


Oracle GoldenGate Veridata R11.2 
セットアップガイド v1.1 

2015年9月 
日本オラクル株式会社 
クラウド＆テクノロジー事業統括 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

以下の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また
、情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。
以下の事項は、マテリアルやコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するもので
はないため、購買決定を行う際の判断材料になさらないで下さい。オラクル製品に関して
記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、弊社の裁量により決定され
ます。 

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社
名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 
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はじめに 

•本資料では、Oracle GoldenGate Veridata の環境構築から 
動作確認までの一連の手順について説明します 

 

•本資料は製品マニュアルを補足する資料です 
手順の一例としてご活用ください 
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Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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環境情報 

•本資料で構成する環境は以下を使用しています 
– OS 
Oracle Linux 5.7  64bit 

 

–ソフトウェア 
Oracle Database 11.2.0.3 Enterprise Edition 

Oracle GoldenGate Veridata v11.2.0.1 JAgent for Unix 

Oracle GoldenGate Veridata v11.2.0.1 Server on RedHat 6.0 and Windows 7 64bit 

JDK 1.7 (jdk-7u4-linux-x64) 
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Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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1. 構成イメージ (1/3) 

• GoldenGate Veridata サーバ 

–次の機能を実行します 
Oracle GoldenGate Veridata タスクの実行の調整 

行のソート（オプション） 

データの比較 

非同期データの確認 

確認用レポートの生成 

 

Veridata Server 
及びWebUI 

Veridata CLI 
（コマンドラインインタフェース） 

Veridata Agent Veridata Agent 

ソース 
データベース 

ターゲット 
データベース 

リポジトリ 
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1. 構成イメージ (2/3) 

• GoldenGate Veridata Web 

–Veridata サーバのクライアント 

–次のアクティビティに関するブラウザベースのグラフィカル・
ユーザ 
インターフェースを提供します 
比較オブジェクトおよびルールを設定 

比較の初期化 

比較の状態と出力レポートを確認 

非同期データのレビュー 

9 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

1. 構成イメージ (3/3) 

• GoldenGate Veridata Repository 

–設定情報を保持するデータベース 

 

• GoldenGate Veridata Agent 

–Veridata サーバに代わり、次のデータベース関連のリクエスト
を実行します 
比較するデータのフェッチおよび戻し 

非同期行の列レベル詳細の戻し 
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2. メディアのダウンロード (1/8) 

• Oracle GoldenGate Veridata のメディアのダウンロード 

–最新のメディアは E-Delivery からダウンロードして下さい 

 
←この画面の右上部から 
  言語設定が変えられます。 

E-Delivery  
https://edelivery.oracle.com/ 
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2. メディアのダウンロード (2/8) 

•輸出規制の条項を確認して受諾できる場合、「受諾」ボタンをク
リックします 
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2. メディアのダウンロード (3/8) 

•メディア・パック検索画面で、下記の項目を選択します 

–製品：  Oracle GoldenGate Veridata 

–プラットフォーム：  Linux x86-64 
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2. メディアのダウンロード (4/8) 

•右下の「続行」ボタンを押します。 
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2. メディアのダウンロード (5/8) 

• 「使用可能なリリース」列で「代替リリースの選択・・」リンクを押し、「Oracle 
GoldenGate Veridata 11.2.1.0.0 for Linux x86-64」を選び、「続行」を押しま
す。 
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2. メディアのダウンロード (6/8) 

• 「オラクル標準の条件および規制」の条文を読み、受諾できるようであれ
ば下部のチェックボックスにチェックを入れて、「続行」ボタンを押します。 
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2. メディアのダウンロード (7/8) 

• 「すべてダウンロード」を押して、表示されている二つのファイルをダウン
ロードします。 

 
本資料では以下にダウンロードしています 

/home/oracle/media/V35572-01.zip 
/home/oracle/media/V35569-01.zip 
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2. メディアのダウンロード (8/8) 

• JDK メディアのダウンロード 
–今回使用したJDKは下記のリンクでダウンロードできます 

– http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-
1880260.html 

–ライセンスを確認した上で、 

  インストールしたいプラットフォームを 

  選択してダウンロードします 

  （この例では、Linux x86-64を選択） 
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3. GoldenGate 構成の構築 (1/7) 

•本資料では、事前に以下を作成しています 
– DBA権限を持つデータベース上のユーザ(oracle)を作成します 

–ソース・ターゲットにそれぞれ GoldenGate のインストールを行い、 shortcolumn表に
対するレプリケーションが実行できる状態としておきます 

ソース側の shortcolumn 表への更新をターゲット側のshortcolum 表へと 
GoldenGate を使用して伝播させます 

表の定義はソース・ターゲットで同一のものを使用しています 

表にはプライマリ・キーを設定しておきます(ID1列) 

shortcolumn 表へのデータの INSERT には、 Insertshortcolumn という 
プロシージャを使用して実行しています 
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3. GoldenGate 構成の構築 (2/7) 

•ソース側でスキーマ・表を作成します 
SQL> connect / as sysdba 
SQL> grant dba to oracle identified by oracle; 
SQL> connect oracle/oracle 
SQL> CREATE TABLE SHORTCOLUMN  ( 

ID1 NUMBER(11,0), 
ID2 NUMBER(1,0), 
ID3 NUMBER(12,0), 
ID4 NUMBER(20,0), 
DATE1 DATE, 
DATE2 DATE, 
NOTE1 VARCHAR2(7 BYTE), 
NOTE2 VARCHAR2(7 BYTE), 
NOTE3 VARCHAR2(11 BYTE), 
NOTE4 VARCHAR2(5 BYTE), 
CONSTRAINT “PRIMARY” PRIMARY KEY (“ID1”) ) 

/ 

ソースDBで実行 
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3. GoldenGate 構成の構築 (3/7) 

•ソース側でデータ挿入用のプロシージャを作成します 
SQL> connect oracle/oracle 

SQL> create or replace procedure insertShortcolumn( startnum in number,endnum in number) is 
    i  number ; 
begin 
    For i in startnum..endnum LOOP  
        begin     
           insert into  shortcolumn values(i,0,0,0 , to_date('2011-12-28','yyyy-mm-dd'), 
              to_date('2011-12-28','yyyy-mm-dd'),'note1','note2','note3','note4'); 
        end; 
     end LOOP; 
end insertShortcolumn; 
/ 

「ID1」列の値がstartnumから
endnumまでのデータを

INSERTします 
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3. GoldenGate 構成の構築 (4/7) 

•ソース側でデータを1000件 INSERT します 

SQL> connect oracle/oracle 

SQL> begin 
   insertShortcolumn(1,1000); 
end; 
/ 

SQL> select count(*) from shortcolumn; 
 
     COUNT(*) 
------------------- 
             1000 
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3. GoldenGate 構成の構築 (5/7) 

•ターゲット側でスキーマ・表を作成します 
SQL> connect / as sysdba 
SQL> grant dba to oracle identified by oracle; 
SQL> connect oracle/oracle 
SQL> CREATE TABLE SHORTCOLUMN  ( 

ID1 NUMBER(11,0), 
ID2 NUMBER(1,0), 
ID3 NUMBER(12,0), 
ID4 NUMBER(20,0), 
DATE1 DATE, 
DATE2 DATE, 
NOTE1 VARCHAR2(7 BYTE), 
NOTE2 VARCHAR2(7 BYTE), 
NOTE3 VARCHAR2(11 BYTE), 
NOTE4 VARCHAR2(5 BYTE), 
CONSTRAINT “PRIMARY” PRIMARY KEY (“ID1”) ) 

/ 
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3. GoldenGate 構成の構築 (6/7) 

•ターゲット側でデータ挿入用のプロシージャを作成します 
SQL> connect oracle/oracle 

SQL> create or replace procedure insertShortcolumn( startnum in number,endnum in number) is 
    i  number ; 
begin 
    For i in startnum..endnum LOOP  
        begin     
           insert into  shortcolumn values(i,0,0,0 , to_date('2011-12-28','yyyy-mm-dd'), 
              to_date('2011-12-28','yyyy-mm-dd'),'note1','note2','note3','note4'); 
        end; 
     end LOOP; 
end insertShortcolumn; 
/ 

「ID1」列の値がstartnumから
endnumまでのデータを

INSERTします 
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3. GoldenGate 構成の構築 (7/7) 

•ターゲット側でデータを1000件 INSERT します 
SQL> connect oracle/oracle 

SQL> begin 
   insertShortcolumn(1,1000); 
end; 
/ 

SQL> select count(*) from shortcolumn; 
 
     COUNT(*) 
------------------- 
             1000 
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Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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Veridata Server のインストール (1/12) 

•ダウンロードした Veridata Server のメディア(ZIPファイル)を解凍し
ます 

–$HOME/veridata ディレクトリに解凍します 

 

 

 

• GoldenGate_Veridata_redhatAS40_x64.shを実行します 

$ mkdir veridata 
$ cd veridata 
$ unzip /home/oracle/media/V35572-01.zip 

$ ./GoldenGate_Veridata_redhatAS40_x64.sh 
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Veridata Server のインストール (2/12) 

• Destination directory：Veridataのインストールディレクトリを指定
します 
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Veridata Server のインストール (3/12) 

• Veridataのデータ保存ディレクトリを指定します 

•ポートを確認します(本資料ではデフォルト設定を使用します) 
– HTTP port : VeridataサーバーとVeridata Webの通信に使用 
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Veridata Server のインストール (4/12) 

• Veridata Webの Admin ユーザの作成方法を選択 
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Veridata Server のインストール (5/12) 

• Veridata Webの Admin ユーザを作成します 

–名前とパスワードを入力します 

–本資料では全て「vadmin」としています 

• データベースタイプとして「Oracle」を選択します 
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Veridata Server のインストール (6/12) 

• Oracle Database のインストールディレクトリの確認画面が表示さ
れます 

•データベースとの接続方法を選択します 
–本資料では、TNS names で Oracle Database と接続します 
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Veridata Server のインストール (7/12) 

• Veridata Repository ユーザの指定をします 
–新規のユーザの作成か、既存のユーザの使用を選択します 

• DBAのユーザとパスワードを入力します 
–指定したユーザを利用して、「veridata」というユーザ及びロールを作成します 

–事前にDBA権限を持つユーザを作成しておく必要があります 

– ここでリポジトリDBに接続に行くので、DBが起動して接続できる状態になっている必要がありま
す 
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Veridata Server のインストール (8/12) 

• Veridata ユーザのパスワードを入力します 

• Veridata ユーザが使用する表領域、一時表領域を指定します 
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Veridata Server のインストール (9/12) 

•インストール終了後に自動起動するかを指定します 

•インストールの内容を確認して、問題なければ「Next>」ボタンを
押します 
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Veridata Server のインストール (10/12) 

•インストールを実行し、終了するのを確認します 
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Veridata Server のインストール (11/12) 

• インストール終了後、下記URL から Veridata Web にアクセス可能です 
– http://host:8830/veridata 

– 「Veridata Server のインストール (5/12)」で設定した「vadmin」を使用します 
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Veridata Server のインストール (12/12) 

• Veridata Webは下記の通り起動・停止できます。 
–起動 

 
 

 

–停止 

 

$ cd /home/oracle/veridata/web/bin  
$ ./veridata_web.sh start 

$ cd /home/oracle/veridata/web/bin  
$ ./veridata_web.sh stop 

Veridata Server のインストールディレクトリ 
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Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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Veridata J-Agent のインストール (1/7) 

• JDK 1.7 をインストールします 

–本資料ではjdk-7u4-linux-x64.rpmをインストールします 

 

 

 

• JAVA_HOME を設定します 

$ cd /home/oracle/media 
$ chmod 755 jdk-7u4-linux-x64.rpm 
$ rpm -Uvh jdk-7u4-linux-x64.rpm 

$ vi $HOME/.bash_profile 
$ source $HOME/.bash_profile 

export JAVA_HOME= /usr/java/jdk1.7.0_04 

以下を追記します 
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Veridata J-Agent のインストール (2/7) 

•ダウンロードした Veridata J-Agent のメディア(ZIPファイル)を解凍します 

–$HOME/jagent ディレクトリに解凍します 

 

 
 

• agent.properties の作成 

–解凍したフォルダ内のファイル「agent.properties.sample」をコピーし
て、 ファイル「agent.properties」を作成します 

$ mkdir jagent 
$ cd jagent 
$ unzip /home/oracle/media/V35569-01.zip 

$ cd agent 
$ cp agent.properties.sample agent.properties 
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Veridata J-Agent のインストール (3/7) 

•作成したファイル「agent.properties」を編集します 

–データベースや Veridata Server への接続方法を設定します 

–環境に合わせて以下を変更する必要があります 

Parameter  Value 

server.port Veridata Server との通信に使用します 

database.url データベースへ JDBC 接続するための設定をします 

server.driversLocation JDBC ドライバのディレクトリを指定します 
JDBC ドライバは drivers ディレクトリにデフォルトでインストールさ
れています 

server.jdbcDriver JDBCドライバのファイル名を指定します 
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Veridata J-Agent のインストール (4/7) 

• agent.properties を編集します 

 $ vi agent.properties 
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Veridata J-Agent のインストール (5/7) 
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Veridata J-Agent のインストール (6/7) 

• J-Agent は下記の通り起動・停止できます 

–起動 

 

 

–停止 

$ cd jagent/agent 
$ agent.sh { start | run } 

$ cd jagent/agent 
$ agent.sh stop 

J-Agent のメディアを解凍したディレクトリ 
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Veridata J-Agent のインストール (7/7) 

• J-Agent のコマンドの説明 
– J-Agent と Server の起動・停止の順序に決まりはありません 

–  run は、起動元の同じコマンド・ウィンドウのエージェントを起動します。 

– start は、別のコマンド・ウィンドウのエージェントを起動します。 

–注意 
• run オプションは、エージェント・エラーのロギングが構成される前のスタートアッププロセス中
に発生するエラーの診断に便利です 

• run オプションを使用すると、コマンド・ウィンドウにstdout およびstderr というメッセージが表
示されます 

• 通常、エージェントはログ・ファイルにメッセージのログを書込むため、stderr にはオペレー
ティング・システム・メッセージとロギング・システム・エラーのみが書込まれます 

• start オプションを使用すると、stdout およびstderr に書込まれたメッセージは廃棄されます 
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Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成は下記の手順で行います 
1. コネクションの設定 
エージェントをインストールした端末の接続設定 

2. グループの設定 
ソースとターゲットをグループとして設定 

3. ペアの設定 
比較対象の設定（詳細なマッピングが設定可能） 

4. ジョブの設定 
グループを選択して、ジョブを構成 

5. プロファイルの設定 (オプション)  
Sorting Methodなどの比較動作に関する詳細な設定 

48 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

1. コネクションの設定 (1/6) 

• GoldenGate Veridata Webにログインします 

–http://host:8830/veridata/ 

 
hostname 
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1. コネクションの設定 (2/6) 

•新しいコネクションを作成します 

②Newをクリック 

①「Connection Configuration」をクリック 
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1. コネクションの設定 (3/6) 

③コネクション名を入力 

hostname 

④対象DBのホストIPとJAgentのポートを入力 

  ポート番号はp.41で設定した値を使用 

  Datasource Typeは「oracle」を選択 

※ 一度Java Agentをデータソースに登録すると、 
Port番号の変更を行うことはできません 
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1. コネクションの設定 (4/6) 

⑤データベースユーザ
の情報を入力 

⑥「Create another Connection」をクリック 
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1. コネクションの設定 (5/6) 

⑦コネクション名を入力 

IP Address 
⑧対象DBのホストIPとJAgentのポートを入力 

  ポート番号はp.41で設定した値を使用 

  Datasource Typeは「oracle」を選択 
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1. コネクションの設定 (6/6) 

 
⑨データベースユーザの
情報を入力します 

⑩「Conntinue to create a 
new Group using the 
New Group Assisant」を
クリックします 
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2. グループの設定 (1/2) 

①グループ名を入力 

②先ほど作成したConnection
を選択 
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2. グループの設定 (2/2) 

③ペアの設定へ進む 
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3. ペアの設定 (1/6) 

①「Pattern Mapping」へ進みます 

②スキーマを選択します 

③テーブル名のマッピング項目を選択します 
ここでは、ソースとターゲットのテーブル名が
同じであるため、「Map Source and Target 
Tables Using Extract Names」を選択します 
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3. ペアの設定 (2/6) 

⑤「Generate Mappings」をクリック 
生成したマッピング情報は
「Preview」タブで確認できます 

④比較ペアのネーミング書式 
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3. ペアの設定 (3/6) 

• 「Compare Pair Configuration」ページの「Pattern Mapping」タブで、比較
ペアのネーミング書式がどのように機能するかを次に示します。 
–指定されたネーミング書式に等号記号（=）がない場合、すべての*は、 
生成された比較ペアのソース表の名前に置き換えられます。 

– =記号がある場合、=記号の左側にあるすべての*は、生成された比較ペアのソース
表の名前に置き換えられ、右側にあるすべての*は、ターゲット表の名前に置き換え
られます 

–例:    名前書式 比較ペア 
*=* T1=T10 

* T1 
** T1T1 

A*=B* AT1=BT10 
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3. ペアの設定 (4/6) 

• Key Mapping Method 

–データ比較を行うために必要なマッピング行うためのキー列を指定します 

–メソッド： 

• System Generated method（デフォルト、変更可能） 

• User Defined method 

• Column Mapping Method 

–列のマッピング方法です(デフォルトは全列比較します) 

–メソッド： 

• System Generated method（デフォルト、変更可能） 

• User Defined method 

• マッピングメソッドの詳細はオンラインヘルプを参照してください 
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3. ペアの設定 (5/6) 

⑥「Preview」タブを移動します 
先ほど生成したマッピング情報を 
確認します 

1ペア生成されました 
実際生成されたペア数
はスキーマや、設定によっ
て変わります 

⑦「save」をクリックすると、この
ペアが生成されます 

 自動的に「Existing 
Compare」タブに移動します 
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3. ペアの設定 (6/6) 

⑧ボタンをクリックします 

有効性を確認します 
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4. ジョブの設定(1/4) 

 

Job Configuration へ移動します 
①「New」を押します 
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4. ジョブの設定(2/4) 

③グループを選択します 

②ジョブ名の入力 

※一つのジョブに、複数の 
グループを含めることは可能です 

64 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

4. ジョブの設定(3/4) 

④connectionを
選択します 

⑤Profileを
選択します 
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4. ジョブの設定(4/4) 

作成したジョブが表示されます 

⑥作成しました 
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5. プロファイルの設定（オプション） (1/2) 
 

①「Profile 
Configuration」を

クリック 

②「$default」をクリック 

（必要に応じて作成可） ③プロファイル設定画面 
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5. プロファイルの設定（オプション） (2/2) 

• プロファイルでの主な設定内容 
• 一般的な設定（Generalカテゴリ） 

• 非同期データレポートのフォーマット（バイナリ、XML）の選択 など 

• ソート方式に関する設定（Sorting Methodカテゴリ） 

• ソート時の最大メモリ使用量など 

• 初期比較ステップに関する設定（Initail Compareカテゴリ） 

• 初期比較ステップ全般に関する設定（同時実行比較スレッド最大数など） 

• その他イベントレポート、エージェント、プロセスに関する設定 

• 非同期確認ステップに関する設定（Confirm-Out-Of-Syncカテゴリ） 

• 非同期確認ステップ全般に関する設定（非同期確認ステップ実行の有無など） 

• その他イベントレポート、エージェント、プロセスに関する設定 

• 各パラメータの詳細に関しては、オンラインヘルプをご参照下さい。 
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Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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Veridata ジョブの実行 (Web) 

•シナリオ 

–通常のジョブの実行手順  

–非同期データがある場合  

–表の一部のみを比較する場合 

–主キー/一意キーが存在しない場合 
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通常のジョブの実行手順 (1/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Run Job」画面に移行 

①ペアリストを検索 

• GoldenGate Veridata Web にログインします 
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通常のジョブの実行手順 (2/8) 

②shortcolumnのペアを選択し
て、「Run Job」を実行します 
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通常のジョブの実行手順 (3/8) 

ジョブ実行中 

ジョブ完了 

レベルによって、レポー
トの内容が変わります 
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通常のジョブの実行手順 (4/8) 

• ジョブの完了後、Veridata Web を使用またはファイル自体を表示して、比
較結果と非同期レポートを表示できます 

•比較レポート 
–終了したジョブ、グループおよび比較ペアは比較レポートを生成します 

–レポート・ファイルには、次のような実行された比較の詳細が含まれます 
使用した比較パラメータ 

比較した行数および非同期行数 

比較のタイミング 

パフォーマンス統計 

ソース・データ値およびターゲット・データ値 
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通常のジョブの実行手順 (5/8) 

• 「View By Job」からジョブの詳細を確認できます 

 

 

 

 

 

 

 

「Report」をクリックしレポート 
の中身を確認できます 
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通常のジョブの実行手順 (6/8) 

 

 

 

 

 

 

 

hostname 

レポートの保存場所 
Veridata サーバーのインストール 
ディレクトリ内の共有/ データ・ディレクトリ 

レポートの  
ダウンロード 
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通常のジョブの実行手順 (7/8) 

• 「View By Compare Pair」からジョブの詳細を確認できます 

非同期データがありません 

「Report」を押します 

77 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

通常のジョブの実行手順 (8/8) 

• Compare Pair のレポートから比較結果の詳細を確認できます 

hostname 
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参考： 比較レポートの内容 (1/3) 
 Oracle GoldenGate Veridata 
            11.2.1.0  OGGVDT_11.2.1.0.0_PLATFORMS_121108.1625 
 
Copyright (C) 2004, 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved 
 
                     Starting at 2013-03-05 14:15:29 
 
********************************************************************** 
OS          : Linux 
Version     : 2.6.32-300.3.1.el6uek.x86_64 
Node        : XXXXXXX.oracle.com 
Machine     : amd64 
Process id  : 22328, Thread id : 66 
Java version: 1.6.0_15 
Java vendor : Sun Microsystems Inc. 
 
 
Compare Pair: TEST=TEST 
Run ID      : (1001,1,1) 
 
Compare Parameters: 
 
    Source connection: perf_02 
    Source host      : XXXXXXX.oracle.com  (oracle) 
    Target connection: perf_66 
    Target host      : XXXXXXX.oracle.com  (oracle) 
    Source table     : PTEST.TEST 
    Target table     : PTEST.TEST 
（続く） 

(続き） 
Profile: $default 
 
 
General: 
*********************************************************************** 
          Out-Of-Sync Output Format: binary 
   Maximum Size of Each Out-Of-Sync 
                   XML Chunk (Rows): 500 
 Report in-sync rows to report file: false 
     Report in-sync after in-flight 
                rows to report file: false 
 
Sorting Method: 
*********************************************************************** 
                    Sort Data Using: database 
          Maximum Memory Usage (MB): 50 
    Temporary Storage Directory for 
                        Source Data:  
    Temporary Storage Directory for 
                        Target Data:  
 
Initial Compare: 
*********************************************************************** 
  Max Concurrent Comparison Threads: 4 
     Terminate when Maximum Records 
（略）（続く） 

Veridata Serverの環境情報 

使用したペア 

実行した時のパラメータ設定 
（p.65 プロファイル設定） 
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参考： 比較レポートの内容 (2/3) 
（続き） 
Starting  Veriagt session for target rowhash at  2013-03-05 14:15:29. 
 
Initial Compare target Agent Information: 
                JDBC URL: jdbc:oracle:thin:@cdcjp66.cn.oracle.com:1521:target 
              Session ID: 6 
                SortNull: high 
        NLS_CHARACTERSET: JA16EUC 
 
Performance Statistics for Source Rowhash at 2013-03-05 14:15:33. 
    rows                : 10001 
    duration (secs)     : 00:00:00 
    rows/sec            : 19764 
    row bytes           : 1889084 
    row bytes/sec       : 3733367 
    bytes/row           : 188 
    rows skipped        : 0 
    blocks skipped      : 0 
    time fetching       : 00:00:00 
    time until first row: 00:00:00 
    ipc msgs            : 8 
    ipc bytes           : 263270 
    bytes/msg           : 32365 
 
Comparing first row at 2013-03-05 14:15:33 
（続く） 

（続き） 
Performance Statistics for Target Rowhash at 2013-03-05 14:15:33. 
 
    rows                : 10001 
    duration (secs)     : 00:00:00 
    rows/sec            : 16052 
    row bytes           : 1889084 
    row bytes/sec       : 3032237 
    bytes/row           : 188 
    rows skipped        : 0 
    blocks skipped      : 0 
    time fetching       : 00:00:00 
    time until first row: 00:00:00 
    ipc msgs            : 8 
    ipc bytes           : 263273 
    bytes/msg           : 32365 
 
（略） 
（続く） 

比較を実行したタイミング・統計情報など 
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参考： 比較レポートの内容 (3/3) 

 
（続き） 
*** Summarizing Initial Row Comparison Step *** 
 
    Time                 : 2013-03-05 14:15:33 
    Elapsed Time         : 00:00:00 
    Comparisons performed: 10001 
    Rows per second      : 42198 
    Rows out-of-sync     : 0 
    inserts              : 0 
    updates              : 0 
    deletes              : 0 
 
*** Summarizing Confirm Out-of-Sync Step *** 
 
    Time                 : 2013-03-05 14:15:33 
    Elapsed Time         : 00:00:00 
    Rows confirmed       : 0 
    Rows per second      : 0 
 
*** Summarizing Persistently Out-of-Sync Rows *** 
 
    Rows out-of-sync                 : 0 
    inserts                          : 0 
    updates                          : 0 
    deletes                          : 0 
（続く） 

（続き） 
*** Summarizing In-Sync-after-In-Flight Rows *** 
 
    Rows in-sync-after-in-flight     : 0 
    inserts                          : 0 
    updates                          : 0 
    deletes                          : 0 
 
*** Summarizing Still-Changing Rows *** 
 
    Rows in-flight                   : 0 
    inserts                          : 0 
    updates                          : 0 
    deletes                          : 0 
 
 
tables in sync: source PTEST.TEST, target PTEST.TEST 
 
Comparison terminated normally. 

比較の実行結果・統計情報など 
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Veridata ジョブの実行 (Web) 

•シナリオ 

–通常のジョブ実行手順  

–非同期データがある場合  

–表の一部のみを比較する場合 

–主キー/一意キーが存在しない場合 
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非同期データがある場合 (1/11) 

• 非同期データの作成 

–ソース側のデータ 

 

 

 

–ターゲット側のデータ 

$ sqlplus / as sysdba 

SQL> select * from Ｇテスト＃."テスト０１"; 

名前                 テスト０１ 

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

テスト               テスト０２ 

$ [ldom01:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1] #]$ sqlplus / as sysdba 

SQL> select * from Ｇテスト＃."テスト０１"; 

名前                 テスト０１ 

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

テスト０１          テスト０１ 

テスト０２          テスト０１ 
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非同期データがある場合 (2/11) 

• GoldenGate Veridata Web にログインします 
 

「Run Job」画面に移行 
ペアリストを検索 
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②shortcolumnのペアを選
択して、「Run Job」を実

行します 

非同期データがある場合 (3/11) 

85 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

非同期データがある場合 (4/11) 
ジョブ完了 

「 View By Compare Pair」
をクリックします 
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非同期データがある場合 (5/11) 

 

 

 

 非同期データが発
見されました 

Viewをクリックします 
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非同期データがある場合 (6/11) 

•非同期データの詳細が 

   確認できます。 
 

変更されたデータ
が検出されました 

R11.2.1.0.0でジョブ名・グループ名に日本語を使用している場合、
この画面でエラーが出てしまいます。（Bug 16026986） 

回避するには、ジョブ名・グループ名に日本語を使用しないで下さ
い。この不具合はR11.2.1.0.1で修正予定です。 
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非同期データがある場合 (7/11) 
 

 

 

 

レポートを確認
します 
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非同期データがある場合 (8/11) 
 

 

 

 

3行の非同期データが
検出されています          …省略… 

         …省略… 

         …省略… 

hostname 
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非同期データがある場合 (9/11) 

•変更していたデータを再度変更し、同期された状態に戻します 

–ソース側のデータ 

 

 

 

–ターゲット側のデータ 

 

$ [oracle@cdcjp80vm11 ~]$ sqlplus / as sysdba 

SQL> select * from Ｇテスト＃."テスト０１"; 

名前                 テスト０１ 

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

テスト               テスト０２ 

$ [ldom01:/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1] #]$ sqlplus / as sysdba 

SQL> select * from Ｇテスト＃."テスト０１"; 

名前                 テスト０１ 

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

テスト             テスト０２ 
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非同期データがある場合 (10/11) 

「Run Job」画面に移動 
してジョブを実行します 
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非同期データがある場合 (11/11) 

同期状態に戻りまし
た 
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Veridata ジョブの実行 (Web) 

•シナリオ 

–通常のジョブ実行手順  

–非同期データがある場合  

–表の一部のみを比較する場合 

–主キー/一意キーが存在しない場合 
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表の一部のみを比較する場合 (1/9) 

•データサイズの大きい表を比較する場合、都度全データを 
チェックすると、時間かかります 

•キー列や日付列に対して Row Partitions 機能を使い絞り込みを
行うことによって、差分のみのチェックを行うことが可能です 

•ここでは、表の一部のみを比較するため、下記の2つの設定を紹
介します 

–キー列値による範囲指定 

–日付列による範囲指定 
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表の一部のみを比較する場合 (2/9) 

•キー列値による範囲指定 

 

①「Run Job」画面に移動 

②ペアリストを検索 

③「Configure…」を
クリック 
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表の一部のみを比較する場合 (3/9) 

–ソースとターゲット両方のパーティションを設定します 
④「new」ボタンを 
クリックします 

⑤Where句を記載します 

⑥適用します 
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表の一部のみを比較する場合 (4/9) 

–ソースとターゲット両方のパーティションを設定します 

⑧ジョブ実行します 

⑦「OK 」ボタン
をクリックします 
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表の一部のみを比較する場合 (5/9) 

–ジョブの結果を確認します 

「View by Compare 
Pair」に移動します 

hostname 

hostname パーティションデータを比較
したことが確認できます 
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①ペアリストを検索します 

②「Configure…」を 
クリックします 

表の一部のみを比較する場合 (6/9) 

•日付列による範囲指定 

–データの作成（ソースとターゲット両方） 

 
 

–ペアのパーティションを設定します 

$ sqlplus / as sysdba 
SQL> update Ｇテスト＃."テスト０１" set sdate=sysdate -1; 
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表の一部のみを比較する場合 (7/9) 

–ソースとターゲット両方のパーティションを設定します 

③「new」ボタンを 
クリックします 

⑤適用します 

④Where句を記載します 
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表の一部のみを比較する場合 (8/9) 

–ソースとターゲット両方のパーティションを設定します 

⑦ジョブ実行します 

⑥「OK 」ボタン
をクリックします 
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表の一部のみを比較する場合 (9/9) 

–ジョブの結果を確認します 

「View by Compare Pair」
に移動します 

hostname 

hostname パーティションデータを比較した
ことが確認できます 
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Veridata ジョブの実行 (Web) 

•シナリオ 

–通常のジョブ実行手順  

–非同期データがある場合  

–表の一部のみを比較する場合 

–主キー/一意キーが存在しない場合 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (1/11) 

•主キーの削除（ソースとターゲット両方） 

$ sqlplus / as sysdba 
SQL> alter table Ｇテスト＃.テスト０１ drop primary key; 
SQL> select table_name,constraint_name from user_cons_columns; 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (2/11) 

•ペアの編集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Group Configuration」 
に移動します 

リンクをクリックします 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (3/11) 
「Pattern Mapping」 
タブに移動します 

ソースとターゲットの  
スキーマを選択します 

ペア名は「noprimarykey」 
にします 

「System Generated」のままとします 
(この後「User Defined」に変更します) 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (4/11) 

「Preview」タブに移動します 

「Save」ボタン押します 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (5/11) 

列マッピングのため「Existing Compare 
Pairs」タブの「Edit」リンクをクリックします 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (6/11) 

「 User Defined 」と「 Use Specific 
Columns 」ボタンを選択します 
キー列はユーザで指定できます 

「 User Defined 」ボタンを選択します 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (7/11) 

「名前」という一意な
列をキー列にします 

「Save」ボタンをクリックします 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (8/11) 

「Validate」ボタンを
クリックします 

ユーザが指定したキー列 

検証結果 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (9/11) 

 

主キーのないペアが作成されます 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (10/11) 

「Run Job」画面に移
動します 

①ペアリストを検索します 

②検索したペアを選択します 

③ジョブを実行します 
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主キー/一意キーが存在しない場合 (11/11) 

「View By Compare Pair」 
に移動します 

同期されています 
ペア名を確認できま

す 

115 



Copyright © 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  | 

Agenda 

•環境情報 

•事前準備 

• GoldenGate Veridata Server のインストール 

• GoldenGate Veridata J-Agent のインストール 

• GoldenGate Veridata ジョブの構成 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (Web) 

• GoldenGate Veridata ジョブの実行 (コマンドライン) 
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GoldenGate Veridata ジョブの実行（コマンドライン） 

•シナリオ 

–通常のジョブ実行手順  

–OS ジョブスケジューラを使用したジョブ登録 
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通常のジョブ実行手順 (1/8) 

•コマンドライン・インタフェースの概要 
– Veridata のvericom ツールを使用して、オペレーティング・システムのコマンド・シェル
から特定の比較ジョブを実行できます 

– vericom ツールは Veridata コマンドライン・インタフェースを実行し、自動化プログラ
ムでこれらのアクティビティを有効化できます 

– Veridata サーバーがインストールされているシステム上で、オペレーティング・システ
ムのコマンド・シェルを実行します 

– vericom.shは Veridata サーバー・インストール・ディレクトリ内のserver/binにあります 
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通常のジョブ実行手順 (2/8) 

•次のジョブを実行できます 
–ジョブ全体またはジョブの特定の比較ペアの実行 

  ※ グループの個別実行はできません 

– Veridata サーバーのシャットダウン 

– トレースの設定(Oracle サポート・アナリストのガイダンスがある場合のみ) 
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通常のジョブ実行手順 (3/8) 

• vericom の実行 
–構文 

     vericom -< 必須入力> -< オプション入力> 

–必須入力 
    -shutdown | help | helprun |{version | v} |{job | j} <job> 

– -version、-v、-help、または -helprun を指定すると、指定したほかのフラグより優先され
ます 
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通常のジョブ実行手順 (4/8) 
引数 説明 

-shutdown Veridata サーバ・プロセスをシャットダウンします 

-help vericom 構文コンポーネントとその説明を表示します 

-helprun 実行関連の構文コンポーネントとその説明を表示します 

-w | { -wp 
<poll_interval> } 

vericom に、ジョブが終了するまで待機してからプロンプトを返すように命
令します 
-w はデフォルトの1分間待機します 

- { job | j } <job} 実行するジョブを指定します 
<job> の場合、ジョブを Veridata Web で作成したときに割り当てられた名
前を指定します 

-g <group> 
-c <compare_pair> 

グループと比較ペアを指定します 
<group> 及び <compare_pair> の場合は、これらのオブジェクトが 
Veridata Web で作成されたときに割り当てられた名前を指定します 
-g 及び –c を使用する場合は –j も使用する必要があります 
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通常のジョブ実行手順 (5/8) 

•コマンドの引数に関する詳しい情報は下記資料を参照して下さい 
 

Oracle GoldenGate Veridata 管理者ガイド リリース11.2.0 

http://docs.oracle.com/cd/E35209_01/doc.1121/e29092/toc.htm 

第10 章 コマンドラインからの比較の実行 
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通常のジョブ実行手順 (6/8) 

• vericom の実行例 
–ディレクトリを Veridata サーバー・インストール・ディレクトリ内の 

server/binに移行します 

–次の例は、-w を指定した場合のジョブ job の比較ペアです 
• テスト０１= テスト０１ の実行を示しています 

• 表が同期であるため、プロセスはステータス0 で終了します 

• 終了済みジョブは表示されます 

$ cd $ORACLE_GoldenGate_Veridata/server/bin 
$ ./ vericom.sh -j JOB_日本語て１ -g 日本語グループテスト＃ -c テスト０１=テスト０１ -w 

1分間待機します 
ジョブを Veridata Web で作成したときに 
割当てられた名前を指定します 
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通常のジョブ実行手順 (7/8) 

• vericom の実行例 
 

 

 

 

同期されています 

レポート場所 
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通常のジョブ実行手順 (8/8) 

–レポートの確認 

実行したジョブのレポート 

ジョブ毎に生成されたレポート 
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GoldenGate Veridata ジョブの実行（コマンドライン） 

•シナリオ 

–通常のジョブ実行手順  

–OS ジョブスケジューラを使用したジョブ登録 
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OS ジョブ・スケジューラを使用したジョブ登録 

• 実行スクリプトの作成 

 

 

• Test.shの内容 

 

 

• Crontabの作成 

$ cd  
$ vi test.sh 
$ chmod 755 test.sh 

#!/bin/sh 
cd /home/oracle/veridata 
./vericom.sh -j JOB_日本語て１ -g 日本語グループテスト＃ -c noprimarykey -w 

実行するジョブ 

$ crontab –e 
00 0 * * *     /home/oracle/test.sh 

毎日午前0時に vericom.shでジョブ実行 
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