーションします。これにより、Q アプラ
イ・サーバーもバージョン 9.7 フィックスパック 5 にアップグレードされま
す。
この時点から、Q アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、Q
サブスクリプションを追加するなど)。
3. 以下のようにしてコントロール表をマイグレーションします。
a. sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリーで DB2 またはフェデレーテ
ッド・ターゲット用の Q アプライ・マイグレーション・スクリプトを見つけ
ます。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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プラットフォーム

マイグレーション・スクリプト・ファイル

DB2

asnqappluwv97fp.sql

Informix

asnqappinfxv97fp.sql

Oracle

asnqapporav97fp.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97fp.sql

Sybase

asnqappsybv97fp.sql

Teradata

asnqappteradatav97fp.sql

b. バージョン 9.7 フィックスパック 5 以外のフィックスパックに適用されるス
テートメントを削除またはコメント化します。
c. 残りの部分にあるスクリプトでスキーマ名と表スペース名を必要に応じて置
き換え、スクリプトを実行します。
4. これで、Q キャプチャー・プログラムと共に動作するようにバージョン 9.7 フ
ィックスパック 5 の Q アプライ・プログラムを開始できます。

Q キャプチャー・コントロール表のマイグレーション
Q キャプチャー・コントロール表をマイグレーションするには、以下のステップを
実行します。
1. バージョン 9.5 (またはそれ以前) からマイグレーションする場合は、Q キャプ
チャー・サーバー上のすべてのアプリケーションを静止して、Q キャプチャーに
DB2 ログの最後まで読み取らせます。この操作により、V9.7 DB2 または Q キ
ャプチャーで読み取ることができない、9.7 より前のバージョンのログ・レコー
ドは生成されなくなります。
2. Q キャプチャー・プログラムを停止します。
3. フィックスパック・インストーラーを実行して、DB2 インスタンスをバージョ
ン 9.7 フィックスパック 5 にマイグレーションします。これにより、Q キャプ
チャー・サーバーもバージョン 9.7 フィックスパック 5 にアップグレードされ
ます。
この時点から、Q キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるま
で、レプリケーション管理を使用してレプリケーション構成を変更しないでくだ
さい (例えば、Q サブスクリプションを追加するなど)。
4. sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリーで DB2 または Oracle ソース・
データベース用のマイグレーション・スクリプトを見つけます。
プラットフォーム

マイグレーション・スクリプト・ファイル

DB2

asnqcapluwv97fp.sql

Oracle

asnoqcapluwv97fp.sql

5. バージョン 9.7 フィックスパック 5 以外のフィックスパックに適用されるステ
ートメントを削除またはコメント化します。
6. Q キャプチャー・スキーマの変数をご使用のスキーマに変更します。
7. スクリプトを実行します。
8. この Q キャプチャー・プログラムの複製先のすべての Q アプライ・プログラ
ムがバージョン 9.7 フィックスパック 5 にマイグレーションされた場合、
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IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値が 0907 であることを確
認してください。以下の SQL ステートメントを使用して、値を更新できます。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;

9. バージョン 9.7 フィックスパック 5 Q キャプチャー・プログラムを開始しま
す。バージョン 9.1 または 9.5 からバージョン 9.7 フィックスパック 5 にマイ
グレーションする場合、初期化パラメーター migrate=y および
startmode=warmns を使用します。前回の 9.7 リリースまたはフィックスパック
からマイグレーションする場合、これらのパラメーターは不要です。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始す
る前に、できるだけ早く Q キャプチャー・プログラムを開始してください。
DB2 は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現
行のアクティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番
号 (LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要
があるすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるよう
に、Q キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。

第 2 章 バージョン 9.7 フィックスパック 5 へのマイグレーション
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第 3 章 レプリケーションおよびパブリッシング・バージョン 9.7
フィックスパック 3 または 3a (Linux、UNIX、Windows) への
マイグレーション
Linux、UNIX、および Windows では、DB2 インスタンスをバージョン 9.7 フィッ
クスパック 3 または 3a にアップグレードした後、コントロール表をバージョン
9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションする必要があります。
以下のセクションで、マイグレーション・プロセスについて詳しく説明します。
v 『Q アプライ・サーバーを最初にマイグレーションする』
v

13 ページの『複数の Q アプライ・サーバーをマイグレーションする前に Q キ
ャプチャー・サーバーをマイグレーションする』

Q アプライ・サーバーを最初にマイグレーションする
Q アプライ・サーバーを最初にマイグレーションするには、以下のステップを実行
します。この手順は、単一の Q アプライ・プログラムまたは複数の Q アプライ・
プログラムにレプリケーションを行う単一の Q キャプチャー・プログラムの場合に
使用できます。
1. オプション:レプリケーション・アラート・モニターを停止して、レプリケーシ
ョン・プログラムがマイグレーションのために停止しているときに、モニターが
アラートを発行しないようにします。
2. Q アプライ・プログラムを停止します。
注: Q キャプチャー・プログラムが大量のデータを処理しているとき、Q アプラ
イの停止中に受信キューが満杯になり、それによってソース伝送キューが満杯に
なり、Q キャプチャーが停止する場合があります。このような場合、Q アプラ
イのマイグレーションが完了し、Q アプライが受信キュー上のメッセージの処理
を開始してから Q キャプチャーを開始できます。
3. フィックスパック・インストーラーを実行して、DB2 インスタンスをバージョ
ン 9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションします。これによ
り、Q アプライ・サーバーもバージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a に
アップグレードされます。
この時点から、Q アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、Q
サブスクリプションを追加するなど)。
4. 以下のようにしてコントロール表をマイグレーションします。
a. sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリーで DB2 またはフェデレーテ
ッド・ターゲット用の Q アプライ・マイグレーション・スクリプトを見つけ
ます。
プラットフォーム

マイグレーション・スクリプト・ファイル

DB2

asnqappluwv97fp.sql
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プラットフォーム

マイグレーション・スクリプト・ファイル

Informix

asnqappinfxv97fp.sql

Oracle

asnqapporav97fp.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97fp.sql

b. バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a 以外のフィックスパックに適
用されるステートメントを削除またはコメント化します。
c. 残りの部分にあるスクリプトでスキーマ名と表スペース名を必要に応じて置
き換え、スクリプトを実行します。
5. これで、Q キャプチャー・プログラムと共に動作するようにバージョン 9.7 フ
ィックスパック 3 または 3a の Q アプライ・プログラムを開始できます。
次に、Q キャプチャー・サーバーをマイグレーションする準備ができたら、以下の
ステップを実行します。
1. バージョン 9.5 (またはそれ以前) からマイグレーションする場合は、Q キャプ
チャー・サーバー上のすべてのアプリケーションを静止して、Q キャプチャー
に DB2 ログの最後まで読み取らせます。この操作により、V9.7 DB2 または
Q キャプチャーで読み取ることができない、9.7 より前のバージョンのログ・
レコードは生成されなくなります。
2. Q キャプチャー・プログラムを停止します。
3. フィックスパック・インストーラーを実行して、DB2 インスタンスをバージョ
ン 9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションします。これによ
り、Q キャプチャー・サーバーもバージョン 9.7 フィックスパック 3 または
3a にアップグレードされます。
この時点から、Q キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるま
で、レプリケーション管理を使用してレプリケーション構成を変更しないでく
ださい (例えば、Q サブスクリプションを追加するなど)。
4. sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリーで、asnqcapluwv97fp.sql マイ
グレーション・スクリプトを見つけます。
5. バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a 以外のフィックスパックに適用
されるステートメントを削除またはコメント化します。
6. !capschema! のすべての出現箇所をご使用の Q キャプチャー・スキーマに変更
します。
7. !qcsubbp! および !qcsubts! のすべての出現箇所を、バッファー・プールの名
前、および IBMQREP_SUBS 表を作成する表スペースの名前に変更します。
IBMQREP_SUBS 表は、8K ページ・サイズの表スペースに作成する必要があり
ます。
8. スクリプトを実行します。
9. この Q キャプチャー・プログラムの複製先のすべての Q アプライ・プログラ
ムがバージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションされた
場合、 IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値を 0907 に変更
してください。次の SQL ステートメントを使用します。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;
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レプリケーションとイベント・パブリッシング・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション

10. マイグレーションによって列のデータ・タイプまたは長さが変更された、以下
のコントロール表を再編成します。
v IBMQREP_CAPMON
v IBMQREP_CAPQMON
v IBMQREP_APPLYMON
v IBMQREP_IGNTRANTRC
v IBMQREP_SIGNAL
11. パラメーター migrate=y および startmode=warmns を指定して、バージョン
9.7 フィックスパック 3 または 3a の Q キャプチャー・プログラムを開始し
ます。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始
する前に、できるだけ早く Q キャプチャー・プログラムを開始してください。
DB2 は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現
行のアクティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス
番号 (LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必
要があるすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれる
ように、Q キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。
12. レプリケーション・アラート・モニターを停止した場合は、それを開始しま
す。

複数の Q アプライ・サーバーをマイグレーションする前に Q キャ
プチャー・サーバーをマイグレーションする
この手順は、複数の Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプライ・サーバーがあ
る場合に使用するために、上記の手順を少し変更したものです。
1. Q キャプチャー・サーバーのマイグレーションに関する上記のステップを実行し
ます。
2. バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a Q キャプチャー・プログラムを
開始します。
3. 複数の Q キャプチャー・プログラムがある場合は、プログラムをそれぞれマイ
グレーションしてください。 Q キャプチャー・プログラムを一度にマイグレー
ションする必要はありません。
4. 上記のステップを実行して Q アプライ・プログラムをマイグレーションしま
す。
5. これで、バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a の Q キャプチャー・
プログラムと共に動作するようにバージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a
の Q アプライ・プログラムを開始できます。
6. マイグレーションしたい Q アプライ・プログラムそれぞれについて、マイグレ
ーション・ステップを繰り返します。

第 3 章 バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a へのマイグレーション

13

14

レプリケーションとイベント・パブリッシング・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション

第 4 章 レプリケーションおよびパブリッシング・バージョン 9.7
フィックスパック 2 (Linux、UNIX、Windows) へのマイグレー
ション
レプリケーションおよびパブリッシングのバージョン 9.7 フィックスパック 2 への
マイグレーションには、新しいコントロール表を追加する SQL スクリプトを実行
すること、既存のコントロール表に新しい列を追加すること、およびいくつかのフ
ェデレーテッド・ターゲットについてニックネーム列オプションを変更することが
関係しています。
このマイグレーションは、Linux、UNIX、および Windows オペレーティング・シス
テム上の Q キャプチャー・サーバーおよび Q アプライ・サーバーのみに適用され
ます。以下のセクションで、マイグレーション・プロセスについて詳しく説明しま
す。
v 『コントロール表の変更点』
v

16 ページの『Q アプライ・サーバーを最初にマイグレーションする』

v

17 ページの『複数の Q アプライ・サーバーをマイグレーションする前に Q キ
ャプチャー・サーバーをマイグレーションする』

コントロール表の変更点
V9.7 フィックスパック 2 では、範囲パーティション表からのレプリケーションを
支援するために、1 つの新しいコントロール表が追加されました。レプリケーショ
ン管理ツールを補助するために 2 つのコントロール表に新しい列が追加されまし
た。また、フェデレーテッド・ターゲットへのレプリケーションを行っている場合
の一部のニックネーム列に新しいオプションが追加されました。表 3 には、それら
の変更点の説明が示されています。
表 3. バージョン 9.7 フィックスパック 2 でのコントロール表の変更点
変更点

説明

新しいコントロール表、
IBMQREP_PART_HIST

Linux、UNIX、または Windows のシステム
にある範囲パーティション・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。

IBMQREP_CAPPARMS 表の新しい列

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を保
管するための CAPTURE_ALIAS 列が追加さ
れました。

IBMQREP_APPLYPARMS 表の新しい列

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を保管す
るための APPLY_ALIAS 列が追加されまし
た。
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表 3. バージョン 9.7 フィックスパック 2 でのコントロール表の変更点 (続き)
変更点

説明

Q アプライのプルーニングのパフォーマンス
を向上させるために、ニックネーム列にオプ
ションが追加された

Oracle ターゲット用に
VARCHAR_NO_TRAILING_BLANKS 'Y' オプ
ションが IBMQREP_DONEMSG.RECVQ、
IBMQREP_SPILLEDROW.SPILLQ、および
IBMQREP_SPILLQS.SPILLQ に追加され、
Microsoft SQL Server ターゲット用に
BINARY_REP 'Y' が
IBMQREP_DONEMSG.MQMSGID に追加され
ました。

Q アプライ・サーバーを最初にマイグレーションする
バージョン 9.7 フィックスパック 2 はコントロール表の ARCH_LEVEL 値も
COMPATIBILITY 値も変更しないので、Q キャプチャーまたは Q アプライ・サー
バーを最初にマイグレーションすることができます。
Q アプライ・サーバーを最初にマイグレーションするには、以下のステップを実行
します。この手順は、単一の Q アプライ・プログラムまたは複数の Q アプライ・
プログラムにレプリケーションを行う単一の Q キャプチャー・プログラムの場合に
使用できます。
1. オプション:レプリケーション・アラート・モニターを停止して、レプリケーシ
ョン・プログラムがマイグレーションのために停止しているときに、モニターが
アラートを発行しないようにします。
2. バージョン 9.7 の Q アプライ・プログラムを停止します。
注: Q キャプチャー・プログラムが大量のデータを処理しているとき、Q アプラ
イの停止中に受信キューが満杯になり、それによってソース伝送キューが満杯に
なり、Q キャプチャーが停止する場合があります。このような場合、Q アプラ
イのマイグレーションが完了し、Q アプライが受信キュー上のメッセージの処理
を開始してから Q キャプチャーを開始できます。
3. DB2 バージョン 9.7 の上にフィックスパック 2 をインストールすることによっ
て、DB2 インスタンスをアップグレードします。
この時点から、Q アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、Q
サブスクリプションを追加するなど)。
4. 以下のようにしてコントロール表をマイグレーションします。
a. sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリーで DB2 またはフェデレーテ
ッド・ターゲット用のサンプル・マイグレーション・スクリプトを見つけま
す。
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マイグレーション・スクリプト・ファイル

DB2

asnqappluwv97fp.sql

Oracle

asnqapporav97fp.sql

Microsoft SQL Server

asnqappmssqlv97fp.sql
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b. スクリプトを編集して、スキーマ名を必要に応じて置き換え、スクリプトを
実行します。
5. これで、バージョン 9.7 の Q キャプチャー・プログラムと共に動作するように
バージョン 9.7 フィックスパック 2 の Q アプライ・プログラムを開始できま
す。
次に、Q キャプチャー・サーバーをマイグレーションする準備ができたら、以下の
ステップを実行します。
1. バージョン 9.7 の Q キャプチャ―/・プログラムを停止します。
2. DB2 バージョン 9.7 の上にフィックスパック 2 をインストールすることによっ
て、DB2 インスタンスをアップグレードします。
この時点から、Q キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるま
で、レプリケーション管理を使用してレプリケーション構成を変更しないでくだ
さい (例えば、Q サブスクリプションを追加するなど)。
3. 以下のようにしてコントロール表をマイグレーションします。
a. サンプル・マイグレーション・スクリプト sqllib/samples/repl/mig97/q/
asnqcapluwv97fp.sql を見つけます。
b. スクリプトを編集して、スキーマ名を必要に応じて置き換え、スクリプトを
実行します。
4. パラメーター migrate=y および startmode=warmns を指定して、バージョン
9.7 フィックスパック 2 の Q キャプチャー・プログラムを開始します。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始す
る前に、できるだけ早く Q キャプチャー・プログラムを開始してください。
DB2 は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現
行のアクティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番
号 (LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要
があるすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるよう
に、Q キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。
5. レプリケーション・アラート・モニターを停止した場合は、それを開始します。

複数の Q アプライ・サーバーをマイグレーションする前に Q キャ
プチャー・サーバーをマイグレーションする
この手順は、複数の Q キャプチャー・サーバーまたは Q アプライ・サーバーがあ
る場合に使用するために、上記の手順を少し変更したものです。
1. Q キャプチャー・サーバーのマイグレーションに関する上記のステップを実行し
ます。
2. migrate=y および startmode=WARMNS パラメーターを指定して、バージョン
9.7 フィックスパック 2 の Q キャプチャー・プログラムを開始します。
3. 複数の Q キャプチャー・プログラムがある場合は、プログラムをそれぞれマイ
グレーションしてください。 Q キャプチャー・プログラムを一度にマイグレー
ションする必要はありません。
4. 上記のステップを実行して Q アプライ・プログラムをマイグレーションしま
す。

第 4 章 バージョン 9.7 フィックスパック 2 へのマイグレーション
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5. これで、バージョン 9.7 フィックスパック 2 の Q キャプチャー・プログラム
と共に動作するようにバージョン 9.7 フィックスパック 2 の Q アプライ・プ
ログラムを開始できます。
6. マイグレーションしたい Q アプライ・プログラムそれぞれについて、マイグレ
ーション・ステップを繰り返します。
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第 5 章 レプリケーションおよびパブリッシングのバージョン 9.7
へのマイグレーション
レプリケーションおよびパブリッシングをバージョン 9.5、バージョン 9.1、または
バージョン 8.2 からバージョン 9.7 にマイグレーションすることには、既存のコン
トロール表に新しい列を追加する SQL スクリプトを実行すること、他のコントロ
ール表の変更、およびコントロール表内のアーキテクチャー・レベルと互換性情報
を更新することが関係しています。
コントロール表をバージョン 9.7 にマイグレーションする方法はオペレーティン
グ・システムによって異なります。

z/OS 上でバージョン 9.7 レベルへマイグレーションするには、まず APAR
PK85947 用の PTF を WebSphere® Replication Server for z/OS バージョン
9.1 に適用します。z/OS 上にバージョン 9.7 のレプリケーションまたはイ
ベント・パブリッシング・プロダクトがない場合でも、この PTF はバージ
ョン 9.7 の機能性を追加します。PTF の適用後、ASNQMZ97 のサンプル・
データ・セットにある SQL スクリプトを実行してコントロール表を V9.7
レベルにマイグレーションします。

Linux、UNIX、および Windows 上では、DB2 インスタンスをバージョン
9.7 にアップグレードしてから、InfoSphere Replication Server バージョン
9.7 または InfoSphere Data Event Publisher バージョン 9.7 をインストール
します。最後に、SQL スクリプトを実行してコントロール表をバージョン
9.7 にマイグレーションします。
バージョン 9.1 またはバージョン 8.2 からのマイグレーションには複数のステップ
があります。コントロール表を次のバージョンにマイグレーションさせる一連のス
クリプトを実行します。コントロール表がバージョン 9.5 である場合、スクリプト
を実行してバージョン 9.7 にマイグレーションします。
バージョン 9.5 の Q キャプチャーおよび Q アプライ・サーバーを別々にマイグレ
ーションできます。 20 ページの『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』には、バージョン 9.7、バージョン 9.5、
バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 のレプリケーションおよびイベント・パブ
リッシング・プログラムが一緒に作動できる能力について説明されています。この
能力によって、ご使用の環境を段階的にアップグレードすることができます。

複数方向レプリケーション用の初期化プロトコルに関する変更
ピアツーピアおよび双方向レプリケーションの初期化プロトコルはバージョン 9.7
で変更されました。この変更を受け、この構成にある Q キャプチャー・プログラム
および Q アプライ・プログラムのいずれかをバージョン 9.7 にマイグレーション
する場合は、構成に含まれるすべての Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプ
ライ・プログラムのバージョンが 9.7 である必要があります。Q キャプチャー・プ
© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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ログラムが単一方向構成と、双方向またはピアツーピア構成の両方にあり、いずれ
かのサーバーが V9.7 にマイグレーションされると、単一方向および複数方向の両
方の構成に関係しているすべてのコンポーネントを V9.7 にマイグレーションする
必要があります。

さまざまなバージョンでのレプリケーション管理ツールの使用
バージョン 9.7 のレプリケーション・ツールを、V9.7、V9.5、V9.1、および V8.2
の Q キャプチャー・サーバーおよび Q アプライ・サーバーの任意の組み合わせと
一緒に使用できます。ツールで使用可能なプロダクト機能は、シナリオに存在する
Q キャプチャーまたは Q アプライ・プログラムの最低レベルに基づくものとなり
ます。例えば、V9.7 の ASNCLP コマンド行プログラムを使用して、バージョン
9.7 の Q キャプチャーとバージョン 9.5 の Q アプライの間で 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 V9.5 レベルになり、V9.7 の全機能
を持つことにはなりません。
V9.7 から、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
使用してコントロール表を作成する際には Q キャプチャーまたは Q アプライのコ
ントロール表に異なるリリース・レベルを指定できるようになります。
ご使用のツールが Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロール表よりも高い
バージョンである場合は、ツールは下位レベルのコントロール表を処理できます
が、より高いバージョンで導入された新しい機能を使用することはできません。

レプリケーション・アラート・モニターのバージョン 9.7 へのマイグ
レーション
レプリケーション・アラート・モニターおよびそのコントロール表に対してバージ
ョン 9.7 で導入された変更はありません。モニター・プログラムをバージョン 8 か
ら使用している場合には、バージョン 9.5 モニターにマイグレーションして、バー
ジョン 9.5 以上のレプリケーションおよびパブリッシング・プログラムと一緒に作
動するようにする必要があります。バージョン 9.7、バージョン 9.5 またはバージ
ョン 9.1 のモニター・プログラムは、バージョン 9.7、バージョン 9.5、バージョン
9.1、またはバージョン 8.2 のレプリケーションおよびイベント・パブリッシング・
プログラムと一緒に作動することができます。レプリケーションおよびパブリッシ
ング・プログラムをマイグレーションするときにモニター・コントロール表をマイ
グレーションする必要はありません。

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
単一方向の Q サブスクリプションの場合、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、バージョン 9.5、バージョン 9.1、およびバージョン
8.2 の間の完全なインターオペラビリティーをサポートします。
バージョン 9.7 ではピアツーピアおよび双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。この変更により、この構成にある
Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログラムのいずれかをバージ
ョン 9.7 にマイグレーションして、新規の Q サブスクリプションを追加する、ま
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たは無効にされていた 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、
構成に含まれるすべての Q キャプチャー・プログラムおよび Q アプライ・プログ
ラムのバージョンは 9.7 である必要があります。アクティブな Q サブスクリプシ
ョンは影響を受けません。
バージョン 9.7 の Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシング・プログ
ラムを Q キャプチャーが実行しているシステム上にインストールした後に、Q キ
ャプチャー・コントロール表をバージョン 9.7 にマイグレーションさせます。Q ア
プライ・プログラムのバージョンに応じて、compatibility パラメーターの値を変
更することが必要になる場合があります。
重要: Q キャプチャー・サーバーの互換性レベルは、消費する側の 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・レベルよりも低いか、同レベルで
なければなりません。
バージョン 9.7 で導入された新機能は、Q キャプチャーおよび Q アプライ・コン
トロール表の両方がバージョン 9.7 にマイグレーションされて初めて有効になりま
す。
22 ページの図 1 は、バージョン 8 とバージョン 9 のレプリケーション・プログラ
ムの間の関係、および compatibility パラメーターの効果を示しています。

第 5 章 バージョン 9.7 へのマイグレーション

21

バージョン 9.7 の Q キャプチャー

バージョン 9.7 メッセージを

する

バージョン 9.5 メッセージを

する

バージョン 9.5 メッセージを

する

バージョン 9.1 メッセージを

する

バージョン 9.1 メッセージを

する

バージョン 8.2 メッセージを

する

バージョン 8.2 メッセージを

する

ARCH_LEVEL '0907'
COMPATIBILITY '0907’

バージョン 9.7 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0907'
COMPATIBILITY '0905’

バージョン 9.5 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL ‘0905'
COMPATIBILITY ‘0905’

バージョン 9.7 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0907'
COMPATIBILITY '0901’

バージョン 9.1 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0901'
COMPATIBILITY '0901'

バージョン 9.7 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0907'
COMPATIBILITY '0802’

バージョン 8.2 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0802’

バージョン 9.7 の Q アプライ

バージョン 9.5 の Q アプライ

バージョン 9.7 の Q アプライ

バージョン 9.1 の Q アプライ

バージョン 9.7 の Q アプライ

バージョン 8.2 の Q アプライ

バージョン 9.7 の Q アプライ

図 1. Q キャプチャーから Q アプライに送信されるメッセージのレベルに対する compatibility パラメーターの影響

バージョン 9.7 の他の共存機能
以下のリストは、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
ッシングの他の共存機能の詳細を示しています。
ASNCLP およびレプリケーション・センター
レプリケーション管理ツールは、バージョン 9.7 レベルで使用して、バー
ジョン 9.7、バージョン 9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 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を管理することがで
きます。ツールがバージョン 8 の場合、バージョン 8 環境を管理するため
にしか使用できません。
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レプリケーション・アラート・モニター
モニター・プログラムをバージョン 8 から使用している場合には、バージ
ョン 9.5 モニターにマイグレーションして、バージョン 9.5 またはそれ以
降のレプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムと一緒
に作動するようにする必要があります。バージョン 9.7、バージョン 9.5 ま
たはバージョン 9.1 のモニター・プログラムは、バージョン 9.7、バージョ
ン 9.5、バージョン 9.1、またはバージョン 8.2 のレプリケーションおよび
イベント・パブリッシング・プログラムと一緒に作動することができます。
キュー・フォーマット設定プログラム
バージョン 9.7 の asnqmfmt プログラムは、バージョン 9.7、バージョン
9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 のメッセージをフォーマット
して表示することができます。
Q アナライザー・プログラム
バージョン 9.7 の asnqanalyze プログラムは、バージョン 9.7、バージョン
9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 の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を処理します。
表の区別付けおよび修復プログラム
バージョン 9.7 の asntdiff および asntrep プログラムは、バージョン 9.7、
バージョン 9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 の DB2 サーバー
内のソース表およびターゲット表を処理します。
注: これらのユーティリティーのいずれも、前方互換性はサポートしません。例え
ば、V8.2 のモニター・プログラムや V8.2 の asnqanalyze プログラムは、V9.7 の
レプリケーション・サーバーを扱うことはできません。

さまざまな 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から
のバージョン 9.7 へのマイグレーション
バージョン 9.7 へのマイグレーションに必要な手順は、単一方向レプリケーショ
ン、双方向またはピアツーピア・レプリケーション、およびイベント・パブリッシ
ングでそれぞれ異なります。

単一方向 Q レプリケーション環境のバージョン 9.7 へのマイグレ
ーション
単一方向 Q レプリケーションの場合、まずターゲット・サーバーで Q アプライ・
プログラムをマイグレーションし、次いでソース・サーバーで Q キャプチャー・プ
ログラムをマイグレーションします。
このタスクについて
最初に Q アプライ・プログラムをマイグレーションした場合、Q キャプチャー・
プログラムをマイグレーションするまで、Q アプライは、Q キャプチャー・プログ
ラムからのバージョン 9.5 のメッセージを引き続き処理することができます。Q キ
ャプチャーをマイグレーションした後に、Q キャプチャーがバージョン 9.7 のメッ
セージを送信し始めるように、IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の
値を 0905 から 0907 に変更することができます。

第 5 章 バージョン 9.7 へのマイグレーション
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ここで説明する手順は、以下のレプリケーション・シナリオのいずれかで使用でき
ます。
v 1 つの Q アプライ・プログラムに複製する 1 つの Q キャプチャー・プログラ
ム
v 複数の Q アプライ・プログラムに複製する 1 つの Q キャプチャー・プログラ
ム
v 1 つの Q アプライ・プログラムに複製する複数の Q キャプチャー・プログラム
手順
単一方向 Q レプリケーション環境をバージョン 9.7 にマイグレーションするに
は、以下のようにします。
1. オプション: レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを停止して、
レプリケーション・プログラムがマイグレーションのために停止しているとき
に、モニターがアラートを発行しないようにします。
モニターがバージョン 8.2 である場合、モニターを最低でもバージョン 9.5 ま
でにマイグレーションする必要があります。Q キャプチャーおよび Q アプラ
イ・プログラムがマイグレーションされるまで、モニターのマイグレーションは
待つことができます。
2. Q アプライ・プログラムをマイグレーションします。 詳細は 30 ページの『Q
アプライ・プログラムのバージョン 9.7 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。
すべての Q アプライ・プログラムを一度にマイグレーションする必要はありま
せん。ただし、バージョン 9.7 の Q キャプチャー・プログラムと連動するすべ
ての Q アプライ・プログラムは、IBMQREP_CAPPARMS 表の
COMPATIBILITY 列を 0907 に更新する前にマイグレーションする必要がありま
す。
3. Q キャプチャー・プログラムのマイグレーション詳細は 28 ページの『Q キャ
プチャー・プログラムのバージョン 9.7 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。 すべての Q キャプチャー・
プログラムを一度にマイグレーションする必要はありません。
4. 必要に応じて、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムをマイグレ
ーションして、このプログラムを開始します。

双方向またはピアツーピア Q レプリケーション環境のバージョン
9.7 へのマイグレーション
双方向またはピアツーピア環境は一度に 1 サーバーずつマイグレーションします。
Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表をそれぞれのサーバーでマイ
グレーションした後に、Q キャプチャー・プログラムにバージョン 9.7 メッセージ
の送信を開始するように指示します。
このタスクについて
双方向またはピアツーピア・レプリケーションに関係するすべての 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、一度にバージョン 9.7 にマイ
グレーションする必要があります。バージョン 9.7 では複数方向のレプリケーショ
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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。この変更によ
り、この構成にある 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
のいずれかをバージョン 9.7 にマイグレーションして、新規の Q サブスクリプシ
ョンを追加する、または無効にされていた 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、構成に含まれるすべての Q キャプチャー・プログラムおよび
Q アプライ・プログラムのバージョンは 9.7 である必要があります。アクティブな
Q サブスクリプションは影響を受けません。Q キャプチャー・プログラムが単一方
向構成と、双方向またはピアツーピア構成の両方にあり、いずれかのサーバーが
V9.7 にマイグレーションされると、単一方向および複数方向の両方の構成に関係し
ているすべてのコンポーネントを V9.7 にマイグレーションする必要があります。
手順
双方向またはピアツーピア Q レプリケーション環境をバージョン 9.7 にマイグレ
ーションするには、以下のようにします。
1. オプション: レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを停止して、
レプリケーション・プログラムがマイグレーションのために停止しているとき
に、モニターがアラートを発行しないようにします。
2. ピア・サーバーの 1 つで、Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを
マイグレーションします。次のステップを実行します。
a. WebSphere Replication Server for z/OS バージョン 9.1 に対しては、APAR
PK85947 用の PTF を適用します。Linux、UNIX、および Windows 上では、
IBM® InfoSphere Replication Server V9.7 をインストールします。
b. Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを停止します。
もう一方のピア・サーバーは、最初のサーバーをマイグレーションする間に
複製を続行できます。
c. オプション: Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表を含むデー
タベースをバックアップし、フォールバックとリカバリーができるようにし
ます。
この時点から、Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表がマイ
グレーションされるまで、レプリケーション管理ツールを使用して構成を変
更しないでください (例えば、Q サブスクリプションを追加しないでくださ
い)。
d. Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表をサーバーでマイグレ
ーションします。サーバーのオペレーティング・システムに応じて、以下の
手順を実行します。

1) オプション: バージョン 9.1 もしくはバージョン 8.2 からバージ
ョン 9.7 に直接マイグレーションする場合、以下に示すバージョ
ンに合わせたマイグレーション・スクリプトを実行してくださ
い。
V8.2 から V9.1
ASNQMZV9 サンプル・ジョブ
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V9.1 から V9.5
ASNQMZ95 サンプル・ジョブ
これらのサンプルには、Q キャプチャー、Q アプライ、およびモ
ニターのコントロール表をマイグレーションするための SQL ス
テートメントが含まれています。スクリプト内の手順に従って、
必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き換えます。
2) SASNSAMP パーティション・データ・セット内の ASNQMZ97
サンプル・ジョブを実行して、コントロール表をバージョン 9.7
レベルにマイグレーションします。このサンプルには、Q キャプ
チャー、Q アプライ、およびモニターのコントロール表をマイグ
レーションするための SQL ステートメントが含まれています。
スクリプト内の手順に従って、必要に応じてスキーマ名および表
スペース名を置き換えます。
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、マイグレーションしたサーバーで開始します。コントロール
表をマイグレーションする前に停止した Q キャプチャーおよび
Q アプライ・プログラムではなく、APAR PK85947 用の PTF を
適用した Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムが開始
されていることを確認します。

1) Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを実行する DB2
インスタンスをバージョン 9.7 にマイグレーションします。詳細
については、DB2 インフォメーション・センターの『DB2サーバ
ーのアップグレードに関する重要事項』を参照してください。
2) オプション: バージョン 9.1 もしくはバージョン 8.2 からバージ
ョン 9.7 に直接マイグレーションする場合、以前のバージョン
(V9.5、もしくは V9.1 と V9.5) のマイグレーション・スクリプト
を実行する必要があります。スクリプト内の手順に従って、必要
に応じてスキーマ名および表スペース名を置き換えます。
3) ご使用の DB2 プラットフォーム用のマイグレーション・スクリ
プトを実行して、コントロール表をバージョン 9.7 レベルにマイ
グレーションします。スクリプト内の手順に従って、必要に応じ
てスキーマ名および表スペース名を置き換えます。
4) migrate=y パラメーターおよび startmode=warmns を使用して Q
キャプチャー・プログラムを開始します。
5) マイグレーションしたサーバーで Q アプライ・プログラムを開
始します。
3. 残りの各ピア・サーバーに対して手順 2 を繰り返します (サーバーは異なるタ
イミングでマイグレーションできます)。
4. すべてのピア・サーバーをバージョン 9.7 にマイグレーションした後に、各サー
バーで以下の手順に従って、Q キャプチャー・プログラムにすべての Q アプラ
イ・プログラムがマイグレーションされたことを通知します。
a. Q キャプチャー・プログラムを停止します。
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b. IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値を 0907 に変更しま
す。sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリー内の
asnqupdcompv97.sql スクリプトを実行するか、以下のいずれかの方法を使用
できます。
方法

説明

SQL

次のステートメントを実行します。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;

レプリケーション・センター

Q キャプチャーの「パラメーターの変更 保管」ウィンドウを使用します。このウィン
ドウを開くには、新たにマイグレーションさ
れたコントロール表を含む Q キャプチャ
ー・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。

c. Q キャプチャー・プログラムを開始します。マイグレーション後、はじめて
Q キャプチャーを開始する場合以外は、migrate=y を使用しないでくださ
い。
5. 必要に応じて、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムをマイグレ
ーションして、このプログラムを開始します。

イベント・パブリッシング環境のバージョン 9.7 へのマイグレー
ション
イベント・パブリッシング環境をマイグレーションする場合、Q キャプチャー・プ
ログラムをマイグレーションし、次いで IBMQREP_CAPPARMS 表の
COMPATIBILITY 列を 0907 に設定して、Q キャプチャーがサブスクライブ・アプ
リケーションにバージョン 9.7 メッセージの送信を開始するように指示します。
手順
イベント・パブリッシング環境をバージョン 9.7 にマイグレーションするには、以
下のようにします。
1. オプション: レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを停止して、
レプリケーション・プログラムがマイグレーションのために停止しているとき
に、モニターがアラートを発行しないようにします。
2. Q キャプチャー・プログラムのマイグレーション 詳細は 28 ページの『Q キャ
プチャー・プログラムのバージョン 9.7 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。
3. 必要に応じて、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムをマイグレ
ーションして、このプログラムを開始します。
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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・プログラムのバージ
ョン 9.7 へのマイグレーション (Linux、UNIX、および Windows)
バージョン 9.7 の Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシング製品をイ
ンストールした後、マイグレーション・プロセスには、SQL スクリプトを実行し
て、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
のコントロール表をバージョン 9.7 レベルに更新することが含まれます。
Linux、UNIX、および Windows 上では、スクリプトを実行してコントロール表をマ
イグレーションする前に、DB2 インスタンスをバージョン 9.7 にマイグレーション
する必要があります。DB2 インスタンスをバージョン 9.7 にマイグレーションした
後に、インスタンス内のすべての Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラム
を作動させるには、これらをバージョン 9.7 にマイグレーションする必要がありま
す。
Q キャプチャー・プログラムの場合、Q キャプチャー・プログラムが連動するすべ
ての Q アプライ・プログラムまたはサブスクライブ・アプリケーションをバージョ
ン 9.7 にマイグレーションするときに、compatibility パラメーターも設定しま
す。

Q キャプチャー・プログラムのバージョン 9.7 へのマイグレーシ
ョン (Linux、UNIX、Windows)
Q キャプチャー・プログラムをバージョン 9.7 にマイグレーションするには、IBM
InfoSphere Replication Server バージョン 9.7 をインストールしてから、Q キャプチ
ャー・コントロール表をソース・サーバーで更新する SQL スクリプトを実行しま
す。IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値の変更が必要になる場合
もあります。
始める前に
Q キャプチャー・プログラムをバージョン 9.7 へマイグレーションする前に、連動
するすべての Q アプライ・プログラムをマイグレーションしてください。
このタスクについて
DB2 インスタンスをバージョン 9.7 にマイグレーションした後に、インスタンス内
で定義されているすべての Q キャプチャー・コントロール表をバージョン 9.7 に
マイグレーションする必要があります。複数の Q キャプチャー・プログラムがある
場合は、それぞれの Q キャプチャー・プログラムをこの手順でマイグレーションし
てください。
Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムをマイグレーションする順序は、Q
レプリケーションまたはイベント・パブリッシング構成に応じて異なる場合があり
ます。詳しくは、 23 ページの『さまざまな 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からのバージョン 9.7 へのマイグレーション』を参照してくだ
さい。
手順
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Q キャプチャー・プログラムをバージョン 9.7 にマイグレーションするには、以下
のようにします。
1. アプリケーションを停止して、Q キャプチャー・プログラムに DB2 リカバリ
ー・ログ内の残りのトランザクションを処理させてください。
2. Q キャプチャー・プログラムを停止します。 Q アプライ・プログラムまたはサ
ブスクライブ・アプリケーションは、実行中でも停止中でも構いません。
3. Q キャプチャー・プログラムを実行しているシステム上に、以下の製品の 1 つ
をインストールします。
v InfoSphere Replication Server V9.7
v InfoSphere Data Event Publisher V9.7
この時点から、Q キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるま
で、レプリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例え
ば、Q サブスクリプションを追加しないでください)。
4. Q キャプチャー・プログラムを実行する DB2 インスタンスをマイグレーション
します。 詳細については、DB2 インフォメーション・センターの『DB2サーバ
ーのアップグレードに関する重要事項』を参照してください。
5. オプション: バージョン 9.1 もしくはバージョン 8.2 からバージョン 9.7 に直
接マイグレーションする場合、以前のバージョン (V9.5、もしくは V9.1 と
V9.5) のマイグレーション・スクリプトを実行してください。次のステップを実
行します。
a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
V9.5

sqllib/samples/repl/mig95/q/asnqcapluwv95.sql

V9.1

sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqcapluw.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
6. マイグレーション・スクリプトを実行して、Q キャプチャー・コントロール表を
バージョン 9.7 レベルにマイグレーションします。次のステップを実行します。
a. インストール・ディレクトリーにある sqllib/samples/repl/mig97/q/
asnqcapluwv97.sql スクリプトを見つけます。
b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
7. この Q キャプチャー・プログラムの複製先のすべての Q アプライ・プログラ
ムがバージョン 9.7 にマイグレーションされた場合、 IBMQREP_CAPPARMS
表の COMPATIBILITY 列の値を 0907 に変更してください。
sqllib/samples/repl/mig97/q/ ディレクトリー内の asnqupdcompv97.sql スク
リプトを実行するか、以下のいずれかの方法を使用できます。
方法

説明

SQL

次のステートメントを実行します。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0907’;
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方法

説明

レプリケーション・セ Q キャプチャーの「パラメーターの変更 - 保管」ウィンドウを使用
ンター
します。このウィンドウを開くには、新たにマイグレーションされ
たコントロール表を含む Q キャプチャー・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。

8. migrate=y パラメーターおよび startmode=warmns を使用して Q キャプチャ
ー・プログラムを開始します。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始す
る前に、できるだけ早く Q キャプチャー・プログラムを開始してください。
DB2 は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現
行のアクティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番
号 (LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要
があるすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるよう
に、Q キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。

Q アプライ・プログラムのバージョン 9.7 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)
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には、IBM
InfoSphere Replication Server V9.7 をインストールしてから、Q アプライ・コント
ロール表をターゲット・サーバーで更新する SQL スクリプトを実行します。
このタスクについて
DB2 インスタンスをバージョン 9.7 にマイグレーションした後に、インスタンス内
で定義されているすべての Q アプライ・コントロール表をバージョン 9.7 にマイ
グレーションする必要があります。複数の Q アプライ・プログラムがある場合は、
それぞれの Q アプライ・プログラムをこの手順でマイグレーションしてください。
Q アプライおよび Q キャプチャー・プログラムをマイグレーションする順序は、Q
レプリケーションまたはイベント・パブリッシング構成に応じて異なる場合があり
ます。詳しくは、 23 ページの『さまざまな 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からのバージョン 9.7 へのマイグレーション』を参照してくだ
さい。
手順
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には、以下のよ
うにします。
1. バージョン 9.5 の Q アプライ・プログラムを停止します。
2. オプション: Q キャプチャー・プログラムを停止し、Q アプライにその受信キュ
ー内の残りのすべてのトランザクションを処理させます。
注: Q キャプチャー・プログラムが大量のデータを処理している時、 Q アプラ
イ・プログラムの停止中に送信キューが満杯になり、 Q キャプチャー・プログ
ラムの停止を指示するプロンプトが出される場合があります。このような場合、
Q アプライをマイグレーションした後に Q キャプチャーを再始動できます。 Q
アプライは、送信キューからのメッセージの処理を開始します。
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3. InfoSphere Replication Server V9.7 を、Q アプライ・プログラムが実行するシス
テム上にインストールします。
この時点から、Q アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、Q
サブスクリプションを追加しないでください)。
4. Q アプライ・プログラムを実行する DB2 インスタンスをアップグレードしま
す。 詳細については、DB2 インフォメーション・センターの『DB2サーバーの
アップグレードに関する重要事項』を参照してください。
5. オプション: バージョン 9.1 もしくはバージョン 8.2 からバージョン 9.7 に直
接マイグレーションする場合、以前のバージョン (V9.5、もしくは V9.1 と
V9.5) のマイグレーション・スクリプトを実行してください。次のステップを実
行します。
a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
V9.5 用のスクリプトのファイル・パスは sqllib/samples/repl/mig95/q/ で
あり、V9.1 では sqllib/samples/repl/mig9/q/ です。表 4 および表 5 は、
データベース・システムのそれぞれのバージョンのスクリプトを示していま
す。
表 4. さまざまなデータベース・システム上での Q アプライ・コントロール表の V9.5 への
マイグレーションのための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル

Linux、UNIX、Windows

asnqappluwv95.sql

Oracle ターゲット

asnqapporav95.sql

Sybase ターゲット

asnqappsybv95.sql

Informix ターゲット

asnqappinfxv95.sql

Microsoft SQL Server ターゲット

asnqappmssqlv95.sql

表 5. さまざまなデータベース・システム上での Q アプライ・コントロール表の V9.1 への
マイグレーションのための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル

Linux、UNIX、Windows

asnqappluw.sql

Oracle ターゲット

asnqappora.sql

Sybase ターゲット

asnqappsyb.sql

Informix ターゲット

asnqappinfx.sql

Microsoft SQL Server ターゲット

asnqappmssql.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
d. DB2 REORG ユーティリティーを使用して、IBMQREP_EXCEPTIONS コン
トロール表を再編成します。
6. ご使用のデータベース・システム用のマイグレーション・スクリプトを実行し
て、Q アプライ・コントロール表をバージョン 9.7 レベルへマイグレーション
します。次のステップを実行します。
第 5 章 バージョン 9.7 へのマイグレーション
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a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
表 6 は、さまざまなデータベース・システムのスクリプトを示しています。
ファイル・パスは sqllib/samples/repl/mig97/q/ です。
表 6. さまざまなデータベース・システム上での Q アプライ・コントロール表のマイグレー
ションのための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル

Linux、UNIX、Windows

asnqappluwv97.sql

Oracle ターゲット

asnqapporav97.sql

Sybase ターゲット

asnqappsybv97.sql

Informix ターゲット

asnqappinfxv97.sql

Microsoft SQL Server ターゲット

asnqappmssqlv97.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
7. Sybase ターゲットでは必須: Sybase ターゲットに複製する場合は、次のコマン
ドを入力することにより、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バージョン 9.7 のフェデレーテッド・データベー
スにバインドします。
db2 bind @qapply.lst isolation CS blocking all grant public

8. Q アプライ・プログラムを開始します。
9. Q キャプチャー・プログラムを停止した場合は、それを開始します。
Q アプライ・プログラムを最初にマイグレーションした場合、そのプログラムは引
き続きバージョン 9.5、バージョン 9.1 またはバージョン 8.2 の Q キャプチャ
ー・プログラムと連動することができます。Q キャプチャー・コントロール表をバ
ージョン 9.7 へマイグレーションする場合、 IBMQREP_CAPPARMS 表の
COMPATIBILITY 列の値を 0907 に変更できます。この変更により、Q キャプチャ
ー・プログラムは Q アプライ・プログラムにバージョン 9.7 のメッセージの送信
を開始するように指示され、バージョン 9.7 の全機能が使用可能になります。
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第 6 章 レプリケーションおよびパブリッシングのバージョン 9.5
へのマイグレーション
レプリケーションおよびパブリッシングをバージョン 9.1 またはバージョン 8.2 か
らバージョン 9.5 にマイグレーションすることには、新しいコントロール表を追加
すること、新しい列を既存のコントロール表に追加すること、そしてアーキテクチ
ャー・レベルとコントロール表内の互換性情報を更新することが関係しています。
コントロール表をバージョン 9.5 にマイグレーションする方法はオペレーティン
グ・システムによって異なります。

z/OS 上でバージョン 9.5 レベルにマイグレーションするには、APAR
PK49430 用の PTF をまず適用します。z/OS 上にバージョン 9.5 のレプリ
ケーションまたはイベント・パブリッシング・プロダクトがない場合でも、
この PTF はバージョン 9.5 の機能性を追加します。PTF の適用後、
ASNQMZ95 のサンプル・データ・セットにある SQL スクリプトを実行し
てコントロール表を V9.5 レベルにマイグレーションします。

Linux、UNIX、および Windows 上では、DB2 インスタンスをバージョン
9.5 にアップグレードしてから、WebSphere Replication Server バージョン
9.5 または WebSphere Data Event Publisher バージョン 9.5 をインストール
します。最後に、SQL スクリプトを実行してコントロール表をバージョン
9.5 にマイグレーションします。
バージョン 8.2 からのマイグレーションは、2 つのステップから成るプロセスで
す。まず、コントロール表をバージョン 9.1 にマイグレーションするスクリプトを
実行し、次にコントロール表をバージョン 9.5 にマイグレーションする 2 番目のス
クリプトを実行します。
V9.1 の Q キャプチャーおよび Q アプライ・サーバーは、別個にマイグレーショ
ンすることができます。 35 ページの『バージョン 9.5 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』には、バージョン 9.5、バージョン
9.1、およびバージョン 8.2 のレプリケーションおよびパブリッシング・プログラム
が一緒に作動できる能力について説明されています。この能力によって、ご使用の
環境を段階的にアップグレードすることができます。

さまざまなバージョンでのレプリケーション管理ツールの使用
バージョン 9.5 のレプリケーション・ツールを、V9.5、V9.1、および V8.2 の Q
キャプチャーおよび Q アプライ・サーバーの任意の組み合わせと一緒に使用できま
す。ツールで使用可能なプロダクト機能は、シナリオに存在する Q キャプチャーま
たは Q アプライ・プログラムの最低レベルに基づくものとなります。例えば、V9.5
の ASNCLP コマンド行プログラムを使用して、バージョン 9.5 の Q キャプチャ
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ーとバージョン 9.1 の Q アプライの間で 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 V9.1 レベルになり、V9.5 の全機能を持つことにはなりま
せん。
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コン
トロール表を作成する場合、コントロール表のアーキテクチャー・レベルは、ご使
用のオペレーティング・システムによって異なる可能性があります。

z/OS では、コントロール表は、管理ツールによって、DB2 のバージョンで
はなく、ツールのレベルに基づいて作成されます。したがって、バージョン
9.5 のツールは常に V9.5 のコントロール表を作成し、V9.1 のツールは
V9.1 のコントロール表を作成し、以下同様になります。

Linux、UNIX、および Windows では、ツールは、ツールのレベルと DB2
のレベルに基づいて、次のようにさまざまなレベルのコントロール表を作成
します。
バージョン 9.5 のツール
V9.5 DB2 上で V9.5 コントロール表を作成し、 V9.1 DB2 上で
V9.1 コントロール表を作成し、 V8.2 DB2 上で V8.2 コントロー
ル表を作成します。
バージョン 9.1 のツール
V9.1 DB2 上で V9.1 コントロール表を作成し、 V8.2 DB2 上で
V8.2 コントロール表を作成します。
バージョン 8.2 のツール
V8.2 コントロール表を作成します。V8.2 ツールは、V9.1 または
V9.5 の DB2 上ではコントロール表を作成しません。
ご使用のツールが Q キャプチャーまたは Q アプライ・コントロール表よりも高い
バージョンである場合は、ツールは下位レベルのコントロール表を処理できます
が、より高いバージョンで導入された新しい機能を使用することはできません。
パブリケーションを作成する際に、ツールは Q キャプチャー・サーバー・レベルに
基づいた定義を作成します。

レプリケーション・アラート・モニターのバージョン 9.5 へのマイグ
レーション
モニター・プログラムをバージョン 8 から使用している場合には、バージョン 9.5
モニターにマイグレーションして、バージョン 9.5 レプリケーションおよびイベン
ト・パブリッシング・プログラムと一緒に作動するようにする必要があります。バ
ージョン 9.5 またはバージョン 9.1 のモニター・プログラムは、バージョン 9.5、
バージョン 9.1、またはバージョン 8.2 のレプリケーションおよびパブリッシン
グ・プログラムと一緒に作動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・プログラムをマイグレーションするときにモニター・コント
ロール表をマイグレーションする必要はありません。
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バージョン 9.5 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
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 9.5、バージョン
9.1、およびバージョン 8.2 の間の完全なインターオペラビリティーをサポートしま
す。
バージョン 9.5 の Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシング・プログ
ラムを Q キャプチャーが実行しているシステム上にインストールした後に、Q キ
ャプチャー・コントロール表をバージョン 9.5 にマイグレーションさせます。Q ア
プライ・プログラムのバージョンに応じて、compatibility パラメーターの値を変
更することが必要になる場合があります。
重要: Q キャプチャー・サーバーの互換性レベルは、消費する側の 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・レベルよりも低いか、同レベルで
なければなりません。
バージョン 9.5 で導入された新機能は、Q キャプチャーおよび Q アプライ・コン
トロール表の両方がバージョン 9.5 にマイグレーションされて初めて有効になりま
す。
36 ページの図 2 は、バージョン 8 とバージョン 9 のレプリケーション・プログラ
ムの間の関係、および compatibility パラメーターの効果を示しています。
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バージョン 9.5 の Q キャプチャー

バージョン 9.5 メッセージを

する

バージョン 9.1 メッセージを

する

バージョン 9.1 メッセージを

する

バージョン 8.2 メッセージを

する

バージョン 8.2 メッセージを

する

ARCH_LEVEL '0905'
COMPATIBILITY '0905'

バージョン 9.5 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0905'
COMPATIBILITY '0901’

バージョン 9.1 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0901'
COMPATIBILITY '0901'

バージョン 9.5 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0905’
COMPATIBILITY '0802'

バージョン 8.2 の Q キャプチャー
ARCH_LEVEL '0802’

バージョン 9.5 の Q アプライ

バージョン 9.1 の Q アプライ

バージョン 9.5 の Q アプライ

バージョン 8.2 の Q アプライ

バージョン 9.5 の Q アプライ

図 2. Q キャプチャーから Q アプライに送信されるメッセージのレベルに対する compatibility パラメーターの影響

バージョン 9.5 の他の共存機能
以下のリストは、バージョン 9.5 の Q レプリケーションおよびイベント・パブリ
ッシングの他の共存機能の詳細を示しています。
双方向およびピアツーピア・レプリケーション
双方向またはピアツーピア・レプリケーション環境内のサーバーは、一部は
バージョン 9.5、一部はバージョン 9.1 という混合レベルで作動できます。
ただし、各サーバーで対になる Q キャプチャーおよび Q アプライ・プロ
グラムは同じレベルでなければなりません。例えば、サーバーをバージョン
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9.5 にマイグレーションする場合、Q キャプチャーおよび Q アプライ・コ
ントロール表の両方をそのサーバーでマイグレーションする必要がありま
す。
ASNCLP およびレプリケーション・センター
レプリケーション管理ツールは、バージョン 9.5 レベルで使用して、バー
ジョン 9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 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を管理することができます。ツール
がバージョン 8 の場合、バージョン 8 環境を管理するためにしか使用でき
ません。
レプリケーション・アラート・モニター
モニター・プログラムをバージョン 8 から使用している場合には、バージ
ョン 9.5 モニターにマイグレーションして、バージョン 9.5 Q レプリケー
ションおよびイベント・パブリッシング・プログラムと一緒に作動するよう
にする必要があります。バージョン 9.5 またはバージョン 9.1 のモニタ
ー・プログラムは、バージョン 9.5、バージョン 9.1、またはバージョン
8.2 のレプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムと一
緒に作動することができます。
キュー・フォーマット設定プログラム
バージョン 9.5 の asnqmfmt プログラムは、バージョン 9.5、バージョン
9.1、およびバージョン 8.2 のメッセージをフォーマットして表示すること
ができます。
Q アナライザー・プログラム
バージョン 9.5 の asnqanalyze プログラムは、バージョン 9.5、バージョン
9.1、およびバージョン 8.2 の Q レプリケーションおよびイベント・パブ
リッシングのコントロール表を処理します。
表の区別付けおよび修復プログラム
バージョン 9.5 の asntdiff および asntrepair プログラムは、バージョン
9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 の DB2 サーバー内のソース表
およびターゲット表を処理します。
注: これらのユーティリティーのいずれも、前方互換性はサポートしません。例え
ば、V8.2 のモニター・プログラムや V8.2 の asnqanalyze プログラムは、V9.5 の
レプリケーション・サーバーを扱うことはできません。

さまざまな 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から
のバージョン 9.5 へのマイグレーション
バージョン 9.5 へのマイグレーションに必要な手順は、単一方向レプリケーショ
ン、双方向またはピアツーピア・レプリケーション、およびイベント・パブリッシ
ングでそれぞれ異なります。
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単一方向 Q レプリケーション環境のバージョン 9.5 へのマイグレ
ーション
単一方向 Q レプリケーション環境をマイグレーションするための推奨方法は、まず
ターゲット・サーバーで Q アプライ・プログラムをマイグレーションし、次いでソ
ース・サーバーで Q キャプチャー・プログラムをマイグレーションするというもの
です。
このタスクについて
最初に Q アプライ・プログラムをマイグレーションした場合、Q キャプチャー・
プログラムをマイグレーションするまで、Q アプライは、Q キャプチャー・プログ
ラムからのバージョン 9.1 のメッセージを引き続き処理することができます。 Q
キャプチャーをマイグレーションした後に、Q キャプチャーがバージョン 9.5 のメ
ッセージを送信し始めるように、IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列
の値を 0901 から 0905 に変更することができます。
ここで説明する手順は、以下のレプリケーション・シナリオのいずれかで使用でき
ます。
v 1 つの Q アプライ・プログラムに複製する 1 つの Q キャプチャー・プログラ
ム
v 複数の Q アプライ・プログラムに複製する 1 つの Q キャプチャー・プログラ
ム
v 1 つの Q アプライ・プログラムに複製する複数の Q キャプチャー・プログラム
手順
単一方向 Q レプリケーション環境をバージョン 9.5 にマイグレーションするに
は、以下のようにします。
1. オプション: レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを停止して、
レプリケーション・プログラムがマイグレーションのために停止しているとき
に、モニターがアラートを発行しないようにします。
モニターがバージョン 8.2 である場合は、モニターをバージョン 9.5 にマイグ
レーションする必要があります。Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラ
ムがマイグレーションされるまで、モニターのマイグレーションは待つことがで
きます。
2. Q アプライ・プログラムをマイグレーションします。 詳細は 45 ページの『Q
アプライ・プログラムのバージョン 9.5 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。
すべての Q アプライ・プログラムを一度にマイグレーションする必要はありま
せん。ただし、バージョン 9.5 の Q キャプチャー・プログラムと連動するすべ
ての Q アプライ・プログラムは、IBMQREP_CAPPARMS 表の
COMPATIBILITY 列を 0905 に更新する前にマイグレーションする必要がありま
す。
3. Q キャプチャー・プログラムのマイグレーション 詳細は 43 ページの『Q キャ
プチャー・プログラムのバージョン 9.5 へのマイグレーション
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(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。 すべての Q キャプチャー・
プログラムを一度にマイグレーションする必要はありません。
4. 必要に応じて、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムをマイグレ
ーションして、このプログラムを開始します。

双方向またはピアツーピア Q レプリケーション環境のバージョン
9.5 へのマイグレーション
双方向またはピアツーピア環境は一度に 1 サーバーずつマイグレーションします。
Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表をそれぞれのサーバーでマイ
グレーションした後に、Q キャプチャー・プログラムにバージョン 9.5 メッセージ
の送信を開始するように指示します。
このタスクについて
ビジネス・ニーズに基づいて、各ピア・サーバーは異なるタイミングでマイグレー
ションすることができます。バージョン 9.5 レプリケーションの共存規則により、
バージョン 9.5、バージョン 9.1、およびバージョン 8.2 サーバーは、双方向または
ピアツーピア・レプリケーション環境に共に加わることができます。
手順
双方向またはピアツーピア Q レプリケーション環境をバージョン 9.5 にマイグレ
ーションするには、以下のようにします。
1. オプション: レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを停止して、
レプリケーション・プログラムがマイグレーションのために停止しているとき
に、モニターがアラートを発行しないようにします。
モニターがバージョン 8.2 である場合は、モニターをバージョン 9.5 にマイグ
レーションする必要があります。Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラ
ムがマイグレーションされるまで、モニターのマイグレーションは待つことがで
きます。
2. ピア・サーバーの 1 つで、Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを
マイグレーションします。次のステップを実行します。
a. z/OS 上では、APAR PK49430 用の PTF を適用します。Linux、UNIX、およ
び Windows 上では、IBM WebSphere Replication Server V9.5 をインストー
ルします。
b. Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを停止します。
もう一方のピア・サーバーは、最初のサーバーをマイグレーションする間に
複製を続行できます。
c. オプション: Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表を含むデー
タベースをバックアップし、フォールバックとリカバリーができるようにし
ます。
この時点から、Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表がマイ
グレーションされるまで、レプリケーション管理ツールを使用して構成を変
更しないでください (例えば、Q サブスクリプションを追加しないでくださ
い)。
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d. Q キャプチャーおよび Q アプライ・コントロール表をサーバーでマイグレ
ーションします。サーバーのオペレーティング・システムに応じて、以下の
手順を実行します。

1) オプション: バージョン 8.2 からバージョン 9.5 に直接マイグレ
ーションする場合、バージョン 9.5 のマイグレーション・スクリ
プトを実行する前に、バージョン 9.1 のマイグレーション・スク
リプトを実行する必要があります。スクリプトは、SASNSAMP
パーティション・データ・セット内の ASNQMZV9 サンプル・ジ
ョブの一部です。このサンプルには、Q キャプチャー、Q アプラ
イ、およびモニターのコントロール表を V9.1 にマイグレーショ
ンするための SQL ステートメントが含まれています。スクリプ
ト内の手順に従って、必要に応じてスキーマ名および表スペース
名を置き換えます。
2) SASNSAMP パーティション・データ・セット内の ASNQMZ95
サンプル・ジョブを実行して、コントロール表をバージョン 9.5
レベルにマイグレーションします。このサンプルには、Q キャプ
チャー、Q アプライ、およびモニターのコントロール表をマイグ
レーションするための SQL ステートメントが含まれています。
スクリプト内の手順に従って、必要に応じてスキーマ名および表
スペース名を置き換えます。
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、マイグレーションしたサーバーで開始します。コントロール
表をマイグレーションする前に停止した Q キャプチャーおよび
Q アプライ・プログラムではなく、APAR PK49430 用の PTF を
適用した Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムが開始
されていることを確認します。

1) Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムを実行する DB2
インスタンスをバージョン 9.5 にアップグレードします。詳細に
ついては、DB2 インフォメーション・センターの 『DB2 サーバ
ーのアップグレードに関する重要事項』を参照してください。
2) オプション: バージョン 8.2 からバージョン 9.5 に直接マイグレ
ーションしている場合には、バージョン 9.5 マイグレーション・
スクリプトを実行する前に、ご使用の DB2 プラットフォーム用
のバージョン 9.1 マイグレーション・スクリプトを実行する必要
があります。スクリプト内の手順に従って、必要に応じてスキー
マ名および表スペース名を置き換えます。
41 ページの表 7 および 41 ページの表 8 は、さまざまなプラット
フォームのスクリプトを示しています。
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表 7. Linux、UNIX、および Windows 上での Q キャプチャー・コントロール表を V9.1 にマ
イグレーションするための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqcapluw.sql
sqllib¥samples¥repl¥mig9¥q¥asnqcapluw.sql

表 8. Linux、UNIX、および Windows 上での Q アプライ・コントロール表を V9.1 にマイグ
レーションするための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqappluw.sql
sqllib¥samples¥repl¥mig9¥q¥asnqappluw.sql

3) ご使用の DB2 プラットフォーム用のマイグレーション・スクリ
プトを実行して、コントロール表をバージョン 9.5 レベルにマイ
グレーションします。スクリプト内の手順に従って、必要に応じ
てスキーマ名および表スペース名を置き換えます。
表 9 および表 10 は、さまざまなプラットフォームのスクリプト
を示しています。
表 9. Linux、UNIX、および Windows 上での Q キャプチャー・コントロール表を V9.5 にマ
イグレーションするための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル
sqllib/samples/repl/mig95/q/
asnqcapluwv95.sql
sqllib¥samples¥repl¥mig95¥q¥
asnqcapluwv95.sql

表 10. Linux、UNIX、および Windows 上での Q アプライ・コントロール表を V9.5 にマイグ
レーションするための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル
sqllib/samples/repl/mig95/q/
asnqappluwv95.sql
sqllib¥samples¥repl¥mig95¥q¥
asnqappluwv95.sql

4) Q キャプチャー・プログラムをウォーム・モード (WARMSI) で
開始し、Q アプライ・プログラムを、マイグレーションしたサー
バーで開始します。
3. 残りの各ピア・サーバーに対して手順 2 を繰り返します (サーバーは異なるタ
イミングでマイグレーションできます)。
4. すべてのピア・サーバーをバージョン 9.5 にマイグレーションした後に、各サー
バーで以下の手順に従って、Q キャプチャー・プログラムにすべての Q アプラ
イ・プログラムがマイグレーションされたことを通知します。
a. Q キャプチャー・プログラムを停止します。
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b. IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値を 0905 に変更しま
す。 sqllib/samples/repl/mig95/q/ ディレクトリー内の
asnqupdcompv95.sql スクリプトを実行するか、以下のいずれかの方法を使用
できます。
方法

説明

SQL

次のステートメントを実行します。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0905’;

レプリケーション・センター

Q キャプチャーの「パラメーターの変更 保管」ウィンドウを使用します。このウィン
ドウを開くには、新たにマイグレーションさ
れたコントロール表を含む Q キャプチャ
ー・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。

c. Q キャプチャー・プログラムをウォーム・モード (WARMSI) で開始しま
す。
5. 必要に応じて、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムをマイグレ
ーションして、このプログラムを開始します。詳細については、以下のいずれか
のトピックを参照してください。
v レプリケーション・アラート・モニターのバージョン 9.5 へのマイグレーシ
ョン (z/OS)
v レプリケーション・アラート・モニターのバージョン 9.5 へのマイグレーシ
ョン (Linux、UNIX、Windows)

イベント・パブリッシング環境のバージョン 9.5 へのマイグレー
ション
イベント・パブリッシング環境をマイグレーションする場合、Q キャプチャー・プ
ログラムをマイグレーションし、次いで IBMQREP_CAPPARMS 表の
COMPATIBILITY 列を 0905 に設定して、Q キャプチャーがサブスクライブ・アプ
リケーションにバージョン 9.5 メッセージの送信を開始するように指示します。
手順
イベント・パブリッシング環境をバージョン 9.5 にマイグレーションするには、以
下のようにします。
1. オプション: レプリケーション・アラート・モニター・プログラムを停止して、
レプリケーション・プログラムがマイグレーションのために停止しているとき
に、モニターがアラートを発行しないようにします。
モニターがバージョン 8.2 である場合、モニターをバージョン 9.5 にマイグレ
ーションする必要があります。 Q キャプチャー・プログラムがマイグレーショ
ンされるまで、モニターのマイグレーションは待つことができます。
2. Q キャプチャー・プログラムのマイグレーション 詳細は 43 ページの『Q キャ
プチャー・プログラムのバージョン 9.5 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)』 を参照してください。

42

レプリケーションとイベント・パブリッシング・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション

3. 必要に応じて、レプリケーション・アラート・モニター・プログラムをマイグレ
ーションして、このプログラムを開始します。

Q レプリケーションおよびイベント・パブリッシング・プログラムのバージ
ョン 9.5 へのマイグレーション (Linux、UNIX、および Windows)
バージョン 9.5 の Q レプリケーションまたはイベント・パブリッシング製品をイ
ンストールした後、マイグレーション・プロセスには、SQL スクリプトを実行し
て、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
のコントロール表をバージョン 9.5 レベルに更新することが含まれます。
Linux、UNIX、および Windows 上では、スクリプトを実行してコントロール表をマ
イグレーションする前に、DB2 インスタンスをバージョン 9.5 にマイグレーション
する必要があります。 DB2 インスタンスをバージョン 9.5 にマイグレーションし
た後に、インスタンス内のすべての Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラ
ムを作動させるには、これらをバージョン 9.5 にマイグレーションする必要があり
ます。
Q キャプチャー・プログラムの場合、Q キャプチャー・プログラムが連動するすべ
ての Q アプライ・プログラムまたはサブスクライブ・アプリケーションをバージョ
ン 9.5 にマイグレーションするときに、compatibility パラメーターも設定しま
す。

Q キャプチャー・プログラムのバージョン 9.5 へのマイグレーシ
ョン (Linux、UNIX、Windows)
WebSphere Replication Server V9.5 をインストールしてから、 Q キャプチャー・コ
ントロール表をソース・サーバーで更新する SQL スクリプトを実行して、 Q キャ
プチャー・プログラムをバージョン 9.5 へマイグレーションします。
IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値の変更が必要になる場合もあ
ります。
このタスクについて
DB2 インスタンスをバージョン 9.5 にマイグレーションした後に、インスタンス内
で定義されているすべての Q キャプチャー・コントロール表をバージョン 9.5 に
マイグレーションする必要があります。複数の Q キャプチャー・プログラムがある
場合は、それぞれの Q キャプチャー・プログラムをこの手順でマイグレーションし
てください。
Q キャプチャーおよび Q アプライ・プログラムをマイグレーションする順序は、Q
レプリケーションまたはイベント・パブリッシング構成に応じて異なる場合があり
ます。詳しくは、 37 ページの『さまざまな 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からのバージョン 9.5 へのマイグレーション』を参照してくだ
さい。
推奨: Q キャプチャー・プログラムをバージョン 9.5 へマイグレーションする前
に、連動するすべての Q アプライ・プログラムをマイグレーションしてください。
手順
第 6 章 バージョン 9.5 へのマイグレーション

43

Q キャプチャー・プログラムをバージョン 9.5 にマイグレーションするには、以下
のようにします。
1. オプション: アプリケーションを停止して、Q キャプチャー・プログラムに
DB2 リカバリー・ログ内の残りのトランザクションを処理させてください。
2. Q キャプチャー・プログラムを停止します。 Q アプライ・プログラムまたはサ
ブスクライブ・アプリケーションは、実行中でも停止中でも構いません。
3. Q キャプチャー・プログラムを実行しているシステム上に、以下の製品の 1 つ
をインストールします。
v IBM WebSphere Replication Server V9.5
v IBM WebSphere Data Event Publisher V9.5
この時点から、Q キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるま
で、レプリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例え
ば、Q サブスクリプションを追加しないでください)。
4. Q キャプチャー・プログラムを実行する DB2 インスタンスをマイグレーション
します。 詳細については、DB2 インフォメーション・センターの 『DB2 サー
バーのアップグレードに関する重要事項』を参照してください。
5. オプション: バージョン 8.2 からバージョン 9.5 に直接マイグレーションする場
合、バージョン 9.5 マイグレーション・スクリプトを実行する前に、ご使用の
DB2 プラットフォーム用のバージョン 9.1 マイグレーション・スクリプトを実
行する必要があります。次のステップを実行します。
a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
表 11 は、さまざまなプラットフォームのスクリプトを示しています。
表 11. さまざまなプラットフォーム上での Q キャプチャー・コントロール表の V9.1 へのマ
イグレーションのための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル
sqllib/samples/repl/mig9/q/asnqcapluw.sql
sqllib¥samples¥repl¥mig9¥q¥asnqcapluw.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
6. ご使用の DB2 プラットフォーム用のマイグレーション・スクリプトを実行し
て、Q キャプチャー・コントロール表をバージョン 9.5 レベルへマイグレーシ
ョンします。次のステップを実行します。
a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
45 ページの表 12 は、さまざまなプラットフォームのスクリプトを示してい
ます。
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表 12. さまざまなプラットフォーム上での Q キャプチャー・コントロール表の V9.5 へのマ
イグレーションのための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル
sqllib/samples/repl/mig95/q/
asnqcapluwv95.sql
sqllib¥samples¥repl¥mig95¥q¥
asnqcapluwv95.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
7. オプション: この Q キャプチャー・プログラムの複製先のすべての Q アプラ
イ・プログラムがバージョン 9.5 にマイグレーションされた場合、
IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値を 0905 に変更してくだ
さい。 sqllib/samples/repl/mig95/q/ ディレクトリー内の
asnqupdcompv95.sql スクリプトを実行するか、以下のいずれかの方法を使用で
きます。
方法

説明

SQL

次のステートメントを実行します。
UPDATE schema.IBMQREP_CAPPARMS
SET COMPATIBILITY = ’0905’;

レプリケーション・センター

Q キャプチャーの「パラメーターの変更 保管」ウィンドウを使用します。このウィン
ドウを開くには、新たにマイグレーションさ
れたコントロール表を含む Q キャプチャ
ー・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。

8. migrate=y パラメーターおよび startmode=warmns を使用して Q キャプチャ
ー・プログラムを開始します。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始す
る前に、できるだけ早く Q キャプチャー・プログラムを開始してください。
DB2 は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現
行のアクティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番
号 (LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要
があるすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるよう
に、Q キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。

Q アプライ・プログラムのバージョン 9.5 へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)
WebSphere Replication Server V9.5 をインストールしてから、 Q アプライ・コント
ロール表をターゲット・サーバーで更新する SQL スクリプトを実行して、 Q アプ
ライ・プログラムをバージョン 9.5 へマイグレーションします。
このタスクについて
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DB2 インスタンスをバージョン 9.5 にマイグレーションした後に、インスタンス内
で定義されているすべての Q アプライ・コントロール表をバージョン 9.5 にマイ
グレーションする必要があります。複数の Q アプライ・プログラムがある場合は、
それぞれの Q アプライ・プログラムをこの手順でマイグレーションしてください。
Q アプライおよび Q キャプチャー・プログラムをマイグレーションする順序は、Q
レプリケーションまたはイベント・パブリッシング構成に応じて異なる場合があり
ます。詳しくは、 37 ページの『さまざまな 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からのバージョン 9.5 へのマイグレーション』を参照してくだ
さい。
手順
Q アプライ・プログラムをバージョン 9.5 にマイグレーションするには、以下のよ
うにします。
1. バージョン 9.1 の Q アプライ・プログラムを停止します。
2. オプション: Q キャプチャー・プログラムを停止し、Q アプライにその受信キュ
ー内の残りのすべてのトランザクションを処理させます。
注: Q キャプチャー・プログラムが大量のデータを処理している時、 Q アプラ
イ・プログラムの停止中に送信キューが満杯になり、 Q キャプチャー・プログ
ラムの停止を指示するプロンプトが出される場合があります。このような場合、
Q アプライをマイグレーションした後に Q キャプチャーを再始動できます。 Q
アプライは、送信キューからのメッセージの処理を開始します。
3. IBM WebSphere Replication Server V9.5 を、Q アプライ・プログラムが実行す
るシステム上にインストールします。
この時点から、Q アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、Q
サブスクリプションを追加しないでください)。
4. Q アプライ・プログラムを実行する DB2 インスタンスをアップグレードしま
す。 詳細については、DB2 インフォメーション・センターの 『DB2 サーバー
のアップグレードに関する重要事項』を参照してください。
5. オプション: バージョン 8.2 からバージョン 9.5 に直接マイグレーションする場
合、バージョン 9.5 マイグレーション・スクリプトを実行する前に、ご使用の
DB2 プラットフォーム用のバージョン 9.1 マイグレーション・スクリプトを実
行する必要があります。次のステップを実行します。
a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
表 13 は、さまざまなプラットフォームのスクリプトを示しています。ファイ
ル・パスは、Linux および UNIX 上では sqllib/samples/repl/mig9/q/、
Windows 上では sqllib¥samples¥repl¥mig9¥q¥ です。
表 13. さまざまなプラットフォーム上での Q アプライ・コントロール表の V9.1 へのマイグ
レーションのための SQL スクリプト
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プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル

Linux、UNIX

asnqappluw.sql

Windows

asnqappluw.sql
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表 13. さまざまなプラットフォーム上での Q アプライ・コントロール表の V9.1 へのマイグ
レーションのための SQL スクリプト (続き)
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル

Oracle ターゲット

asnqappora.sql

Sybase ターゲット

asnqappsyb.sql

Informix ターゲット

asnqappinfx.sql

Microsoft SQL Server ターゲット

asnqappmssql.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
d. DB2 REORG ユーティリティーを使用して、IBMQREP_EXCEPTIONS コン
トロール表を再編成します。
V9.1 マイグレーションでは、IBMQREP_EXCEPTIONS 表内の
SRC_COMMIT_LSN 列のデータ・タイプは CHAR(10) から VARCHAR(48)
に変更されるので、このコントロール表に対して REORG TABLE コマンド
を発行する必要があります。
6. ご使用の DB2 プラットフォーム用のマイグレーション・スクリプトを実行し
て、Q アプライ・コントロール表をバージョン 9.5 レベルへマイグレーション
します。次のステップを実行します。
a. インストール・ディレクトリーでスクリプトを見つけます。
表 14 は、さまざまなプラットフォームのスクリプトを示しています。ファイ
ル・パスは、Linux および UNIX 上では sqllib/samples/repl/mig95/q/、
Windows 上では sqllib¥samples¥repl¥mig95¥q¥ です。
表 14. さまざまなプラットフォーム上での Q アプライ・コントロール表のマイグレーション
のための SQL スクリプト
プラットフォーム

SQL スクリプト・ファイル

Linux、UNIX

asnqappluwv95.sql

Windows

asnqappluwv95.sql

Oracle ターゲット

asnqapporav95.sql

Sybase ターゲット

asnqappsybv95.sql

Informix ターゲット

asnqappinfxv95.sql

Microsoft SQL Server ターゲット

asnqappmssqlv95.sql

b. スクリプトを編集して、必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き
換えます。完全な指示がスクリプト内にあります。
c. スクリプトを実行します。
7. オプション: Sybase ターゲットに複製する場合は、次のコマンドを入力すること
により、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
パッケージをバージョン 9.5 のフェデレーテッド・データベースにバインドしま
す。
db2 bind @qapply.lst isolation CS blocking all grant public

8. Q アプライ・プログラムを開始します。
第 6 章 バージョン 9.5 へのマイグレーション
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9. Q キャプチャー・プログラムを停止した場合は、それを開始します。
Q アプライ・プログラムを最初にマイグレーションした場合、そのプログラムは引
き続きバージョン 9.1 またはバージョン 8.2 の Q キャプチャー・プログラムと連
動することができます。 Q キャプチャー・コントロール表をバージョン 9.5 へマ
イグレーションする場合、 IBMQREP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列の値
を 0905 に変更できます。この変更により、 Q キャプチャー・プログラムは Q ア
プライ・プログラムにバージョン 9.5 のメッセージの送信を開始するように指示さ
れ、ユーザーはバージョン 9.5 の全機能を使用できるようになります。
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第 7 章 レプリケーション・センターは Linux および Windows
プラットフォームでサポートされる
バージョン 9.1 以降、レプリケーション・センターは Linux および Windows プラ
ットフォームのみでサポートされます。以前のリリースでは、レプリケーション・
センターおよび他の DB2 管理ツールは、すべてのプラットフォームでサポートさ
れていました。
レプリケーション・センターおよび他の DB2 管理ツールは、Windows
x86、Windows x64 (AMD64 および Intel EM64T 版)、 32 ビット Linux x86、およ
び Linux for AMD64 および Intel EM64T オペレーティング・システムでサポート
されるようになりました。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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第 8 章 SQL レプリケーション・バージョン 10.1.3 へのマイグ
レーション(Linux、UNIX、および Windows)
サーバーを DB2 10.1 for Linux、UNIX、および Windows にアップグレードする際
は、SQL レプリケーション・コントロール表および変更データ (CD) 表、および場
合によっては DB2 リカバリー・ログ・レコードの構造変更のために、整合変更デ
ータ (CCD) 表をマイグレーションする必要があります。
ログ・シーケンス番号 (LSN) は SQL レプリケーション・プログラムがソースとタ
ーゲット間でのデータの同期を維持するのに利用されていますが、DB2 の
pureScale® 構成において DB2 が複数メンバー間で区別を付けられるように、長さ
が 10 バイトから 16 バイトに拡張されました。
キャプチャーがバージョン 10.1.3 にアップグレードされるときには、キャプチャ
ー・コントロール表をマイグレーションし、CD 表の構成を更新する必要がありま
す。またアプライがバージョン 10.1.3 にアップグレードされるときには、アプラ
イ・コントロール表をマイグレーションする必要があります。キャプチャーおよび
アプライが両者ともバージョン 10.1.3 である場合は、同期点データを格納している
列で 16 バイト LSN を処理するために、コントロール表および CD 表およびター
ゲット CCD 表内の値を更新する必要もあります。
環境内のサーバーをすべてアップグレードする準備ができていない場合は、SQL レ
プリケーション・バージョン 10.1.3 では互換機構が提供され、バージョン 10.1.3
およびこれより古いバージョンとの間でのレプリケーションを可能にしています。
v IBMSNAP_CAPPARMS コントロール表内の新規 COMPATIBILITY 列により、
SQL レプリケーションはレベルの混合したサーバーを処理できます。キャプチャ
ーがバージョン 10.1.3 にアップグレードされた後で、キャプチャーとともに動作
するアプライ・プログラムのすべてをバージョン 10.1.3 にアップグレードするま
で、COMPATIBILITY=0801 を設定します。この設定は、プログラムがすべての
コントロール表で 10 バイト LSN を継続して使用するよう指示します。準備で
きたら、COMPATIBILITY=1001 に設定すると、プログラムは 16 バイト LSN
の使用を開始します。
重要: キャプチャーをバージョン 10.1.3 にアップグレードする前では、キャプチ
ャーおよびアプライはその処理でカレントであることが必要です。キャプチャー
は DB2 ログ内のログ・レコードのすべてを読み込み、かつすべてのトランザク
ションを CD 表に挿入しておくことが必要です。DB2 10.1 のログ読み取り API
は、 DB2 の前のバージョンで作成されたローカル・ログ・ファイルからログ・
レコードを読み取りません。バージョン 10.1.3 へのマイグレーションの前後では
LSN フィールドに互換性がないため、アプライ・プログラムはトランザクション
をすべて CD 表に適用しておく必要があります。また、キャプチャーをバージョ
ン 10.1.3 にアップグレードした後で、アプライ・プログラムのアップグレードの
有無にかかわらず、startmode=cold を使用してキャプチャーを始動する必要があ
ります。

© Copyright IBM Corp. 2006, 2012
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v バージョン 9 のアプライ・プログラムは、アプライ・コントロール表がバージョ
ン 10.1.3 にマイグレーションされない限り、DB2 バージョン 10.1 のアプライ・
コントロール・サーバーで動作します。
v SQL レプリケーションは、新しい IBMSNAP_APPLEVEL 表およびその
ARCH_LEVEL 列を使用してアプライ・コントロール表のレベルをトラッキング
します。
v バージョン 10.1.3 で提供されるキャプチャーおよびアプライのマイグレーショ
ン・スクリプトには、長くなった LSN の取り扱いのため、同期点の列のデータ
長を VARCHAR(16) FOR BIT DATA に変更するためのスクリプトが含まれてい
ます。マイグレーション・スクリプトには、同期点の値が長くなったデータ長で
動作するように、コントロール表、CD 表および CCD 表内の既存同期点値を変
更するためのステートメントも含まれています。
バージョン 10.1.3 マイグレーション計画に対するその他の考慮事項
フェデレーテッド・ターゲット
フェデレーテッド・ターゲットを保守するアプライ・コントロール・サーバ
ーは、マイグレーションの際に特別なステップを必要としません。これは、
アプライ・コントロール表がすべて DB2 for Linux、UNIX、 および
Windows データベース上に存在するからです。バージョン 10.1.3 マイグレ
ーションはフェデレーテッド・ターゲットには影響を与えません。
外部 CCD 表
アプライ・プログラムにより保守される外部 CCD 表は、ターゲット CCD
表であり、アプライ・コントロール・サーバーのマイグレーションの一部と
してマイグレーション可能です (キャプチャー・プログラムがバージョン
10.1.3 にアップグレードされる場合)。 Q アプライ・プログラムにより保守
される外部 CCD 表は、この時点ではバージョン 10.1.3 にマイグレーショ
ンできません。
その他の CCD 表をすべてマイグレーションする必要はありません。これに
は、IMS™ により保守される外部 CCD 表およびフェデレーテッド・ソース
(内部 CCD 表) が含まれます。CCD ターゲット表のマイグレーションは、
そのニックネームおよびネイティブ DDL 定義の更新を伴います。
外部 CCD 表で、その後に SQL レプリケーション・ターゲットのソースと
しても使用されるものは、新旧 LSN 値の混在ができないため、マイグレー
ションできません。このような表はフルリフレッシュする必要があります。
LSN データの段階的マイグレーション
アプライ側では、コントロール表が最初にマイグレーションされ、アプラ
イ・コントロール表のバージョンが IBMSNAP_APPLEVEL 表の
ARCH_LEVEL 列に反映されます。LSN データのマイグレーションは、そ
の後に適切なサブスクリプション・セットに対して発生します。アプライ・
コントロール・サーバーが複数のキャプチャー・サーバーにサービスをして
いるときは、アプライ・コントロール表内の LSN データは、キャプチャ
ー・サーバーのすべてが互換値である 1001 にマイグレーションされるまで
は 10 バイトおよび 16 バイト LSN 値を両方持っていることがあります。
このために、アプライ・コントロール・サーバーは 2 つ以上の LSN マイ
グレーション・ステップを通ることがあります。16 バイト LSN を使用す
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るキャプチャー・プログラムにより処理されるサブスクリプションに対して
は、ASN.IBMSNAP_SUBS_SET 表で ARCH_LEVEL を 1001 に設定する必
要があります。
キャプチャー側では、コントロール表もまた最初にマイグレーションされま
す。LSN データのマイグレーションは、その後に適切な登録に対して発生
します。

複数のメンバーを持つ DB2 pureScale フィーチャーの考慮事項
ソース・データベースとして複数のメンバーで DB2 pureScale フィーチャーを使用
している場合、アプライ・プログラムをバージョン 10.1.3 にアップグレードし、ア
プライ・コントロール表をバージョン 10.1.3 レベル (ARCH_LEVEL 1001) にマイ
グレーションする必要があります。アプライのアップグレードおよびコントロール
表のマイグレーションにより、アプライは、複数メンバー・システムでバージョン
10.1.3 キャプチャー・プログラムが使用する 16 バイト LSN を処理できるように
なります。古い 10 バイト LSN 列では、複数メンバーで必要とされる情報を保持
できません。
複数メンバーを持つ DB2 10.1 for Linux、 UNIX、および Windows ソースは、
DB2 for z/OS または IBM i 上のターゲットに対するレプリケーション・ソースに
なることはできません。

単一メンバー・ソースから複数メンバーへのマイグレーション
ソース・サーバーを、単一の pureScale メンバーを持つ DB2 10.1 for
Linux、UNIX、および Windows から複数メンバー構成に移動するときは、下記の場
所にある既存の LSN データは、各 LSN 値の前に 6 桁の 16 進のゼロを連結する
ことによりマイグレーションする必要があります。
v キャプチャー・コントロール表
v CD 表
v アプライ・コントロール表
v ターゲット CCD 表
LSN データのマイグレーションでは、ORDER BY クエリーの正確性を確保する必
要があります。これは、ストリングが左から右にソートされるからです。キャプチ
ャー・マイグレーション・スクリプト SQLLIB/samples/repl/mig10/sql/
asncapluwv10.sql には、キャプチャー・コントロール表および CD 表内の既存デ
ータのマイグレーション用のステートメントが含まれています。アプライ・マイグ
レーション・スクリプト SQLLIB/samples/repl/mig10/sql/asnappluwv10.sql に
は、アプライ・コントロール表および CCD 表内の既存データのマイグレーション
用のステートメントが含まれています。
このようなマイグレーションは、複数メンバー pureScale インスタンスからのキャ
プチャーを開始する前に行う必要があります。

第 8 章 SQL レプリケーション・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション (Linux、UNIX、および Windows)
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マイグレーション・シナリオ
Linux、UNIX、および Windows 上の SQL レプリケーション・バージョン 10.1
は、レベルの混合したソースおよびターゲット・サーバーをサポートします。ただ
し、マイグレーション手順は、キャプチャー・サーバー、アプライ・サーバー、ア
プライ・コントロール・サーバー、または 3 つのすべてをバージョン 10 にアップ
グレードするかどうかによって異なります。

キャプチャーおよびアプライ両者のバージョン 10.1 へのアップグ
レード
このシナリオに従い、キャプチャー・サーバー、アプライ・サーバー、およびアプ
ライ・コントロール・サーバーをバージョン 10.1 にアップグレードします。
このタスクについて
キャプチャー、アプライおよびアプライ・コントロール・サーバーはすべてバージ
ョン 10.1 にアップグレードされるので、キャプチャー・プログラムが 1 つのデー
タベースで、1 つの DB2 pureScale メンバーまたは 2 つ以上のメンバーで実行さ
れるかは関係ありません。マイグレーションの後では、3 つのサーバーはすべて
DB2 10.1 for Linux、UNIX、および Windows の始動で使用される 16 バイト長の
ログ・シーケンス番号を処理できます。
手順
1. ソース・データベースを更新するアプリケーションをすべて静止させます。
2. キャプチャー・プログラムがログ・レコードをすべて読み取り、複製されたデ
ータをすべて CD 表に挿入したことを確認します。
3. アプライ・プログラムが CD 表からの複製データをすべて適用したことを確認
します。
4. キャプチャー・プログラムを停止します。
5. DB2 インスタンスをバージョン 10.1 にアップグレードします。これにより、
キャプチャー・サーバーもバージョン 10.1 にアップグレードされます。 この
時点から、キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、
登録の追加など)。
6. SQLLIB/samples/repl/mig10/sql ディレクトリー内でasncapluwv10.sql マイグ
レーション・スクリプトを見つけます。
7. !capschema! および !captablespace! のインスタンスをすべて、スキーマおよび
表スペース名に一致するように変更します
8. マイグレーション・スクリプトのパート 1 の指示に従ってコントロール表をマ
イグレーションします。
パート 1A
v ログ・シーケンス番号を格納するコントロール表の列のデータ・タイ
プをすべて VARCHAR(16) FOR BIT DATA に変更します。
v COMPATIBILITY および LOGRDBUFSZ 列を
IBMSNAP_CAPPARMS 表に追加します。
v 変更された表で REORG 操作を実行します。
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v IBMSNAP_CAPMON 表に列を追加します
v 新規の表を 2 つ追加します。
v IBMSNAP_CAPPARMS 表内の COMPATIBILITY 列の値を 0801 に
設定します。
パート 1B
既存の CD 表を V10.1 レベルにマイグレーションします。
9. マイグレーション・スクリプトのパート 2A および 2B 内の
!CD_OWNER!.!CD_TABLE! および !capschema! の値を更新して、SQL ステート
メントを実行します。
10. アプライ・プログラムを停止します。
11. オプション: マイグレーション済みのキャプチャー・サーバーからデータを複製
するサブスクリプション・セット・メンバーのすべてに対して、アプライ・コ
ントロール・サーバー上の IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表内の LOADX_TYPE
列の値を 6 に変更します。 この変更により、キャプチャーをコールド・モー
ドで始動する際に、アプライ・プログラムは各メンバーに対するフルリフレッ
シュを実行しないようになります。フルリフレッシュが受容可能な場合は、こ
のステップを省略できます。
12. アプライ・サーバーで、DB2 インスタンスをバージョン 10.1 にアップグレー
ドします。これにより、アプライ・サーバーもバージョン 10.1 にアップグレー
ドされます。 この時点から、アプライ・コントロール表がマイグレーションさ
れるまで、レプリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでくださ
い (例えば、サブスクリプション・セット・メンバーを追加するなど)。
13. SQLLIB/samples/repl/mig10/sql ディレクトリー内で asnappluwv10.sql マイ
グレーション・スクリプトを見つけて、以下のタスクを実行します。
a. アプライ・コントロール・サーバーでは、スクリプトのパート 1A を実行し
て、アプライ・コントロール表をバージョン 10.1 レベルにマイグレーショ
ンします。スクリプトは下記のタスクを実行します。
v ログ・シーケンス番号を格納するコントロール表の列のデータ・タイプを
すべて VARCHAR(16) FOR BIT DATA に変更します。
v 新しい IBMSNAP_APPLEVEL 表を作成してデータを追加します。
v IBMSNAP_APPLYPARMS 表に REFRESH_COMMIT_CNT 列を追加しま
す。
v 変更された表で REORG 操作を実行します。
b. オプション: ターゲット・サーバーに CCD ターゲットがある場合は、スク
リプトのパート 1B の指示に従って、既存のターゲット CCD 表をバージョ
ン 10.1 レベルにマイグレーションします。ログ・シーケンス番号を格納す
る CCD 表の列はすべて、16 バイトのログ・シーケンス番号を処理するた
めに VARCHAR(16) FOR BIT DATA にマイグレーションされます。
c. オプション: スクリプトのパート 3 の指示に従い、16 進のゼロを CCD タ
ーゲット内の LSN 列に連結します。
14. キャプチャー・プログラムを startmode=cold で開始します。 DB2 バージョン
10.1 では多数の内部変更があり、この開始方式が必要になります。 コールド・
スタートでは、キャプチャーにすべての登録を非アクティブにするようプロン
プトを出します。
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15. アプライ・プログラムを loadxit=y で開始します。 アプライは非アクティブ
な登録を検出すると、これらの登録をアクティブにするために CAPSTART シ
グナルを挿入します。LOADX_TYPE を 6 に設定するとキャプチャーのコール
ド・スタートにかかわらず、アプライはターゲット表を再ロードしません。
16. アプリケーションを再開します。
これらのステップを実行した後では以下のようになります。
v バージョン 10.1 キャプチャー・プログラムは、16 バイト LSN を使用して自身
のコントロール表の LSN 列および CD 表の LSN 列を更新します。
v バージョン 10.1 のアプライ・プログラムは CD 表から 16 バイト LSN を読み
取ります。また、16 バイト LSN を使用して、自身のコントロール表の LSN 列
およびターゲット CCD 表の LSN 列を更新します。

キャプチャー (1 メンバー) は V10.1 にアップグレード、アプラ
イは V9.7 のまま
このシナリオでは、キャプチャー・プログラムをバージョン 10.1 にアップグレード
しますが、アプライ・プログラムおよびアプライ・コントロール・サーバーはバー
ジョン 9.7 のままです。
このタスクについて
このシナリオでは、キャプチャー・プログラムが 1 つのデータベースで 1 つの
DB2 pureScale メンバーで実行される構成を扱います。データベースに 2 つ以上の
メンバーがある場合は、アプライ・プログラムおよびアプライ・コントロール表も
バージョン 10.1 にマイグレーションする必要があります。
キャプチャー・プログラムをバージョン 10.1 にアップグレードする場合、キャプチ
ャー・コントロール表を V10.1 レベルにマイグレーションする必要があります。た
だし、V9.7 のアプライ・プログラムは 16 バイトのログ・シーケンス番号を処理で
きないので、ソースで単一の pureScale メンバーの場合は、キャプチャー互換性を
0801 に設定して、SQL レプリケーション・プログラムが古い 10 バイトのログ・
シーケンス番号の使用を続けるようにすることができます。
注: アプライ・プログラムをバージョン 10.1 にアップグレードする場合でも、アプ
ライ・コントロール・サーバーがバージョン 9.7 以前のままの場合には、10 バイト
LSN が引き続き使用されるように、この手順に従う必要があります。
手順
1. ソース・データベースを更新するアプリケーションをすべて静止させます。
2. キャプチャー・プログラムがログ・レコードをすべて読み取り、複製されたデ
ータをすべて CD 表に挿入したことを確認します。
3. アプライ・プログラムが CD 表からの複製データをすべて適用したことを確認
します。
4. キャプチャー・プログラムを停止します。
5. DB2 インスタンスをバージョン 10.1 にアップグレードします。これにより、
キャプチャー・サーバーもバージョン 10.1 にアップグレードされます。 この
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時点から、キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるまで、レ
プリケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、
登録の追加など)。
6. SQLLIB/samples/repl/mig10/sql ディレクトリー内でasncapluwv10.sql マイグ
レーション・スクリプトを見つけます。
7. !capschema! および !captablespace! のインスタンスをすべて、スキーマおよび
表スペース名に一致するように変更します
8. マイグレーション・スクリプトのパート 1 の指示に従ってコントロール表をマ
イグレーションします。
パート 1A
v ログ・シーケンス番号を格納するコントロール表の列のデータ・タイ
プをすべて VARCHAR(16) FOR BIT DATA に変更します。
v COMPATIBILITY および LOGRDBUFSZ 列を
IBMSNAP_CAPPARMS 表に追加します。
v 変更された表で REORG 操作を実行します。
v IBMSNAP_CAPMON 表に列を追加します
v 新規の表を 2 つ追加します。
v IBMSNAP_CAPPARMS 表内の COMPATIBILITY 列の値を 0801 に
設定します。
パート 1B
既存の CD 表を V10.1 レベルにマイグレーションします。
9. アプライ・プログラムを停止します。
10. オプション: マイグレーション済みのキャプチャー・サーバーからデータを複製
するサブスクリプション・セット・メンバーのすべてに対して、アプライ・コ
ントロール・サーバー上の IBMSNAP_SUBS_MEMBR 表内の LOADX_TYPE
列の値を 6 に変更します。 この変更により、キャプチャーをコールド・モー
ドで始動する際に、アプライ・プログラムは各メンバーに対するフルリフレッ
シュを実行しないようになります。フルリフレッシュが受容可能な場合は、こ
のステップを省略できます。
11. キャプチャー・プログラムを startmode=cold で開始します。 DB2 バージョン
10.1 では多数の内部変更があり、この開始方式が必要になります。 コールド・
スタートでは、キャプチャーにすべての登録を非アクティブにするようプロン
プトを出します。
12. アプライ・プログラムを loadxit=y で開始します。 アプライは非アクティブ
な登録を検出すると、これらの登録をアクティブにするために CAPSTART シ
グナルを挿入します。LOADX_TYPE を 6 に設定するとキャプチャーのコール
ド・スタートにかかわらず、アプライはターゲット表を再ロードしません。
13. アプリケーションを再開します。
これらのステップを実行した後では以下のようになります。
v バージョン 10.1 のキャプチャー・プログラムは、DB2 リカバリー・ログからの
16 バイト LSN を変更して、CD 表およびコントロール表を 10 バイト LSN で
データの追加を続けます。
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v バージョン 9.7 のアプライ・プログラムは、CD 表から 10 バイト LSN の読み
取りを続け、10 バイト LSN を使用してアプライ・コントロール表の LSN 列を
更新します。

アプライは V10.1 にアップグレード、キャプチャーは V9.7 のま
ま
このシナリオでは、アプライ・プログラムをバージョン 10.1 にアップグレードしま
すが、キャプチャー・プログラムはバージョン 9.7 のままです。
このタスクについて
バージョン 10.1 のアプライ・プログラムの処理には、アプライ・コントロール表は
V10.1 レベルにマイグレーションする必要がありますが、キャプチャーおよびアプ
ライ・プログラムは古い 10 バイトのログ・シーケンス番号 (LSN) の使用を続けま
す。ターゲット CCD 表がある場合、キャプチャー・プログラムは V9.7 のままな
ので LSN を格納する列を変更する必要はありません。
手順
1. アプライ・プログラムを停止します。
2. DB2 インスタンスをバージョン 10.1 にアップグレードします。これにより、ア
プライ・サーバーもバージョン 10 にアップグレードされます。 この時点か
ら、アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レプリケーショ
ン管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、サブスクリプシ
ョン・セット・メンバーを追加するなど)。
3. SQLLIB/samples/repl/mig10/sql ディレクトリー内で asnappluwv10.sql マイグ
レーション・スクリプトを見つけて、以下のタスクを実行します。
a. アプライ・コントロール・サーバーでは、スクリプトのパート 1A を実行し
て、アプライ・コントロール表をバージョン 10.1 レベルにマイグレーション
します。スクリプトは下記のタスクを実行します。
v ログ・シーケンス番号を格納するコントロール表の列のデータ・タイプを
すべて VARCHAR(16) FOR BIT DATA に変更します。
v 新しい IBMSNAP_APPLEVEL 表を作成してデータを追加します。
v IBMSNAP_APPLYPARMS 表に REFRESH_COMMIT_CNT 列を追加しま
す。
v 変更された表で REORG 操作を実行します。
b. オプション: ターゲット・サーバーに CCD ターゲットがある場合は、スク
リプトのパート 1B の指示に従って、既存のターゲット CCD 表をバージョ
ン 10.1 レベルにマイグレーションします。ログ・シーケンス番号を格納する
CCD 表の列はすべて、16 バイトのログ・シーケンス番号を処理するために
VARCHAR(16) FOR BIT DATA にマイグレーションされます。
c. オプション: スクリプトのパート 3 の指示に従い、16 進のゼロを CCD ター
ゲット内の LSN 列に連結します。
4. アプライ・プログラムを開始します。
これらのステップを実行した後では以下のようになります。

58

レプリケーションとイベント・パブリッシング・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション

v キャプチャーは CD 表に 10 バイト LSN でデータの追加を続け、バージョン
10.1 のアプライ・プログラムは CD 表内の 10 バイト LSN を読み取ります。
v バージョン 10.1 アプライ・プログラムは、10 バイト LSN を使用して自身のコ
ントロール表の LSN 列およびターゲット CCD 表の LSN 列を更新します。

Linux、 UNIX、および Windows 上のバージョン 10.1.3 とそれ以前のバ
ージョンとの互換性
Linux、 UNIX、および Windows 上の DB2 10.1 における 10 バイトから 16 バイ
トのログ・シーケンス番号 (LSN) への変更の結果、混合レベルまたは混合プラット
フォームのキャプチャー・サーバー、アプライ・サーバーおよびアプライ・コント
ロール・サーバーの互換性に関する計画が必要になります。
DB2 10.1 での処理では、 LSN 値を格納するレプリケーション・コントロール表、
およびコントロール表を読み取り更新するプログラムはすべて更新する必要があり
ます。コントロール表で LSN を格納するのに使用される新しいデータ・タイプは
VARCHAR(16) FOR BIT DATA です。
16 バイト LSN 値を使用するか、またはそれより古い 10 バイト LSN を使用する
かどうかを決定するのに、レプリケーションは 2 つの方式を使用します。
IBMSNAP_CAPPARMS 表の COMPATIBILITY 列および IBMSNAP_SUBS_SET 表
の ARCH_LEVEL 列です。
v キャプチャーがバージョン 10.1.3 であり、COMPATIBILITY の値が 1001 の場
合は、キャプチャーは 16 バイト LSN を使用します。長い LSN を処理するに
は、アプライ・プログラムはバージョン 10.1.3 であり、IBMSNAP_SUB_SET 表
内の ARCH_LEVEL 値は 1001 であることが必要です。
v キャプチャーおよびアプライ・プログラムは、以下の条件下では 10 バイト LSN
を使用します。
– キャプチャーがバージョン 9.7 である。バージョン 10.1.3 のアプライ・プロ
グラムは、これより古いキャプチャー・プログラムからの 10 バイト長のロ
グ・シーケンス番号を処理できます。
– キャプチャーがバージョン 10.1.3 であり、COMPATIBILITY の値が 0801 で
ある。アプライは、バージョン 10.1.3 より前またはバージョン 10.1.3 であっ
ても差し支えありません。IBMSNAP_SUB_SET 表内の ARCH_LEVEL は
0801 に設定する必要があります。
表 15 は互換性サポートの要約です。
表 15. バージョン 10.1.3 キャプチャー・プログラムに対してサポートされるアプライ・バージョンおよび互換性の設
定。「V10.1.3 以前」とは、Linux、 UNIX、および Windows の下でのバージョン 9.7 またはこれより前、または z/OS
の下でのバージョン 10.1 またはこれより前を指します。ARCH_LEVEL は、IBMSNAP_SUB_SET 表の該当の列を指し
ます。
キャプチャー・バ
ージョン

キャプチャーの互
換性設定

キャプチャーの
LSN データ長

アプライ・バージ アプライの LSN
ョン
データ長

ARCH_LEVEL

V10.1.3 以前

対象外

10 バイト

任意

0801

10
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表 15. バージョン 10.1.3 キャプチャー・プログラムに対してサポートされるアプライ・バージョンおよび互換性の設
定。「V10.1.3 以前」とは、Linux、 UNIX、および Windows の下でのバージョン 9.7 またはこれより前、または z/OS
の下でのバージョン 10.1 またはこれより前を指します。ARCH_LEVEL は、IBMSNAP_SUB_SET 表の該当の列を指し
ます。 (続き)
キャプチャー・バ
ージョン

キャプチャーの互
換性設定

キャプチャーの
LSN データ長

アプライ・バージ アプライの LSN
ョン
データ長

ARCH_LEVEL

1 つの DB2
pureScale メンバ
ーから成る
V10.1.3

0801

10 バイト

任意

10

0801

V10.1.3

16

1001

V9.7 またはこれ
より前

許可されない

1001

16 バイト

キャプチャー互換性設定の 0801 およびデータ長の 10 は許されません
2 つ以上の DB2
pureScale メンバ
ーから成る
V10.1.3

V9.7 またはこれ
より前
1001

16 バイト
V10.1.3

許可されない
データ長の 10 および ARCH_:LEVEL
の 0801 は許されません
16

1001

互換性に関するその他の考慮事項
v 2 つ以上の pureScale メンバーから成る DB2 10.1 では、 COMPATIBILITY 列
の値は 1001 であることが必要です。
v ソースまたはターゲット・サーバーのいずれかが z/OS の場合、レプリケーショ
ン・プログラムは常に 10 バイト LSN を使用します。
v DB2 10.1 for Linux、 UNIX、および Windows では、レプリケーション管理ツー
ルは ARCH_LEVEL が 1001 のコントロール表のみを作成します。

アプライ・プログラムのサポート
バージョン 10.1.3 のアプライ・プログラムは、バージョン 9 およびバージョン
10.1.3 のアプライ・コントロール・サーバーの両者をサポートします。アプライ・
プログラムは IBMSNAP_APPLEVEL 表で ARCH_LEVEL 列を照会して、アプラ
イ・コントロール表のレベルを決定します。
また、V10.1.3 アプライ・プログラムは IBMSNAP_CAPPARMS 表の
COMPATIBILITY 列を照会し、キャプチャー・プログラムが 16 バイト LSN を使
用しているかどうか決定します。 COMPATIBILITY 列が存在しない場合は
(V10.1.3 以前)、アプライは 10 バイト LSN を想定します。アプライ・プログラム
は IBMSNAP_SUBS_SET 表で ARCH_LEVEL 列を照会して、サブスクリプショ
ン・セットのレベルを決定しますが、これは COMPATIBILITY 値と一致する必要が
あります。
重要: V10.1.3 以前のアプライ・プログラムは 16 バイト LSN を処理できません。
このタイプの LSN が発見されても、アプライはサブスクリプション・セットの処
理を停止しません。これは、データが正しくない場合があることを意味します。ア
プライ・コントロール表を V10.1.3 にマイグレーションする場合は、バージョン
9.7 またはこれより前のアプライ・プログラムを使用しないでください。
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CCD ターゲット表の互換性
CCD ターゲット表を作成する場合、レプリケーション管理ツールはキャプチャー互
換性値をもとにして、CCD 表の IBMSNAP_COMMITSEQ および
IBMSNAP_INTENTSEQ 列を決定します。
互換性値が 1001 の場合、ツールは 16 バイト LSN 列を持つ CCD ターゲット表
を作成します。値が 0801 の場合、ツールは 10 バイト LSN を持つ CCD ターゲ
ット表を作成します。
ソースおよびターゲットの両方について CCD 表を持つ Q サブスクリプションを作
成する場合、ソースおよびターゲット CCD 表で LSN を格納する列に対して管理
ツールは同一のデータ長を必要とします。すなわち、16 バイトに対しては 16 バイ
ト、10 バイトに対して 10 バイトになります。

外部 CCD ソース
外部 CCD ソース表は、キャプチャー・プログラムでは保守されませんが、表が 10
バイトまたは 16 バイト LSN 列長であっても V10.1.3 アプライ・プログラムによ
りサポートされます。V10.1.3 以前のアプライ・プログラムは、10 バイト LSN を
使用する外部 CCD 表のみをサポートします。
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第 9 章 SQL レプリケーション・バージョン 9.7 フィックスパ
ック 3 または 3a へのマイグレーション
(Linux、UNIX、Windows)
Linux、UNIX、および Windows では、DB2 インスタンスをバージョン 9.7 フィッ
クスパック 3 または 3a にアップグレードした後、コントロール表をバージョン
9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションする必要があります。
重要: Linux、UNIX、および Windows では、DB2 インスタンスをバージョン 9 に
マイグレーションすると、バージョン 8 の DB2 インスタンスで作成されたログ・
ファイルにはキャプチャー・プログラムからアクセスできません。マイグレーショ
ン前に処理されなかったトランザクションは失われます。トランザクションを失わ
ないようにするには、DB2 インスタンスをマイグレーションする前に、DB2 アプリ
ケーションを停止し、キャプチャー・プログラムで DB2 リカバリー・ログ内の残
りのトランザクションを処理します。
以下のセクションで、マイグレーション・プロセスについて詳しく説明します。
v 『最初にアプライ・コントロール・サーバーをマイグレーションする』
v

64 ページの『複数のアプライ・コントロール・サーバーをマイグレーションする
前にキャプチャー・コントロール・サーバーをマイグレーションする』

最初にアプライ・コントロール・サーバーをマイグレーションする
最初にアプライ・コントロール・サーバーをマイグレーションする場合には、以下
のステップに従います。この手順は、単一または複数のアプライ・プログラムに複
製する単一のキャプチャー・プログラムの使用時に使えます。
1. オプション:レプリケーション・アラート・モニターを停止して、レプリケーシ
ョン・プログラムがマイグレーションのために停止しているときに、モニターが
アラートを発行しないようにします。
2. アプライ・プログラムを停止します。
3. フィックスパック・インストーラーを実行して、DB2 インスタンスをバージョ
ン 9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションします。このインス
トーラーは、アプライ・サーバーもバージョン 9.7 フィックスパック 3 または
3a にアップグレードします。
この時点から、アプライ・コントロール表がマイグレーションされるまで、レプ
リケーション管理ツールを使用して構成を変更しないでください (例えば、サブ
スクリプション・セット・メンバーを追加するなど)。
4. 以下のようにしてコントロール表をマイグレーションします。
a. sqllib/samples/repl/mig97/sql/ ディレクトリー内で asnappluw97fp.sql
マイグレーション・スクリプトを見つけます。
b. 必要に応じて表スペース名を置き換え、スクリプトを実行します。
5. これで、バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a アプライ・プログラム
を開始して、キャプチャー・プログラムと共に使用できます。
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キャプチャー・サーバーのマイグレーションの準備ができたら、次に以下のステッ
プに従います。
1. キャプチャーを停止します。
2. フィックスパック・インストーラーを実行して、DB2 インスタンスをバージョ
ン 9.7 フィックスパック 3 または 3a にマイグレーションします。このインス
トーラーは、キャプチャー・サーバーもバージョン 9.7 フィックスパック 3 ま
たは 3a にアップグレードします。
この時点から、キャプチャー・コントロール表がマイグレーションされるまで、
レプリケーション管理を使用してレプリケーション構成を変更しないでください
(例えば、登録を追加するなど)。
3. 以下のようにしてコントロール表をマイグレーションします。
a. sqllib/samples/repl/mig97/sql/ ディレクトリー内で asncapluw97fp.sql
マイグレーション・スクリプトを見つけます。
b. 必要に応じてスキーマ名および表スペース名を置き換え、スクリプトを実行
します。
4. バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a キャプチャー・プログラムを開
始します。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始す
る前に、できるだけ早くキャプチャー・プログラムを開始してください。 DB2
は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現行のア
クティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番号
(LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要があ
るすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるように、
キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。
5. レプリケーション・アラート・モニターを停止した場合は、それを開始します。

複数のアプライ・コントロール・サーバーをマイグレーションする前
にキャプチャー・コントロール・サーバーをマイグレーションする
この手順は、複数のキャプチャーまたはアプライ・サーバーの使用時に使うよう
に、上記の手順を多少変更したものです。
1. キャプチャー・サーバーのマイグレーションに関する上記のステップに従いま
す。
2. バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a キャプチャー・プログラムを開
始します。
3. 複数のキャプチャー・プログラムがある場合は、各プログラムをマイグレーショ
ンします。キャプチャー・プログラムは、一度にすべてマイグレーションする必
要はありません。
4. 上記のステップに従い、アプライ・プログラムをマイグレーションします。
5. これで、バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a アプライ・プログラム
を開始して、バージョン 9.7 フィックスパック 3 または 3a キャプチャー・プ
ログラムと共に使用できます。
6. マイグレーションするアプライ・プログラムごとにマイグレーション・ステップ
を繰り返します。
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第 10 章 SQL レプリケーションのバージョン 9.7 フィックスパ
ック 2 へのマイグレーション
バージョン 9.7 からアップグレードしている場合、このマイグレーションはオプシ
ョンです。バージョン 9.7 フィックスパック 2 では、Linux、UNIX、または
Windows システム上で、範囲パーティション・ソース表に対する変更履歴を保守す
るための新しいコントロール表が追加されました。新しいコントロール表
IBMQREP_PART_HIST は、それらのシステム上の範囲パーティション表から複製し
ている場合にのみ必要です。そのため、オプションのマイグレーションはキャプチ
ャー・サーバーに限定されます。
マイグレーションする必要がある場合は、以下のステップを実行してください。
1. フィックスパックをインストールします。
2. マイグレーション・スクリプト samples/repl/mig97/sql/asncapluwv97fp.sql
を見つけます。
3. コントロール表のスキーマを置き換えることによって、マイグレーション・スク
リプトをカスタマイズします。スクリプト内の説明に従ってください。
4. キャプチャー・プログラムが実行中の場合は停止します。
5. オプション: マイグレーション中に不要なアラートが出ないようにするために、
レプリケーション・アラート・モニターが実行中であれば停止します。
6. マイグレーション・スクリプトを実行します。
以下の DDL を使用して新しいコントロール表を作成することもできます。
CREATE TABLE capture_schema.IBMQREP_PART_HIST
(
LSN
VARCHAR(16)
FOR BIT DATA NOT NULL,
HISTORY_TIME
TIMESTAMP
NOT NULL,
TABSCHEMA
VARCHAR(128)
NOT NULL,
TABNAME
VARCHAR(128)
NOT NULL,
DATAPARTITIONID INTEGER
NOT NULL,
TBSPACEID
INTEGER
NOT NULL,
PARTITIONOBJECTID INTEGER
NOT NULL,
PRIMARY KEY (LSN, TABSCHEMA, TABNAME, DATAPARTITIONID,
TBSPACEID, PARTITIONOBJECTID)
);

7. migrate=y および startmode=WARMNS パラメーターを指定してキャプチャ
ー・プログラムを開始します。
推奨: マイグレーションした後は、可能であれば他のアプリケーションを開始す
る前に、できるだけ早くキャプチャー・プログラムを開始してください。 DB2
は、LOGPRIMARY データベース・パラメーターによって決定される、現行のア
クティブ・ログ・ファイル・セット中の最初の有効なログ・シーケンス番号
(LSN) を使用したレプリケーションを提供します。キャプチャーされる必要があ
るすべてのトランザクションがアクティブ・ログ・ファイルに含まれるように、
キャプチャーを十分に早く開始する必要があります。
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アプライ・コントロール・サーバーまたはモニター・コントロール・サーバーの場
合は、バージョン 9.7 フィックスパック 2 に関するマイグレーションは必要ありま
せん。
重要: Linux、UNIX、および Windows では、DB2 インスタンスをバージョン 9 に
マイグレーションすると、バージョン 8 の DB2 インスタンスで作成されたログ・
ファイルにはキャプチャー・プログラムからアクセスできません。マイグレーショ
ン前に処理されなかったトランザクションは失われます。トランザクションを失わ
ないようにするには、DB2 インスタンスをマイグレーションする前に、DB2 アプリ
ケーションを停止し、キャプチャー・プログラムで DB2 リカバリー・ログ内の残
りのトランザクションを処理します。
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第 11 章 SQL レプリケーションのバージョン 9.7 へのマイグレ
ーション
バージョン 9.5 からアップグレードしている場合、このマイグレーションはオプシ
ョンです。マイグレーションにより、キャプチャー・プログラム用に保管できる履
歴データが多くなります。
重要: Linux、UNIX、および Windows では、DB2 インスタンスをバージョン 9 に
マイグレーションすると、バージョン 8 の DB2 インスタンスで作成されたログ・
ファイルにはキャプチャー・プログラムからアクセスできません。マイグレーショ
ン前に処理されなかったトランザクションは失われます。トランザクションを失わ
ないようにするには、DB2 インスタンスをマイグレーションする前に、DB2 アプリ
ケーションを停止し、キャプチャー・プログラムで DB2 リカバリー・ログ内の残
りのトランザクションを処理します。
バージョン 9.7 (または、z/OS 上でバージョン 9.1 に PTF for APAR PK85947 を
適用したもの) では、モニター情報をさらに提供するための 4 つの新しい列が
IBMSNAP_CAPMON コントロール表に追加されました。それらの列はオプションで
す。また、IBMSNAP_CAPSCHEMAS 表の CAP_SCHEMA_NAME 列のデータ長
が、より長いキャプチャー・スキーマを入れられるように VARCHAR(128) に拡大
されました。キャプチャー・プログラムは、これらの変更を行うかどうかに関係な
く、通常どおり実行されます。 z/OS 上で、V9.7 に対応する PTF を適用した場
合、この変更は既に行われています。アプライ・コントロール表については、V9.5
と V9.7 の間で変更はありません。
キャプチャー・コントロール表の変更を行うには、以下のスクリプトのいずれかを
実行できます。
表 16. SQL レプリケーションのコントロール表をバージョン 9.7 にマイグレーションする
ためのサンプル・スクリプト
プラットフォーム

サンプル

Linux、UNIX、Windows

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapluwv97.sql

Oracle ソース

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncaporav97.sql

Sybase ソース

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapsybv97.sql

Informix ソース

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapinfxv97.sql

Microsoft SQL Server ソース

SQLLIB/samples/repl/mig97/sql/
asncapmssqlv97.sql
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第 12 章 SQL レプリケーションのバージョン 9.5 へのマイグレ
ーション
バージョン 9.1 からアップグレードしている場合、このマイグレーションはオプシ
ョンです。バージョン 9.5 では、無視されたトランザクションのトレースを容易に
する新しい列が、IBMQREP_IGNTRAN コントロール表に追加されました。このコ
ントロール表は、SQL レプリケーションと Q レプリケーションで共有されます。
この列を追加するために、sqllib¥samples¥repl¥mig95¥sql¥ ディレクトリー内の
asnmz95.sql スクリプトを実行するか、または次の SQL ステートメントを使用で
きます。
ALTER TABLE capture_schema.IBMQREP_IGNTRAN
ADD COLUMN IGNTRANTRC CHAR(1) NOT NULL DEFAULT ’Y’;

さらに、V9.5 の SQL レプリケーションは、アプライ・プログラムが CD 表と
IBMSNAP_UOW 表を結合せずにトランザクション・コミット情報を提供できるよ
うにする、新しいタイプの整合変更データ (CCD) 表をサポートします。この新しい
タイプの CCD 表を使用するために、コントロール表をマイグレーションする必要
はありませんが、既存の CCD 表を新しいタイプにマイグレーションするには、 73
ページの『第 14 章 CCD 表のタイプ 9 CCD へのマイグレーション』にある手順
を実行する必要があります。
重要: Linux、UNIX、および Windows では、DB2 インスタンスをバージョン 9 に
マイグレーションすると、バージョン 8 の DB2 インスタンスで作成されたログ・
ファイルにはキャプチャー・プログラムからアクセスできません。マイグレーショ
ン前に処理されなかったトランザクションは失われます。トランザクションを失わ
ないようにするには、DB2 インスタンスをマイグレーションする前に、DB2 アプリ
ケーションを停止し、キャプチャー・プログラムで DB2 リカバリー・ログ内の残
りのトランザクションを処理します。
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第 13 章 バージョン 10 とバージョン 9 の SQL レプリケーシ
ョンの共存サポート
SQL レプリケーションは、バージョン 10、バージョン 9.7、バージョン 9.5、およ
びバージョン 9.1 の間の共存を完全にサポートします。
V10、V9.7、V9.5、および V9.1 のキャプチャー・プログラムは、
V10、V9.7、V9.5、および V9.1 のアプライ・プログラムのいずれとも相互に互換性
があります。 SQL レプリケーションのコントロール表には、共存の妨げになるこ
れらのバージョン間での変更は含まれません。

さまざまなバージョンでのレプリケーション管理ツールの使用
バージョン 10 のレプリケーション・ツールは、V10、V9.7、V9.5、および V9.1 の
キャプチャー・サーバーとアプライ・サーバーの任意の組み合わせで使用できま
す。ツールで使用できる製品機能は、シナリオに存在するキャプチャー・プログラ
ムまたはアプライ・プログラムの最低レベルに基づきます。
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 SQL
レプリケーションのコントロール表を作成する場合、コントロール表のアーキテク
チャー・レベルは、ご使用のオペレーティング・システムによって異なる可能性が
あります。

z/OS では、コントロール表は、管理ツールによって、DB2 のバージョンで
はなく、ツールのレベルに基づいて作成されます。したがって、バージョン
10 のツールは常に V10 のコントロール表を作成し、V9.7 のツールは V9.7
のコントロール表を作成し、以下同様になります。

Linux、UNIX、および Windows では、ツールは、ツールのレベルと DB2
のレベルに基づいて、次のようにさまざまなレベルのコントロール表を作成
します。
バージョン 9.7 のツール
V9.7 DB2 上で V9.7 コントロール表を作成し、V9.5 DB2 上で
V9.5 コントロール表を作成し、V9.1 DB2 上で V9.1 コントロール
表を作成します。
バージョン 9.5 のツール
V9.5 DB2 上で V9.5 コントロール表を作成し、V9.1 DB2 上で
V9.1 コントロール表を作成します。
バージョン 9.1 のツール
V9.1 DB2 上で V9.1 コントロール表を作成します。
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第 14 章 CCD 表のタイプ 9 CCD へのマイグレーション
バージョン 9.5 の SQL レプリケーションは、アプライ・プログラムが CD 表と
IBMSNAP_UOW 表を結合せずにトランザクション・コミット情報を提供できるよ
うにする、新しいタイプの整合変更データ表 (CCD) をサポートします。この新しい
タイプの CCD 表を使用するために、コントロール表をマイグレーションする必要
はありませんが、既存の CCD 表を新しいタイプにマイグレーションするには、次
の手順を実行する必要があります。
手順
CCD 表をタイプ 9 CCD へマイグレーションするには、次のようにしてください。
1. アプライ・コントロール・サーバーに接続してください。
2. 次のステートメントを実行します。
UPDATE ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBER SET TARGET_STRUCTURE=9
WHERE APPLY_QUAL=’applyqual’ AND SET_NAME=’setname’
AND WHOS_ON_FIRST=’whos_on_first’AND SOURCE_OWNER=’source_owner’
AND SOURCE_TABLE=’source_table’ AND SOURCE_VIEW_QUAL=’srcviewqual’
AND TARGET_OWNER=’target_owner’ AND TARGET_TABLE=’target_table’;

3. 第 1 層のキャプチャー・コントロール・サーバーに接続してください。
4. 次のステートメントを実行します。
UPDATE captureschema.IBMSNAP_PRUNCNTL SET TARGET_STRUCTURE=9
WHERE SOURCE_OWNER=’source_owner’AND SOURCE_TABLE=’source_table’
AND SOURCE_VIEW_QUAL=’srcviewqual’AND APPLY_QUAL=’applyqual’
AND SET_NAME=’setname’ AND TARGET_SERVER=’target_server’
AND TARGET_OWNER=’target_owner’ AND TARGET_TABLE=’target_table’;

5. 外部 CCD 表が既に第 3 層体系に関連している場合には、ステップ 6 に進んで
ください。それ以外の場合、次の CCD ターゲット表を処理してください。
6. 第 2 層のキャプチャー・コントロール・サーバーに接続してください。
7. 次のステートメントを実行します。
UPDATE captureschema.IBMSNAP_REGISTER
SET SOURCE_STRUCTURE=9 WHERE SOURCE_TABLE=’ccd_table’
AND SOURCE_OWNER=’ccd_owner’;

8. 第 2 層のアプライ・コントロール・サーバーに接続してください。
9. SET NAME と APPLY QUAL の MAX_SYNCH_MINUTES の値がヌル以外の
場合、次のステートメントを実行して、 IBMSNAP_SUBS_SET 表を更新し、
MAX_SYNCH_MINUTES をヌルに変更してください。
UPDATE ASN.IBMSNAP_SUBS_SET SET MAX_SYNCH_MINUTES=null
WHERE SET_NAME=’set _name'AND APPLY_QUAL=’applyqual’
AND WHOS_ON_FIRST=’whos_on_first’;
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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。

76

レプリケーションとイベント・パブリッシング・バージョン 10.1.3 へのマイグレーション

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。
本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能
になる前に変更になる場合があります。
本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。よ
り具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品
などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであ
り、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎませ
ん。
著作権使用許諾:
本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を
例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されていま
す。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラット
フォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプ
リケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式
においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することが
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できます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを
経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、
利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。
サンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態で提供されるものであ
り、いかなる保証も提供されません。IBM は、このサンプル・プログラムの使用か
ら生ずるいかなる損害に対しても、その予見の有無を問わず、責任を負いません。
それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的
創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。
© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プロ
グラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. _年を入れる_. All rights
reserved.
この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示さ
れない場合があります。

商標
本書では、IBM の商標および IBM 以外の商標の一部につき、それぞれが最初に出
現する個所でマークを付けています。
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International
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については、http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の
米国およびその他の国における登録商標または商標です。
IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the
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Intel、Intel (ロゴ)、Intel Inside、Intel Inside (ロゴ)、Intel Centrino、Intel Centrino
（ロゴ）、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel
Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における商標です。
ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であ
って、米国特許商標庁にて登録されています。
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