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概要概要

本ガイドでは、Debezium で提供されるコネクターを使用する方法を説明します。
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前書き

Debezium は、データベースの行レベルの変更をキャプチャーする分散サービスのセットで、アプリ
ケーションがそれらの変更を認識し、応答できるようにします。Debezium は、各データベーステーブ
ルにコミットされたすべての行レベルの変更を記録します。各アプリケーションは、対象のトランザク
ションログを読み取り、発生した順序ですべての操作を確認します。

本ガイドでは、以下の Debezium トピックの使用方法について説明します。

1章Debezium の概要

2章必要なカスタムリソースのアップグレード

3章Db2 の Debezium コネクター

4章MongoDB の Debezium コネクター

5章MySQL の Debezium コネクター

6章Oracle 用 Debezium コネクター (開発者プレビュー)(開発者プレビュー)

7章PostgreSQL の Debezium コネクター

8章SQL Server の Debezium コネクター

9章Debezium の監視

10章Debezium のログ機能

11章アプリケーション用 Debezium コネクターの設定

12章Apache Kafka で交換されたメッセージを修正するためのトランスフォームの適用

多様性を受け入れるオープンソースの強化
Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り
組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリ
スト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後
の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、Red Hat CTO である Chris
Wright のメッセージをご覧ください。

前書き前書き
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第1章 DEBEZIUM の概要
Debezium は、データベースの変更をキャプチャーする分散サービスのセットです。アプリケーション
はこれらの変更を利用し、応答できます。Debezium は、各データベーステーブルの行レベルの変更を 1
つずつ変更イベントレコードにキャプチャーし、これらのレコードを Kafka トピックにストリーミング
します。これらのストリームはアプリケーションによって読み取られ、変更イベントレコードは生成さ
れた順に提供されます。

詳細は、以下を参照してください。

「Debezium の機能」

「Debezium アーキテクチャーの説明」

1.1. DEBEZIUM の機能

Debezium は、Apache Kafka Connect のソースコネクターのセットです。各コネクターは、CDC
(Change Data Capture) のデータベースの機能を使用して、異なるデータベースから変更を取り込みま
す。ログベースの CDC は、ポーリングや二重書き込みなどのその他の方法とは異なり、Debezium に
よって実装されます。

すべてのデータ変更がキャプチャーされたことすべてのデータ変更がキャプチャーされたことを確認します。

頻度の高いポーリングに必要な CPU 使用率の増加を防ぎながら、非常に低遅延な非常に低遅延な変更イベント
を生成します。たとえば、MySQL または PostgreSQL の場合、遅延はミリ秒の範囲内になり
ます。

Last Updated (最終更新日時) の列など、データモデルへの変更は必要ありませんデータモデルへの変更は必要ありません。

削除をキャプチャー削除をキャプチャー できます。

データベースの機能や設定に応じて、トランザクション ID や原因となるクエリーなどの古いレ古いレ
コードの状態や追加のメタデータコードの状態や追加のメタデータをキャプチャーできます。

詳細は、ブログの記事「Five Advantages of Log-Based Change Data Capture」を参照してください。

Debezium コネクターは、さまざまな関連機能やオプションでデータの変更をキャプチャーします。

スナップショットスナップショット: コネクターが起動し、すべてのログが存在していない場合は、任意でデータ
ベースの現在の状態の初期スナップショットを取得できます。通常、これは、データベースが
一定期間稼働していて、トランザクションのリカバリーやレプリケーションに不要となったト
ランザクションログを破棄してしまった場合に該当します。スナップショットを実行するため
のモードは複数あります。使用しているコネクターのドキュメントを参照してください。

フィルターフィルター: キャプチャーされたスキーマ、テーブル、およびコラムは include または exclude
リストフィルターで設定できます。

マスクマスク:たとえば、機密データが含まれている場合など、特定の列からの値はマスクできます。

監視監視: ほとんどのコネクターは JMX を使用して監視できます。

使用準備が整った メッセージ変換メッセージ変換:

メッセージルーティング

コンテンツベースルーティング
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リレーショナルコネクターの新しいレコード状態の抽出

フィルタリング

トランザクションアウトボックステーブルから のイベントのルーティング

各コネクターのドキュメントには、コネクター機能と設定オプションの詳細が記載されています。

1.2. DEBEZIUM アーキテクチャーの説明

Apache Kafka Connect を使用して Debezium をデプロイします。Kafka Connect は、以下を実装およ
び操作するためのフレームワークおよびランタイムです。

レコードを Kafka に送信する Debezium などのソースコネクター

Kafka トピックから他のシステムにレコードを伝播するシンクコネクター

以下の図は、Debezium をベースとした Change Data Capture パイプラインのアーキテクチャーを示し
ています。

イメージにあるように、MySQL と PostgresSQL の Debezium コネクターは、この 2 種類のデータベー
スへの変更をキャプチャーするためにデプロイされます。各 Debezium コネクターは、そのソースデー
タベースへの接続を確立します。

MySQL コネクターは、binlog にアクセスするためにクライアントライブラリーを使用します 
。。

PostgreSQL コネクターは論理レプリケーションストリームから読み取ります。

Kafka Connect は、Kafka ブローカー以外の別のサービスとして動作します。

デフォルトでは、1 つのデータベースからの変更が、名前がテーブル名に対応する Kafka トピックに書
き込まれます。必要に応じて、Debezium のトピック ルーティング変換を設定すると、宛先トピック 名
を調整できます。たとえば、以下を実行できます。

テーブルの名前と名前が異なるトピックへレコードをルーティングする。

複数テーブルの変更イベントレコードを単一のトピックにストリーミングする。

第第1章章 DEBEZIUM の概要の概要
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変更イベントレコードが Apache Kafka に存在する場合、Kafka Connect エコシステムの異なるコネク
ターは、Elasticsearch、データウェアハウス、分析システムなどのその他のシステムおよびデータベー
スや、Infinispan などのキャッシュにレコードをストリーミングできます。選択したシンクコネクター
によっては、Debezium の 新しいレコード状態抽出 変換の設定が必要になる場合があります。この
Kafka Connect SMT は、Debezium の変更イベントからシンクコネクターに構造 の後ろの後ろ を伝播しま
す。これは、デフォルトで伝播される詳細な変更イベントレコードの代わりになります。
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第2章 必要なカスタムリソースのアップグレード
Debezium は、AMQ Streams on OpenShift で実行される Apache Kafka クラスターにデプロイされた
Kafka コネクタープラグインです。OpenShift CRD v1 を準備するため、現行バージョンの AMQ
Streams で、カスタムリソース定義(CRD)API の必要なバージョンが v1beta2 に設定されます。API の 
v1beta2 バージョンは、以前にサポートされている v1beta1 およびおよび v1 alpha1 API バージョンを置き換
えます。AMQ Streams では、v1alpha 1 およびおよび v1beta1 API バージョンのサポートが非推奨になりま
した。以前のバージョンは、Debezium コネクターの設定に使用する KafkaConnect および
KafkaConnector リソースを含むほとんどの AMQ Streams カスタムリソースから削除されました。

v1beta2 API バージョンをベースとする CRD は OpenAPI 構造スキーマを使用します。非推奨の
v1alpha1 または v1beta1 API に基づくカスタムリソースは構造スキーマをサポートしないため、現行バー
ジョンの AMQ Streams と互換性がありません。AMQ Streams2021.q3 にアップグレードする前に、既
存のカスタムリソースをアップグレードして API バージョン kafka.strimzi.io/v1beta2 を使用する必要
があります。AMQ Streams 1.7 にアップグレードした後、カスタムリソースをいつでもアップグレード
できます。AMQ Streams2021.q3 以降にアップグレードする前に、v1beta2 API へのアップグレードを
完了する必要があります。

CRD およびカスタムリソースのアップグレードを容易にするため、AMQ Streams はそれらを 
{ApiVersion} と互換性のある形式に自動的にアップグレードする API 変換ツールを提供します。ツー
ルの詳細と、AMQ Streams のアップグレード方法に関する詳細は、
「NameDeployStreamsOpenShift」を参照してください。

注記注記

カスタムリソースの更新要件は、AMQ Streams on OpenShift で実行される Debezium
デプロイメントにのみ適用されます。この要件は、Red Hat Enterprise Linux 上の
Debezium には適用されません。
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第3章 DB2 の DEBEZIUM コネクター
Debezium の Db2 コネクターは、Db2 データベースのテーブルで行レベルの変更をキャプチャーできま
す。このコネクターは、テーブルを「キャプチャーモード」にする SQL ベースのポーリングモデルを
使用する、SQL Server の Debezium 実装から大きく影響を受けます。テーブルがキャプチャーモード
の場合、Debezium Db2 コネクターは、そのテーブルへの行レベルの更新ごとに変更イベントを生成
し、ストリーミングします。

キャプチャーモードのテーブルには、関連する変更テーブルがあり、このテーブルは Db2 によって作
成されます。キャプチャーモードのテーブルに対する変更ごとに、Db2 はその変更に関するデータを
テーブルの関連する変更データテーブルに追加します。変更データテーブルには、行の各状態のエント
リーが含まれます。また、削除に関する特別なエントリーもあります。Debezium Db2 コネクターは変
更イベントを変更データテーブルから読み取り、イベントを Kafka トピックに出力します。

Debezium Db2 コネクターが Db2 データベースに初めて接続すると、コネクターが変更をキャプチャー
するように設定されたテーブルの整合性スナップショットを読み取ります。デフォルトでは、システム
以外のテーブルがすべて対象になります。キャプチャーモードにするテーブルまたはキャプチャーモー
ドから除外するテーブルを指定できるコネクター設定プロパティーがあります。

スナップショットが完了すると、コネクターはコミットされた更新の変更イベントをキャプチャーモー
ドのテーブルに出力し始めます。デフォルトでは、特定のテーブルの変更イベントは、テーブルと同じ
名前を持つ Kafka トピックに移動します。アプリケーションとサービスはこれらのトピックから変更イ
ベントを使用します。

注記注記

コネクターには、Linux 用の Db2 の標準部分として利用できる抽象構文表記 (ASN) ライ
ブラリーを使用する必要があります。ASN ライブラリーを使用するには、IBM
InfoSphere Data Replication (IIDR) のライセンスが必要です。ASN ライブラリーを使用
するために IIDR をインストールする必要はありません。

Debezium Db2 コネクターを使用するための情報および手順は、以下のように構成されています。

「Debezium Db2 コネクターの概要」

「Debezium Db2 コネクターの仕組み」

「Debezium Db2 コネクターのデータ変更イベントの説明」

「Debezium Db2 コネクターによるデータ型のマッピング方法」

「Debezium コネクターを実行するための Db2 の設定」

「Debezium Db2 コネクターのデプロイ」

「Debezium Db2 コネクターのパフォーマンスの監視」

「Debezium Db2 コネクターの管理」

「Debezium コネクターでのキャプチャーモードの Db2 テーブルのスキーマの更新」

3.1. DEBEZIUM DB2 コネクターの概要

Debezium Db2 コネクターは、Db2 で SQL レプリケーションを有効にする ASN Capture/Apply エー
ジェント をベースにしています。キャプチャーエージェントは以下を行います。
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キャプチャーモードであるテーブルの変更データテーブルを生成します。

キャプチャーモードのテーブルを監視し、更新の変更イベントを対応する変更データテーブル
のテーブルに格納します。

Debezium コネクターは SQL インターフェースを使用して変更イベントの変更データテーブルに対して
クエリーを実行します。

データベース管理者は、変更をキャプチャーするテーブルをキャプチャーモードにする必要がありま
す。便宜上およびテストを自動化するために、以下の管理タスクをコンパイルして実行するために使用
できる Debezium ユーザー定義関数(UDF) が C にあります。

ASN エージェントの開始、停止、および再初期化。

テーブルをキャプチャーモードにする。

レプリケーション (ASN) スキーマと変更データテーブルの作成。

キャプチャーモードからのテーブルの削除。

また、Db2 制御コマンドを使用してこれらのタスクを実行することもできます。

対象のテーブルがキャプチャーモードになった後、コネクターは対応する変更データテーブルを読み取
り、テーブル更新の変更イベントを取得します。コネクターは、変更されたテーブルと同じ名前を持つ
Kafka トピックに対して、行レベルの挿入、更新、および削除操作ごとに変更イベントを出力します。
これは、変更可能なデフォルトの動作です。クライアントアプリケーションは、対象のデータベース
テーブルに対応する Kafka トピックを読み取り、行レベルの各変更イベントに対応できます。

通常、データベース管理者はテーブルのライフサイクルの途中でテーブルをキャプチャーモードにしま
す。つまり、コネクターにはテーブルに加えられたすべての変更の完全な履歴はありません。そのた
め、Db2 コネクターが最初に特定の Db2 データベースに接続すると、キャプチャーモードである各
テーブルで 整合性スナップショット整合性スナップショット を実行して起動します。コネクターは、スナップショットの完成
後に、スナップショットが作成された時点から変更イベントをストリーミングします。これにより、コ
ネクターはキャプチャーモードのテーブルの整合性のあるビューで開始し、スナップショットの実行中
に加えられた変更は破棄されません。

Debezium コネクターはフォールトトラレントです。コネクターは変更イベントを読み取りおよび生成
すると、変更データテーブルエントリーのログシーケンス番号 (LSN) を記録します。LSN はデータ
ベースログの変更イベントの位置になります。コネクターが何らかの理由で停止した場合 (通信障害、
ネットワークの問題、クラッシュなど)、コネクターは再起動後に最後に停止した場所の変更データ
テーブルの読み取りを続行します。これにはスナップショットが含まれます。つまり、コネクターの停
止時にスナップショットが完了しなかった場合、コネクターの再起動時に新しいスナップショットが開
始されます。

3.2. DEBEZIUM DB2 コネクターの仕組み

Debezium Db2 コネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップショットの実
行方法、変更イベントのストリーム方法、Kafka トピック名の決定方法、およびスキーマ変更の処理方
法を理解すると便利です。

詳細は以下を参照してください。

「Debezium Db2 コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」

「Debezium Db2 コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法」

「Debezium Db2 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名」
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「Debezium Db2 コネクターのスキーマ変更トピック」

「トランザクション境界を表す Debezium Db2 コネクターによって生成されたイベント」

3.2.1. Debezium Db2 コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法

Db2 のレプリケーション機能は、データベース変更の完全な履歴を保存するようには設計されていませ
ん。そのため、Debezium Db2 コネクターが初めてデータベースに接続すると、キャプチャーモードの
テーブルの整合性スナップショットを作成し、この状態を Kafka にストリーミングします。これによ
り、テーブルの内容のベースラインが確立されます。

デフォルトでは、Db2 コネクターがスナップショットを実行すると、以下が実行されます。

1. キャプチャーモードになっているテーブルを判断するため、スナップショットに含まれなけれ
ばならないテーブルも判断されます。デフォルトでは、システム以外のテーブルはすべてキャ
プチャーモードになっています。table. exclude.list やや table. include.list などのコネクター設
定プロパティーを使用すると、キャプチャーモードになるテーブルを指定できます。

2. キャプチャーモードの各テーブルでロックを取得します。これにより、スナップショットの実
行中にこれらのテーブルでスキーマの変更が発生しないようにします。ロックのレベルは、
snapshot. isolation.mode コネクター設定プロパティーによって決定されます。

3. サーバーのトランザクションログで、最大 (最新) の LSN の位置を読み取ります。

4. キャプチャーモードになっているすべてのテーブルのスキーマをキャプチャーします。コネク
ターは、内部データベース履歴トピックでこの情報を永続化します。

5. 必要に応じて、ステップ 2 で取得したロックを解放します。通常、これらのロックは短期間の
み保持されます。

6. ステップ 3 で読み取られた LSN の位置で、コネクターはキャプチャーモードテーブルとそれら
のスキーマをスキャンします。スキャン中、コネクターは以下を行います。

a. スナップショットの開始前に、テーブルが作成されたことを確認します。そうでない場合
は、スナップショットはそのテーブルをスキップします。スナップショットが完了し、コ
ネクターが変更イベントの出力を開始した後、コネクターはスナップショットの実行中に
作成されたテーブルの変更イベントを生成します。

b. キャプチャーモードになっている各テーブルで、各行の 読み取り読み取り イベントを生成します。
すべての 読み取り読み取り イベントには、LSN の位置が含まれ、これはステップ 3 で取得した
LSN の位置と同じです。

c. テーブルと同じ名前を持つ Kafka トピックに各 読み取り読み取り イベントを出力します。

7. コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。

3.2.2. Debezium Db2 コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法

スナップショットの完了後、Debezium Db2 コネクターが初めて起動すると、キャプチャーモードであ
る各ソーステーブルの変更データテーブルを識別します。コネクターは各変更データテーブルに対して
以下を行います。

1. 最後に保存された最大 LSN から現在の最大 LSN の間に作成された変更イベントを読み取りま
す。

2. 各イベントのコミット LSN および変更 LSN に従って、変更イベントを順序付けます。これに
より、コネクターはテーブルが変更された順序で変更イベントを出力します。
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3. コミット LSN および変更 LSN をオフセットとして Kafka Connect に渡します。

4. コネクターが Kafka Connect に渡した最大 LSN を保存します。

再起動後、コネクターは停止した場所でオフセット (コミット LSN および変更 LSN) から変更イベント
の出力を再開します。コネクターが稼働し、変更イベントを出力している間、キャプチャーモードから
テーブルを削除したり、テーブルをキャプチャーモードに追加したりすると、コネクターはこれを検出
し、その動作を変更します。

3.2.3. Debezium Db2 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名

デフォルトでは、Db2 コネクターは、単一テーブルのすべての挿入、更新、および削除操作の変更イベ
ントを単一の Kafka トピックに書き込みます。Kafka トピックの名前の形式は次のとおりです。

databaseName.schemaName.tableName

databaseName

database.server.name コネクター設定プロパティーに指定されたコネクターの論理名。

schemaName

操作が発生したスキーマの名前。

tableName

操作が発生したテーブルの名前。

たとえば、MYSCHEMA スキーマにある PRODUCTS、PRODUCTS_ON_HAND、、CUSTOMERS、お
よび ORDERS  の 4 つのテーブルが含まれる mydatabase データベースを使用した Db2 インストール
について考えてみましょう。コネクターはイベントを以下の 4 つの Kafka トピックに出力します。

mydatabase.MYSCHEMA.PRODUCTS

mydatabase.MYSCHEMA.PRODUCTS_ON_HAND

mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS

mydatabase.MYSCHEMA.ORDERS

変更イベントを異なる名前が付けられた Kafka トピックに出力するように Db2 コネクターを設定する
には、「指定したトピックへの Debezium イベントレコードのルーティング」を参照してください。

3.2.4. Debezium Db2 コネクターのスキーマ変更トピック

Debezium Db2 コネクターは、キャプチャーモードであるテーブルに対して、スキーマ変更の履歴を
データベース履歴トピックのそのテーブルに保存します。このトピックは内部コネクターの状態を反映
するため、使用しないでください。アプリケーションがスキーマの変更を追跡する必要がある場合、パ
ブリックスキーマ変更トピックがあります。スキーマ変更トピックの名前は、コネクター設定に指定さ
れた論理サーバー名と同じです。

警告警告

コネクターがスキーマ変更トピックに出力するメッセージの形式は、初期の状態で
あり、通知なしに変更される可能性があります。
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Debezium は、以下の場合にスキーマ変更トピックにメッセージを出力します。

新しいテーブルがキャプチャーモードになる。

テーブルがキャプチャーモードから削除される。

データベーススキーマの更新 中に、キャプチャーモードのテーブルのスキーマが変更される。

スキーマ変更トピックへのメッセージには、テーブルスキーマの論理表現が含まれます。以下に例を示
します。

{
  "schema": {
  ...
  },
  "payload": {
    "source": {
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "db2",
      "name": "db2",
      "ts_ms": 1588252618953,
      "snapshot": "true",
      "db": "testdb",
      "schema": "DB2INST1",
      "table": "CUSTOMERS",
      "change_lsn": null,
      "commit_lsn": "00000025:00000d98:00a2",
      "event_serial_no": null
    },
    "databaseName": "TESTDB", 1
    "schemaName": "DB2INST1",
    "ddl": null, 2
    "tableChanges": [ 3
      {
        "type": "CREATE", 4
        "id": "\"DB2INST1\".\"CUSTOMERS\"", 5
        "table": { 6
          "defaultCharsetName": null,
          "primaryKeyColumnNames": [ 7
            "ID"
          ],
          "columns": [ 8
            {
              "name": "ID",
              "jdbcType": 4,
              "nativeType": null,
              "typeName": "int identity",
              "typeExpression": "int identity",
              "charsetName": null,
              "length": 10,
              "scale": 0,
              "position": 1,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
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表表3.1 スキーマ変更トピックに出力されたメッセージのフィールドの説明スキーマ変更トピックに出力されたメッセージのフィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

            },
            {
              "name": "FIRST_NAME",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "varchar",
              "typeExpression": "varchar",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 2,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "LAST_NAME",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "varchar",
              "typeExpression": "varchar",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 3,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "EMAIL",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "varchar",
              "typeExpression": "varchar",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 4,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
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1 databaseName
schemaName

変更が含まれるデータベースとスキーマを識別します。

2 ddl Db2 コネクターの場合は常に null です。その他のコネクターで
は、このフィールドにスキーマの変更を行う DDL が含まれま
す。この DDL は Db2 コネクターでは使用できません。

3 tableChanges DDL コマンドによって生成されるスキーマの変更が含まれる 1
つ以上の項目の配列。

4 type 変更の種類を説明します。値は以下のいずれかになります。

CREATE - table created

ALTER - テーブルの変更

DROP - table deleted

5 id 作成、変更、または破棄されたテーブルの完全な識別子。

6 table 適用された変更後のテーブルメタデータを表します。

7 primaryKeyColumnName
s

テーブルのプライマリーキーを構成する列のリスト。

8 columns 変更されたテーブルの各列のメタデータ。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

スキーマ変更トピックへのメッセージでは、キーはスキーマの変更が含まれるデータベースの名前で
す。以下の例では、payload フィールドにキーが含まれます。

{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "databaseName"
      }
    ],
    "optional": false,
    "name": "io.debezium.connector.db2.SchemaChangeKey"
  },
  "payload": {
    "databaseName": "TESTDB"
  }
}
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3.2.5. トランザクション境界を表す Debezium Db2 コネクターによって生成されたイベ
ント

Debezium は、トランザクション境界を表し、変更データイベントメッセージをエンリッチするイベン
トを生成できます。トランザクション BEGIN および END ごとに、Debezium は以下のフィールドが含
まれるイベントを生成します。

status: BEGIN または END

id: 一意のトランザクション識別子の文字列表現

event_count （ END イベント用）- トランザクションによって出力されたイベントの合計数

data_collections （ END イベント用）- 指定のデータコレクションからの変更によって出力さ
れたイベントの数を提供する data _collection とと event_count のペアの配列。

例例

コネクターはトランザクションイベントを database.server.name. transaction トピックに出力しま
す。

データ変更イベントのエンリッチメントデータ変更イベントのエンリッチメント

トランザクションメタデータを有効にすると、コネクターは変更イベント Envelope を新しい トランザトランザ
クションフィールドで補完しますクションフィールドで補完します。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベントに関
する情報を提供します。

id: 一意のトランザクション識別子の文字列表現

total_order: トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶
対位置。

data_collection_order - トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とする

{
  "status": "BEGIN",
  "id": "00000025:00000d08:0025",
  "event_count": null,
  "data_collections": null
}

{
  "status": "END",
  "id": "00000025:00000d08:0025",
  "event_count": 2,
  "data_collections": [
    {
      "data_collection": "testDB.dbo.tablea",
      "event_count": 1
    },
    {
      "data_collection": "testDB.dbo.tableb",
      "event_count": 1
    }
  ]
}
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data_collection_order - トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とする
イベントのデータコレクションごとの位置。

以下は、メッセージの例になります。

3.3. DEBEZIUM DB2 コネクターのデータ変更イベントの説明

Debezium Db2 コネクターは、行レベルの INSERT、UPDATE、およびおよび DELETE 操作ごとにデータ変更
イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更されたテーブ
ルによって異なります。

Debezium および Kafka Connect は、イベントメッセージの継続的なストリームイベントメッセージの継続的なストリーム を中心として設計され
ています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コンシュー
マーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテンツのス
キーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジストリーか
らスキーマを取得するために使用できるスキーマ ID が含まれます。これにより、各イベントが自己完
結型になります。

以下のスケルトン JSON は、変更イベントの基本となる 4 つの部分を示しています。ただし、アプリ
ケーションで使用するために選択した Kafka Connect コンバーターの設定方法によって、変更イベント
のこれら 4 部分の表現が決定されます。schema フィールドは、変更イベントが生成されるようにコン
バーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペイ
ロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれま
す。JSON コンバーターを使用し、変更イベントの基本となる 4 つの部分すべてを生成するように設定
すると、変更イベントの構造は次のようになります。

{
  "before": null,
  "after": {
    "pk": "2",
    "aa": "1"
  },
  "source": {
...
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": "1580390884335",
  "transaction": {
    "id": "00000025:00000d08:0025",
    "total_order": "1",
    "data_collection_order": "1"
  }
}

{
 "schema": { 1
   ...
  },
 "payload": { 2
   ...
 },
 "schema": { 3
   ...
 },
 "payload": { 4
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表表3.2 変更イベントの基本内容の概要変更イベントの基本内容の概要

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 最初の スキーマスキーマ フィールドはイベントキーの一部です。イベントキーの 
ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。
つまり、最初の schema フィールドは、変更されたテーブルのプライマ
リーキーの構造、またはテーブルにプライマリーキーがない場合は変更さ
れたテーブルの一意キーの構造を記述します。

message.key.columnsコネクター設定プロパティー を設定すると、
テーブルのプライマリーキーをオーバーライドできます。この場合、最初
の schema フィールドはそのプロパティーによって識別されるキーの構造
を記述します。

2 payload 最初の payload フィールドはイベントキーの一部になります。前述の 
schema フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行のキー
が含まれます。

3 schema 2 つ目の スキーマスキーマ フィールドはイベント値の一部です。イベント値 のペのペ
イロードイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。つ
まり、2 つ目の スキーマはスキーマは 変更された行の構造を記述します。通常、この
スキーマには入れ子になったスキーマが含まれます。

4 payload 2 つ目の payload フィールドはイベント値の一部です。前述の schema
フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行の実際のデータ
が含まれます。

デフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同じ名前を
持つトピックにストリーミングされます。トピック名 を参照してください。

   ...
 },
}
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警告警告

Debezium Db2 コネクターは、すべての Kafka Connect スキーマ名が Avro スキー
マ名の形式 に準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベットま
たはアンダースコア (a-z、A-Z、または _) で始まる必要があります。論理サーバー
名の残りの各文字と、データベース名とテーブル名の各文字は、アルファベット、
数字、またはアンダースコア ( a-z、A-Z、0-9、または \_) でなければなりませ
ん。無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。

論理サーバー名、データベース名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、名前
を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに置き
換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。

また、データベース、スキーマ、およびテーブルの Db2 名では、大文字と小文字
を区別することができます。つまり、コネクターは同じ Kafka トピックに複数の
テーブルのイベントレコードを出力できます。

詳細は以下を参照してください。

「Debezium Db2 変更イベントのキーについて」

「Debezium Db2 変更イベントの値」

3.3.1. Debezium Db2 変更イベントのキーについて

変更イベントのキーには、変更されたテーブルのキーのスキーマと、変更された行の実際のキーのス
キーマが含まれます。スキーマとそれに対応するペイロードの両方には、コネクターによってイベント
が作成された時点において、変更されたテーブルの PRIMARY KEY （または一意の制約）の各列の
フィールドが含まれます。

以下の 顧客顧客 テーブルについて考えてみましょう。この後に、このテーブルの変更イベントキーの例を
示します。

テーブルの例テーブルの例

変更イベントキーの例変更イベントキーの例

顧客顧客 テーブルへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキースキーマがあ
ります。顧客顧客 テーブルに前述の定義がある限り、顧客顧客 テーブルへの変更をキャプチャーする変更イベ
ントのキー構造はすべて以下のようになります。JSON では、以下のようになります。



CREATE TABLE customers (
 ID INTEGER IDENTITY(1001,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 FIRST_NAME VARCHAR(255) NOT NULL,
 LAST_NAME VARCHAR(255) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

{
    "schema": {  1
        "type": "struct",
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表表3.3 変更イベントキーの説明変更イベントキーの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema キーのスキーマ部分は、キーの ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka
Connect スキーマを指定します。

2 fields 各フィールドの名前、タイプ、および必要かどうかなど、ペイロードペイロード で想
定される各フィールドを指定します。

3 任意任意 イベントキーの payload フィールドに値が含まれる必要があるかどうかを
示します。この例では、キーのペイロードに値が必要です。テーブルにプ
ライマリーキーがない場合は、キーの payload フィールドの値は任意で
す。

4 mydatabase.MY
SCHEMA.CUST
OMERS.Key

キーのペイロードの構造を定義するスキーマの名前。このスキーマは、変
更されたテーブルのプライマリーキーの構造を記述します。キースキーマ
名の形式は connector-name.database- name.table-name .Key です。こ
の例では、以下のようになります。

mydatabase は、このイベントを生成したコネクターの名前で
す。

MYSCHEMA は、変更されたテーブルが含まれるデータベースス
キーマです。

CUSTOMERS は更新されたテーブルです。

5 payload この変更イベントが生成された行のキーが含まれます。この例では、キー
に 1 つの ID フィールドが含まれ、値は 1004 です。

3.3.2. Debezium Db2 変更イベントの値

変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には schema セクションと payload
セクションがあります。schema セクションには、ネストされたフィールドを含む、payload セクショ
ンの Envelope 構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する操作のす
べての変更イベントには、Envelope 構造を持つ値 payload があります。

        "fields": [  2
            {
                "type": "int32",
                "optional": false,
                "field": "ID"
            }
        ],
        "optional": false,  3
        "name": "mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS.Key"  4
    },
    "payload": {  5
        "ID": 1004
    }
}
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変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょう。

テーブルの例テーブルの例

顧客顧客 テーブルのすべての変更イベントのイベント値部分は、同じスキーマを指定します。イベント値の
ペイロードは、イベント型によって異なります。

作成作成イベント

更新更新イベント

削除削除イベント

作成作成イベントイベント

以下の例は、顧客顧客 テーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イベン
トの値の部分を示しています。

CREATE TABLE customers (
 ID INTEGER IDENTITY(1001,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
 FIRST_NAME VARCHAR(255) NOT NULL,
 LAST_NAME VARCHAR(255) NOT NULL,
 EMAIL VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

{
  "schema": {  1
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "ID"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "FIRST_NAME"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "LAST_NAME"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "EMAIL"
          }
        ],
        "optional": true,
        "name": "mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS.Value",  2
        "field": "before"
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      },
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "ID"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "FIRST_NAME"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "LAST_NAME"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "EMAIL"
          }
        ],
        "optional": true,
        "name": "mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS.Value",
        "field": "after"
      },
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "version"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "connector"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "name"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "ts_ms"
          },
          {
            "type": "boolean",
            "optional": true,
            "default": false,
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            "field": "snapshot"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "db"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "schema"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "table"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "change_lsn"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "commit_lsn"
          },
        ],
        "optional": false,
        "name": "io.debezium.connector.db2.Source",  3
        "field": "source"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "op"
      },
      {
        "type": "int64",
        "optional": true,
        "field": "ts_ms"
      }
    ],
    "optional": false,
    "name": "mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS.Envelope"  4
  },
  "payload": {  5
    "before": null,  6
    "after": {  7
      "ID": 1005,
      "FIRST_NAME": "john",
      "LAST_NAME": "doe",
      "EMAIL": "john.doe@example.org"
    },
    "source": {  8
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表表3.4 作成作成 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 値のペイロードの構造を記述する、値のスキーマ。変更イベントの値ス
キーマは、コネクターが特定のテーブルに生成するすべての変更イベント
で同じになります。

2 name スキーマスキーマ セクションで、各 name フィールドは、値のペイロードの
フィールドのスキーマを指定します。

mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS.Value はペイロード
のbefore および after フィールドのスキーマです。このスキーマは、顧客顧客
テーブルに固有です。コネクターは、MYSCHEMA.CUSTOMERS テー
ブルのすべての行に対してこのスキーマを使用します。

before および after フィールドのスキーマ名
はlogicalName.schemaName.tableName.Value の形式を取るので、
スキーマ名がデータベースで一意になるようにします。つまり、Avro コン
バーター を使用する場合、各論理ソースの各テーブルの Avro スキーマには
独自の進化と履歴があります。

3 name io.debezium.connector.db2.Source は、ペイロードの ソースフィーソースフィー
ルドのルドの スキーマです。このスキーマは Db2 コネクターに固有です。コネク
ターは生成するすべてのイベントにこれを使用します。

4 name mydatabase.MYSCHEMA.CUSTOMERS.Envelope は、ペイロードの
全体的な構造のスキーマです。mydatabase はデータベー
ス、MYSCHEMA はスキーマ、CUSTOMER S はテーブルです。

5 payload 値の実際のデータ。これは、変更イベントが提供する情報です。

イベントの JSON 表現はそれが記述する行よりもはるかに大きいように見
えることがあります。これは、JSON 表現にはメッセージのスキーマ部分
とペイロード部分を含める必要があるためです。ただし、Avro コンバー
ター を使用すると、コネクターが Kafka トピックにストリーミングする
メッセージのサイズを大幅に小さくすることができます。

      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "db2",
      "name": "myconnector",
      "ts_ms": 1559729468470,
      "snapshot": false,
      "db": "mydatabase",
      "schema": "MYSCHEMA",
      "table": "CUSTOMERS",
      "change_lsn": "00000027:00000758:0003",
      "commit_lsn": "00000027:00000758:0005",
    },
    "op": "c",  9
    "ts_ms": 1559729471739  10
  }
}
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6 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。この例では、op 
フィールドがフィールドが create の c になる場合、この変更イベントは新規コンテン
ツ用であるため、before フィールドは null になります。

7 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。この例で
は、after フィールドには、新しい行の ID、FIRST_NAME、LAST_NAME 
、および EMAIL 列の値が含まれます。

8 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。ソースソース 構造に
は、この変更に関する Db2 の情報が示され、トレーサビリティーが提供さ
れます。また、同じトピックや他のトピックの他のイベントと比較する情
報もあり、このイベントが他のイベントの前または後に発生したか、ある
いはこのイベントが他のイベントと同じコミットの一部であるかを認識で
きます。ソースメタデータには以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

イベントが進行中のスナップショットの一部であるかどうか

新しい行が含まれるデータベース、スキーマ、およびテーブルの
名前

変更 LSN

コミット LSN (このイベントがスナップショットの一部である場合
は省略)

9 op コネクターによってイベントが生成される原因となった操作の型を記述す
る必須文字列。この例では、c は操作によって行が作成されたことを示して
います。有効な値は以下のとおりです。

c = create

u = update

d = delete

r = read（スナップショットのみに適用）

10 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明
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更新更新イベントイベント

サンプル 顧客顧客 テーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルの 作成作成 イベントと同じスキーマ
があります。同様に、更新更新イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイ
ロードでは 更新更新 イベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターが 顧客顧客 テーブルの更新に対し
て生成するイベントの変更イベント値の例になります。

表表3.5 更新更新 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。更新更新 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミット前に各テーブル列の
フィールドと、その列にあった値が含まれます。この例では、EMAIL の値
が john.doe@example.com  であることに注意してください。であることに注意してください。
        

         

{
  "schema": { ... },
  "payload": {
    "before": {  1
      "ID": 1005,
      "FIRST_NAME": "john",
      "LAST_NAME": "doe",
      "EMAIL": "john.doe@example.org"
    },
    "after": {  2
      "ID": 1005,
      "FIRST_NAME": "john",
      "LAST_NAME": "doe",
      "EMAIL": "noreply@example.org"
    },
    "source": {  3
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "db2",
      "name": "myconnector",
      "ts_ms": 1559729995937,
      "snapshot": false,
      "db": "mydatabase",
      "schema": "MYSCHEMA",
      "table": "CUSTOMERS",
      "change_lsn": "00000027:00000ac0:0002",
      "commit_lsn": "00000027:00000ac0:0007",
    },
    "op": "u",  4
    "ts_ms": 1559729998706  5
  }
}
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2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。構造 の前後にの前後に  
比較して、この行への更新内容を判断できます。この例では、比較して、この行への更新内容を判断できます。この例では、
EMAIL の値がの値が noreply@example.com になりました。になりました。
        

         

3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。ソースフィーソースフィー
ルドルド 構造には create イベントと同じフィールドが含まれますが、一部の値
が異なります。たとえば、更新更新 イベントサンプルの LSN は異なります。こ
の情報を使用して、このイベントを他のイベントと比較し、このイベント
が他のイベントの前または後に発生したか、あるいはこのイベントが他の
イベントと同じコミットの一部であるかを認識できます。ソースメタデー
タには以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

イベントが進行中のスナップショットの一部であるかどうか

新しい行が含まれるデータベース、スキーマ、およびテーブルの
名前

変更 LSN

コミット LSN (このイベントがスナップショットの一部である場合
は省略)

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。更新更新 イベント値の op フィールドの値
は u で、更新によってこの行が変更されたことを示します。

5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

注記注記

行のプライマリーキー/一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。キー
が変更されると、3 つつのイベントが Debezium によって出力されます。3 つのイベントと
は、DELETE イベント、行の古いキーを持つ 廃棄 (tombstone)、およびそれに続く行の
新しいキーを持つイベントです。

削除削除 イベントイベント
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削除削除 変更イベントの値は、同じテーブルの 作成作成 および 更新更新 イベントと同じ スキーマスキーマ の部分になりま
す。サンプル 顧客顧客 テーブルの 削除削除 イベントのイベント値 ペイロードペイロード は以下のようになります。

表表3.6 削除削除 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミットで削除される前に行に
あった値が含まれます。

2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の after フィールドは null で、行が存在しないことを示します。

{
  "schema": { ... },
  },
  "payload": {
    "before": {  1
      "ID": 1005,
      "FIRST_NAME": "john",
      "LAST_NAME": "doe",
      "EMAIL": "noreply@example.org"
    },
    "after": null,  2
    "source": {  3
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "db2",
      "name": "myconnector",
      "ts_ms": 1559730445243,
      "snapshot": false,
      "db": "mydatabase",
      "schema": "MYSCHEMA",
      "table": "CUSTOMERS",
      "change_lsn": "00000027:00000db0:0005",
      "commit_lsn": "00000027:00000db0:0007"
    },
    "op": "d",  4
    "ts_ms": 1559730450205  5
  }
}
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3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。削除削除 イベント
値では、ソースフィールドのソースフィールドの 構造は、同じテーブルの 作成作成 および 更新更新
イベントと同じです。多くの ソースフィールドソースフィールド 値も同じです。削除削除 イベ
ント値では、the ts_ms および LSN フィールドの値や、その他の値が変更
された可能性があります。ただし、削除削除 イベント値の ソースフィールドソースフィールド
は同じメタデータを提供します。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

イベントが進行中のスナップショットの一部であるかどうか

新しい行が含まれるデータベース、スキーマ、およびテーブルの
名前

変更 LSN

コミット LSN (このイベントがスナップショットの一部である場合
は省略)

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。op フィールドの値は d で、この行が削
除されたことを示します。

5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

削除削除 変更イベントレコードは、この行の削除を処理するために必要な情報を持つコンシューマーを提供
します。コンシューマーによっては、削除を適切に処理するために古い値が必要になることがあるた
め、古い値が含まれます。

Db2 コネクターイベントは、Kafka のログコンパクション  と動作するように設計されています。ログコ
ンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古いメッセージ
を削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態のリロード
に使用できるようにするとともに、 Kafka がストレージ領域を確保できるようにします。

行が削除された場合でも、Kafka は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、削除削除 イ
ベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、Kafka が同じキーを持つすべてのメッセージ
を削除するには、メッセージの値が null である必要があります。これを可能にするために、Debezium
の Db2 コネクターは 削除 イベントを出力した後に 、、 同じキーと null 値を持つ特別な廃棄
(tombstone)イベントを出力します。

3.4. DEBEZIUM DB2 コネクターによるデータ型のマッピング方法
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Db2 のデータ型の説明は「Db2 SQL Data Types」を参照してください。

Db2 コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントで行への変更を表します。イ
ベントには、各列の値のフィールドが含まれます。その値がどのようにイベントで示されるかは、列の
Db2 のデータ型によって異なります。ここでは、これらのマッピングについて説明します。

詳細は以下を参照してください。

基本型

時間型

タイムスタンプ型

表3.10「10 進数型」

基本型基本型

以下の表では、各 Db2 データ型をイベントフィールドの リテラル型リテラル型 および セマンティック型セマンティック型にマッピ
ングする方法を説明します。

リテラル型リテラル型 は、Kafka Connect スキーマタイプ（INT 8、INT16、INT32、INT64、
FLOAT32、FLOAT64、、 BOOLEAN、STRING、、 BYTES、ARRAY、、 MAP  、、 およびおよび STRUCT 
）を使用して値を表す方法を記述します。）を使用して値を表す方法を記述します。
     

      セマンティック型セマンティック型 は、フィールドのは、フィールドの Kafka Connect スキーマの名前を使用して、スキーマの名前を使用して、Kafka 
Connect スキーマがフィールドのスキーマがフィールドの 意味意味 をキャプチャーする方法を記述します。をキャプチャーする方法を記述します。
     

表表3.7 Db2 の基本データ型のマッピングの基本データ型のマッピング

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

BOOLEAN BOOLEAN BOOLEAN 型の列のあるテーブルからのみスナップショッ
トを作成できます。現在、Db2 での SQL レプリケーショ
ンは BOOLEAN をサポートしないため、Debezium はこれ
らのテーブルで CDC を実行できません。別の型の使用を
検討してください。

BIGINT INT64 該当なし

BINARY BYTES 該当なし

BLOB BYTES 該当なし

CHAR[(N)] STRING 該当なし

CLOB STRING 該当なし
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DATE INT32 io.debezium.time.Date

タイムゾーン情報のないタイムスタンプの文字列表現

DECFLOAT BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

10 進数進数 BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

DBCLOB STRING 該当なし

DOUBLE FLOAT64 該当なし

整数整数 INT32 該当なし

REAL FLOAT32 該当なし

SMALLINT INT16 該当なし

時間時間 INT32 io.debezium.time.Time

タイムゾーン情報のない時刻の文字列表現

TIMESTAMP INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp

タイムゾーン情報のないタイムスタンプの文字列表現

VARBINARY BYTES 該当なし

VARCHAR[(N)] STRING 該当なし

VARGRAPHIC STRING 該当なし

XML STRING io.debezium.data.Xml

XML ドキュメントの文字列表現が含まれます。

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

    列のデフォルト値がある場合は、対応するフィールドの列のデフォルト値がある場合は、対応するフィールドの Kafka Connect スキーマに伝達されます。スキーマに伝達されます。
明示的な列値が指定されない限り、変更イベントにはフィールドのデフォルト値が含まれます。そのた明示的な列値が指定されない限り、変更イベントにはフィールドのデフォルト値が含まれます。そのた
め、スキーマからデフォルト値を取得する必要はほとんどありません。め、スキーマからデフォルト値を取得する必要はほとんどありません。
   

時間型時間型

     タイムゾーン情報が含まれるタイムゾーン情報が含まれる Db2 のの DATETIMEOFFSET データ型以外に、時間型がマッピングさデータ型以外に、時間型がマッピングさ

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

34



れる仕組みは、れる仕組みは、time.precision.mode コネクター設定プロパティーの値によって異なります。ここでコネクター設定プロパティーの値によって異なります。ここで
は、以下のマッピングについて説明します。は、以下のマッピングについて説明します。
    

      time.precision.mode=adaptive
     

      time.precision.mode=connect
     

time.precision.mode=adaptive

     time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが adaptive に設定されている場合、コネクターは列のデーに設定されている場合、コネクターは列のデー
タ型定義に基づいてリテラル型とセマンティック型を決定します。これにより、イベントがデータベータ型定義に基づいてリテラル型とセマンティック型を決定します。これにより、イベントがデータベー
スの値をスの値を 正確正確 に表すようになります。に表すようになります。
    

表表3.8 time.precision.mode がが 適応適応した場合のマッピングした場合のマッピング

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 io.debezium.time.Date

エポックからの日数を表します。

TIME(0), TIME(1), 
TIME(2), TIME(3)

INT32 io.debezium.time.Time

午前 0 時から経過した時間をミリ秒で表し、タイムゾーン
情報は含まれません。

TIME(4), TIME(5), 
TIME(6)

INT64 io.debezium.time.MicroTime

午前 0 時から経過した時間をマイクロ秒で表し、タイム
ゾーン情報は含まれません。

TIME(7) INT64 io.debezium.time.NanoTime

午前 0 時から経過した時間をナノ秒で表し、タイムゾーン
情報は含まれません。

DATETIME INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

SMALLDATETIME INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。
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DATETIME2(0), 
DATETIME2(1), 
DATETIME2(2), 
DATETIME2(3)

INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

DATETIME2(4), 
DATETIME2(5), 
DATETIME2(6)

INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp

エポックからの経過時間をマイクロ秒で表し、タイムゾー
ン情報は含まれません。

DATETIME2(7) INT64 io.debezium.time.NanoTimestamp

エポックからの経過時間をナノ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

time.precision.mode=connect

     time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが connect に設定されている場合、コネクターはに設定されている場合、コネクターは Kafka 
Connect の論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みのの論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みの Kafka Connect の論理型のみの論理型のみ
を処理でき、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。ただし、を処理でき、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。ただし、Db2 はマイクロ秒のはマイクロ秒の 10 分の分の 
1 の精度をサポートするため、の精度をサポートするため、接続接続 時間時間 の精度でコネクターによって生成されたイベントは、データの精度でコネクターによって生成されたイベントは、データ
ベース列の少数ベース列の少数 秒の精度秒の精度 値が値が 3 よりも大きい場合に、精度が失われますよりも大きい場合に、精度が失われます。。
    

表表3.9 time.precision.mode が接続されている場合が接続されている場合 のマッピングのマッピング

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 org.apache.kafka.connect.data.Date

エポックからの日数を表します。

TIME([P]) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Time

午前 0 時からの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。Db2 では、範囲 が 0 - 7 の P が許可さ
れ、マイクロ秒の 10 分の 1 の精度まで保存されますが、P 
がが 3 よりも大きい場合は、このモードでは精度が失われま
す。

DATETIME INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。
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SMALLDATETIME INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

DATETIME2 INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。Db2 では、範囲 が 0 - 7 の P が許可さ
れ、マイクロ秒の 10 分の 1 の精度まで保存されますが、P 
がが 3 よりも大きい場合は、このモードでは精度が失われま
す。

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

タイムスタンプ型タイムスタンプ型

     DATETIME、、SMALLDATETIME およびおよび DATETIME2 タイプは、タイムゾーン情報のないタイムスタイプは、タイムゾーン情報のないタイムス
タンプを表します。このような列は、タンプを表します。このような列は、UTC を基にして同等のを基にして同等の Kafka Connect 値に変換されます。たと値に変換されます。たと
えば、「えば、「2018-06-20 15:13:16.945104」という」という DATETIME2 の値は「の値は「1529507596945104」という」という 
io.debezium.time.MicroTimestamp の値で表されます。の値で表されます。
    

    Kafka Connect およびおよび Debezium を実行しているを実行している JVM のタイムゾーンは、この変換には影響しませのタイムゾーンは、この変換には影響しませ
ん。ん。
   

表表3.10 10 進数型進数型

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

NUMERIC[(P[,S])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

scale スキーマパラメーターには、小数点を移動した桁数
を表す整数が含まれます。connect.decimal.precision 
スキーマパラメータースキーマパラメーター には、指定の 10 進数値の精度を
表す整数が含まれます。

DECIMAL[(P[,S])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

scale スキーマパラメーターには、小数点を移動した桁数
を表す整数が含まれます。connect.decimal.precision 
スキーマパラメータースキーマパラメーター には、指定の 10 進数値の精度を
表す整数が含まれます。
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SMALLMONEY BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

scale スキーマパラメーターには、小数点を移動した桁数
を表す整数が含まれます。connect.decimal.precision 
スキーマパラメータースキーマパラメーター には、指定の 10 進数値の精度を
表す整数が含まれます。

MONEY BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

scale スキーマパラメーターには、小数点を移動した桁数
を表す整数が含まれます。connect.decimal.precision 
スキーマパラメータースキーマパラメーター には、指定の 10 進数値の精度を
表す整数が含まれます。

DB2 データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

3.5. DEBEZIUM コネクターを実行するためのコネクターを実行するための DB2 の設定の設定

    Db2 テーブルにコミットされた変更イベントをテーブルにコミットされた変更イベントを Debezium がキャプチャーするには、必要な権限をがキャプチャーするには、必要な権限を
持つ持つ Db2 データベース管理者が、変更データキャプチャーデータベース管理者が、変更データキャプチャー (CDC) のデータベースでテーブルを設定すのデータベースでテーブルを設定す
る必要があります。る必要があります。Debezium の実行を開始した後、キャプチャーエージェントの設定を調整してパの実行を開始した後、キャプチャーエージェントの設定を調整してパ
フォーマンスを最適化できます。フォーマンスを最適化できます。
   

    Debezium コネクターと使用するためにコネクターと使用するために Db2 を設定する場合の詳細は、以下を参照してください。を設定する場合の詳細は、以下を参照してください。
   

      「変更データキャプチャーの「変更データキャプチャーの Db2 テーブルの設定」テーブルの設定」
     

      「「Db2 キャプチャーエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響」キャプチャーエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響」
     

      「「DB2 キャプチャーエージェントの設定パラメーター」キャプチャーエージェントの設定パラメーター」
     

3.5.1. 変更データキャプチャーの変更データキャプチャーの Db2 テーブルの設定テーブルの設定

     テーブルをキャプチャーモードにするために、テーブルをキャプチャーモードにするために、Debezium ではユーザー定義関数ではユーザー定義関数 (UDF) のセットがのセットが
提供されます。ここでは、これらの管理提供されます。ここでは、これらの管理 UDF をインストールおよび実行する手順を説明します。まをインストールおよび実行する手順を説明します。ま
た、た、Db2 制御コマンドを実行してテーブルをキャプチャーモードにすることもできます。管理者は、制御コマンドを実行してテーブルをキャプチャーモードにすることもできます。管理者は、
Debezium がキャプチャーする各テーブルのがキャプチャーする各テーブルの CDC を有効にする必要があります。を有効にする必要があります。
    

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

38



前提条件前提条件

       db2instl ユーザーとしてユーザーとして Db2 にログインしている。にログインしている。
      

       Db2 ホストのホストの $HOME/asncdctools/src ディレクトリーでディレクトリーで Debezium 管理管理 UDF を使用でを使用で
きる。きる。UDF はは Debezium サンプルリポジトリーサンプルリポジトリーから入手できます。から入手できます。
      

手順手順

1. 
       Db2 で提供されるで提供される bldrtn コマンドを使用して、コマンドを使用して、Db2 サーバーホストでサーバーホストで Debezium 管理管理 
UDF をコンパイルします。をコンパイルします。
      

2. 
       データベースが稼働していない場合は起動します。データベースが稼働していない場合は起動します。DB_NAME は、は、Debezium が接続するが接続する
データベースの名前に置き換えます。データベースの名前に置き換えます。
      

3. 
       JDBC がが Db2 メタデータカタログを読み取りできるようにします。メタデータカタログを読み取りできるようにします。
      

4. 
       データベースが最近バックアップされたことを確認します。データベースが最近バックアップされたことを確認します。ASN エージェントには、読みエージェントには、読み
取りを始める最新の開始点が必要です。バックアップを実行する必要がある場合は、以下のコ取りを始める最新の開始点が必要です。バックアップを実行する必要がある場合は、以下のコ
マンドを実行して、最新のバージョンのみを利用できるようにデータをプルーニングします。マンドを実行して、最新のバージョンのみを利用できるようにデータをプルーニングします。
古いバージョンのデータを保持する必要がない場合は、バックアップの場所に古いバージョンのデータを保持する必要がない場合は、バックアップの場所に dev/null を指定を指定
します。します。
      

a. 
         データベースをバックアップします。データベースをバックアップします。DB_NAME およびおよび BACK_UP_LOCATION を適を適
切な値に置き換えます。切な値に置き換えます。
        

b. 

cd $HOME/asncdctools/src

./bldrtn asncdc

db2 start db DB_NAME

cd $HOME/sqllib/bnd

db2 bind db2schema.bnd blocking all grant public sqlerror continue

db2 backup db DB_NAME to BACK_UP_LOCATION
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b. 
         データベースを再起動します。データベースを再起動します。
        

5. 
       データベースに接続して、データベースに接続して、Debezium 管理管理 UDF をインストールします。をインストールします。db2instl ユーザーユーザー
としてログインしているため、としてログインしているため、UDF はは db 2inst1 ユーザーにインストールされている必要があユーザーにインストールされている必要があ
ります。ります。
      

6. 
       Debezium 管理管理 UDF をコピーし、その権限を設定します。をコピーし、その権限を設定します。
      

7. 
       ASN キャプチャーエージェントを開始および停止するキャプチャーエージェントを開始および停止する Debezium UDF を有効にします。を有効にします。
      

8. 
       ASN 制御テーブルを作成します。制御テーブルを作成します。
      

9. 
       テーブルをキャプチャーモードに追加し、キャプチャーモードからテーブルを削除するテーブルをキャプチャーモードに追加し、キャプチャーモードからテーブルを削除する 
Debezium UDF を有効にします。を有効にします。
      

       Db2 サーバーを設定したら、サーバーを設定したら、UDF を使用してを使用して SQL コマンドでコマンドで Db2 レプリケーションレプリケーション 
(ASN) を制御します。を制御します。UDF によっては戻り値が期待されます。この場合、によっては戻り値が期待されます。この場合、SQL VALUE ステーステー
トメントを使用して呼び出します。その他のトメントを使用して呼び出します。その他の UDF には、には、SQL CALL ステートメントを使用しステートメントを使用し
ます。ます。
      

10. 
       ASN エージェントを起動します。エージェントを起動します。
      

db2 restart db DB_NAME

db2 connect to DB_NAME

cp $HOME/asncdctools/src/asncdc $HOME/sqllib/function

chmod 777 $HOME/sqllib/function

db2 -tvmf $HOME/asncdctools/src/asncdc_UDF.sql

$ db2 -tvmf $HOME/asncdctools/src/asncdctables.sql

$ db2 -tvmf $HOME/asncdctools/src/asncdcaddremove.sql

VALUES ASNCDC.ASNCDCSERVICES('start','asncdc');

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

40



11. 
       テーブルをキャプチャーモードにします。キャプチャーする各テーブルに対して、以下のテーブルをキャプチャーモードにします。キャプチャーする各テーブルに対して、以下の
ステートメントを呼び出します。ステートメントを呼び出します。MYSCHEMA を、キャプチャーモードにするテーブルが含まを、キャプチャーモードにするテーブルが含ま
れるスキーマの名前に置き換えます。同様に、れるスキーマの名前に置き換えます。同様に、MYTABLE を、キャプチャーモードにするテーを、キャプチャーモードにするテー
ブルの名前に置き換えます。ブルの名前に置き換えます。
      

12. 
       ASN サービスを再初期化します。サービスを再初期化します。
      

その他のリソースその他のリソース

      Debezium Db2 管理管理 UDF の参照テーブルの参照テーブル
     

3.5.2. Db2 キャプチャーエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響キャプチャーエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響

     データベース管理者がソーステーブルに対して変更データキャプチャーを有効にすると、キャプデータベース管理者がソーステーブルに対して変更データキャプチャーを有効にすると、キャプ
チャーエージェントの実行が開始されます。エージェントは新しい変更イベントレコードをトランザクチャーエージェントの実行が開始されます。エージェントは新しい変更イベントレコードをトランザク
ションログから読み取り、イベントレコードをキャプチャーテーブルに複製します。変更がソーステーションログから読み取り、イベントレコードをキャプチャーテーブルに複製します。変更がソーステー
ブルにコミットされてから、対応する変更テーブルに変更が反映される間、常に短いレイテンシーが間ブルにコミットされてから、対応する変更テーブルに変更が反映される間、常に短いレイテンシーが間
隔で発生します。この遅延間隔は、ソーステーブルで変更が発生したときから、隔で発生します。この遅延間隔は、ソーステーブルで変更が発生したときから、Debezium がその変更がその変更
をを Apache Kafka にストリーミングできるようになるまでの差を表します。にストリーミングできるようになるまでの差を表します。
    

     データの変更に素早く対応する必要があるアプリケーションについては、ソースとキャプチャーデータの変更に素早く対応する必要があるアプリケーションについては、ソースとキャプチャー
テーブル間で密接に同期を維持するのが理想的です。キャプチャーエージェントを実行してできるだけテーブル間で密接に同期を維持するのが理想的です。キャプチャーエージェントを実行してできるだけ
迅速に変更イベントを継続的に処理すると、スループットが増加し、レイテンシーが減少するため、イ迅速に変更イベントを継続的に処理すると、スループットが増加し、レイテンシーが減少するため、イ
ベントの発生後にほぼリアルタイムで新しいイベントレコードが変更テーブルに入力されることを想像ベントの発生後にほぼリアルタイムで新しいイベントレコードが変更テーブルに入力されることを想像
するかもしれません。しかし、これは必ずしもそうであるとは限りません。同期を即時に行うとパするかもしれません。しかし、これは必ずしもそうであるとは限りません。同期を即時に行うとパ
フォーマンスに影響します。変更エージェントが新しいイベントレコードについてデータベースにクエフォーマンスに影響します。変更エージェントが新しいイベントレコードについてデータベースにクエ
リーを実行するたびに、データベースホストのリーを実行するたびに、データベースホストの CPU 負荷が増加します。サーバーへの負荷が増える負荷が増加します。サーバーへの負荷が増える
と、データベース全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があり、特にデータベースの使用がと、データベース全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があり、特にデータベースの使用が
ピークに達するときにトランザクションの効率が低下する可能性があります。ピークに達するときにトランザクションの効率が低下する可能性があります。
    

     データベースメトリクスを監視して、サーバーがキャプチャーエージェントのアクティビティーをデータベースメトリクスを監視して、サーバーがキャプチャーエージェントのアクティビティーを
サポートできなくなるレベルにデータベースが達した場合に認識できるようにすることが重要となりまサポートできなくなるレベルにデータベースが達した場合に認識できるようにすることが重要となりま
す。キャプチャーエージェントの実行中にパフォーマンスの問題が発生した場合は、キャプチャーエーす。キャプチャーエージェントの実行中にパフォーマンスの問題が発生した場合は、キャプチャーエー
ジェント設定を調整してジェント設定を調整して CPU の負荷を減らします。の負荷を減らします。
    

3.5.3. DB2 キャプチャーエージェントの設定パラメーターキャプチャーエージェントの設定パラメーター

     Db2 では、では、IBMSNAP_CAPPARMS テーブルにはキャプチャーエージェントの動作を制御するパラテーブルにはキャプチャーエージェントの動作を制御するパラ

CALL ASNCDC.ADDTABLE('MYSCHEMA', 'MYTABLE');

VALUES ASNCDC.ASNCDCSERVICES('reinit','asncdc');
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メーターが含まれます。これらのパラメーターの値を調整して、キャプチャープロセスの設定を調整すメーターが含まれます。これらのパラメーターの値を調整して、キャプチャープロセスの設定を調整す
ると、ると、CPU の負荷を減らしながら許容レベルのレイテンシーを維持することができます。の負荷を減らしながら許容レベルのレイテンシーを維持することができます。
    

注記注記

      Db2 のキャプチャーエージェントパラメーターの設定方法に関する具体的なガイダのキャプチャーエージェントパラメーターの設定方法に関する具体的なガイダ
ンスは、本書の範囲外となります。ンスは、本書の範囲外となります。
     

     IBMSNAP_CAPPARMS テーブルでは、テーブルでは、CPU 負荷の削減に最も大きな影響を与えます。負荷の削減に最も大きな影響を与えます。
    

COMMIT_INTERVAL

          キャプチャーエージェントがデータを変更データテーブルにコミットするまで待つ期キャプチャーエージェントがデータを変更データテーブルにコミットするまで待つ期
間を秒単位で指定します。間を秒単位で指定します。
         

          値が大きいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。値が大きいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。
         

          デフォルト値はデフォルト値は 30 です。です。
         

SLEEP_INTERVAL

          キャプチャーエージェントがアクティブなトランザクションログの最後に到達した後キャプチャーエージェントがアクティブなトランザクションログの最後に到達した後
に、新しいコミットサイクルの開始まで待つ期間を秒単位で指定します。に、新しいコミットサイクルの開始まで待つ期間を秒単位で指定します。
         

          値が大きいほど、サーバーの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。値が大きいほど、サーバーの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。
         

          デフォルト値はデフォルト値は 5 です。です。
         

関連情報関連情報

       キャプチャーエージェントパラメーターの詳細は、キャプチャーエージェントパラメーターの詳細は、Db2 のドキュメントを参照してくださのドキュメントを参照してくださ
い。い。
      

3.6. DEBEZIUM DB2 コネクターのデプロイコネクターのデプロイ
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    Debezium Db2 コネクターをデプロイするには、コネクターファイルをコネクターをデプロイするには、コネクターファイルを Kafka Connect に追加し、に追加し、
コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加しまコネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加しま
す。す。Debezium Db2 コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してください。コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してください。
   

      「「Debezium Db2 コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
     

      「「Debezium Db2 コネクター設定プロパティーの説明」コネクター設定プロパティーの説明」
     

3.6.1. Debezium Db2 コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

     Debezium Db2 コネクターをデプロイするには、コネクターをデプロイするには、Debezium コネクターアーカイブが含まれるカスコネクターアーカイブが含まれるカス
タムタム Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテナーレコンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテナーレ
ジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソースジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソース (CR) を作成する必要がを作成する必要が
あります。あります。
    

       Kafka Connect インスタンスを定義するインスタンスを定義する KafkaConnect CR。。CR のの image プロパティープロパティー
は、は、Debezium コネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しまコネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しま
す。このす。この CR を、を、Red Hat AMQ Streams がデプロイされているがデプロイされている OpenShift インスタンスに適インスタンスに適
用します。用します。AMQ Streams は、は、Apache Kafka をを OpenShift に取り入れるに取り入れる Operator およびイおよびイ
メージを提供します。メージを提供します。
      

       Debezium Db2 コネクターを定義するコネクターを定義する KafkaConnector CR。この。この CR をを KafkaConnect 
CR を適用するのと同じを適用するのと同じ OpenShift インスタンスに適用します。インスタンスに適用します。
      

前提条件前提条件

       Db2 が実行中で、が実行中で、Db2 を設定してを設定して Debezium コネクターと連携するコネクターと連携する 手順が完了済みであ手順が完了済みであ
る必要があります。る必要があります。
      

       AMQ Streams がが OpenShift にデプロイされ、にデプロイされ、Apache Kafka およびおよび Kafka Connect を実を実
行している。詳細は、『行している。詳細は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』を参照して』を参照して
ください。ください。
      

       Podman またはまたは Docker がインストールされている。がインストールされている。
      

       Debezium コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（ 
quay.io またはまたは docker.ioなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッ
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ションがある。ションがある。
      

手順手順

1. 
       Kafka Connect のの Debezium Db2 コンテナーを作成します。コンテナーを作成します。
      

a. 
         Debezium Db2 コネクターアーカイブコネクターアーカイブ をダウンロードします。をダウンロードします。
        

b. 
         Debezium Db2 コネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディレクコネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディレク
トリー構造を作成します。以下に例を示します。トリー構造を作成します。以下に例を示します。
        

./my-plugins/
├── debezium-connector-db2
│   ├── ...

c. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用するて使用する Docker ファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコ
マンドを入力します。マンドを入力します。my -plugins はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
        

       

           任意のファイル名を指定できます。任意のファイル名を指定できます。
          

       

           my-plugins は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
          

         このコマンドは、現在のディレクトリーにこのコマンドは、現在のディレクトリーに debezium-container-for-db2.yaml というという
名前の名前の Docker ファイルを作成します。ファイルを作成します。
        

d. 
         前の手順で作成した前の手順で作成した debezium-container-for-db2.yaml Docker ファイルからコンテファイルからコンテ
ナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルウィンドナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルウィンド
ウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。ウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。
        

cat <<EOF >debezium-container-for-db2.yaml 1
FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./<my-plugins>/ /opt/kafka/plugins/ 2
USER 1001
EOF
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1

2

         上記のコマンドは、上記のコマンドは、debezium-container-for-db2 という名前のコンテナーイメージという名前のコンテナーイメージ
を構築します。を構築します。
        

e. 
         カスタムイメージをカスタムイメージを quay.io などのコンテナーレジストリーまたは内部のコンテナーなどのコンテナーレジストリーまたは内部のコンテナー
レジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイするレジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイする 
OpenShift インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行
します。します。
        

f. 
         新しい新しい Debezium Db2 KafkaConnect カスタムリソースカスタムリソース(CR)を作成します。たとえを作成します。たとえ
ば、以下の例のようにば、以下の例のように アノテーションアノテーション およびイメージおよびイメージ プロパティーを指定するプロパティーを指定する dbz-
connect.yaml という名前のという名前の KafkaConnect CR を作成します。を作成します。
        

 

           metadata.annotations は、は、KafkaConnectors リソースがこのリソースがこの Kafka Connect 
クラスターでコネクタークラスターでコネクター を設定するために使用されるを設定するために使用される ことをことを Cluster Operator に示に示
します。します。
          

 

           spec.image は、は、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージのコネクターを実行するために作成したイメージの
名前を指定します。このプロパティーは、名前を指定します。このプロパティーは、Cluster Operator のの 
STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を上書きします。変数を上書きします。
          

g. 
         以下のコマンドを入力して、以下のコマンドを入力して、KafkaConnect CR をを OpenShift Kafka Connect 環境に環境に
適用します。適用します。

podman build -t debezium-container-for-db2:latest .

docker build -t debezium-container-for-db2:latest .

podman push <myregistry.io>/debezium-container-for-db2:latest

docker push <myregistry.io>/debezium-container-for-db2:latest

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: "true" 1
spec:
  #...
  image: debezium-container-for-db2  2
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         このコマンドは、このコマンドは、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージの名前をコネクターを実行するために作成したイメージの名前を
指定する指定する Kafka Connect インスタンスを追加します。インスタンスを追加します。
        

2. 
       Debezium Db2 コネクターインスタンスを設定するコネクターインスタンスを設定する KafkaConnector カスタムリソースをカスタムリソースを
作成します。作成します。
      

       コネクターの設定プロパティーを指定するコネクターの設定プロパティーを指定する a .yaml ファイルでファイルで Debezium Db2 コネクターコネクター
を設定します。コネクター設定は、を設定します。コネクター設定は、Debezium に対して、スキーマおよびテーブルのサブセッに対して、スキーマおよびテーブルのサブセッ
トにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎる、またトにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎる、また
は不必要な指定のコラムでは不必要な指定のコラムで Debezium が値を無視、マスク、または切り捨てするようにプロパが値を無視、マスク、または切り捨てするようにプロパ
ティーを設定する可能性もあります。ティーを設定する可能性もあります。
      

       以下の例では、ポート以下の例では、ポート 50000 でで Db2 サーバーホストサーバーホスト 192.168.99.100 に接続するに接続する 
Debezium コネクターを設定します。このホストには、コネクターを設定します。このホストには、mydatabase という名前のデータベーという名前のデータベー
スがあり、名前スがあり、名前 インベントリーがインベントリーが 含まれるテーブルはサーバーの論理名含まれるテーブルはサーバーの論理名 ですです。。
      

Db2 inventory-connector.yaml

        

oc create -f dbz-connect.yaml

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
  kind: KafkaConnector
  metadata:
    name: inventory-connector  1
    labels:
      strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
    annotations:
      strimzi.io/use-connector-resources: 'true'
  spec:
    class: io.debezium.connector.db2.Db2Connector 2
    tasksMax: 1  3
    config:  4
      database.hostname: 192.168.99.100   5
      database.port: 50000 6
      database.user: db2inst1 7
      database.password: Password! 8
      database.dbname: mydatabase 9
      database.server.name: fullfillment   10
      database.include.list: public.inventory   11
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表表3.11 コネクター設定の説明コネクター設定の説明

項目項目 説明説明

1 Kafka Connect クラスターに登録する場合のコネクターの名前。

2 この Db2 コネクタークラスの名前。

3 1 度に 1 つのタスクのみが動作する必要があります。

4 コネクターの設定。

5 Db2 インスタンスのアドレスであるデータベースホスト。

6 Db2 インスタンスのポート番号。

7 Db2 ユーザーの名前。

8 Db2 ユーザーのパスワード。

9 変更をキャプチャーするデータベースの名前。

10 namespace を形成する Db2 インスタンス/クラスターの論理名で、コネクターが書き込
む Kafka トピックの名前、Kafka Connect スキーマ名、および Arvo コネクターが使用さ
れる場合に対応する Avro スキーマの namespace で使用 さ れます。

11 Debezium が変更をキャプチャーする必要があるすべてのテーブルのリスト。

3. 
       Kafka Connect でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、KafkaConnector リリ
ソースをソースを inventory-connector.yaml ファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しまファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しま
す。す。
      

       上記のコマンドは上記のコマンドは inventory-connector を登録し、コネクターはを登録し、コネクターは KafkaConnector CR にに
定義されている定義されている mydatabase データベースに対して実行を開始します。データベースに対して実行を開始します。
      

4. 
       コネクターが作成され、起動されたことを確認します。コネクターが作成され、起動されたことを確認します。
      

a. 
         Kafka Connect ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変

oc apply -f inventory-connector.yaml
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更のキャプチャーが開始されたことを確認します。更のキャプチャーが開始されたことを確認します。
        

b. 
         ログの出力を確認し、ログの出力を確認し、Debezium が初回のスナップショットを実行することを確認しが初回のスナップショットを実行することを確認し
ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。
        

         コネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーするコネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーする
各テーブルのトピックが作成されます。各テーブルのトピックが作成されます。CR のサンプルでは、のサンプルでは、include.list プロパティーにプロパティーに
指定されたテーブルのトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これ指定されたテーブルのトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これ
らのトピックをサブスクライブできます。らのトピックをサブスクライブできます。
        

c. 
         以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し
ます。ます。
        

     Debezium Db2 コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは、コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは、Db2 コネクタープロパコネクタープロパ
ティーティー を参照してください。を参照してください。
    

結果結果

      コネクターが起動すると、コネクターが変更コネクターが起動すると、コネクターが変更 をキャプチャーするように設定されたをキャプチャーするように設定された Db2 データデータ
ベーステーブルのベーステーブルの 整合性スナップショット整合性スナップショット が実行が実行 されます。その後、コネクターは行レベルの操作のされます。その後、コネクターは行レベルの操作の
データ変更イベントの生成を開始し、変更イベントレコードをデータ変更イベントの生成を開始し、変更イベントレコードを Kafka トピックにストリーミングしまトピックにストリーミングしま
す。す。
     

3.6.2. Debezium Db2 コネクター設定プロパティーの説明コネクター設定プロパティーの説明

     Debezium Db2 コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するために使用コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するために使用
できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プロパできる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プロパ
ティーに関する情報は、以下のように構成されています。ティーに関する情報は、以下のように構成されています。
    

       必要な設定プロパティー必要な設定プロパティー
      

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/cluster=my-connect-cluster)

... INFO Starting snapshot for ...

... INFO Snapshot is using user 'debezium' ...

oc get kafkatopics
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       高度な設定プロパティー高度な設定プロパティー
      

       Debezium がデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御するがデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御する 
データベース履歴コネクター設定プロパティーデータベース履歴コネクター設定プロパティー
      

         パススルーデータベース履歴プロパティーパススルーデータベース履歴プロパティー
        

       データベースドライバーの動作を制御するデータベースドライバーの動作を制御する パススルーデータベースドライバープロパパススルーデータベースドライバープロパ
ティーティー
      

必要な必要な Debezium Db2 コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

      以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は必須必須です。です。
     

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

name  コネクターの一意名。同じ名前で再登録を試み
ると失敗します。このプロパティーはすべての
Kafka Connect コネクターに必要です。

connector.class  コネクターの Java クラスの名前。Db2 コネク
ターには、常に 
io.debezium.connector.db2.Db2Connect
or の値を使用します。

tasks.max 1 このコネクターのために作成する必要のあるタ
スクの最大数。Db2 コネクターは常に単一のタ
スクを使用するため、この値を使用しません。
そのため、デフォルト値は常に許容されます。

database.hostname  Db2 データベースサーバーの IP アドレスまた
はホスト名。

database.port 50000 Db2 データベースサーバーの整数のポート番
号。

database.user  Db2 データベースサーバーに接続するための
Db2 データベースユーザーの名前。

database.password  Db2 データベースサーバーへの接続時に使用す
るパスワード。
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database.dbname  変更をストリーミングする Db2 データベース
の名前

database.server.name  Debezium が変更をキャプチャーするデータ
ベースをホストする特定の Db2 データベース
サーバーの namespace を特定および提供する
論理名。データベースサーバーの論理名には英
数字とアンダースコアのみを使用する必要があ
ります。論理名は、他のコネクター全体で一意
となる必要があります。これは、このコネク
ターからレコードを受信するすべての Kafka ト
ピックのトピック名プレフィックスとして使用
されるためです。

table.include.list  コネクターで変更をキャプチャーするテーブル
の完全修飾テーブル識別子と一致する正規表現
のコンマ区切りリスト (任意)。include リスト
に含まれていないテーブルの変更はキャプ
チャーされません。各識別子の形式は
schemaName.tableName です。デフォルトで
は、コネクターはシステム以外のテーブルすべ
ての変更をキャプチャーしま
す。table.exclude.list プロパティーを設定し
ないでください。

table.exclude.list  コネクターで変更をキャプチャーしないテーブ
ルの完全修飾テーブル識別子と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。コネクターは
exclude リストに含まれていないシステム以外
のテーブルごとに変更をキャプチャーします。
各識別子の形式は schemaName.tableName で
す。table.include.list プロパティーを設定し
ないでください。

column.exclude.list 空の文字列空の文字列 変更イベント値から除外する列の完全修飾名と
一致する正規表現のコンマ区切りリスト (任
意)。列の完全修飾名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。プライマリーキー列は、値から除外された
場合でも、イベントのキーに常に含まれます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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column.mask.hash.hashA
lgorithm.with.salt.salt

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。生成される変更イベントレコードでは、指
定された列の値は仮名に置き換えられます。

仮名は、指定された hashAlgorithm と salt を
適用すると得られるハッシュ化された値で構成
されます。使用されるハッシュ関数に基づい
て、参照整合性は維持され、列値は仮名に置き
換えられます。サポートされるハッシュ関数
は、Java Cryptography Architecture Standard
Algorithm Name Documentationの
MessageDigest section に説明されています。

以下の例では、CzQMA0cB5K が無作為に選
択された salt になります。

column.mask.hash.SHA-
256.with.salt.CzQMA0cB5K = 
inventory.orders.customerName, 
inventory.shipment.customerName

必要な場合は、仮名は自動的に列の長さに短縮
されます。コネクター設定には、異なるハッ
シュアルゴリズムと salt を指定する複数のプロ
パティーを含めることができます。

使用される hashAlgorithm、選択された salt、
および実際のデータセットによっては、結果と
して得られるデータセットが完全にマスクされ
ないことがあります。

time.precision.mode adaptive 時間、日付、およびタイムスタンプは、異なる
精度の種類で表すことができます。

adaptive は、データベース列の型を基にし
て、ミリ秒、マイクロ秒、またはナノ秒の精度
値のいずれかを使用して、データベースの値と
全く同じように時間とタイムスタンプをキャプ
チャーします。

connect は、Kafka Connect の 
Time、Date、および Timestamp の組み込
み表現を使用して、常に時間とタイムスタンプ
値を表し、データベース列の精度に関わらず、
ミリ秒の精度を使用します。「 時間値 」を参
照してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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tombstones.on.delete true 削除削除 イベントの後に廃棄 (tombstone) イベン
トが続くかどうかを制御します。

true: 削除操作は、削除削除 イベントと後続の破棄
(tombstone) イベントで表されます。

false: 削除削除イベントのみ出力されます。

log compaction がトピックで有効になっている
場合には、ソースレコードの削除後に廃棄
(tombstone) イベントを出力すると (デフォル
ト動作)、Kafka は削除された行のキーに関連す
るすべてのイベントを完全に削除できます。

include.schema.changes true コネクターがデータベーススキーマの変更を、
データベースサーバー ID と同じ名前の Kafka
トピックに公開するかどうかを指定するブール
値。各スキーマの変更は、データベース名が含
まれるキーと、スキーマ更新を記述する JSON
構造である値で記録されます。これは、コネク
ターがデータベース履歴を内部で記録する方法
には依存しません。

column.truncate.to._lengt
h_.chars

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。変更イベントレコードでは、これらの列の
値がプロパティー名の 長さ長さ によって指定され
る文字数よりも長い場合は切り捨てられます。
単一の設定で、異なる長さを持つ複数のプロパ
ティーを指定できます。長さは正の整数である
必要があります（例： 
column.truncate.to.20.chars ）。

column.mask.with._lengt
h_.chars

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。変更イベント値では、指定のテーブルコラ
ムの値は アスタリスクアスタリスク (*)文字の長さに置き換
えられます。単一の設定で、異なる長さを持つ
複数のプロパティーを指定できます。長さは正
の整数またはゼロでなければなりません。ゼロ
を指定すると、コネクターは値を空の文字列に
置き換えます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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column.propagate.source
.type

該当なし該当なし 列の完全修飾名と一致する正規表現のコンマ区
切りリスト (任意)。列の完全修飾名の形式
は、databaseName.tableName.columnName
または
databaseName.schemaName.tableName.col
umnName です。

コネクターは指定された各列に対して、列の元
の型と元の長さをパラメーターとして、出力さ
れた変更レコードの対応するフィールドスキー
マに追加します。以下の追加されたスキーマパ
ラメーターは、元の型名と可変幅型の元の長さ
を伝播します。

__debezium.source.column.type + 
__debezium.source.column.length + 
__debezium.source.column.scale

このプロパティーは、シンクデータベースの対
応するコラムのサイズを適切に調整する場合に
便利です。

datatype.propagate.sourc
e.type

該当なし該当なし 一部の列のデータベース固有のデータ型名と一
致する正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。
完全修飾データ型名の形式
は、databaseName.tableName.typeName ま
たは
databaseName.schemaName.tableName.typ
eName です。

これらのデータタイプでは、コネクターは出力
された変更レコードの対応するフィールドス
キーマにパラメーターを追加します。追加され
たパラメーターは、列の元の型と長さを指定し
ます。

__debezium.source.column.type + 
__debezium.source.column.length + 
__debezium.source.column.scale

これらのパラメーターは、それぞれ可変幅型の
列の元の型名と長さを伝播します。このプロパ
ティーは、シンクデータベースの対応する列の
サイズを適切に調整するのに便利です。

Db2 固有のデータ型 名の一覧は、「Db2 デー
タ型」を参照してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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message.key.columns 空の文字列空の文字列 テーブルの列名と一致する正規表現が含まれる
テーブルのセミコロン区切りのリスト。コネク
ターは、一致する列の値を Kafka トピックに送
信する変更イベントレコードのキーフィールド
にマップします。これは、テーブルにプライマ
リーキーがない場合や、プライマリーキーでは
ないフィールドに応じて Kafka トピックで変更
イベントレコードを順序付けする場合に便利で
す。

セミコロンでエントリーを区切ります。完全修
飾テーブル名とその正規表現の間にコロンを挿
入します。形式は次のようになります。

schema-name.table-name :_regexp_;…

例：

schemaA.table_a:regex_1;schemaB.tabl
e_b:regex_2;schemaC.table_c:regex_3

If table_a has a id column, また、regex_1 は 
^i （ iで始まるすべての列と一致する）で、コ
ネクターは table_a 'sid 列の値を、コネクター
が Kafka に送信する変更イベントのキーフィー
ルドにマップします。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

高度なコネクター設定プロパティー高度なコネクター設定プロパティー

      以下の以下の 高度な高度な 設定プロパティーには、ほとんどの状況で機能するデフォルト設定があるため、コネ設定プロパティーには、ほとんどの状況で機能するデフォルト設定があるため、コネ
クターの設定で指定する必要はほとんどありません。クターの設定で指定する必要はほとんどありません。
     

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.mode Initial コネクターの起動時にスナップショットを実行
する基準を指定します。

initial - キャプチャーモードのテーブルの場
合、コネクターはテーブルとそのテーブルの
データのスナップショットを作成します。これ
は、データの完全な表現で Kafka トピックに入
力する場合に便利です。

schema_only - キャプチャーモードのテーブ
ルの場合、コネクターはテーブルのスキーマの
みのスナップショットを作成します。これは、
現時点以降に発生する変更のみを Kafka トピッ
クに出力する必要がある場合に便利です。ス
ナップショットの完了後、コネクターはデータ
ベースのやり直し (redo) ログから変更イベン
トの読み取りを続行します。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.isolation.mode repeatable_read スナップショットの実行中に、トランザクショ
ン分離レベルとキャプチャーモードのテーブル
をロックする期間を制御します。使用できる値
は次のとおりです。

read_uncommitted - 最初のスナップショッ
トの実行中に、他のトランザクションによる
テーブル行の更新を防ぎません。このモードで
は、データの整合性は保証されず、一部のデー
タが損失または破損する可能性があります。

read_committed - 最初のスナップショット
の実行中に、他のトランザクションによるテー
ブル行の更新を防ぎません。新しいレコードが
初回のスナップショットで 1 回、ストリーミン
グフェーズで 1 回の計 2 回発生する可能性があ
ります。しかし、この整合性レベルはデータの
ミラーリングに適しています。

repeatable_read - 最初のスナップショット
の実行中に、他のトランザクションがテーブル
行を更新しないようにします。新しいレコード
が初回のスナップショットで 1 回、ストリーミ
ングフェーズで 1 回の計 2 回発生する可能性が
あります。しかし、この整合性レベルはデータ
のミラーリングに適しています。

exclusive - 繰り返し可能な読み取り分離レベ
ルを使用しますが、すべてのテーブルを読み取
るために排他的ロックを使用します。このモー
ドは、最初のスナップショットの実行中に他の
トランザクションがテーブル行を更新しないよ
うにします。排他的排他的 モードのみが完全な整合
性を保証し、最初のスナップショットとログの
ストリーミングが履歴の線形を構成します。

event.processing.failure.h
andling.mode

fail イベントの処理中にコネクターが例外を処理す
る方法を指定します。使用できる値は次のとお
りです。

fail - コネクターは問題のあるイベントのオフ
セットをログに記録し、処理を停止します。

warn - コネクターは問題のあるイベントのオ
フセットをログに記録し、次のイベントの処理
を続行します。

skip - コネクターは問題のあるイベントをス
キップし、次のイベントの処理を続行します。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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poll.interval.ms 1000 コネクターがイベントのバッチの処理を開始す
る前に、新しい変更イベントの発生を待つ期間
をミリ秒単位で指定する正の整数値。デフォル
トは 1000 ミリ秒 (1 秒) です。

max.queue.size 8192 ブロッキングキューの最大サイズの正の整数
値。コネクターは、データベースログから読み
取る変更イベントをブロッキングキューに配置
してから Kafka に書き込みます。このキュー
は、たとえば Kafka へのレコードの書き込みが
遅い場合や Kafka が利用できない場合などに、
変更データテーブルを読み取るためのバックプ
レシャーを提供できます。キューに表示される
イベントは、コネクターによって定期的に記録
されるオフセットには含まれませ
ん。max.queue.size の値は常に 
max.batch.size コネクター設定プロパコネクター設定プロパ
ティーのティーの 値よりも大きくなければなりませ
ん。

max.batch.size 2048 コネクターが処理するイベントの各バッチの最
大サイズを指定する正の整数値。

max.queue.size.in.bytes 0 ブロッキングキューの最大サイズ (バイト単位)
の long 値。この機能はデフォルトで無効に
なっています。正の long 値が設定されると有
効になります。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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heartbeat.interval.ms 0 コネクターがハートビートメッセージを Kafka
トピックに送信する頻度を制御します。デフォ
ルトの動作では、コネクターはハートビート
メッセージを送信しません。

ハートビートメッセージは、コネクターがデー
タベースから変更イベントを受信しているかど
うかを監視するのに便利です。ハートビート
メッセージは、コネクターの再起動時に再送信
する必要がある変更イベントの数を減らすのに
役立つ可能性があります。ハートビートメッ
セージを送信するには、このプロパティーを、
ハートビートメッセージの間隔をミリ秒単位で
示す正の整数に設定します。

ハートビートメッセージは、追跡されている
データベースには多くの更新があるにも関わら
ず、キャプチャーモードのテーブルにある更新
はわずかである場合に便利です。この場合、コ
ネクターは通常どおりにデータベーストランザ
クションログから読み取りしますが、変更レ
コードを Kafka に出力することはほとんどあり
ません。そのため、コネクターが最新のオフ
セットを Kafka に送信することはほとんどあり
ません。ハートビートメッセージを送信する
と、コネクターは最新のオフセットを Kafka に
送信できます。

heartbeat.topics.prefix __debezium-
heartbeat

コネクターがハートビートメッセージを送信す
るトピック名のプレフィックスを指定します。
このトピック名の形式は 
<heartbeat.topics.prefix>.
<server.name> です。

snapshot.delay.ms  コネクターの起動時にスナップショットを実行
するまでコネクターが待つ必要がある間隔 (ミ
リ秒単位)。クラスターで複数のコネクターを
起動する場合、このプロパティーは、コネク
ターのリバランスが行われる原因となるスナッ
プショットの中断を防ぐのに役立ちます。

snapshot.fetch.size 2000 スナップショットの実行中、コネクターは行の
バッチでテーブルの内容を読み取ります。この
プロパティーは、バッチの行の最大数を指定し
ます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.lock.timeout.ms 10000 スナップショットの実行時に、テーブルロック
を取得するまで待つ最大時間 (ミリ秒単位) を
指定する正の整数値。コネクターがこの間隔で
テーブルロックを取得できないと、スナップ
ショットは失敗します。詳細は「 コネクター
によるスナップショットの実行 方法」を参照
してください。その他の可能な設定は次のとお
りです。

0 - ロックを取得できないとすぐに失敗しま
す。

-1 - コネクターは永久に待機します。

snapshot.select.statemen
t.overrides

 スナップショットに含まれるテーブル行を制御
します。このプロパティーはスナップショット
にのみ影響します。コネクターがログから読み
取るイベントには影響しませ
ん。schemaName.tableName の形式で完全修
飾テーブル名のコンマ区切りリストを指定しま
す。

指定するテーブルごとに、別の設定プロパ
ティー( 
snapshot.select.statement.overrides.SC
HEMA_NAME.TABLE_NAME )も指定しま
す。例： 
snapshot.select.statement.overrides.cu
stomers.ordersこのプロパティーを、スナッ
プショットに必要な行のみを取得する 
SELECT ステートメントに設定します。コネ
クターがスナップショットを実行すると、この
SELECT ステートメントを実行してそのテー
ブルからデータを取得します。

これらのプロパティーを設定するユースケース
としては、大規模な追加専用のテーブルが挙げ
られます。スナップショットを開始する場所
や、以前のスナップショットが中断された場合
にスナップショットを再開する場所を設定する
SELECT ステートメントを指定できます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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sanitize.field.names コネクター設定 がが 
key.converter または 
value.converter プロ
パティーを Avro コン
バーターに設定する場合
は True。

そうでない場合はそうでない場合は 
false に設定します。

Avro の命名要件 に準拠するためにフィールド
名がサニタイズされるかどうかを示します。

provide.transaction.meta
data

false コネクターがトランザクション境界でイベント
を生成し、トランザクションメタデータで変更
イベントエンベロープを強化するかどうかを決
定します。これを行う場合は true を指定しま
す。詳細は、「 トランザクションメタデータ
」を参照してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

Debezium コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー

      Debezium では、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御するでは、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御する 
database.history.* プロパティーのセットを提供します。プロパティーのセットを提供します。
     

     以下の表は、以下の表は、Debezium コネクターを設定するためのコネクターを設定するための database.history プロパティーについて説明プロパティーについて説明
しています。しています。
    

表表3.12 コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

database.history.kafka.topic  コネクターがデータベーススキーマの履歴を保存す
る Kafka トピックの完全名。

database.history.kafka.boots
trap.servers

 Kafka クラスターへの最初の接続を確立するために
コネクターが使用するホストとポートのペアの一
覧。このコネクションは、コネクターによって以前
に保存されたデータベーススキーマ履歴の取得や、
ソースデータベースから読み取られる各 DDL ステー
トメントの書き込みに使用されます。各ペアは、
Kafka Connect プロセスによって使用される同じ
Kafka クラスターを示す必要があります。

database.history.kafka.recov
ery.poll.interval.ms

100 永続化されたデータのポーリングが行われている間
にコネクターが起動/回復を待つ最大時間 (ミリ秒単
位) を指定する整数値。デフォルトは 100 ミリ秒で
す。
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database.history.kafka.recov
ery.attempts

4 エラーでコネクターのリカバリーが失敗する前に、
コネクターが永続化された履歴データの読み取りを
試行する最大回数。データを受信しなかった後に待
機する最大時間は recovery. attempts x recovery. 
poll.interval.ms です。

database.history.skip.unpar
seable.ddl

false コネクターが不正または不明なデータベースのス
テートメントを無視するかどうか、または人が問題
を修正するために処理を停止するかどうかを指定す
るブール値。安全なデフォルトは false です。ス
キップは、binlog の処理中にデータの損失や分割を
引き起こす可能性があるため、必ず注意して使用す
る必要があります。

database.history.store.only.
monitored.tables.ddl

今後のリリースで削除される予定今後のリリースで削除される予定
ですです 。代わりに。代わりに 
database.history.store.only.
captured.tables.ddl を使用しを使用し
てください。てください。

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。

database.history.store.only.
captured.tables.ddl

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

プロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロプロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロ
パティーパティー

      
Debezium はは Kafka プロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込みプロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込み
ます。同様に、コネクターの起動時に、ます。同様に、コネクターの起動時に、Kafka コンシューマーを使用してデータベース履歴トピックかコンシューマーを使用してデータベース履歴トピックか
ら読み取ります。ら読み取ります。database.history. producer.* およびおよび database.history.consumer.*  プレフィックスプレフィックス
で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、Kafka プロデューサーおよびコンプロデューサーおよびコン
シューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータシューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータ
ベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントがベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントが Kafka ブローカーとの接続をセブローカーとの接続をセ
キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。
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database.history.producer.security.protocol=SSL
database.history.producer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.producer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.producer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.producer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.producer.ssl.key.password=test1234

database.history.consumer.security.protocol=SSL
database.history.consumer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.consumer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.consumer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.key.password=test1234

     Debezium は、プロパティーをは、プロパティーを Kafka クライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取りクライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取り
除きます。除きます。
    

     Kafka プロデューサー設定プロパティープロデューサー設定プロパティー およびおよび Kafka コンシューマー設定プロパティーコンシューマー設定プロパティー の詳細は、の詳細は、
Kafka のドキュメントを参照してください。のドキュメントを参照してください。
    

Debezium コネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティーコネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティー

      Debezium コネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルーコネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルー
データベースプロパティーは、プレフィックスデータベースプロパティーは、プレフィックス database.* で始まります。たとえば、コネクターはで始まります。たとえば、コネクターは 
database.foobar=false などのプロパティーをなどのプロパティーを JDBC URL に渡します。に渡します。
     

     データベース履歴クライアントのパススループロパティーデータベース履歴クライアントのパススループロパティー の場合と同様に、の場合と同様に、Debezium はプロパはプロパ
ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。
    

3.7. DEBEZIUM DB2 コネクターのパフォーマンスの監視コネクターのパフォーマンスの監視

    Debezium Db2 コネクターは、コネクターは、Apache ZooKeeper、、Apache Kafka、および、および Kafka Connect にに
よって提供されるよって提供される JMX メトリクスの組み込みサポートに加えて、メトリクスの組み込みサポートに加えて、3 種類のメトリクスを提供します。種類のメトリクスを提供します。
   

      スナップスナップ ショットメトリクスショットメトリクス は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情
報を提供します。報を提供します。
     

      メトリクスのストリーミングメトリクスのストリーミング は、コネクターが変更をキャプチャーし、変更イベントレは、コネクターが変更をキャプチャーし、変更イベントレ
コードをストリーミングするときにコネクター操作に関する情報を提供します。コードをストリーミングするときにコネクター操作に関する情報を提供します。
     

      スキーマ履歴メトリクススキーマ履歴メトリクス は、コネクターのスキーマ履歴の状態に関する情報を提供しまは、コネクターのスキーマ履歴の状態に関する情報を提供しま
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す。す。
     

    Debezium モニタリングのドキュメントモニタリングのドキュメント では、では、JMX を使用してこれらのメトリクスを公開する方法を使用してこれらのメトリクスを公開する方法
の詳細を提供します。の詳細を提供します。
   

3.7.1. Db2 データベースのスナップショット作成時のデータベースのスナップショット作成時の Debezium の監視の監視

     MBean はは debezium.db2:type=connector-
metrics,context=snapshot,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取りした最
後のスナップショットイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの空き容量。

TotalTableCount int スナップショットに含まれて
いるテーブルの合計数。
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RemainingTableCount int スナップショットによってま
だコピーされていないテーブ
ルの数。

SnapshotRunning boolean スナップショットが起動され
たかどうか。

SnapshotAborted boolean スナップショットが中断され
たかどうか。

SnapshotCompleted boolean スナップショットが完了した
かどうか。

SnapshotDurationInSeconds Long スナップショットが完了した
かどうかに関わらず、これま
でスナップショットにかかっ
た時間 (秒単位)。

RowsScanned map<String, Long> スナップショットの各テーブ
ルに対してスキャンされる行
数が含まれるマップ。テーブ
ルは、処理中に増分がマップ
に追加されます。スキャンさ
れた 10,000 行ごとに、テー
ブルの完成時に更新されま
す。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単
位)。max.queue.size.in.by
tes が正の long 値で渡された
場合に有効になります。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

3.7.2. Debezium Db2 コネクターレコードストリーミングの監視コネクターレコードストリーミングの監視

     MBean はは debezium.db2:type=connector-
metrics,context=streaming,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取られた最
後のストリーミングイベン
ト。
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MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int ストリーマーとメイン Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int ストリーマーとメインの
Kafka Connect ループの間で
イベントを渡すために使用さ
れるキューの空き容量。

Connected boolean コネクターが現在データベー
スサーバーに接続されている
かどうかを示すフラグ。

MilliSecondsBehindSource Long 最後の変更イベントのタイム
スタンプとそれを処理するコ
ネクターとの間の期間 (ミリ
秒単位)。この値は、データ
ベースサーバーとコネクター
が稼働しているマシンのク
ロック間の差異に対応しま
す。

NumberOfCommittedTransactions Long コミットされた処理済みトラ
ンザクションの数。

SourceEventPosition map<String, String> 最後に受信したイベントの位
置。

LastTransactionId 文字列文字列 最後に処理されたトランザク
ションのトランザクション識
別子。

属性属性 型型 説明説明
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MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単位)。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

3.7.3. Debezium Db2 コネクターのスキーマ履歴の監視コネクターのスキーマ履歴の監視

     MBean はは debezium.db2:type=connector-metrics,context=schema-
history,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

Status 文字列文字列 データベース履歴の状態 を説を説
明する明する 
STOPPED、RECOVERIN
G （ストレージからの履歴の
回復）の 1 つ。

RecoveryStartTime Long リカバリーが開始された時点
のエポック秒の時間。

ChangesRecovered Long リカバリーフェーズ中に読み
取られた変更の数。

ChangesApplied Long リカバリーおよびランタイム
中に適用されるスキーマ変更
の合計数。

MilliSecondsSinceLast 
RecoveredChange

Long 最後の変更が履歴ストアから
復元された時点からの経過時
間 (ミリ秒単位)。

MilliSecondsSinceLast AppliedChange Long 最後の変更が適用された時点
からの経過時間 (ミリ秒単
位)。

LastRecoveredChange 文字列文字列 履歴ストアから復元された最
後の変更の文字列表現。

LastAppliedChange 文字列文字列 最後に適用された変更の文字
列表現。

3.8. DEBEZIUM DB2 コネクターの管理コネクターの管理
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    Debezium Db2 コネクターをデプロイしたら、コネクターをデプロイしたら、Debezium 管理管理 UDF を使用して、を使用して、SQL コマンドでコマンドで 
Db2 レプリケーションレプリケーション (ASN) を制御します。を制御します。UDF によっては戻り値が期待されます。この場合、によっては戻り値が期待されます。この場合、SQL 
VALUE ステートメントを使用して呼び出します。その他のステートメントを使用して呼び出します。その他の UDF には、には、SQL CALL ステートメントをステートメントを
使用します。使用します。
   

表表3.13 Debezium 管理管理 UDF の説明の説明

タスクタスク コマンドおよび注記コマンドおよび注記

ASN エージェント
を起動する

VALUES ASNCDC.ASNCDCSERVICES('start','asncdc');

ASN エージェント
を停止する

VALUES ASNCDC.ASNCDCSERVICES('stop','asncdc');

Check ASN エー
ジェントのステー
タスを確認する

VALUES ASNCDC.ASNCDCSERVICES('status','asncdc');

テーブルをキャプ
チャーモードにす
る

CALL ASNCDC.ADDTABLE('MYSCHEMA', 'MYTABLE');

MYSCHEMA は、キャプチャーモードにするテーブルが含まれるスキーマの名前に置
き換えます。同様に、MYTABLE を、キャプチャーモードにするテーブルの名前に置
き換えます。

テーブルのキャプ
チャーモードを解
除する

CALL ASNCDC.REMOVETABLE('MYSCHEMA', 'MYTABLE');

ASN サービスを再
度初期化する

VALUES ASNCDC.ASNCDCSERVICES('reinit','asncdc');

テーブルをキャプチャーモードにした後か、キャプチャーモードからテーブルを削除
した後に、これを行います。

3.9. DEBEZIUM コネクターでのキャプチャーモードのコネクターでのキャプチャーモードの DB2 テーブルのスキーマの更新テーブルのスキーマの更新

    Debezium Db2 コネクターはスキーマ変更をキャプチャーできますが、スキーマを更新するには、コネクターはスキーマ変更をキャプチャーできますが、スキーマを更新するには、
データベース管理者と協力してコネクターが変更イベントの生成を継続するようにする必要がありまデータベース管理者と協力してコネクターが変更イベントの生成を継続するようにする必要がありま
す。これは、す。これは、Db2 がレプリケーションを実装する方法に必要です。がレプリケーションを実装する方法に必要です。
   

    Db2 のレプリケーション機能は、キャプチャーモードのテーブルごとに、すべての変更が含まれる変のレプリケーション機能は、キャプチャーモードのテーブルごとに、すべての変更が含まれる変
更データテーブルをそのソーステーブルに作成します。ただし、変更データテーブルスキーマは静的で更データテーブルをそのソーステーブルに作成します。ただし、変更データテーブルスキーマは静的で
す。キャプチャーモードのテーブルのスキーマを更新する場合は、対応する変更データテーブルのスす。キャプチャーモードのテーブルのスキーマを更新する場合は、対応する変更データテーブルのス
キーマを更新する必要もあります。キーマを更新する必要もあります。Debezium Db2 コネクターはこれを実行できません。昇格された権コネクターはこれを実行できません。昇格された権
限を持つデータベース管理者は、キャプチャーモードのテーブルのスキーマを更新する必要がありま限を持つデータベース管理者は、キャプチャーモードのテーブルのスキーマを更新する必要がありま
す。す。
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警告警告

     同じテーブルの新しいスキーマ更新の前に、スキーマ更新の手順を完全に実行同じテーブルの新しいスキーマ更新の前に、スキーマ更新の手順を完全に実行
することが重要です。そのため、スキーマ更新の手順をすることが重要です。そのため、スキーマ更新の手順を 1 度で完了するために、す度で完了するために、す
べてのべての DDL をを 1 つのバッチで実行することが推奨されます。つのバッチで実行することが推奨されます。
    

    通常、テーブルスキーマを更新する手順は通常、テーブルスキーマを更新する手順は 2 つあります。つあります。
   

      オフラインオフライン - Debezium の停止中に実行されます。の停止中に実行されます。
     

      オンラインオンライン - Debezium の稼働中に実行されます。の稼働中に実行されます。
     

    それぞれの方法に長所と短所があります。それぞれの方法に長所と短所があります。
   

3.9.1. Debezium Db2 コネクターでのオフラインスキーマ更新の実行コネクターでのオフラインスキーマ更新の実行

     オフラインでスキーマの更新を行う前に、オフラインでスキーマの更新を行う前に、Debezium Db2 コネクターを停止します。これはより安コネクターを停止します。これはより安
全なスキーマ更新の手順ですが、高可用性の要件のあるアプリケーションには実現できない可能性があ全なスキーマ更新の手順ですが、高可用性の要件のあるアプリケーションには実現できない可能性があ
ります。ります。
    

前提条件前提条件

       スキーマの更新が必要なキャプチャーモードのテーブルスキーマの更新が必要なキャプチャーモードのテーブル 1 つ以上。つ以上。
      

手順手順

1. 
       データベースを更新するアプリケーションを一時停止します。データベースを更新するアプリケーションを一時停止します。
      

2. 
       Debezium コネクターがストリーミングされていない変更イベントレコードをすべてストコネクターがストリーミングされていない変更イベントレコードをすべてスト
リーミングするまで待ちます。リーミングするまで待ちます。
      

3. 
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3. 
       Debezium コネクターを停止します。コネクターを停止します。
      

4. 
       すべての変更をソーステーブルスキーマに適用します。すべての変更をソーステーブルスキーマに適用します。
      

5. 
       ASN レジスターテーブルで、スキーマが更新されたテーブルをレジスターテーブルで、スキーマが更新されたテーブルを INACTIVE としてマーク付としてマーク付
けします。けします。
      

6. 
       ASN キャプチャーサービスを再初期化します。キャプチャーサービスを再初期化します。
      

7. 
       キャプチャーモードからテーブルを削除するキャプチャーモードからテーブルを削除する ためにために Debezium UDF を実行して、キャプを実行して、キャプ
チャーモードから古いスキーマを持つソーステーブルを削除チャーモードから古いスキーマを持つソーステーブルを削除 します。します。
      

8. 
       テーブルをキャプチャーモードに追加するテーブルをキャプチャーモードに追加する ためにために Debezium UDF を実行して、新しいスを実行して、新しいス
キーマを持つソーステーブルをキャプチャーモードに追加キーマを持つソーステーブルをキャプチャーモードに追加 します。します。
      

9. 
       ASN レジスターテーブルで、更新されたソーステーブルをレジスターテーブルで、更新されたソーステーブルを ACTIVE としてマーク付けしまとしてマーク付けしま
す。す。
      

10. 
       ASN キャプチャーサービスを再初期化します。キャプチャーサービスを再初期化します。
      

11. 
       データベースを更新するアプリケーションを再開します。データベースを更新するアプリケーションを再開します。
      

12. 
       Debezium コネクターを再起動します。コネクターを再起動します。
      

3.9.2. Debezium Db2 コネクターでのオンラインスキーマ更新の実行コネクターでのオンラインスキーマ更新の実行

     オンラインスキーマの更新ではアプリケーションやデータ処理のダウンタイムは必要ありません。オンラインスキーマの更新ではアプリケーションやデータ処理のダウンタイムは必要ありません。
そのため、オンラインスキーマの更新を実行する前にそのため、オンラインスキーマの更新を実行する前に Debezium Db2 コネクターを停止しません。まコネクターを停止しません。ま
た、オンラインスキーマの更新手順は、オフラインスキーマの更新手順よりも簡単です。た、オンラインスキーマの更新手順は、オフラインスキーマの更新手順よりも簡単です。
    

     ただし、テーブルがキャプチャーモードの場合は、列名の変更後もただし、テーブルがキャプチャーモードの場合は、列名の変更後も Db2 レプリケーション機能は引レプリケーション機能は引
き続き古い列名を使用します。新しい列名は、き続き古い列名を使用します。新しい列名は、Debezium の変更イベントでは表示されません。変更イの変更イベントでは表示されません。変更イ
ベントにある新しい列名を確認するには、コネクターを再起動する必要があります。ベントにある新しい列名を確認するには、コネクターを再起動する必要があります。
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前提条件前提条件

       スキーマの更新が必要なキャプチャーモードのテーブルスキーマの更新が必要なキャプチャーモードのテーブル 1 つ以上。つ以上。
      

テーブルの最後に列を追加する場合の手順テーブルの最後に列を追加する場合の手順

1. 
       変更するスキーマのソーステーブルをロックします。変更するスキーマのソーステーブルをロックします。
      

2. 
       ASN レジスターテーブルで、ロックされたテーブルをレジスターテーブルで、ロックされたテーブルを INACTIVE としてマーク付けしまとしてマーク付けしま
す。す。
      

3. 
       ASN キャプチャーサービスを再初期化します。キャプチャーサービスを再初期化します。
      

4. 
       ソーステーブルのスキーマにすべての変更を適用します。ソーステーブルのスキーマにすべての変更を適用します。
      

5. 
       対応する変更データテーブルのスキーマにすべての変更を適用します。対応する変更データテーブルのスキーマにすべての変更を適用します。
      

6. 
       ASN レジスターテーブルで、ソーステーブルをレジスターテーブルで、ソーステーブルを ACTIVE としてマーク付けします。としてマーク付けします。
      

7. 
       ASN キャプチャーサービスを再初期化します。キャプチャーサービスを再初期化します。
      

8. 
       任意手順任意手順:コネクターを再起動して、変更イベントにある更新された列名を確認します。コネクターを再起動して、変更イベントにある更新された列名を確認します。
      

テーブルの中に列を追加する場合の手順テーブルの中に列を追加する場合の手順

1. 
       変更するソーステーブルをロックします。変更するソーステーブルをロックします。
      

2. 
       ASN レジスターテーブルで、ロックされたテーブルをレジスターテーブルで、ロックされたテーブルを INACTIVE としてマーク付けしまとしてマーク付けしま
す。す。
      

3. 
       ASN キャプチャーサービスを再初期化します。キャプチャーサービスを再初期化します。
      

4. 
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4. 
       変更するソーステーブルごとに以下を行います。変更するソーステーブルごとに以下を行います。
      

a. 
         ソーステーブルのデータをエクスポートします。ソーステーブルのデータをエクスポートします。
        

b. 
         ソーステーブルを切り捨てます。ソーステーブルを切り捨てます。
        

c. 
         ソーステーブルを変更して列を追加します。ソーステーブルを変更して列を追加します。
        

d. 
         エクスポートしたデータを変更したソーステーブルに読み込みます。エクスポートしたデータを変更したソーステーブルに読み込みます。
        

e. 
         ソーステーブルの対応する変更データテーブルのデータをエクスポートします。ソーステーブルの対応する変更データテーブルのデータをエクスポートします。
        

f. 
         変更データテーブルを切り捨てます。変更データテーブルを切り捨てます。
        

g. 
         変更データテーブルを変更して、列を追加します。変更データテーブルを変更して、列を追加します。
        

h. 
         エクスポートしたデータを変更した変更データテーブルに読み込みます。エクスポートしたデータを変更した変更データテーブルに読み込みます。
        

5. 
       ASN レジスターテーブルで、テーブルをレジスターテーブルで、テーブルを INACTIVE としてマーク付けします。これによとしてマーク付けします。これによ
り、古い変更データテーブルが非アクティブとしてマーク付けされるため、それらのテーブルり、古い変更データテーブルが非アクティブとしてマーク付けされるため、それらのテーブル
にあるデータは保持されますが、更新されなくなります。にあるデータは保持されますが、更新されなくなります。
      

6. 
       ASN キャプチャーサービスを再初期化します。キャプチャーサービスを再初期化します。
      

7. 
       任意手順任意手順:コネクターを再起動して、変更イベントにある更新された列名を確認します。コネクターを再起動して、変更イベントにある更新された列名を確認します。
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第第4章章 MONGODB のの DEBEZIUM コネクターコネクター

   Debezium のの MongoDB コネクターは、データベースおよびコレクションにおけるドキュメントの変コネクターは、データベースおよびコレクションにおけるドキュメントの変
更に対して、更に対して、MongoDB レプリカセットまたはレプリカセットまたは MongoDB シャードクラスターを追跡し、これらの変更シャードクラスターを追跡し、これらの変更
をを Kafka トピックのイベントとして記録します。コネクターは、シャードクラスターにおけるシャードトピックのイベントとして記録します。コネクターは、シャードクラスターにおけるシャード
の追加または削除、各レプリカセットのメンバーシップの変更、各レプリカセット内の選出、および通の追加または削除、各レプリカセットのメンバーシップの変更、各レプリカセット内の選出、および通
信問題の解決待ちを自動的に処理します。信問題の解決待ちを自動的に処理します。
  

   Debezium MongoDB コネクターを使用するための情報および手順は、以下のように構成されていまコネクターを使用するための情報および手順は、以下のように構成されていま
す。す。
  

     「「Debezium MongoDB コネクターの概要」コネクターの概要」
    

     「「Debezium MongoDB コネクターの仕組み」コネクターの仕組み」
    

     「「Debezium MongoDB コネクターのデータ変更イベントの説明」コネクターのデータ変更イベントの説明」
    

     「「Debezium コネクターと連携するコネクターと連携する MongoDB の設定」の設定」
    

     「「Debezium MongoDB コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
    

     「「Debezium MongoDB コネクターのパフォーマンスの監視」コネクターのパフォーマンスの監視」
    

     「「Debezium MongoDB コネクターによる障害および問題の処理方法」コネクターによる障害および問題の処理方法」
    

4.1. DEBEZIUM MONGODB コネクターの概要コネクターの概要

    MongoDB のレプリケーションメカニズムは冗長性と高可用性を提供し、実稼働環境におけるのレプリケーションメカニズムは冗長性と高可用性を提供し、実稼働環境における 
MongoDB の実行に推奨される方法です。の実行に推奨される方法です。MongoDB コネクターは、レプリカセットまたはシャードクコネクターは、レプリカセットまたはシャードク
ラスターの変更をキャプチャーします。ラスターの変更をキャプチャーします。
   

    MongoDB レプリカセットレプリカセット は、すべてが同じデータのコピーを持つサーバーのセットで構成され、は、すべてが同じデータのコピーを持つサーバーのセットで構成され、
レプリケーションによって、クライアントがレプリカセットのレプリケーションによって、クライアントがレプリカセットの プライマリープライマリー のドキュメントに追加しのドキュメントに追加し
たすべての変更が、たすべての変更が、セカンダリーセカンダリーと呼ばれる別のレプリカセットのサーバーに適用されるようにしまと呼ばれる別のレプリカセットのサーバーに適用されるようにしま
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す。す。MongoDB のレプリケーションでは、プライマリーがのレプリケーションでは、プライマリーが oplog (または操作ログまたは操作ログ) に変更を記録したに変更を記録した
後、各セカンダリーがプライマリーの後、各セカンダリーがプライマリーの oplog を読み取って、すべての操作を順番に独自のドキュメントを読み取って、すべての操作を順番に独自のドキュメント
に適用します。新規サーバーをレプリカセットに追加すると、そのサーバーは最初にプライマリーのすに適用します。新規サーバーをレプリカセットに追加すると、そのサーバーは最初にプライマリーのす
べてのデータベースおよびコレクションのべてのデータベースおよびコレクションの スナップショットスナップショット を実行し、次にプライマリーのを実行し、次にプライマリーの oplog をを
読み取り、スナップショットの開始後に加えられたすべての変更を適用します。この新しいサーバー読み取り、スナップショットの開始後に加えられたすべての変更を適用します。この新しいサーバー
は、プライマリーのは、プライマリーの oplog の最後に到達するとセカンダリーになり、クエリーを処理できます。の最後に到達するとセカンダリーになり、クエリーを処理できます。
   

    MongoDB コネクターはこのレプリケーションメカニズムを使用しますが、実際にはレプリカセットコネクターはこのレプリケーションメカニズムを使用しますが、実際にはレプリカセット
のメンバーにはなりません。ただし、のメンバーにはなりません。ただし、MongoDB のセカンダリーと同様に、コネクターはレプリカセッのセカンダリーと同様に、コネクターはレプリカセッ
トのプライマリーのトのプライマリーの oplog を常に読み取ります。また、コネクターが初めてレプリカセットを表示するを常に読み取ります。また、コネクターが初めてレプリカセットを表示する
とき、とき、oplog を確認して最後に記録されたトランザクションを取得した後、プライマリーのデータベーを確認して最後に記録されたトランザクションを取得した後、プライマリーのデータベー
スおよびコレクションのスナップショットを実行します。すべてのデータがコピーされると、コネクスおよびコレクションのスナップショットを実行します。すべてのデータがコピーされると、コネク
ターはターは oplog から読み取った位置から変更をストリーミングします。から読み取った位置から変更をストリーミングします。MongoDB oplog における操作はにおける操作は 
べき等べき等 であるため、操作の適用回数に関係なく、同じ最終状態になります。であるため、操作の適用回数に関係なく、同じ最終状態になります。
   

    MongoDB コネクターが変更を処理すると、イベントの発生元となるコネクターが変更を処理すると、イベントの発生元となる oplog の位置を定期的に記録の位置を定期的に記録
します。します。MongoDB コネクターが停止したときに、最後に処理したコネクターが停止したときに、最後に処理した oplog の位置を記録するため、再起の位置を記録するため、再起
動時にはその位置からストリーミングが開始されます。つまり、コネクターを停止、アップグレード、動時にはその位置からストリーミングが開始されます。つまり、コネクターを停止、アップグレード、
または維持でき、後で再起動できます。イベントを何も失うことなく、停止した場所を正確に特定しままたは維持でき、後で再起動できます。イベントを何も失うことなく、停止した場所を正確に特定しま
す。当然ながら、す。当然ながら、MongoDB のの oplogs は通常は最大サイズに制限されているため、コネクターを長時は通常は最大サイズに制限されているため、コネクターを長時
間停止しないようにしてください。長時間停止すると、間停止しないようにしてください。長時間停止すると、oplog の操作によってはコネクターによって読の操作によってはコネクターによって読
み取られる前にパージされる可能性があります。この場合、コネクターを再起動すると、不足しているみ取られる前にパージされる可能性があります。この場合、コネクターを再起動すると、不足している 
oplog 操作が検出され、スナップショットが実行されます。その後、変更のストリーミングが続行され操作が検出され、スナップショットが実行されます。その後、変更のストリーミングが続行され
ます。ます。
   

    MongoDB コネクターは、レプリカセットのメンバーシップとリーダーシップの変更、シャードクラコネクターは、レプリカセットのメンバーシップとリーダーシップの変更、シャードクラ
スター内でのシャードの追加と削除、および通信障害の原因となる可能性のあるネットワーク問題にもスター内でのシャードの追加と削除、および通信障害の原因となる可能性のあるネットワーク問題にも
非常に寛容です。コネクターは常にレプリカセットのプライマリーノードを使用して変更をストリーミ非常に寛容です。コネクターは常にレプリカセットのプライマリーノードを使用して変更をストリーミ
ングします。そのため、レプリカセットの選出が行われ、他のノードがプライマリーになると、コネクングします。そのため、レプリカセットの選出が行われ、他のノードがプライマリーになると、コネク
ターはすぐ変更のストリーミングを停止し、新しいプライマリーに接続し、新しいプライマリーを使用ターはすぐ変更のストリーミングを停止し、新しいプライマリーに接続し、新しいプライマリーを使用
して変更のストリーミングを開始します。同様に、コネクターがレプリカセットのプライマリーと通信して変更のストリーミングを開始します。同様に、コネクターがレプリカセットのプライマリーと通信
する際に問題が発生した場合は、再接続を試みする際に問題が発生した場合は、再接続を試み (ネットワークまたはレプリカセットを圧倒しないようネットワークまたはレプリカセットを圧倒しないよう
に指数バックオフを使用に指数バックオフを使用)、最後に停止した位置から変更のストリーミングを続行します。これによ、最後に停止した位置から変更のストリーミングを続行します。これによ
り、コネクターはレプリカセットメンバーシップの変更を動的に調整でき、通信の失敗を自動的に処理り、コネクターはレプリカセットメンバーシップの変更を動的に調整でき、通信の失敗を自動的に処理
できます。できます。
   

その他のリソースその他のリソース

      レプリケーションメカニズムレプリケーションメカニズム
     

      レプリカセットレプリカセット
     

      レプリカセットの選出レプリカセットの選出
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      シャードクラスターシャードクラスター
     

      シャードの追加シャードの追加
     

      シャードの削除シャードの削除
     

4.2. DEBEZIUM MONGODB コネクターの仕組みコネクターの仕組み

    コネクターがサポートするコネクターがサポートする MongoDB トポロジーの概要は、アプリケーションを計画するときに役トポロジーの概要は、アプリケーションを計画するときに役
立ちます。立ちます。
   

    MongoDB コネクターが設定およびデプロイされると、シードアドレスのコネクターが設定およびデプロイされると、シードアドレスの MongoDB サーバーに接サーバーに接
続して起動し、利用可能な各レプリカセットの詳細を判断します。各レプリカセットには独立した独自続して起動し、利用可能な各レプリカセットの詳細を判断します。各レプリカセットには独立した独自
のの oplog があるため、コネクターはレプリカセットごとに個別のタスクの使用を試みます。コネクターがあるため、コネクターはレプリカセットごとに個別のタスクの使用を試みます。コネクター
は、使用するタスクの最大数を制限でき、十分なタスクが利用できない場合は、コネクターは各タスクは、使用するタスクの最大数を制限でき、十分なタスクが利用できない場合は、コネクターは各タスク
に複数のレプリカセットを割り当てます。ただし、タスクはレプリカセットごとに個別のスレッドを使に複数のレプリカセットを割り当てます。ただし、タスクはレプリカセットごとに個別のスレッドを使
用します。用します。
   

注記注記

     シャードクラスターに対してコネクターを実行する場合は、レプリカセットの数よりシャードクラスターに対してコネクターを実行する場合は、レプリカセットの数より
も大きいも大きい tasks.max の値を使用します。これにより、コネクターはレプリカセットごとの値を使用します。これにより、コネクターはレプリカセットごと
にに 1 つのタスクを作成でき、つのタスクを作成でき、Kafka Connect が利用可能なワーカープロセス全体でタスが利用可能なワーカープロセス全体でタス
クを調整、配布、および管理できるようにします。クを調整、配布、および管理できるようにします。
    

    Debezium MongoDB コネクターの動作に関する詳細は、以下のトピックを参照してください。コネクターの動作に関する詳細は、以下のトピックを参照してください。
   

      「「Debezium コネクターでサポートされるコネクターでサポートされる MongoDB トポロジー」トポロジー」
     

      「「Debezium MongoDB コネクターがレプリカセットおよびシャードクラスターに論理名をコネクターがレプリカセットおよびシャードクラスターに論理名を
使用する方法」使用する方法」
     

      「「Debezium MongoDB コネクターのスナップショット実行方法」コネクターのスナップショット実行方法」
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      「「Debezium MongoDB コネクターが変更イベントレコードをストリーミングする方法」コネクターが変更イベントレコードをストリーミングする方法」
     

      「「Debezium MongoDB 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルトトピックのデフォルト
名」名」
     

      「イベントキーが「イベントキーが Debezium MongoDB コネクターのトピックパーティショニングを制御コネクターのトピックパーティショニングを制御
する方法」する方法」
     

      「トランザクション境界を表す「トランザクション境界を表す Debezium MongoDB コネクターによって生成されたイベコネクターによって生成されたイベ
ント」ント」
     

4.2.1. Debezium コネクターでサポートされるコネクターでサポートされる MongoDB トポロジートポロジー

     MongoDB コネクターは以下のコネクターは以下の MongoDB トポロジーをサポートします。トポロジーをサポートします。
    

MongoDB レプリカセットレプリカセット

        Debezium MongoDB コネクターは単一のコネクターは単一の MongoDB レプリカセットレプリカセット から変更をキャプチャーから変更をキャプチャー
できます。実稼働のレプリカセットには、少なくともできます。実稼働のレプリカセットには、少なくとも 3 つのメンバーつのメンバー が必要です。が必要です。
       

        レプリカセットでレプリカセットで MongoDB コネクターを使用するには、コネクターのコネクターを使用するには、コネクターの mongodb.hosts プロプロ
パティーを使用して、パティーを使用して、1 つ以上のレプリカセットつ以上のレプリカセット サーバーのアドレスをシードサーバーのアドレスをシード アドレスとして提供アドレスとして提供
します。コネクターはこれらのシードを使用してレプリカセットに接続した後、レプリカセットかします。コネクターはこれらのシードを使用してレプリカセットに接続した後、レプリカセットか
らメンバーの完全セットを取得し、どのメンバーがプライマリーであるかを認識します。コネクらメンバーの完全セットを取得し、どのメンバーがプライマリーであるかを認識します。コネク
ターは、プライマリーに接続するタスクを開始し、プライマリーのターは、プライマリーに接続するタスクを開始し、プライマリーの oplog から変更をキャプチャーから変更をキャプチャー
します。レプリカセットが新しいプライマリーを選出すると、タスクは自動的に新しいプライマします。レプリカセットが新しいプライマリーを選出すると、タスクは自動的に新しいプライマ
リーに切り替えます。リーに切り替えます。
       

注記注記
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注記注記

         MongoDB がプロキシーと面する場合がプロキシーと面する場合 (Docker on OS X やや Windows などのよなどのよ
うにうに)、クライアントがレプリカセットに接続し、メンバーを検出すると、、クライアントがレプリカセットに接続し、メンバーを検出すると、MongoDB 
クライアントはプロキシーを有効なメンバーから除外し、プロキシーを経由せずに直クライアントはプロキシーを有効なメンバーから除外し、プロキシーを経由せずに直
接メンバーに接続しようとし、失敗します。接メンバーに接続しようとし、失敗します。
        

         このような場合、コネクターのオプションのこのような場合、コネクターのオプションの 
mongodb.members.auto.discover 設定プロパティーを設定プロパティーを false に設定し、コネクターに設定し、コネクター
に対してメンバーシップの検出を指示し、代わりに最初のシードアドレス（に対してメンバーシップの検出を指示し、代わりに最初のシードアドレス（ 
mongodb.hosts プロパティーで指定）をプライマリーノードとして使用するよう指プロパティーで指定）をプライマリーノードとして使用するよう指
示します。これは機能する可能性がありますが、選出が行われるときに問題が発生し示します。これは機能する可能性がありますが、選出が行われるときに問題が発生し
ます。ます。
        

MongoDB のシャードクラスターのシャードクラスター

        MongoDB のシャードクラスターのシャードクラスター は以下で構成されます。は以下で構成されます。
       

          レプリカセットとしてデプロイされるレプリカセットとしてデプロイされる 1 つ以上のつ以上のシャードシャード。。
         

          クラスターのクラスターの設定サーバー設定サーバーとして動作する個別のレプリカセット。として動作する個別のレプリカセット。
         

          クライアントが接続し、要求を適切なシャードにルーティングするクライアントが接続し、要求を適切なシャードにルーティングする 1 つ以上のつ以上の ルールー
ターター （（ mongosとも呼ばれます）。とも呼ばれます）。
         

          シャードクラスターでシャードクラスターで MongoDB コネクターを使用するには、コネクターをコネクターを使用するには、コネクターを設定サー設定サー
バーバーレプリカセットのホストアドレスで設定します。コネクターがこのレプリカセットに接レプリカセットのホストアドレスで設定します。コネクターがこのレプリカセットに接
続すると、シャードクラスターの設定サーバーとして動作していることを検出し、クラス続すると、シャードクラスターの設定サーバーとして動作していることを検出し、クラス
ターでシャードとして使用される各レプリカセットに関する情報を検出した後、各レプリカターでシャードとして使用される各レプリカセットに関する情報を検出した後、各レプリカ
セットから変更をキャプチャーするために別のタスクを起動します。新しいシャードがクラセットから変更をキャプチャーするために別のタスクを起動します。新しいシャードがクラ
スターに追加される場合または既存のシャードが削除される場合、コネクターはそのタスクスターに追加される場合または既存のシャードが削除される場合、コネクターはそのタスク
を自動的に調整します。を自動的に調整します。
         

MongoDB スタンドアロンサーバースタンドアロンサーバー

        スタンドアロンサーバーにはスタンドアロンサーバーには oplog がないため、がないため、MongoDB コネクターはスタンドアロンコネクターはスタンドアロン 
MongoDB サーバーの変更を監視できません。スタンドアロンサーバーがサーバーの変更を監視できません。スタンドアロンサーバーが 1 つのメンバーを持つレつのメンバーを持つレ
プリカセットに変換されると、コネクターが動作します。プリカセットに変換されると、コネクターが動作します。
       

注記注記
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注記注記

      MongoDB は、実稼働でのスタンドアロンサーバーの実行を推奨しません。詳細は、実稼働でのスタンドアロンサーバーの実行を推奨しません。詳細
は、は、MongoDB のドキュメントのドキュメント を参照してください。を参照してください。
     

4.2.2. Debezium MongoDB コネクターがレプリカセットおよびシャードクラスターに論理名を使用すコネクターがレプリカセットおよびシャードクラスターに論理名を使用す

る方法る方法

     コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー mongodb.name は、は、MongoDB レプリカセットまたはシャードクラレプリカセットまたはシャードクラ
スタースター の論理名の論理名 として機能します。コネクターは、論理名をさまざまな方法で使用します。すべてトとして機能します。コネクターは、論理名をさまざまな方法で使用します。すべてト
ピック名のプレフィックとして使用したり、各レプリカセットのピック名のプレフィックとして使用したり、各レプリカセットの oplog の位置を記録するときに一意のの位置を記録するときに一意の
識別子として使用したりします。識別子として使用したりします。
    

     一意の論理名を各一意の論理名を各 MongoDB コネクターに割り当てます。この名前は、ソースコネクターに割り当てます。この名前は、ソース MongoDB システムシステム
について意味的に記述する必要があります。アルファベットまたはアンダースコアで始まる論理名を割について意味的に記述する必要があります。アルファベットまたはアンダースコアで始まる論理名を割
り当て、英数字またはアンダースコアのみを含めることが推奨されます。り当て、英数字またはアンダースコアのみを含めることが推奨されます。
    

4.2.3. Debezium MongoDB コネクターのスナップショット実行方法コネクターのスナップショット実行方法

     タスクがレプリカセットを使用して起動すると、コネクターの論理名とレプリカセット名を使用しタスクがレプリカセットを使用して起動すると、コネクターの論理名とレプリカセット名を使用し
て、コネクターが変更の読み取りを停止した位置を示すて、コネクターが変更の読み取りを停止した位置を示す オフセットオフセット を検出します。オフセットが検出を検出します。オフセットが検出
され、され、oplog に存在する場合、タスクは記録されたオフセットの位置から即座にに存在する場合、タスクは記録されたオフセットの位置から即座に 変更のストリーミング変更のストリーミング 
を続行します。を続行します。
    

     ただし、オフセットが見つからない場合や、ただし、オフセットが見つからない場合や、oplog にその位置が含まれなくなった場合、タスクはにその位置が含まれなくなった場合、タスクは 
スナップショットスナップショット を実行してレプリカセットの内容の現在の状態を取得する必要があります。このプロを実行してレプリカセットの内容の現在の状態を取得する必要があります。このプロ
セスは、セスは、oplog の現在の位置を記録して開始され、オフセットの現在の位置を記録して開始され、オフセット (スナップショットが開始されたことをスナップショットが開始されたことを
示すフラグとともに示すフラグとともに) として記録します。その後、タスクは各コレクションをコピーし、できるだけ多として記録します。その後、タスクは各コレクションをコピーし、できるだけ多
くのスレッドを生成し（くのスレッドを生成し（ snapshot.max.threads 設定プロパティーの値まで）、この作業を並行して実設定プロパティーの値まで）、この作業を並行して実
行します。コネクターは、確認した各ドキュメントの個別の行します。コネクターは、確認した各ドキュメントの個別の 読み取りイベント読み取りイベント を記録します。読み取を記録します。読み取
りイベントにはオブジェクトの識別子、オブジェクトの完全な状態、およびオブジェクトが見つかったりイベントにはオブジェクトの識別子、オブジェクトの完全な状態、およびオブジェクトが見つかった 
MongoDB レプリカセットのレプリカセットの ソースソース 情報が含まれます。ソース情報には、スナップショット中にイベ情報が含まれます。ソース情報には、スナップショット中にイベ
ントが生成されたことを示すフラグも含まれます。ントが生成されたことを示すフラグも含まれます。
    

     このスナップショットは、コネクターのフィルターと一致するすべてのコレクションがコピーされこのスナップショットは、コネクターのフィルターと一致するすべてのコレクションがコピーされ
るまで継続されます。タスクのスナップショットが完了する前にコネクターが停止した場合は、コネクるまで継続されます。タスクのスナップショットが完了する前にコネクターが停止した場合は、コネク
ターを再起動すると、再びスナップショットを開始します。ターを再起動すると、再びスナップショットを開始します。
    

注記注記
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注記注記

      コネクターがレプリカセットのスナップショットを実行している間は、タスクの再割コネクターがレプリカセットのスナップショットを実行している間は、タスクの再割
り当てと再設定をしないようにします。コネクターはスナップショットの進捗とともにり当てと再設定をしないようにします。コネクターはスナップショットの進捗とともに
メッセージをログに記録します。最大限の制御を行う場合は、各コネクターに対してメッセージをログに記録します。最大限の制御を行う場合は、各コネクターに対して 
Kafka Connect の個別のクラスターを実行します。の個別のクラスターを実行します。
     

4.2.4. Debezium MongoDB コネクターが変更イベントレコードをストリーミングする方法コネクターが変更イベントレコードをストリーミングする方法

     レプリカセットのコネクタータスクがオフセットを記録した後、オフセットを使用して変更のストレプリカセットのコネクタータスクがオフセットを記録した後、オフセットを使用して変更のスト
リーミングを開始するリーミングを開始する oplog の位置を判断します。その後、タスクはレプリカセットのプライマリーの位置を判断します。その後、タスクはレプリカセットのプライマリー
ノードに接続し、その位置から変更のストリーミングを開始します。すべての作成、挿入、および削除ノードに接続し、その位置から変更のストリーミングを開始します。すべての作成、挿入、および削除
操作を処理して操作を処理して Debezium のの 変更イベント変更イベント に変換します。各変更イベントには操作が検出されたに変換します。各変更イベントには操作が検出された 
oplog の位置が含まれ、コネクターはこれを最新のオフセットとして定期的に記録します。オフセットの位置が含まれ、コネクターはこれを最新のオフセットとして定期的に記録します。オフセット
が記録される間隔は、が記録される間隔は、Kafka Connect ワーカー設定プロパティーであるワーカー設定プロパティーである offset.flush.interval.ms にに
よって制御されます。よって制御されます。
    

     コネクターが正常に停止されると、処理された最後のオフセットが記録され、再起動時にコネクコネクターが正常に停止されると、処理された最後のオフセットが記録され、再起動時にコネク
ターは停止した場所から続行されます。しかし、コネクターのタスクが予期せず終了した場合、最後にターは停止した場所から続行されます。しかし、コネクターのタスクが予期せず終了した場合、最後に
オフセットが記録された後、最後のオフセットが記録される前に、タスクによってイベントが処理およオフセットが記録された後、最後のオフセットが記録される前に、タスクによってイベントが処理およ
び生成されることがあります。再起動時に、コネクターは最後にび生成されることがあります。再起動時に、コネクターは最後に 記録された記録された オフセットから開始し、オフセットから開始し、
クラッシュの前に生成された同じイベントを生成する可能性があります。クラッシュの前に生成された同じイベントを生成する可能性があります。
    

注記注記

      通常、通常、Kafka コンシューマーはすべてのメッセージをコンシューマーはすべてのメッセージを 1 度だけ度だけ 読み取ります。ただ読み取ります。ただ
し、エラーが発生した場合は、し、エラーが発生した場合は、Kafka はコンシューマーがはコンシューマーが 最低でも最低でも 1 回回 すべてのメッすべてのメッ
セージを確認することのみを保証します。したがって、コンシューマーが複数回メッセージを確認することのみを保証します。したがって、コンシューマーが複数回メッ
セージを確認することを想定する必要があります。セージを確認することを想定する必要があります。
     

     前述のように、コネクタータスクは常にレプリカセットのプライマリーノードを使用して前述のように、コネクタータスクは常にレプリカセットのプライマリーノードを使用して oplog かか
らの変更をストリーミングし、コネクターが可能な限り最新の操作を確認できるようにし、代わりにセらの変更をストリーミングし、コネクターが可能な限り最新の操作を確認できるようにし、代わりにセ
カンダリーが使用された場合よりも短いレイテンシーで変更をキャプチャーできるようにします。レプカンダリーが使用された場合よりも短いレイテンシーで変更をキャプチャーできるようにします。レプ
リカセットが新しいプライマリーを選出すると、コネクターは即座に変更のストリーミングを停止し、リカセットが新しいプライマリーを選出すると、コネクターは即座に変更のストリーミングを停止し、
新しいプライマリーに接続して、同じ場所にある新しいプライマリーノードから変更のストリーミング新しいプライマリーに接続して、同じ場所にある新しいプライマリーノードから変更のストリーミング
を開始します。同様に、コネクターとレプリカセットメンバーとの通信で問題が発生した場合は、レプを開始します。同様に、コネクターとレプリカセットメンバーとの通信で問題が発生した場合は、レプ
リカセットが過剰にならないように指数バックオフを使用して再接続を試みます。接続の確立後、停止リカセットが過剰にならないように指数バックオフを使用して再接続を試みます。接続の確立後、停止
した場所から変更のストリーミングを続行します。これにより、コネクターはレプリカセットメンバーした場所から変更のストリーミングを続行します。これにより、コネクターはレプリカセットメンバー
シップの変更を動的に調整でき、通信障害を自動的に処理できます。シップの変更を動的に調整でき、通信障害を自動的に処理できます。
    

     要約すると、要約すると、MongoDB コネクターはほとんどの状況で実行を継続します。通信の問題により、問コネクターはほとんどの状況で実行を継続します。通信の問題により、問
題が解決されるまでコネクターが待機する可能性があります。題が解決されるまでコネクターが待機する可能性があります。
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4.2.5. Debezium MongoDB 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名トピックのデフォルト名

     MongoDB コネクターは、各コレクションのドキュメントに対するすべての挿入、更新、および削コネクターは、各コレクションのドキュメントに対するすべての挿入、更新、および削
除操作のイベントを除操作のイベントを 1 つのつの Kafka トピックに書き込みます。トピックに書き込みます。Kafka トピックの名前は常にトピックの名前は常に 
logicalName.databaseName.collectionName の形式を取ります。の形式を取ります。logicalName は、は、mongodb.name 
設定プロパティーで指定されるコネクターの設定プロパティーで指定されるコネクターの 論理名論理名、、databaseName は操作が発生したデータベースは操作が発生したデータベース
の名前、の名前、collectionName は影響を受けるドキュメントが存在するは影響を受けるドキュメントが存在する MongoDB コレクションの名前でコレクションの名前で
す。す。
    

     たとえば、たとえば、product、、product_on_hand、、お客様お客様 、、 およびおよび オーダーオーダー のの 4 つのコレクションが含まつのコレクションが含ま
れるれる インベントリーインベントリー データベースを含むデータベースを含む MongoDB レプリカセットについて考えてみましょう。コネレプリカセットについて考えてみましょう。コネ
クターが監視このデータベースを監視する場合、クターが監視このデータベースを監視する場合、コネクターはコネクターは 以下の以下の 4 つのつの Kafka トピックでイベントピックでイベン
トを生成します。トを生成します。
    

       fulfillment.inventory.products
      

       fulfillment.inventory.products_on_hand
      

       fulfillment.inventory.customers
      

       fulfillment.inventory.orders
      

     トピック名には、レプリカセット名やシャード名が含まれないことに注意してください。その結トピック名には、レプリカセット名やシャード名が含まれないことに注意してください。その結
果、シャード化コレクションへの変更果、シャード化コレクションへの変更 (各シャードにコレクションのドキュメントのサブセットが含ま各シャードにコレクションのドキュメントのサブセットが含ま
れるれる) はすべて同じはすべて同じ Kafka トピックに移動します。トピックに移動します。
    

     Kafka を設定して、必要に応じてトピックをを設定して、必要に応じてトピックを自動作成自動作成 できます。そうでない場合は、できます。そうでない場合は、Kafka 管理管理
ツールを使用してコネクターを起動する前にトピックを作成する必要があります。ツールを使用してコネクターを起動する前にトピックを作成する必要があります。
    

4.2.6. イベントキーがイベントキーが Debezium MongoDB コネクターのトピックパーティショニングを制御する方法コネクターのトピックパーティショニングを制御する方法

     MongoDB コネクターは、イベントのトピックをどのようにパーティション化するかを明確に決定コネクターは、イベントのトピックをどのようにパーティション化するかを明確に決定
しません。代わりに、しません。代わりに、Kafka がイベントキーに基づいてトピックを分割する方法を判断できるようにしがイベントキーに基づいてトピックを分割する方法を判断できるようにし
ます。ます。Kafka Connect ワーカー設定でワーカー設定で Partitioner 実装の名前を定義することで、実装の名前を定義することで、Kafka のパーティのパーティ
ショニングロジックを変更できます。ショニングロジックを変更できます。
    

     Kafka は、は、1 つのトピックパーティションに書き込まれたイベントのみ、合計順序を維持します。つのトピックパーティションに書き込まれたイベントのみ、合計順序を維持します。
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キーでイベントのパーティションを行うと、同じキーを持つすべてのイベントは常に同じパーティショキーでイベントのパーティションを行うと、同じキーを持つすべてのイベントは常に同じパーティショ
ンに移動します。これにより、特定のドキュメントのすべてのイベントが常に完全に順序付けされまンに移動します。これにより、特定のドキュメントのすべてのイベントが常に完全に順序付けされま
す。す。
    

4.2.7. トランザクション境界を表すトランザクション境界を表す Debezium MongoDB コネクターによって生成されたイベントコネクターによって生成されたイベント

     Debezium は、トランザクションメタデータ境界を表すイベントを生成でき、変更データイベントは、トランザクションメタデータ境界を表すイベントを生成でき、変更データイベント
メッセージをエンリッチできます。トランザクションメッセージをエンリッチできます。トランザクション BEGIN およびおよび END ごとに、ごとに、Debezium は以下は以下
のフィールドが含まれるイベントを生成します。のフィールドが含まれるイベントを生成します。
    

status

        BEGIN またはまたは END
       

id

        一意のトランザクション識別子の文字列表現。一意のトランザクション識別子の文字列表現。
       

event_count （（ END イベント用）イベント用）

        トランザクションによって出力されるイベントの合計数。トランザクションによって出力されるイベントの合計数。
       

data_collections （（ END イベント用）イベント用）

        指定のデータコレクションからの変更によって出力されたイベントの数を提供する指定のデータコレクションからの変更によって出力されたイベントの数を提供する data 
_collection とと event_count のペアの配列。のペアの配列。
       

     以下の例は、典型的なメッセージを示しています。以下の例は、典型的なメッセージを示しています。
    

{
  "status": "BEGIN",
  "id": "1462833718356672513",
  "event_count": null,
  "data_collections": null
}

{
  "status": "END",
  "id": "1462833718356672513",
  "event_count": 2,
  "data_collections": [
    {
      "data_collection": "rs0.testDB.collectiona",
      "event_count": 1
    },
    {
      "data_collection": "rs0.testDB.collectionb",
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     トランザクションイベントは、トランザクションイベントは、<database.server.name>.transaction という名前のトピックに書きという名前のトピックに書き
込まれます。込まれます。
    

変更データイベントのエンリッチメント変更データイベントのエンリッチメント

      トランザクションメタデータを有効にすると、データトランザクションメタデータを有効にすると、データ message Envelope は新しいは新しい トランザクトランザク
ションション フィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベンフィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベン
トに関する情報を提供します。トに関する情報を提供します。
     

id

        一意のトランザクション識別子の文字列表現。一意のトランザクション識別子の文字列表現。
       

total_order

        トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶対位置。トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶対位置。
       

data_collection_order

        トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とするイベントのデータコレクトランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とするイベントのデータコレク
ションごとの位置。ションごとの位置。
       

     以下は、メッセージの内容の例です。以下は、メッセージの内容の例です。
    

      "event_count": 1
    }
  ]
}

{
  "before": null,
  "after": {
    "pk": "2",
    "aa": "1"
  },
  "source": {
...
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": "1580390884335",
  "transaction": {
    "id": "1462833718356672513",
    "total_order": "1",
    "data_collection_order": "1"
  }
}
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4.3. DEBEZIUM MONGODB コネクターのデータ変更イベントの説明コネクターのデータ変更イベントの説明

    Debezium MongoDB コネクターは、データを挿入、更新、または削除する各ドキュメントレベルのコネクターは、データを挿入、更新、または削除する各ドキュメントレベルの
操作に対してデータ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構操作に対してデータ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構
造は、変更されたコレクションによって異なります。造は、変更されたコレクションによって異なります。
   

    Debezium およびおよび Kafka Connect は、は、イベントメッセージの継続的なストリームイベントメッセージの継続的なストリーム を中心として設計を中心として設計
されています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コンされています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コン
シューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテンシューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテン
ツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジストツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジスト
リーからスキーマを取得するために使用できるスキーマリーからスキーマを取得するために使用できるスキーマ ID が含まれます。これにより、各イベントがが含まれます。これにより、各イベントが
自己完結型になります。自己完結型になります。
   

    以下のスケルトン以下のスケルトン JSON は、変更イベントの基本となるは、変更イベントの基本となる 4 つの部分を示しています。ただし、アプつの部分を示しています。ただし、アプ
リケーションで使用するために選択したリケーションで使用するために選択した Kafka Connect コンバーターの設定方法によって、変更イベコンバーターの設定方法によって、変更イベ
ントのこれらントのこれら 4 部分の表現が決定されます。部分の表現が決定されます。schema フィールドは、変更イベントが生成されるようにフィールドは、変更イベントが生成されるように
コンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペ
イロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれイロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれ
ます。ます。JSON コンバーターを使用し、変更イベントの基本となるコンバーターを使用し、変更イベントの基本となる 4 つの部分すべてを生成するように設つの部分すべてを生成するように設
定すると、変更イベントの構造は次のようになります。定すると、変更イベントの構造は次のようになります。
   

表表4.1 変更イベントの基本内容の概要変更イベントの基本内容の概要

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 最初の スキーマスキーマ フィールドはイベントキーの一部です。イベントキーの 
ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。
つまり、最初の schema フィールドは変更されたドキュメントのキーの構
造を記述します。

{
 "schema": { 1
   ...
  },
 "payload": { 2
   ...
 },
 "schema": { 3
   ...
 },
 "payload": { 4
   ...
 },
}
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2 payload 最初の payload フィールドはイベントキーの一部になります。前述の 
schema フィールドによって記述された構造を持ち、変更されたドキュメ
ントのキーが含まれます。

3 schema 2 つ目の スキーマスキーマ フィールドはイベント値の一部です。イベント値 のペのペ
イロードイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。つ
まり、2 つ目の スキーマはスキーマは 変更されたドキュメントの構造を記述します。
通常、このスキーマには入れ子になったスキーマが含まれます。

4 payload 2 つ目の payload フィールドはイベント値の一部です。前述の schema
フィールドによって記述された構造を持ち、変更されたドキュメントの実
際のデータが含まれます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

    デフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のコレクションと同じデフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のコレクションと同じ
名前を持つトピックにストリーミングされます。名前を持つトピックにストリーミングされます。トピック名トピック名 を参照してください。を参照してください。
   

警告警告

     MongoDB コネクターは、すべてのコネクターは、すべての Kafka Connect スキーマ名がスキーマ名が Avro スキースキー
マ名の形式マ名の形式 に準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベットまに準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベットま
たはアンダースコアたはアンダースコア (a-z、、A-Z、または、または _) で始まる必要があります。論理サーバーで始まる必要があります。論理サーバー
名の残りの各文字と、データベース名とコレクション名の各文字は、アルファベッ名の残りの各文字と、データベース名とコレクション名の各文字は、アルファベッ
ト、数字、またはアンダースコアト、数字、またはアンダースコア ( a-z、、A-Z、、0-9、または、または _) でなければなりませでなければなりませ
ん。無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。ん。無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。
    

     論理サーバー名、データベース名、またはコレクション名に無効な文字が含ま論理サーバー名、データベース名、またはコレクション名に無効な文字が含ま
れ、名前を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコれ、名前を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコ
アに置き換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。アに置き換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。
    

    詳細は、以下のトピックを参照してください。詳細は、以下のトピックを参照してください。
   

      「「Debezium MongoDB 変更イベントのキー」変更イベントのキー」
     

      「「Debezium MongoDB 変更イベントの値」変更イベントの値」
     



第第4章章 MONGODB のの DEBEZIUM コネクターコネクター

83

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mongodb-topic-names
http://avro.apache.org/docs/current/spec.html#names


4.3.1. Debezium MongoDB 変更イベントのキー変更イベントのキー

     変更イベントのキーには、変更されたドキュメントのキーのスキーマと、変更されたドキュメント変更イベントのキーには、変更されたドキュメントのキーのスキーマと、変更されたドキュメント
の実際のキーのスキーマが含まれます。特定のコレクションでは、スキーマとそれに対応するペイローの実際のキーのスキーマが含まれます。特定のコレクションでは、スキーマとそれに対応するペイロー
ドの両方に単一のドの両方に単一の id フィールドが含まれます。このフィールドの値は、フィールドが含まれます。このフィールドの値は、MongoDB Extended JSON のの
シリアライゼーションの厳格モードシリアライゼーションの厳格モード から派生する文字列として表されるドキュメントの識別子です。から派生する文字列として表されるドキュメントの識別子です。
    

     論理名が論理名が meet ment のコネクター、のコネクター、インベントリーインベントリー データベースが含まれるレプリカセット、およデータベースが含まれるレプリカセット、およ
び以下のようなドキュメントが含まれるび以下のようなドキュメントが含まれる お客様お客様 コレクションについて考えてみましょう。コレクションについて考えてみましょう。
    

ドキュメントの例ドキュメントの例

      

     

変更イベントキーの例変更イベントキーの例

      顧客顧客 コレクションへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキースコレクションへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキース
キーマがあります。キーマがあります。顧客顧客 コレクションに前述の定義がある限り、コレクションに前述の定義がある限り、顧客顧客 コレクションへの変更をキャプコレクションへの変更をキャプ
チャーする変更イベントのキー構造はすべて以下のようになります。チャーする変更イベントのキー構造はすべて以下のようになります。JSON では、以下のようになりまでは、以下のようになりま
す。す。
     

{
  "_id": 1004,
  "first_name": "Anne",
  "last_name": "Kretchmar",
  "email": "annek@noanswer.org"
}

{
  "schema": { 1
    "type": "struct",
    "name": "fulfillment.inventory.customers.Key", 2
    "optional": false, 3
    "fields": [ 4
      {
        "field": "id",
        "type": "string",
        "optional": false
      }
    ]
  },
  "payload": { 5
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表表4.2 変更イベントキーの説明変更イベントキーの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema キーのスキーマ部分は、キーの ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka
Connect スキーマを指定します。

2 fulfillment.inven
tory.customers.
Key

キーのペイロードの構造を定義するスキーマの名前。このスキーマは、変
更したドキュメントのキーの構造を説明します。キースキーマ名の形式は
connector-name.database- name.collection-name.Key です。この例で
は、以下のようになります。

Mee tment は、このイベントを生成したコネクターの名前です。

inventory は変更されたコレクションが含まれるデータベースで
す。

お客様がお客様が 更新されたドキュメントが含まれるコレクションです。

3 任意任意 イベントキーの payload フィールドに値が含まれる必要があるかどうかを
示します。この例では、キーのペイロードに値が必要です。ドキュメント
にキーがない場合、キーの payload フィールドの値は任意です。

4 fields 各フィールドの名前、タイプ、および必要かどうかなど、ペイロードペイロード で想
定される各フィールドを指定します。

5 payload この変更イベントが生成されたドキュメントのキーが含まれます。この例
では、キーにはタイプ string の id フィールドが含まれ、その値は 1004 で
す。

     この例では、整数の識別子を持つドキュメントを使用しますが、有効なこの例では、整数の識別子を持つドキュメントを使用しますが、有効な MongoDB ドキュメント識ドキュメント識
別子は、ドキュメント識別子を含め、同じように動作します。ドキュメント識別子の場合、イベント別子は、ドキュメント識別子を含め、同じように動作します。ドキュメント識別子の場合、イベント
キーのキーの payload.id 値は、厳密なモードを使用する値は、厳密なモードを使用する MongoDB 拡張拡張 JSON シリアライゼーションとしてシリアライゼーションとして
更新されたドキュメントの更新されたドキュメントの original _id フィールドを表す文字列です。以下の表は、異なるタイプのフィールドを表す文字列です。以下の表は、異なるタイプの of 
_id フィールドを表す例を示しています。フィールドを表す例を示しています。
    

表表4.3 イベントキーペイロードのイベントキーペイロードの document _id フィールドを表す例フィールドを表す例

タイプタイプ mongodb _id 値値 キーのペイロードキーのペイロード

Integer 1234 { "id" : "1234" }

浮動小数点 (Float) 12.34 { "id" : "12.34" }

文字列 "1234" { "id" : "\"1234\"" }

    "id": "1004"
  }
}
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Document { "hi" : "kafka", "nums" : 
[10.0, 100.0, 1000.0] }

{ "id" : "{\"hi\" : \"kafka\", 
\"nums\" : [10.0, 100.0, 
1000.0]}" }

ObjectId ObjectId("596e275826f08b27
30779e1f")

{ "id" : "{\"$oid\" : 
\"596e275826f08b2730779e1f\
"}" }

バイナリー BinData("a2Fma2E=",0) { "id" : "{\"$binary\" : 
\"a2Fma2E=\", \"$type\" : 
\"00\"}" }

タイプタイプ mongodb _id 値値 キーのペイロードキーのペイロード

4.3.2. Debezium MongoDB 変更イベントの値変更イベントの値

     変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には schema セクションとセクションと 
payload セクションがあります。セクションがあります。schema セクションには、ネストされたフィールドを含む、セクションには、ネストされたフィールドを含む、payload 
セクションのセクションの Envelope 構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する
操作のすべての変更イベントには、操作のすべての変更イベントには、Envelope 構造を持つ値構造を持つ値 payload があります。があります。
    

     変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルドキュメントについて考えてみま変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルドキュメントについて考えてみま
しょう。しょう。
    

ドキュメントの例ドキュメントの例

      

     

     このドキュメントへの変更に対する変更イベントの値部分には、以下の各イベントタイプについてこのドキュメントへの変更に対する変更イベントの値部分には、以下の各イベントタイプについて
記述されています。記述されています。
    

       作成作成イベントイベント
      

{
  "_id": 1004,
  "first_name": "Anne",
  "last_name": "Kretchmar",
  "email": "annek@noanswer.org"
}
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       更新更新イベントイベント
      

       削除削除イベントイベント
      

作成作成イベントイベント

      以下の例は、以下の例は、お客様がお客様が コレクションにデータを作成する操作に対してコネクターによって生成されコレクションにデータを作成する操作に対してコネクターによって生成され
る変更イベントの値の部分を示しています。る変更イベントの値の部分を示しています。
     

{
    "schema": { 1
      "type": "struct",
      "fields": [
        {
          "type": "string",
          "optional": true,
          "name": "io.debezium.data.Json", 2
          "version": 1,
          "field": "after"
        },
        {
          "type": "string",
          "optional": true,
          "name": "io.debezium.data.Json",
          "version": 1,
          "field": "patch"
        },
        {
          "type": "string",
          "optional": true,
          "name": "io.debezium.data.Json",
          "version": 1,
          "field": "filter"
        },
        {
          "type": "struct",
          "fields": [
            {
              "type": "string",
              "optional": false,
              "field": "version"
            },
            {
              "type": "string",
              "optional": false,
              "field": "connector"
            },
            {
              "type": "string",
              "optional": false,

第第4章章 MONGODB のの DEBEZIUM コネクターコネクター

87



              "field": "name"
            },
            {
              "type": "int64",
              "optional": false,
              "field": "ts_ms"
            },
            {
              "type": "boolean",
              "optional": true,
              "default": false,
              "field": "snapshot"
            },
            {
              "type": "string",
              "optional": false,
              "field": "db"
            },
            {
              "type": "string",
              "optional": false,
              "field": "rs"
            },
            {
              "type": "string",
              "optional": false,
              "field": "collection"
            },
            {
              "type": "int32",
              "optional": false,
              "field": "ord"
            },
            {
              "type": "int64",
              "optional": true,
              "field": "h"
            }
          ],
          "optional": false,
          "name": "io.debezium.connector.mongo.Source", 3
          "field": "source"
        },
        {
          "type": "string",
          "optional": true,
          "field": "op"
        },
        {
          "type": "int64",
          "optional": true,
          "field": "ts_ms"
        }
      ],
      "optional": false,
      "name": "dbserver1.inventory.customers.Envelope" 4
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表表4.4 作成作成 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 値のペイロードの構造を記述する、値のスキーマ。変更イベントの値ス
キーマは、コネクターが特定のコレクションに生成するすべての変更イベ
ントで同じになります。

2 name schema セクションで、各 name フィールドは、値のペイロードのフィー
ルドに対するスキーマを指定します。

io.debezium.data.Json はペイロードの after、patch、および filter
フィールドのスキーマです。このスキーマは、顧客顧客 コレクションに固有で
す。作成作成 イベントは、after フィールドが含まれる唯一のイベントです。更更
新新 イベントには、フィルターフィルター フィールドと patch フィールドが含まれま
す。削除削除 イベントには フィルターフィールドが含まれますフィルターフィールドが含まれます が、after
フィールドや patch フィールドは含まれません。

3 name io.debezium.connector.mongo.Source はペイロードの ソースソース
フィールドのフィールドの スキーマです。このスキーマは MongoDB コネクターに固有
です。コネクターは生成するすべてのイベントにこれを使用します。

4 name dbserver1.inventory.customers.Envelope は、ペイロードの全体的な
構造のスキーマです。db server1 はコネクター名、inventory はデータ
ベース、顧客が顧客が コレクションです。このスキーマはコレクションに固有で
す。

      },
    "payload": { 5
      "after": "{\"_id\" : {\"$numberLong\" : \"1004\"},\"first_name\" : \"Anne\",\"last_name\" : 
\"Kretchmar\",\"email\" : \"annek@noanswer.org\"}", 6
      "patch": null,
      "source": { 7
        "version": "1.5.4.Final",
        "connector": "mongodb",
        "name": "fulfillment",
        "ts_ms": 1558965508000,
        "snapshot": false,
        "db": "inventory",
        "rs": "rs0",
        "collection": "customers",
        "ord": 31,
        "h": 1546547425148721999
      },
      "op": "c", 8
      "ts_ms": 1558965515240 9
    }
  }
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5 payload 値の実際のデータ。これは、変更イベントが提供する情報です。

イベントの JSON 表現はそれが記述するドキュメントよりもはるかに大き
いように見えることがあります。これは、JSON 表現にはメッセージのス
キーマ部分とペイロード部分を含める必要があるためです。ただし、Avro
コンバーター を使用すると、コネクターが Kafka トピックにストリーミン
グするメッセージのサイズを大幅に小さくすることができます。

6 after イベント発生後のドキュメントの状態を指定する任意のフィールド。この
例では、after フィールドには新しいドキュメントの _id、、first_ 
name、、last_name、および、および email フィールドの値が含まれます。after
値は常に文字列です。慣例により、ドキュメントの JSON 表現が含まれま
す。MongoDB の oplog エントリーには、作成イベントのみにドキュメント
の完全な状態が含まれます。つまり、作成作成 イベントは after フィールドが
含まれる唯一のイベントです。

7 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。このフィール
ドには、イベントの発生元、イベントの発生順序、およびイベントが同じ
トランザクションの一部であるかどうかなど、このイベントと他のイベン
トを比較するために使用できる情報が含まれています。ソースメタデータ
には以下が含まれています。

Debezium バージョン。

イベントを生成したコネクターの名前。

生成されたイベントの namespace を形成し、コネクターが書き込
む Kafka トピック名で使用される、MongoDB レプリカセットの論
理名。

新しいドキュメントが含まれるコレクションおよびデータベース
の名前。

イベントがスナップショットの一部である場合。

データベースで変更が加えられた時点のタイムスタンプおよびタ
イムスタンプ内のイベントの順序。

MongoDB 操作の一意の識別子。これは MongoDB のバージョンに
依存します。これは、oplog イベントの h フィールド、または
oplog イベントの lsid および txnNumber フィールドを表す 
stxnid という名前のフィールドです。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明
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8 op コネクターによってイベントが生成される原因となった操作の型を記述す
る必須文字列。この例では、c は操作によってドキュメントが作成されたこ
とを示しています。有効な値は以下のとおりです。

c = create

u = update

d = delete

r = read（スナップショットのみに適用）

9 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

更新更新イベントイベント

      サンプルサンプル 顧客顧客 コレクションの更新の変更イベントの値には、そのコレクションのコレクションの更新の変更イベントの値には、そのコレクションの 作成作成 イベントとイベントと
同じスキーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント同じスキーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント
値ペイロードでは値ペイロードでは 更新更新 イベントに異なる値が含まれます。イベントに異なる値が含まれます。更新更新 イベントはイベントは after 値を持ちません値を持ちません。そ。そ
の代わりに、以下のの代わりに、以下の 2 つのフィールドがあります。つのフィールドがあります。
     

       patch は、べき等更新操作のは、べき等更新操作の JSON 表現が含まれる文字列フィールドです。表現が含まれる文字列フィールドです。
      

       filter は、更新の選択基準のは、更新の選択基準の JSON 表現が含まれる文字列フィールドです。表現が含まれる文字列フィールドです。フィルターフィルター 文文
字列には、シャード化コレクションの複数のシャードキーフィールドを含めることができま字列には、シャード化コレクションの複数のシャードキーフィールドを含めることができま
す。す。
      

     以下は、以下は、お客様がお客様が コレクションでの更新に対してコネクターによって生成されるイベントの変更イコレクションでの更新に対してコネクターによって生成されるイベントの変更イ
ベント値の例になります。ベント値の例になります。
    

{
    "schema": { ... },
    "payload": {
      "op": "u", 1
      "ts_ms": 1465491461815, 2
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表表4.5 更新更新 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 op コネクターによってイベントが生成される原因となった操作の型を記述す
る必須文字列。この例では、u は操作によってドキュメントが更新された
ことを示しています。

2 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

3 patch ドキュメントへの実際の MongoDB のべき等変更の JSON 文字列表現が含
まれます。この例では、更新で first_name フィールドを新しい値に変更
されています。

更新更新 イベント値には after フィールドが含まれません。

4 filter 更新するドキュメントの特定に使用された MongoDB 選択基準の JSON 文
字列表現が含まれます。

      "patch": "{\"$set\":{\"first_name\":\"Anne Marie\"}}", 3
      "filter": "{\"_id\" : {\"$numberLong\" : \"1004\"}}", 4
      "source": { 5
        "version": "1.5.4.Final",
        "connector": "mongodb",
        "name": "fulfillment",
        "ts_ms": 1558965508000,
        "snapshot": true,
        "db": "inventory",
        "rs": "rs0",
        "collection": "customers",
        "ord": 6,
        "h": 1546547425148721999
      }
    }
  }
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5 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。このフィール
ドには、同じコレクションの 作成作成 イベントと同じ情報が含まれますが、
oplog の異なる位置からのイベントであるため、値は異なります。ソースメ
タデータには以下が含まれています。

Debezium バージョン。

イベントを生成したコネクターの名前。

生成されたイベントの namespace を形成し、コネクターが書き込
む Kafka トピック名で使用される、MongoDB レプリカセットの論
理名。

更新されたドキュメントが含まれるコレクションおよびデータ
ベースの名前。

イベントがスナップショットの一部である場合。

データベースで変更が加えられた時点のタイムスタンプおよびタ
イムスタンプ内のイベントの順序。

MongoDB 操作の一意の識別子。これは MongoDB のバージョンに
依存します。これは、oplog イベントの h フィールド、または
oplog イベントの lsid および txnNumber フィールドを表す 
stxnid という名前のフィールドです。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

警告警告

      Debezium の変更イベントでは、の変更イベントでは、MongoDB はは patch フィールドの内容を提供フィールドの内容を提供
します。このフィールドの形式は、します。このフィールドの形式は、MongoDB データベースのバージョンによってデータベースのバージョンによって
異なります。したがって、新しい異なります。したがって、新しい MongoDB データベースバージョンにアップグデータベースバージョンにアップグ
レードする場合は、形式が変更された可能性があるため注意してください。本書のレードする場合は、形式が変更された可能性があるため注意してください。本書の
サンプルは、サンプルは、MongoDB 3.4 から取得したため、ご使用のアプリケーションではイから取得したため、ご使用のアプリケーションではイ
ベントの形式が異なる場合があります。ベントの形式が異なる場合があります。
     

注記注記

      MongoDB のの oplog では、では、更新更新 イベントには変更されたドキュメントのイベントには変更されたドキュメントの前前 またはまたは 後後 
の状態は含まれません。そのため、の状態は含まれません。そのため、Debezium コネクターがこの情報を提供することはコネクターがこの情報を提供することは
できません。ただし、できません。ただし、Debezium コネクターはコネクターは 作成作成 およびおよび 読み取り読み取り イベントでドキュイベントでドキュ
メントの開始状態を提供します。ストリームのダウンストリームのコンシューマーは、メントの開始状態を提供します。ストリームのダウンストリームのコンシューマーは、
ドキュメントごとに最新状態を維持し、新しいイベントの状態を保存された状態に比較ドキュメントごとに最新状態を維持し、新しいイベントの状態を保存された状態に比較
することで、ドキュメント状態を再構築できます。することで、ドキュメント状態を再構築できます。Debezium コネクターはこの状態をコネクターはこの状態を
維持できません。維持できません。
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削除削除 イベントイベント

      削除削除 変更イベントの値は、同じコレクションの変更イベントの値は、同じコレクションの 作成作成 およびおよび 更新更新 イベントと同じイベントと同じ スキーマスキーマ の部分の部分
になります。になります。削除削除 イベントのイベントの ペイロードペイロード 部分には、同じコレクションの部分には、同じコレクションの 作成作成 およびおよび 更新更新 イベントとイベントと
は異なる値が含まれます。特に、は異なる値が含まれます。特に、削除削除 イベントには、値がイベントには、値が after でもでも パッチパッチ 値も含まれていません。値も含まれていません。
以下は、以下は、お客様お客様 コレクションのドキュメントのコレクションのドキュメントの 削除削除 イベントの例になります。イベントの例になります。
     

表表4.6 削除削除 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 op 操作の型を記述する必須の文字列。op フィールドの値は d で、このドキュ
メントが削除されたことを示します。

2 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

3 filter 削除するドキュメントの特定に使用された MongoDB 選択基準の JSON 文
字列表現が含まれます。

{
    "schema": { ... },
    "payload": {
      "op": "d", 1
      "ts_ms": 1465495462115, 2
      "filter": "{\"_id\" : {\"$numberLong\" : \"1004\"}}", 3
      "source": { 4
        "version": "1.5.4.Final",
        "connector": "mongodb",
        "name": "fulfillment",
        "ts_ms": 1558965508000,
        "snapshot": true,
        "db": "inventory",
        "rs": "rs0",
        "collection": "customers",
        "ord": 6,
        "h": 1546547425148721999
      }
    }
  }
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4 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。このフィール
ドには、同じコレクションの 作成作成 または 更新更新 イベントと同じ情報が含まれ
ますが、oplog の異なる位置からのイベントであるため、値は異なります。
ソースメタデータには以下が含まれています。

Debezium バージョン。

イベントを生成したコネクターの名前。

生成されたイベントの namespace を形成し、コネクターが書き込
む Kafka トピック名で使用される、MongoDB レプリカセットの論
理名。

削除されたドキュメントが含まれたコレクションおよびデータ
ベースの名前。

イベントがスナップショットの一部である場合。

データベースで変更が加えられた時点のタイムスタンプおよびタ
イムスタンプ内のイベントの順序。

MongoDB 操作の一意の識別子。これは MongoDB のバージョンに
依存します。これは、oplog イベントのイベントの h フィールド、またフィールド、また
はは oplog イベントの lsid および txnNumber フィールドを表す 
stxnid という名前のフィールドです 。。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

     MongoDB コネクターイベントは、コネクターイベントは、Kafka ログコンパクションログコンパクション と動作するように設計されていまと動作するように設計されていま
す。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古いす。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古い
メッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態メッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態
のリロードに使用できるようにするとともに、のリロードに使用できるようにするとともに、 Kafka がストレージ領域を確保できるようにします。がストレージ領域を確保できるようにします。
    

廃棄廃棄 (tombstone) イベントイベント

      一意に識別ドキュメントの一意に識別ドキュメントの MongoDB コネクターイベントはすべて同じキーを持ちます。ドキュメコネクターイベントはすべて同じキーを持ちます。ドキュメ
ントが削除された場合でも、ントが削除された場合でも、Kafka は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、削除削除 
イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、Kafka がそのキーを持つすべてのメッセーがそのキーを持つすべてのメッセー
ジを削除するには、メッセージの値がジを削除するには、メッセージの値が null である必要があります。これを可能にするために、である必要があります。これを可能にするために、
Debezium のの MongoDB コネクターはコネクターは 削除削除 イベントを出力した後にイベントを出力した後に 、、 同じキーと同じキーと null 値を持つ特別値を持つ特別
な廃棄な廃棄(tombstone)イベントを出力します。イベントを出力します。tombstone イベントは、同じキーを持つすべてのメッセーイベントは、同じキーを持つすべてのメッセー
ジを削除できることをジを削除できることを Kafka に通知します。に通知します。
     

4.4. DEBEZIUM コネクターと連携するコネクターと連携する MONGODB の設定の設定

    MongoDB コネクターはコネクターは MongoDB のの oplog を使用して変更をキャプチャーするため、コネクターを使用して変更をキャプチャーするため、コネクター
はは MongoDB レプリカセットと、各シャードが個別のレプリカセットであるシャードクラスターとのみレプリカセットと、各シャードが個別のレプリカセットであるシャードクラスターとのみ
動作します。動作します。レプリカセットレプリカセット またはまたはシャードクラスターシャードクラスターの設定については、の設定については、MongoDB ドキュメントをドキュメントを
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参照してください。また、レプリカセットで参照してください。また、レプリカセットで アクセス制御と認証アクセス制御と認証を有効にする方法についても理解するを有効にする方法についても理解する
ようにしてください。ようにしてください。
   

    oplog が読み取られるが読み取られる admin データベースを読み取るために適切なロールを持つデータベースを読み取るために適切なロールを持つ MongoDB ユーユー
ザーも必要です。さらに、ユーザーはシャードクラスターの設定サーバーで設定データベースを読み取ザーも必要です。さらに、ユーザーはシャードクラスターの設定サーバーで設定データベースを読み取
りり 、、 listDatabases 特権アクションを持っている特権アクションを持っている 必要があります。必要があります。
   

4.5. DEBEZIUM MONGODB コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

    Debezium MongoDB コネクターをデプロイするには、コネクターファイルをコネクターをデプロイするには、コネクターファイルを Kafka Connect に追に追
加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、コネクター設定をコンテナーに追加しま加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、コネクター設定をコンテナーに追加しま
す。詳細は以下を参照してください。す。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium MongoDB コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
     

      「「Debezium Db2 コネクター設定プロパティーの説明」コネクター設定プロパティーの説明」
     

4.5.1. Debezium MongoDB コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

     Debezium MongoDB コネクターをデプロイするには、コネクターをデプロイするには、Debezium コネクターアーカイブが含まれコネクターアーカイブが含まれ
るカスタムるカスタム Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテコンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテ
ナーレジストリーにプッシュする必要があります。その後、ナーレジストリーにプッシュする必要があります。その後、2 つのカスタムリソースつのカスタムリソース (CR) を作成しまを作成しま
す。す。
    

       Kafka Connect インスタンスを定義するインスタンスを定義する KafkaConnect CR。。CR のの image プロパティープロパティー
は、は、Debezium コネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しまコネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しま
す。このす。この CR を、を、Red Hat AMQ Streams がデプロイされているがデプロイされている OpenShift インスタンスに適インスタンスに適
用します。用します。AMQ Streams は、は、Apache Kafka をを OpenShift に取り入れるに取り入れる Operator およびイおよびイ
メージを提供します。メージを提供します。
      

       Debezium MongoDB コネクターを定義するコネクターを定義する KafkaConnector CR。この。この CR をを 
KafkaConnect CR を適用するのと同じを適用するのと同じ OpenShift インスタンスに適用します。インスタンスに適用します。
      

前提条件前提条件

       MongoDB が稼働し、が稼働し、MongoDB を設定してを設定して Debezium コネクターと連携するコネクターと連携する 手順が完了手順が完了
済みである必要があります。済みである必要があります。
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1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

       AMQ Streams がが OpenShift にデプロイされ、にデプロイされ、Apache Kafka およびおよび Kafka Connect を実を実
行している。詳細は、『行している。詳細は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』を参照して』を参照して
ください。ください。
      

       Podman またはまたは Docker がインストールされている。がインストールされている。
      

       Debezium コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（ 
quay.io またはまたは docker.ioなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッ
ションがある。ションがある。
      

手順手順

1. 
       Kafka Connect のの Debezium MongoDB コンテナーを作成します。コンテナーを作成します。
      

a. 
         Debezium MongoDB コネクターアーカイブコネクターアーカイブ をダウンロードします。をダウンロードします。
        

b. 
         Debezium MongoDB コネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのコネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインの
ディレクトリー構造を作成します。以下に例を示します。ディレクトリー構造を作成します。以下に例を示します。
        

./my-plugins/
├── debezium-connector-mongodb
│   ├── ...

c. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用するて使用する Docker ファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコ
マンドを入力します。マンドを入力します。my -plugins はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
        

       

           任意のファイル名を指定できます。任意のファイル名を指定できます。
          

       

cat <<EOF >debezium-container-for-mongodb.yaml 1
FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./<my-plugins>/ /opt/kafka/plugins/ 2
USER 1001
EOF
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1

           my-plugins は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
          

         このコマンドは、現在のディレクトリーにこのコマンドは、現在のディレクトリーに debezium-container-for-mongodb.yaml 
という名前のという名前の Docker ファイルを作成します。ファイルを作成します。
        

d. 
         前の手順で作成した前の手順で作成した debezium-container-for-mongodb.yaml Docker ファイルからファイルから
コンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルコンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナル
ウィンドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。ウィンドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。
        

         上記のコマンドは、上記のコマンドは、debezium-container-for-mongodb という名前のコンテナーイという名前のコンテナーイ
メージを構築します。メージを構築します。
        

e. 
         カスタムイメージをカスタムイメージを quay.io または内部コンテナーレジストリーなどのコンテナーレまたは内部コンテナーレジストリーなどのコンテナーレ
ジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイするジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイする 
OpenShift インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行
します。します。
        

f. 
         新しい新しい Debezium MongoDB KafkaConnect カスタムリソースカスタムリソース(CR)を作成します。たを作成します。た
とえば、以下の例のようにとえば、以下の例のように アノテーションアノテーション およびイメージおよびイメージ プロパティーを指定するプロパティーを指定する dbz-
connect.yaml という名前のという名前の KafkaConnect CR を作成します。を作成します。
        

 

podman build -t debezium-container-for-mongodb:latest .

docker build -t debezium-container-for-mongodb:latest .

podman push <myregistry.io>/debezium-container-for-mongodb:latest

docker push <myregistry.io>/debezium-container-for-mongodb:latest

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: "true" 1
spec:
  #...
  image: debezium-container-for-mongodb  2
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2  

           spec.image は、は、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージのコネクターを実行するために作成したイメージの
名前を指定します。このプロパティーは、名前を指定します。このプロパティーは、Cluster Operator のの 
STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を上書きします。変数を上書きします。
          

g. 
         以下のコマンドを入力して、以下のコマンドを入力して、KafkaConnect CR をを OpenShift Kafka Connect 環境に環境に
適用します。適用します。
        

         このコマンドは、このコマンドは、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージの名前をコネクターを実行するために作成したイメージの名前を
指定する指定する Kafka Connect インスタンスを追加します。インスタンスを追加します。
        

2. 
       Debezium MongoDB コネクターインスタンスを設定するコネクターインスタンスを設定する KafkaConnector カスタムリカスタムリ
ソースを作成します。ソースを作成します。
      

       コネクターの設定プロパティーを指定するコネクターの設定プロパティーを指定する a .yaml ファイルでファイルで Debezium MongoDB コネコネ
クターを設定します。コネクター設定は、クターを設定します。コネクター設定は、Debezium に対してに対して MongoDB レプリカセットまたレプリカセットまた
はシャードクラスターのサブセットの変更イベントを生成するよう指示することがあります。はシャードクラスターのサブセットの変更イベントを生成するよう指示することがあります。
任意で、不要なコレクションをフィルタリングするプロパティーを設定できます。任意で、不要なコレクションをフィルタリングするプロパティーを設定できます。
      

       以下の例では、以下の例では、MongoDB レプリカセットレプリカセット rs0 をを 192.168.99.100 のポートのポート 27017 に接続に接続
し、し、インベントリーインベントリー コレクションで生じる変更をキャプチャーするコレクションで生じる変更をキャプチャーする Debezium コネクターを設コネクターを設
定します。定します。完全な入力は完全な入力は、レプリカセットの論理名です。、レプリカセットの論理名です。
      

MongoDB inventory-connector.yaml

        

oc create -f dbz-connect.yaml

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
  kind: KafkaConnector
  metadata:
    name: inventory-connector 1
    labels: strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
  spec:
    class: io.debezium.connector.mongodb.MongoDbConnector 2
    config:
     mongodb.hosts: rs0/192.168.99.100:27017 3
     mongodb.name: fulfillment 4
     collection.include.list: inventory[.]* 5
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         コネクターをコネクターを Kafka Connect に登録するために使用される名前。に登録するために使用される名前。
        

 

         MongoDB コネクタークラスの名前。コネクタークラスの名前。
        

 

         MongoDB レプリカセットへの接続に使用するホストアドレス。レプリカセットへの接続に使用するホストアドレス。
        

 

         生成されたイベントの生成されたイベントの namespace を形成するを形成する MongoDB レプリカセットのレプリカセットの論理論理
名名。コネクターが書き込む。コネクターが書き込む Kafka トピックの名前、トピックの名前、Kafka Connect スキーマ名、およびスキーマ名、および 
Arvo コンバーターが使用される場合に対応するコンバーターが使用される場合に対応する Avro スキーマのスキーマの namespace のすべてにのすべてに
使用されます。使用されます。
        

 

         監視するすべてのコレクションのコレクション監視するすべてのコレクションのコレクション namespace (例例: <dbName>.
<collectionName>) と一致する正規表現のオプションリスト。と一致する正規表現のオプションリスト。
        

3. 
       Kafka Connect でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、KafkaConnector リリ
ソースをソースを inventory-connector.yaml ファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しまファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しま
す。す。
      

       上記のコマンドは上記のコマンドは inventory-connector を登録し、コネクターはを登録し、コネクターは KafkaConnector CR にに
定義されている定義されている インベントリーインベントリー コレクションに対して実行を開始します。コレクションに対して実行を開始します。
      

4. 
       コネクターが作成され、起動されたことを確認します。コネクターが作成され、起動されたことを確認します。
      

a. 
         Kafka Connect ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変
更のキャプチャーが開始されたことを確認します。更のキャプチャーが開始されたことを確認します。
        

oc apply -f inventory-connector.yaml
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b. 
         ログの出力を確認し、ログの出力を確認し、Debezium が初回のスナップショットを実行することを確認しが初回のスナップショットを実行することを確認し
ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。
        

         コネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーするコネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーする
各コレクションのトピックが作成されます。前述の例の各コレクションのトピックが作成されます。前述の例の CR の場合、の場合、collection. 
include.list プロパティーに指定されたコレクションのプロパティーに指定されたコレクションの トピックがあります。ダウンストトピックがあります。ダウンスト
リームアプリケーションは、コネクターによって作成されるトピックをサブスクライブでリームアプリケーションは、コネクターによって作成されるトピックをサブスクライブで
きます。きます。
        

c. 
         以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し
ます。ます。
        

     Debezium MongoDB コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは、コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは、MongoDB コネコネ
クター設定プロパティークター設定プロパティーを参照してください。を参照してください。
    

結果結果

      コネクターが起動すると、以下のアクションを完了します。コネクターが起動すると、以下のアクションを完了します。
     

       MongoDB レプリカセットでコレクションのレプリカセットでコレクションの スナップショットスナップショット 一貫性をもたせて実行す一貫性をもたせて実行す
る。る。
      

       レプリカセットのレプリカセットの oplogs を読み取ります。を読み取ります。
      

       挿入、更新、および削除されたすべてのドキュメントの変更イベントを生成します。挿入、更新、および削除されたすべてのドキュメントの変更イベントを生成します。
      

       変更イベントレコードを変更イベントレコードを Kafka トピックへストリーミングします。トピックへストリーミングします。
      

4.5.2. Debezium Db2 コネクター設定プロパティーの説明コネクター設定プロパティーの説明

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/cluster=my-connect-cluster)

... INFO Starting snapshot for ...

... INFO Snapshot is using user 'debezium' ...

oc get kafkatopics
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     Debezium MongoDB コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するためコネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するため
に使用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プに使用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プ
ロパティーに関する情報は、以下のように構成されています。ロパティーに関する情報は、以下のように構成されています。
    

       必要な必要な Debezium MongoDB コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー
      

       高度な高度な Debezium MongoDB コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー
      

     以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は必須必須です。です。
    

表表4.7 必要な必要な Debezium MongoDB コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

name  コネクターの一意名。同じ名前で再登録を試み
ると失敗します。(このプロパティーはすべて
の Kafka Connect コネクターに必要です)

connector.class  コネクターの Java クラスの名前。MongoDB
コネクターには、常に 
io.debezium.connector.mongodb.Mong
oDbConnector の値を使用します。

mongodb.hosts  レプリカセットでの MongoDB サーバーのホス
ト名とポートのペア ('host' または 'host:port' 形
式) のコンマ区切りリスト。リストには、ホス
ト名とポートのペアを 1 つ含めることができま
す。mongodb.members.auto.discover を 
false に設定すると、ホストとポートのペアの
前にレプリカセット名(rs 0/localhost:27017)
を付ける必要があります。を付ける必要があります。

mongodb.name  このコネクターが監視するコネクターや
MongoDB レプリカセット、またはシャードク
ラスターを識別する一意の名前。このサーバー
名は、MongoDB レプリカセットまたはクラス
ターから生成される永続化されたすべての
Kafka トピックのプレフィックスになるため、
各サーバーは最大 1 つの Debezium コネクター
によって監視される必要があります。英数字と
アンダースコアのみを使用する必要がありま
す。
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mongodb.user  MongoDB への接続時に使用されるデータベー
スユーザーの名前。これは MongoDB が認証を
使用するように設定されている場合にのみ必要
です。

mongodb.password  MongoDB への接続時に使用されるパスワー
ド。これは MongoDB が認証を使用するように
設定されている場合にのみ必要です。

mongodb.authsource admin MongoDB クレデンシャルが含まれるデータ
ベース (認証ソース) 。これは、MongoDB が 
admin 以外の認証データベースで認証を使用
するように設定されている場合にのみ必要で
す。

mongodb.ssl.enabled false コネクターは SSL を使用して MongoDB イン
スタンスに接続します。

mongodb.ssl.invalid.host
name.allowed

false SSL が有効な場合、接続フェーズ中に厳密なホ
スト名のチェックを無効にするかどうかを制御
する設定です。true の場合、接続で中間者攻
撃は阻止されません。

database.include.list 空の文字列空の文字列 監視するデータベース名と一致する正規表現の
コンマ区切りリスト（任意）です。database. 
include.list に含まれていないデータベーに含まれていないデータベー
ス名はス名は 監視から除外されます。デフォルトで
は、すべてのデータベースが監視されま
す。database.exclude.list と併用しないで
ください。

database.exclude.list 空の文字列空の文字列 監視から除外されるデータベース名と一致する
正規表現のコンマ区切りリスト（任意）です。
database. exclude.list に含まれていないに含まれていない
データベース名データベース名 が監視されま
す。database.include.list と併用しないでく
ださい。

collection.include.list 空の文字列空の文字列 監視する MongoDB コレクションの完全修飾
namespace と一致する正規表現のコンマ区切
りリスト（任意）です。collection. 
include.list に含まれていないコレクショに含まれていないコレクショ
ンン はすべて監視から除外されます。各識別子
の形式は databaseName.collectionName で
す。デフォルトでは、コネクターは ローカルローカル
データベースデータベース および admin データベースに
あるコレクションをすべて監視しま
す。collection.exclude.list と併用しないで
ください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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collection.exclude.list 空の文字列空の文字列 監視から除外される MongoDB コレクションの
完全修飾 namespace と一致する正規表現のコ
ンマ区切りリスト（任意）です。collection. 
exclude.list に含まれていないコレクショに含まれていないコレクショ
ンン はすべて監視されます。各識別子の形式は
databaseName.collectionName で
す。collection.include.list と併用しないで
ください。

snapshot.mode Initial コネクターの起動時にスナップショットを実行
する基準を指定します。デフォルトは initial
で、オフセットが見つからない場合や oplog に
以前のオフセットが含まれなくなった場合にコ
ネクターがスナップショットを読み取るように
指定します。never オプションは、コネクター
はスナップショットを使用せずに、ログをの追
跡を続行すべきであることを指定します。

snapshot.include.collecti
on.list

collection.include.lis
tに指定されたすべての
コレクション

スナップショットを作成する 
collection.include.list に指定されたスキー
マの名前と一致する正規表現のコンマ区切りリ
スト（任意）。

field.exclude.list 空の文字列空の文字列 変更イベントメッセージ値から除外される必要
があるフィールドの完全修飾名のコンマ区切り
リスト (任意)。フィールドの完全修飾名の形式
はdatabaseName.collectionName.fieldName.
nestedFieldName で、 databaseName および
collectionName にはすべての文字と一致する
ワイルドカード (*) が含まれることがありま
す。

field.renames 空の文字列空の文字列 イベントメッセージ値のフィールドの名前を変
更するために使用されるフィールドの完全修飾
置換のコンマ区切りリスト (任意)。フィールド
の完全修飾置換の形式は
databaseName.collectionName.fieldName.ne
stedFieldName:newNestedFieldName
で、databaseName および collectionName に
はすべての文字と一致するワイルドカード (*)
が含まれることがあります。コロン (:) は、
フィールドの名前変更マッピングを決定するた
めに使用されます。次のフィールドの置換は、
リストの前のフィールド置換の結果に適用され
るため、同じパスにある複数のフィールドの名
前を変更する場合は、この点に注意してくださ
い。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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tasks.max 1 このコネクターのために作成する必要のあるタ
スクの最大数。MongoDB コネクターは各レプ
リカセットに個別のタスクの使用しようとしま
す。そのため、コネクターを単一の MongoDB
レプリカセットと使用する場合は、デフォルト
を使用できます。MongoDB のシャードクラス
ターでコネクターを使用する場合、クラスター
のシャード数以上の値を指定して、各レプリカ
セットの作業が Kafka Connect によって分散さ
れるようにすることが推奨されます。

snapshot.max.threads 1 レプリカセットでコレクションの最初の同期を
実行するために使用されるスレッドの最大数を
指定する正の整数値。デフォルトは 1 です。

tombstones.on.delete true 削除削除 イベントの後に廃棄 (tombstone) イベン
トが続くかどうかを制御します。

true: 削除操作は、削除削除 イベントと後続の破棄
(tombstone) イベントで表されます。

false: 削除削除イベントのみ出力されます。

log compaction がトピックで有効になっている
場合には、ソースレコードの削除後に廃棄
(tombstone) イベントを出力すると (デフォル
ト動作)、Kafka は削除された行のキーに関連す
るすべてのイベントを完全に削除できます。

snapshot.delay.ms  コネクターの起動後、スナップショットを取得
するまで待機する間隔 (ミリ秒単位)。
クラスター内で複数のコネクターを開始する際
に スナップショットが中断されないようにす
るために使用でき、コネクターのリバランスが
実行される可能性があります。

snapshot.fetch.size 0 スナップショットの実行中に各コレクションか
ら 1 度に読み取る必要があるドキュメントの最
大数を指定します。コネクターは、このサイズ
の複数のバッチでコレクションの内容を読み取
ります。
デフォルトは 0 で、サーバーが適切なフェッチ
サイズを選択することを示します。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

     以下の以下の 高度な高度な 設定プロパティーには、ほとんどの状況で機能する適切なデフォルト設定があるた設定プロパティーには、ほとんどの状況で機能する適切なデフォルト設定があるた
め、コネクターの設定で指定する必要はほとんどありません。め、コネクターの設定で指定する必要はほとんどありません。
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表表4.8 必要な必要な Debezium MongoDB コネクターの高度な設定プロパティーコネクターの高度な設定プロパティー

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

max.queue.size 8192 データベースログから読み取られた変更イベン
トが Kafka に書き込まれる前に配置される、ブ
ロッキングキューの最大サイズを指定する正の
整数値。このキューは、Kafka への書き込みが
遅い場合や Kafka が利用できない場合などに、
oplog リーダーにバックプレシャーを提供でき
ます。キューに発生するイベントは、このコネ
クターによって定期的に記録されるオフセット
には含まれません。デフォルトは 8192 で、
max. batch.size プロパティーで指定される最
大バッチサイズよりも常に大きくする必要があ
ります。

max.batch.size 2048 このコネクターの反復処理中に処理される必要
があるイベントの各バッチの最大サイズを指定
する正の整数値。デフォルトは 2048 です。

max.queue.size.in.bytes 0 ブロッキングキューの最大サイズ (バイト単位)
の long 値。この機能はデフォルトで無効に
なっています。正の long 値が設定されると有
効になります。

poll.interval.ms 1000 各反復処理の実行中に新しい変更イベントが表
示されるまでコネクターが待機する時間 (ミリ
秒単位) を指定する正の整数値。デフォルトは
1000 ミリ秒 (1 秒) です。

connect.backoff.initial.del
ay.ms

1000 最初に失敗した接続試行の後またはプライマ
リーが利用できない場合に、プライマリーへの
再接続を試行するときの最初の遅延を指定する
正の整数値。デフォルトは 1 秒 (1000 ミリ秒)
です。

connect.backoff.max.dela
y.ms

1000 接続試行に繰り返し失敗した後またはプライマ
リーが利用できない場合に、プライマリーへの
再接続を試行するときの最大遅延を指定する正
の整数値。デフォルトは 120 秒 (120,000 ミリ
秒) です。

connect.max.attempts 16 レプリカセットのプライマリーへの接続を試行
する場合の最大失敗回数を指定する正の整数
値。この値を越えると、例外が発生し、タスク
が中止されます。デフォルトは 16
で、connect.backoff.initial.delay.ms と 
connect.backoff.max.delay.ms のデフォル
ト値で、失敗する前に 20 分以上試行されま
す。
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mongodb.members.auto.
discover

true 'mongodb.hosts' 内のアドレスがクラスターま
たはレプリカセットのすべてのメンバーを検出
するのに使用されるシードであるかどうか
(true)か、mongodb.hosts のアドレスをその
まま使用する必要があるかどうかを指定します
(false)。デフォルトは true で、MongoDB が
プロキシーと面する 場合を除き、すべての
ケースで使用する必要があります。

heartbeat.interval.ms 0 ハートビートメッセージが送信される頻度を制
御します。
このプロパティーには、コネクターがメッセー
ジをハートビートトピックに送信する頻度を定
義する間隔 (ミリ秒単位) が含まれます。これ
は、コネクターがデータベースから変更イベン
トを受信しているかどうかを監視するために使
用できます。また、長期に渡り変更されるのは
キャプチャーされていないコレクションのレ
コードのみである場合は、ハートビートメッ
セージを利用する必要があります。このような
場合、コネクターはデータベースからの oplog
の読み取りを続行しますが、変更メッセージを
Kafka に出力しないため、オフセットの更新が
Kafka にコミットされません。これにより、
oplog ファイルがローテーションされますが、
コネクターはこれを認識しないため、再起動時
に一部のイベントが利用できなくなり、最初の
スナップショットの再実行が必要になります。

ハートビートメッセージを送信しない場合は、
このパラメーターを 0 に設定します。
デフォルトでは無効にされています。

heartbeat.topics.prefix __debezium-
heartbeat

ハートビートメッセージが送信されるトピック
の命名を制御します。
トピックの名前
は、<heartbeat.topics.prefix>.
<server.name> パターンに従って名前が付け
られます。

sanitize.field.names コネクター設定 がが 
key.converter またはまたは 
value を明示的に指定を明示的に指定
する場合はする場合は True。。
Avro を使用するパラを使用するパラ
メーターはメーターは、すべて 
false です。

Avro の命名要件に準拠するためにフィールド
名がサニタイズされるかどうか。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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skipped.operations  ストリーミング中にスキップされる oplog 操作
のコンマ区切りリスト。操作には、c （（ 挿入/
作成）、更新の場合は u、および delete の d
が含まれます。デフォルトでは、操作はスキッ
プされません。

snapshot.collection.filter.
overrides

 スナップショットに含まれるコレクション項目
を制御します。このプロパティーはスナップ
ショットにのみ影響しま
す。databaseName.collectionName の形式で
コレクション名のコンマ区切りリストを指定し
ます。

指定する各コレクションに対して、別の設定プ
ロパティー( 
snapshot.collection.filter.overrides. 
databaseName.collectionName )も指定し
ます。たとえば、他の設定プロパティーの名前
は 
snapshot.collection.filter.overrides.cust
omers.orders ですです。このプロパティーは、
スナップショットで必要なアイテムのみを取得
する有効なフィルター式に設定します。コネク
ターがスナップショットを実行すると、フィル
ター式と一致する項目のみを取得します。

provide.transaction.meta
data

false true に設定すると、Debezium はトランザク
ション境界でイベントを生成し、トランザク
ションメタデータでデータイベントエンベロー
プを強化します。

詳細は、「 トランザクションメタデータ 」を
参照してください。

retriable.restart.connecto
r.wait.ms

10000 (10 秒) 再試行可能なエラーが発生した後にコネクター
を再起動するまで待機する時間 (ミリ秒単位)
。

mongodb.poll.interval.ms 30000 コネクターが新規、削除、または変更したレプ
リカセットをポーリングする間隔。

mongodb.connect.timeou
t.ms

10000 (10 秒) 新しい接続試行が中断されるまでドライバーが
待機する時間 (ミリ秒単位) 。

mongodb.socket.timeout.
ms

0 ソケットでの送受信がタイムアウトするまでに
かかる時間 (ミリ秒単位)。値が 0 の場合は、こ
の動作が無効になります。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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mongodb.server.selectio
n.timeout.ms

30000 (30 秒) ドライバーがタイムアウトし、エラーがスロー
される前に、サーバーが選択されるまでドライ
バーが待つ時間 (ミリ秒単位)。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

4.6. DEBEZIUM MONGODB コネクターのパフォーマンスの監視コネクターのパフォーマンスの監視

    Debezium MongoDB コネクターには、コネクターには、Zookeeper、、Kafka、および、および Kafka Connect にあるにある JMX メメ
トリクスの組み込みサポートに加えて、トリクスの組み込みサポートに加えて、2 種類のメトリクスがあります。種類のメトリクスがあります。
   

      スナップスナップ ショットメトリクスショットメトリクス は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情
報を提供します。報を提供します。
     

      メトリクスのストリーミングメトリクスのストリーミング は、コネクターが変更をキャプチャーし、変更イベントレは、コネクターが変更をキャプチャーし、変更イベントレ
コードをストリーミングするときにコネクター操作に関する情報を提供します。コードをストリーミングするときにコネクター操作に関する情報を提供します。
     

    Debezium モニタリングのドキュメントモニタリングのドキュメント では、では、JMX を使用してこれらのメトリクスを公開する方法を使用してこれらのメトリクスを公開する方法
の詳細を提供します。の詳細を提供します。
   

4.6.1. MongoDB スナップショット時のスナップショット時の Debezium の監視の監視

     MBean はは debezium.mongodb:type=connector-
metrics,context=snapshot,server=<mongodb.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取りした最
後のスナップショットイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。
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NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの空き容量。

TotalTableCount int スナップショットに含まれて
いるテーブルの合計数。

RemainingTableCount int スナップショットによってま
だコピーされていないテーブ
ルの数。

SnapshotRunning boolean スナップショットが起動され
たかどうか。

SnapshotAborted boolean スナップショットが中断され
たかどうか。

SnapshotCompleted boolean スナップショットが完了した
かどうか。

SnapshotDurationInSeconds Long スナップショットが完了した
かどうかに関わらず、これま
でスナップショットにかかっ
た時間 (秒単位)。

RowsScanned map<String, Long> スナップショットの各テーブ
ルに対してスキャンされる行
数が含まれるマップ。テーブ
ルは、処理中に増分がマップ
に追加されます。スキャンさ
れた 10,000 行ごとに、テー
ブルの完成時に更新されま
す。

属性属性 型型 説明説明
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MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単
位)。max.queue.size.in.by
tes が正の long 値で渡された
場合に有効になります。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

     Debezium MongoDB コネクターは、以下のカスタムスナップショットメトリクスも提供します。コネクターは、以下のカスタムスナップショットメトリクスも提供します。
    

属性属性 型型 説明説明

NumberOfDisconnects Long データベースの切断数。

4.6.2. Debezium MongoDB コネクターレコードストリーミングの監視コネクターレコードストリーミングの監視

     MBean はは debezium.sql_server:type=connector-
metrics,context=streaming,server=<mongodb.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取られた最
後のストリーミングイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。
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QueueTotalCapacity int ストリーマーとメイン Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int ストリーマーとメインの
Kafka Connect ループの間で
イベントを渡すために使用さ
れるキューの空き容量。

Connected boolean コネクターが現在データベー
スサーバーに接続されている
かどうかを示すフラグ。

MilliSecondsBehindSource Long 最後の変更イベントのタイム
スタンプとそれを処理するコ
ネクターとの間の期間 (ミリ
秒単位)。この値は、データ
ベースサーバーとコネクター
が稼働しているマシンのク
ロック間の差異に対応しま
す。

NumberOfCommittedTransactions Long コミットされた処理済みトラ
ンザクションの数。

SourceEventPosition map<String, String> 最後に受信したイベントの位
置。

LastTransactionId 文字列文字列 最後に処理されたトランザク
ションのトランザクション識
別子。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単位)。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

     Debezium MongoDB コネクターは、以下のカスタムストリーミングメトリクスも提供します。コネクターは、以下のカスタムストリーミングメトリクスも提供します。
    

属性属性 型型 説明説明

NumberOfDisconnects Long データベースの切断数。
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NumberOfPrimaryElectio
ns

Long プライマリーノードの選出数。

属性属性 型型 説明説明

4.7. DEBEZIUM MONGODB コネクターによる障害および問題の処理方法コネクターによる障害および問題の処理方法

    Debezium は、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システは、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システ
ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に稼働し、慎重に管理されているムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に稼働し、慎重に管理されている
場合は、場合は、Debezium は変更イベントごとには変更イベントごとに 1 度だけ度だけ 配信します。配信します。
   

    障害が発生しても、システムはイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更イ障害が発生しても、システムはイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更イ
ベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、ベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、Debezium はは Kafka と同と同
様に、変更イベントを様に、変更イベントを 少なくとも少なくとも 1 回回 配信します。配信します。
   

    以下のトピックでは、以下のトピックでは、Debezium MongoDB コネクターがさまざまな障害や問題をどのように処理すコネクターがさまざまな障害や問題をどのように処理す
るかについて説明します。るかについて説明します。
   

      設定および起動エラー設定および起動エラー
     

      MongoDB が使用不可能になるが使用不可能になる
     

      Kafka Connect のプロセスは正常に停止するのプロセスは正常に停止する
     

      Kafka Connect プロセスのクラッシュプロセスのクラッシュ
     

      Kafka が使用不可能になるが使用不可能になる
     

      長期間コネクターが停止している。長期間コネクターが停止している。
     

      MongoDB による書き込みの損失による書き込みの損失
     

設定および起動エラー設定および起動エラー

第第4章章 MONGODB のの DEBEZIUM コネクターコネクター

113



     以下の状況では、起動時にコネクターが失敗し、エラーまたは例外がログに記録され、実行が停止以下の状況では、起動時にコネクターが失敗し、エラーまたは例外がログに記録され、実行が停止
されます。されます。
    

      コネクターの設定が無効である。コネクターの設定が無効である。
     

      指定の接続パラメーターを使用してコネクターを指定の接続パラメーターを使用してコネクターを MongoDB に接続できない。に接続できない。
     

    障害が発生した後、コネクターは指数バックオフを使用して再接続を試みます。再接続試行の最大数障害が発生した後、コネクターは指数バックオフを使用して再接続を試みます。再接続試行の最大数
を設定できます。を設定できます。
   

    このような場合、エラーには問題の詳細が含まれ、場合によっては回避策が提示されます。設定が修このような場合、エラーには問題の詳細が含まれ、場合によっては回避策が提示されます。設定が修
正されたり、正されたり、MongoDB の問題が解決された場合はコネクターを再起動できます。の問題が解決された場合はコネクターを再起動できます。
   

MongoDB が使用不可能になるが使用不可能になる

     コネクターが実行され、コネクターが実行され、MongoDB レプリカセットのプライマリーノードが利用できなくなったレプリカセットのプライマリーノードが利用できなくなった
り、アクセスできなくなったりすると、コネクターは指数バックオフを使用してプライマリーノードへり、アクセスできなくなったりすると、コネクターは指数バックオフを使用してプライマリーノードへ
の再接続を繰り返し試み、ネットワークやサーバーが飽和状態にならないようにします。設定可能な接の再接続を繰り返し試み、ネットワークやサーバーが飽和状態にならないようにします。設定可能な接
続試行回数を超えた後もプライマリーが利用できない状態である場合、コネクターは失敗します。続試行回数を超えた後もプライマリーが利用できない状態である場合、コネクターは失敗します。
    

    再接の続試行は、再接の続試行は、3 つのプロパティーで制御されます。つのプロパティーで制御されます。
   

      connect.backoff.initial.delay.ms: 初回再接続を試行するまでの遅延。デフォルト値は初回再接続を試行するまでの遅延。デフォルト値は 1 秒秒
（（1000 ミリ秒）です。ミリ秒）です。
     

      connect.backoff.max.delay.ms: 再接続を試行するまでの最大遅延。デフォルトは再接続を試行するまでの最大遅延。デフォルトは 120 秒秒
（（120,000 ミリ秒）です。ミリ秒）です。
     

      connect.max.attempts: エラーが生成されるまでの最大試行回数。デフォルトはエラーが生成されるまでの最大試行回数。デフォルトは 16 です。です。
     

    各遅延は、最大遅延以下で、前の遅延の各遅延は、最大遅延以下で、前の遅延の 2 倍です。以下の表は、デフォルト値を指定した場合の、失倍です。以下の表は、デフォルト値を指定した場合の、失
敗した各接続試行の遅延と、失敗前の合計累積時間を表しています。敗した各接続試行の遅延と、失敗前の合計累積時間を表しています。
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再接続試行回数再接続試行回数 試行までの遅延試行までの遅延 (秒単位秒単位) 試行までの遅延合計試行までの遅延合計 (分および秒単位分および秒単位)

1 1 00:01

2 2 00:03

3 4 00:07

4 8 00:15

5 16 00:31

6 32 01:03

7 64 02:07

8 120 04:07

9 120 06:07

10 120 08:07

11 120 10:07

12 120 12:07

13 120 14:07

14 120 16:07

15 120 18:07

16 120 20:07

Kafka Connect のプロセスは正常に停止するのプロセスは正常に停止する

     Kafka Connect が分散モードで実行され、が分散モードで実行され、Kafka Connect プロセスが正常に停止された場合は、プロセスが正常に停止された場合は、
Kafka Connect はプロセスのシャットダウン前に、すべてのプロセスのコネクタータスクをそのグルーはプロセスのシャットダウン前に、すべてのプロセスのコネクタータスクをそのグルー
プの別のプの別の Kafka Connect プロセスに移行し、新しいコネクタータスクは、以前のタスクが停止した場プロセスに移行し、新しいコネクタータスクは、以前のタスクが停止した場
所で開始されます。コネクタータスクが正常に停止され、新しいプロセスで再起動されるまでの間、プ所で開始されます。コネクタータスクが正常に停止され、新しいプロセスで再起動されるまでの間、プ
ロセスに短い遅延が発生します。ロセスに短い遅延が発生します。
    

    グループにプロセスがグループにプロセスが 1 つだけあり、そのプロセスが正常に停止された場合、つだけあり、そのプロセスが正常に停止された場合、Kafka Connect はコはコ
ネクターを停止し、各レプリカセットの最後のオフセットを記録します。再起動時に、レプリカセットネクターを停止し、各レプリカセットの最後のオフセットを記録します。再起動時に、レプリカセット
タスクは停止した場所で続行されます。タスクは停止した場所で続行されます。
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Kafka Connect プロセスのクラッシュプロセスのクラッシュ

     Kafka Connector プロセスが予期せず停止した場合、最後に処理されたオフセットを記録せずに、プロセスが予期せず停止した場合、最後に処理されたオフセットを記録せずに、
実行中のコネクタータスクが終了します。実行中のコネクタータスクが終了します。Kafka Connect が分散モードで実行されている場合は、他のが分散モードで実行されている場合は、他の
プロセスでこれらのコネクタータスクを再起動します。ただし、プロセスでこれらのコネクタータスクを再起動します。ただし、MongoDB コネクターは以前のプロセコネクターは以前のプロセ
スによってスによって 記録記録 された最後のオフセットから再開します。つまり、新しい代替タスクによって、クされた最後のオフセットから再開します。つまり、新しい代替タスクによって、ク
ラッシュの直前に処理された同じ変更イベントが生成される可能性があります。重複するイベントの数ラッシュの直前に処理された同じ変更イベントが生成される可能性があります。重複するイベントの数
は、オフセットのフラッシュ期間とクラッシュの直前のデータ変更の量によって異なります。は、オフセットのフラッシュ期間とクラッシュの直前のデータ変更の量によって異なります。
    

注記注記

     障害からの復旧中に一部のイベントが重複された可能性があるため、コンシューマー障害からの復旧中に一部のイベントが重複された可能性があるため、コンシューマー
は常に一部のイベントが重複している可能性があることを想定する必要があります。は常に一部のイベントが重複している可能性があることを想定する必要があります。
Debezium の変更はべき等であるため、一連のイベントは常に同じ状態になります。の変更はべき等であるため、一連のイベントは常に同じ状態になります。
    

     Debezium の各変更イベントメッセージには、各変更イベントメッセージも含まれまの各変更イベントメッセージには、各変更イベントメッセージも含まれま
す。これには、す。これには、MongoDB イベントの一意のトランザクション識別子イベントの一意のトランザクション識別子(h)およびタイムスおよびタイムス
タンプ（タンプ（secおよびおよび ord））など、イベント元に関するソース固有の情報も含まれます。コなど、イベント元に関するソース固有の情報も含まれます。コ
ンシューマーはこれらの値の他の部分を追跡し、特定のイベントがすでに発生しているンシューマーはこれらの値の他の部分を追跡し、特定のイベントがすでに発生している
かどうかを確認することができます。かどうかを確認することができます。
    

Kafka が使用不可能になるが使用不可能になる

     変更イベントはコネクターによって生成されるため、変更イベントはコネクターによって生成されるため、Kafka Connect フレームワークは、フレームワークは、Kafka ププ
ロデューサーロデューサー API を使用してこれらのイベントを記録します。また、を使用してこれらのイベントを記録します。また、Kafka Connect は、これらの変は、これらの変
更イベントに発生する最新のオフセットを更イベントに発生する最新のオフセットを Kafka Connect ワーカー設定で指定した頻度で定期的に記ワーカー設定で指定した頻度で定期的に記
録します。録します。Kafka ブローカーが利用できなくなると、コネクターを実行するブローカーが利用できなくなると、コネクターを実行する Kafka Connect ワーカーワーカー
プロセスはプロセスは Kafka ブローカーへの再接続を繰り返し試行します。つまり、コネクタータスクは接続が再ブローカーへの再接続を繰り返し試行します。つまり、コネクタータスクは接続が再
確立されるまで一時停止します。接続が再確立されると、コネクターは停止した場所から再開します。確立されるまで一時停止します。接続が再確立されると、コネクターは停止した場所から再開します。
    

長期間コネクターが停止している。長期間コネクターが停止している。

     コネクターが正常に停止された場合、レプリカセットは引き続き使用でき、新しい変更はコネクターが正常に停止された場合、レプリカセットは引き続き使用でき、新しい変更は 
MongoDB のの oplog に記録されます。コネクターが再起動されると、最後に停止した場所で各レプリカに記録されます。コネクターが再起動されると、最後に停止した場所で各レプリカ
セットの変更のストリーミングを再開し、コネクターが停止した間に加えられたすべての変更の記録イセットの変更のストリーミングを再開し、コネクターが停止した間に加えられたすべての変更の記録イ
ベントを記録します。コネクターが一定期間停止し、コネクターが読み取っていない一部の操作をベントを記録します。コネクターが一定期間停止し、コネクターが読み取っていない一部の操作を 
MongoDB がが oplog からパージするようになると、コネクターは起動時にスナップショットを実行しまからパージするようになると、コネクターは起動時にスナップショットを実行しま
す。す。
    

    Kafka クラスターを適切に設定すると、大量のスループットを実現できます。クラスターを適切に設定すると、大量のスループットを実現できます。Kafka Connect はは 
Kafka のベストプラクティスを使用して記述され、十分なリソースがあれば非常に多くのデータベースのベストプラクティスを使用して記述され、十分なリソースがあれば非常に多くのデータベース
変更イベントを処理できます。そのため、コネクターがしばらくして再起動されると、データベースに変更イベントを処理できます。そのため、コネクターがしばらくして再起動されると、データベースに
追いつく可能性が非常に高くなりますが、遅れを取り戻すまでに掛かる時間は、追いつく可能性が非常に高くなりますが、遅れを取り戻すまでに掛かる時間は、Kafka の機能やパの機能やパ
フォーマンスおよびフォーマンスおよび MongoDB のデータへの変更の量に応じて異なります。のデータへの変更の量に応じて異なります。
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注記注記

     コネクターが長時間停止した場合、コネクターが長時間停止した場合、MongoDB が古いが古い oplog ファイルをパージし、コファイルをパージし、コ
ネクターの最後の位置が失われる可能性があります。この場合、ネクターの最後の位置が失われる可能性があります。この場合、最初最初 のスナップショッのスナップショッ
トモードトモード (デフォルトデフォルト) で設定されたコネクターが最終的に再起動されると、で設定されたコネクターが最終的に再起動されると、MongoDB 
サーバーには開始点がなくなり、コネクターはエラーによって失敗します。サーバーには開始点がなくなり、コネクターはエラーによって失敗します。
    

MongoDB による書き込みの損失による書き込みの損失

     特定の障害状況では、特定の障害状況では、MongoDB がコミットを失う可能性があり、がコミットを失う可能性があり、MongoDB コネクターが失われコネクターが失われ
た変更をキャプチャーできなくなります。たとえば、プライマリーが変更を適用した後に突然クラッた変更をキャプチャーできなくなります。たとえば、プライマリーが変更を適用した後に突然クラッ
シュし、そのシュし、その oplog に変更を記録すると、セカンダリーノードがそのコンテンツを読み取る前にに変更を記録すると、セカンダリーノードがそのコンテンツを読み取る前に oplog 
が利用できなくなる可能性があります。その結果、新しいプライマリーノードとして選択されるセカンが利用できなくなる可能性があります。その結果、新しいプライマリーノードとして選択されるセカン
ダリーノードには、そのダリーノードには、その oplog からの最新の変更が欠落する可能性があります。からの最新の変更が欠落する可能性があります。
    

    現時点では、現時点では、MongoDB でこの副次的な影響を防ぐ方法はありません。でこの副次的な影響を防ぐ方法はありません。
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第第5章章 MYSQL のの DEBEZIUM コネクターコネクター

重要重要

    本リリースの本リリースの Debezium MySQL コネクターには、他のコネクターには、他の Debezium コネクターによっコネクターによっ
て使用される一般的なコネクターフレームワークをベースとした新しいデフォルトキャて使用される一般的なコネクターフレームワークをベースとした新しいデフォルトキャ
プチャー実装が含まれています。改訂されたキャプチャー実装はテクノロジープレプチャー実装が含まれています。改訂されたキャプチャー実装はテクノロジープレ
ビュー機能です。テクノロジープレビューの機能は、ビュー機能です。テクノロジープレビューの機能は、Red Hat の実稼働環境のサービスの実稼働環境のサービス
レベルアグリーメントレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるたではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるた
め、め、Red Hat はテクノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しませはテクノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しませ
ん。テクノロジープレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機ん。テクノロジープレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機
能のテストやフィードバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の能のテストやフィードバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の
詳細は、「詳細は、「テクノロジプレビュー機能のサポート範囲テクノロジプレビュー機能のサポート範囲」を参照してください。」を参照してください。
   

    新しいキャプチャー実装と共に実行中にコネクターでエラーや予期しない動作を生じ新しいキャプチャー実装と共に実行中にコネクターでエラーや予期しない動作を生じ
る場合は、以下の設定オプションを設定して以前の実装に戻すことができます。る場合は、以下の設定オプションを設定して以前の実装に戻すことができます。
   

internal.implementation=legacy

   MySQL には、データベースにコミットされた順序ですべての操作を記録するバイナリーログには、データベースにコミットされた順序ですべての操作を記録するバイナリーログ 
(binlog) があります。これには、テーブルスキーマの変更やテーブルのデータの変更が含まれます。があります。これには、テーブルスキーマの変更やテーブルのデータの変更が含まれます。
MySQL はレプリケーションとリカバリーにはレプリケーションとリカバリーに binlog を使用します。を使用します。
  

   Debezium MySQL コネクターはコネクターは binlog を読み取り、行レベルのを読み取り、行レベルの INSERT、、UPDATE、および、および 
DELETE 操作の変更イベントを生成し、変更イベントを操作の変更イベントを生成し、変更イベントを Kafka トピックに出力します。クライアントトピックに出力します。クライアント
アプリケーションはこれらのアプリケーションはこれらの Kafka トピックを読み取ります。トピックを読み取ります。
  

   MySQL は通常、指定期間後には通常、指定期間後に binlogs をパージするように設定されているため、をパージするように設定されているため、MySQL コネクコネク
ターは各データベースの最初のターは各データベースの最初の整合性スナップショット整合性スナップショット を実行します。を実行します。MySQL コネクターは、スナッコネクターは、スナッ
プショットが作成された時点からプショットが作成された時点から binlog を読み取ります。を読み取ります。
  

   Debezium MySQL コネクターの使用に関する情報および手順は、以下のように整理されています。コネクターの使用に関する情報および手順は、以下のように整理されています。
  

     「「Debezium MySQL コネクターの仕組み」コネクターの仕組み」
    

     「「Debezium MySQL コネクターのデータ変更イベントの説明」コネクターのデータ変更イベントの説明」
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     「「Debezium MySQL コネクターによるデータ型のマッピング方法」コネクターによるデータ型のマッピング方法」
    

     「「Debezium コネクターを実行するためのコネクターを実行するための MySQL の設定」の設定」
    

     「「Debezium MySQL コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
    

     「「Debezium MySQL コネクターのパフォーマンスの監視」コネクターのパフォーマンスの監視」
    

     「「Debezium MySQL コネクターによる障害および問題の処理方法」コネクターによる障害および問題の処理方法」
    

5.1. DEBEZIUM MYSQL コネクターの仕組みコネクターの仕組み

    コネクターがサポートするコネクターがサポートする MySQL トポロジーの概要は、アプリケーションを計画するときに役立ちトポロジーの概要は、アプリケーションを計画するときに役立ち
ます。ます。Debezium MySQL コネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるテーブルのコネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるテーブルの
構造の追跡方法、スキーマ変更の公開方法、スナップショットの実行方法、および構造の追跡方法、スキーマ変更の公開方法、スナップショットの実行方法、および Kafka トピック名のトピック名の
決定方法を理解しておくと便利です。決定方法を理解しておくと便利です。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium コネクターでサポートされるコネクターでサポートされる MySQL トポロジー」トポロジー」
     

      「「Debezium MySQL コネクターによるデータベーススキーマの変更の処理方法」コネクターによるデータベーススキーマの変更の処理方法」
     

      「「Debezium MySQL コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法」コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法」
     

      「「Debezium MySQL コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」
     

      「「Debezium MySQL 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名」トピックのデフォルト名」
     

5.1.1. Debezium コネクターでサポートされるコネクターでサポートされる MySQL トポロジートポロジー
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     Debezium MySQL コネクターは以下のコネクターは以下の MySQL トポロジーをサポートします。トポロジーをサポートします。
    

スタンドアロンスタンドアロン

        単一の単一の MySQL サーバーを使用する場合は、サーバーを使用する場合は、Debezium MySQL コネクターがサーバーを監視コネクターがサーバーを監視
できるように、できるように、binlog を有効を有効 (および任意でおよび任意で GTID を有効を有効) にする必要があります。バイナリーログにする必要があります。バイナリーログ
も増分も増分バックアップバックアップとして使用できるため、これは多くの場合で許容されます。この場合、として使用できるため、これは多くの場合で許容されます。この場合、MySQL 
コネクターは常にこのスタンドアロンコネクターは常にこのスタンドアロン MySQL サーバーインスタンスに接続し、それに従います。サーバーインスタンスに接続し、それに従います。
       

プライマリーおよびレプリカプライマリーおよびレプリカ

        Debezium MySQL コネクターはプライマリーサーバーまたはレプリカのコネクターはプライマリーサーバーまたはレプリカの 1 つつ (レプリカのレプリカの 
binlog がが有効有効になっている場合になっている場合) に従うことができますが、コネクターはサーバーが認識できるクに従うことができますが、コネクターはサーバーが認識できるク
ラスターのみで変更を確認できます。通常、これはマルチプライマリートポロジー以外では問題でラスターのみで変更を確認できます。通常、これはマルチプライマリートポロジー以外では問題で
はありません。はありません。
       

        コネクターは、サーバーのコネクターは、サーバーの binlog の位置を記録します。この位置は、クラスターの各サーバーの位置を記録します。この位置は、クラスターの各サーバー
ごとに異なります。そのため、コネクターはごとに異なります。そのため、コネクターは 1 つのつの MySQL サーバーインスタンスのみに従う必要サーバーインスタンスのみに従う必要
があります。このサーバーに障害が発生した場合、サーバーを再起動またはリカバリーしないと、があります。このサーバーに障害が発生した場合、サーバーを再起動またはリカバリーしないと、
コネクターは継続できません。コネクターは継続できません。
       

高可用性クラスター高可用性クラスター

        MySQL にはさまざまなにはさまざまな 高可用性高可用性 ソリューションが存在し、問題や障害の耐性をつけ、即座にソリューションが存在し、問題や障害の耐性をつけ、即座に
回復することが大変容易になります。ほとんどの回復することが大変容易になります。ほとんどの HA MySQL クラスターはクラスターは GTID を使用します。そを使用します。そ
のため、レプリカはあらゆるプライマリーサーバーの変更をすべて追跡できます。のため、レプリカはあらゆるプライマリーサーバーの変更をすべて追跡できます。
       

マルチプライマリーマルチプライマリー

        ネットワークデータベースネットワークデータベース (NDB) クラスターのレプリケーションクラスターのレプリケーション は、複数のプライマリーアーは、複数のプライマリーアー
バーからそれぞれをレプリケートするバーからそれぞれをレプリケートする 1 つ以上のつ以上の MySQL レプリカを使用します。これは、複数のレプリカを使用します。これは、複数の 
MySQL クラスターのレプリケーションを集約する強力な方法です。このトポロジーにはクラスターのレプリケーションを集約する強力な方法です。このトポロジーには GTID を使を使
用する必要があります。用する必要があります。
       

        Debezium MySQL コネクターはこれらのマルチプライマリーコネクターはこれらのマルチプライマリー MySQL レプリカをソースとしレプリカをソースとし
て使用することができ、新しいレプリカが古いレプリカに追い付けば、異なるマルチプライマリーて使用することができ、新しいレプリカが古いレプリカに追い付けば、異なるマルチプライマリー 
MySQL レプリカにフェイルオーバーできます。つまり、新しいレプリカには最初のレプリカで確認レプリカにフェイルオーバーできます。つまり、新しいレプリカには最初のレプリカで確認
されたすべてのトランザクションが含まれます。これは、新しいマルチプライマリーされたすべてのトランザクションが含まれます。これは、新しいマルチプライマリー MySQL レプレプ
リカへの再接続を試み、リカへの再接続を試み、binlog で適切な場所を見つけようとする際に、特定ので適切な場所を見つけようとする際に、特定の GTID ソースが含まソースが含ま
れるまたは除外されるようにコネクターを設定できるため、コネクターがデータベースやテーブルれるまたは除外されるようにコネクターを設定できるため、コネクターがデータベースやテーブル
のサブセットのみを使用している場合でも機能します。のサブセットのみを使用している場合でも機能します。
       

ホステッドホステッド

        Debezium MySQL コネクターがコネクターが Amazon RDS やや Amazon Aurora などのホステッドオプショなどのホステッドオプショ
ンを使用するためのサポートがあります。ンを使用するためのサポートがあります。
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        これらのホステッドオプションではグローバル読み取りロックが許可されないため、テーブルこれらのホステッドオプションではグローバル読み取りロックが許可されないため、テーブル
レベルロックを使用してレベルロックを使用して 整合性スナップショット整合性スナップショット を作成します。を作成します。
       

5.1.2. Debezium MySQL コネクターによるデータベーススキーマの変更の処理方法コネクターによるデータベーススキーマの変更の処理方法

     データベースクライアントがデータベースのクエリーを行うと、クライアントはデータベースの現データベースクライアントがデータベースのクエリーを行うと、クライアントはデータベースの現
在のスキーマを使用します。しかし、データベーススキーマはいつでも変更が可能です。そのため、挿在のスキーマを使用します。しかし、データベーススキーマはいつでも変更が可能です。そのため、挿
入、更新、または削除の操作が記録されるたびに、コネクターはどのスキーマであるかを特定できる必入、更新、または削除の操作が記録されるたびに、コネクターはどのスキーマであるかを特定できる必
要があります。また、コネクターが比較的古いイベントを処理し、テーブルのスキーマが変更される前要があります。また、コネクターが比較的古いイベントを処理し、テーブルのスキーマが変更される前
に記録された可能性があるため、コネクターは現在のスキーマのみを使用することはできません。に記録された可能性があるため、コネクターは現在のスキーマのみを使用することはできません。
    

     これに対応するために、これに対応するために、MySQL のの binlog にはデータの行レベルの変更だけでなく、データベースにはデータの行レベルの変更だけでなく、データベース
に適用されるに適用される DDL ステートメントも含まれます。コネクターはステートメントも含まれます。コネクターは binlog を読み取り、を読み取り、DDL ステートメステートメ
ントを見つけると、それらのントを見つけると、それらの DDL ステートメントを解析し、各テーブルのスキーマのインメモリー表ステートメントを解析し、各テーブルのスキーマのインメモリー表
現を更新します。コネクターはこのスキーマ表現を使用して、挿入、更新、または削除の操作時にテー現を更新します。コネクターはこのスキーマ表現を使用して、挿入、更新、または削除の操作時にテー
ブルの構造を特定し、適切な変更イベントを生成します。別のデータベース履歴ブルの構造を特定し、適切な変更イベントを生成します。別のデータベース履歴 Kafka トピックでは、トピックでは、
コネクターは各コネクターは各 DDL ステートメントがあるステートメントがある binlog の場所とともにすべてのの場所とともにすべての DDL ステートメントを記ステートメントを記
録します。録します。
    

     コネクターが正常にクラッシュまたは停止された後にコネクターが再起動されると、コネクターはコネクターが正常にクラッシュまたは停止された後にコネクターが再起動されると、コネクターは
特定の場所特定の場所 (特定の時点特定の時点) からから binlog の読み取りを開始します。コネクターは、データベース履歴のの読み取りを開始します。コネクターは、データベース履歴の 
Kafka トピックを読み取り、コネクターが起動するトピックを読み取り、コネクターが起動する binlog の時点まですべてのの時点まですべての DDL ステートメントをステートメントを
解析することで、この時点で存在したテーブル構造を再ビルドします。解析することで、この時点で存在したテーブル構造を再ビルドします。
    

     このデータベース履歴トピックはコネクターのみが使用します。コネクターは任意で、このデータベース履歴トピックはコネクターのみが使用します。コネクターは任意で、コンシューコンシュー
マーアプリケーション向けの異なるトピックへのスキーマ変更イベントの生成マーアプリケーション向けの異なるトピックへのスキーマ変更イベントの生成 をを 参照してください。参照してください。
    

     MySQL コネクターが、コネクターが、gh -ost、、pt- online-schema- change などのスキーマ変更ツールが適用さなどのスキーマ変更ツールが適用さ
れるテーブルで変更をキャプチャーすると、移行プロセス中に作成されたヘルパーテーブルがありまれるテーブルで変更をキャプチャーすると、移行プロセス中に作成されたヘルパーテーブルがありま
す。これらのヘルパーテーブルへの変更をキャプチャーするようにコネクターを設定する必要があります。これらのヘルパーテーブルへの変更をキャプチャーするようにコネクターを設定する必要がありま
す。ヘルパーテーブル用に生成されたレコードがコンシューマーに必要ない場合は、単一メッセージ変す。ヘルパーテーブル用に生成されたレコードがコンシューマーに必要ない場合は、単一メッセージ変
換を適用して、除去できます。換を適用して、除去できます。
    

     Debezium イベントレコードを受信するイベントレコードを受信する トピックのデフォルト名トピックのデフォルト名 を参照してください。を参照してください。
    

5.1.3. Debezium MySQL コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法

     Debezium MySQL コネクターを設定すると、コネクターを設定すると、MySQL サーバーのデータベースに適用されるすべてサーバーのデータベースに適用されるすべて
のの DDL ステートメントが含まれるスキーマ変更イベントを生成できます。コネクターは、これらのイステートメントが含まれるスキーマ変更イベントを生成できます。コネクターは、これらのイ
ベントをベントを serverName という名前のという名前の Kafka トピックに出力します。トピックに出力します。serverName 
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は、は、database.server.name コネクター設定プロパティーによって指定されるコネクターの名前になりコネクター設定プロパティーによって指定されるコネクターの名前になり
ます。ます。
    

     スキーマ変更イベントスキーマ変更イベント の使用を選択した場合、スキーマ変更トピックからレコードを使用するようの使用を選択した場合、スキーマ変更トピックからレコードを使用するよう
にしてください。データベース履歴トピックはコネクターのみが使用します。にしてください。データベース履歴トピックはコネクターのみが使用します。
    

重要重要

      スキーマ変更トピックに出力されたイベントのグローバルな順序は重要です。したスキーマ変更トピックに出力されたイベントのグローバルな順序は重要です。した
がって、データベース履歴のトピックをパーティション化しないでください。つまり、がって、データベース履歴のトピックをパーティション化しないでください。つまり、
データベース履歴トピックの作成時にパーティション数をデータベース履歴トピックの作成時にパーティション数を 1 に指定する必要がありまに指定する必要がありま
す。自動トピックの作成に依存する場合は、デフォルトのパーティション数を指定するす。自動トピックの作成に依存する場合は、デフォルトのパーティション数を指定する 
Kafka のの num.partitions 設定オプションが設定オプションが 1 に設定されていることを確認します。に設定されていることを確認します。
     

     コネクターがスキーマ変更トピックに出力する各レコードには、コネクターがスキーマ変更トピックに出力する各レコードには、DDL ステートメントの適用時に接ステートメントの適用時に接
続されたデータベースの名前を含むメッセージキーが含まれています。例を以下に示します。続されたデータベースの名前を含むメッセージキーが含まれています。例を以下に示します。
    

     スキーマ変更イベントレコードの値には、スキーマ変更イベントレコードの値には、DDL ステートメント、ステートメントが適用されたデーステートメント、ステートメントが適用されたデー
タベースの名前、およびタベースの名前、および binlog におけるステートメントの位置を含む構造が含まれます。以下に例をにおけるステートメントの位置を含む構造が含まれます。以下に例を
示します。示します。
    

{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "name": "io.debezium.connector.mysql.SchemaChangeKey",
    "optional": false,
    "fields": [
      {
        "field": "databaseName",
        "type": "string",
        "optional": false
      }
    ]
  },
  "payload": {
    "databaseName": "inventory"
  }
}

{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "name": "io.debezium.connector.mysql.SchemaChangeValue",
    "optional": false,
    "fields": [
      {
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        "field": "databaseName",
        "type": "string",
        "optional": false
      },
      {
        "field": "ddl",
        "type": "string",
        "optional": false
      },
      {
        "field": "source",
        "type": "struct",
        "name": "io.debezium.connector.mysql.Source",
        "optional": false,
        "fields": [
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "version"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "name"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "server_id"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "ts_ms"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "gtid"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "file"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "pos"
          },
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "row"
          },
          {
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     The ddl フィールドに複数のフィールドに複数の DDL ステートメントが含まれる可能性があります。各ステートメントステートメントが含まれる可能性があります。各ステートメント
はは databaseName フィールドのデータベースに適用されます。ステートメントは、データベースに適フィールドのデータベースに適用されます。ステートメントは、データベースに適
用された順序で示されます。用された順序で示されます。ソースフィールドソースフィールド は、テーブル固有のトピックに書き込まれた標準のデーは、テーブル固有のトピックに書き込まれた標準のデー

            "type": "boolean",
            "optional": true,
            "default": false,
            "field": "snapshot"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": true,
            "field": "thread"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "db"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "table"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "query"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "payload": {
    "databaseName": "inventory",
    "ddl": "CREATE TABLE products ( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 
KEY, name VARCHAR(255) NOT NULL, description VARCHAR(512), weight FLOAT ); ALTER 
TABLE products AUTO_INCREMENT = 101;",
    "source" : {
      "version": "1.5.4.Final",
      "name": "mysql-server-1",
      "server_id": 0,
      "ts_ms": 0,
      "gtid": null,
      "file": "mysql-bin.000003",
      "pos": 154,
      "row": 0,
      "snapshot": true,
      "thread": null,
      "db": null,
      "table": null,
      "query": null
    }
  }
}
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タ変更イベントとして構成されます。このフィールドは、異なるトピックでイベントを関連付けるのにタ変更イベントとして構成されます。このフィールドは、異なるトピックでイベントを関連付けるのに
役立ちます。役立ちます。
    

     クライアントは、複数のデータベースに適用される複数のクライアントは、複数のデータベースに適用される複数の DDL ステートメントを送信できます。ステートメントを送信できます。
MySQL がこれらをアトミックに適用する場合、コネクターはがこれらをアトミックに適用する場合、コネクターは DDL ステートメントを順番に取得し、ステートメントを順番に取得し、
データベース別にグループ化して、各グループにスキーマ変更イベントを作成します。データベース別にグループ化して、各グループにスキーマ変更イベントを作成します。MySQL がこれがこれ
らを個別に適用すると、コネクターは各ステートメントに対して個別のスキーマ変更イベントを作成しらを個別に適用すると、コネクターは各ステートメントに対して個別のスキーマ変更イベントを作成し
ます。ます。
    

     「「 スキーマ履歴トピックスキーマ履歴トピック 」も参照してください。」も参照してください。
    

5.1.4. Debezium MySQL コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法

     Debezium MySQL コネクターが最初に起動すると、データベースの最初のコネクターが最初に起動すると、データベースの最初の 整合性スナップショッ整合性スナップショッ
トト が実行されます。以下のフローは、コネクターによってこのスナップショットが作成される方法を示が実行されます。以下のフローは、コネクターによってこのスナップショットが作成される方法を示
しています。このフローは、しています。このフローは、初期初期 デフォルトのスナップショットモード用です。その他のスナップデフォルトのスナップショットモード用です。その他のスナップ
ショットモードの詳細は、ショットモードの詳細は、MySQL コネクターコネクター  snapshot.mode 設定プロパティ設定プロパティ を参照してください。を参照してください。
    

表表5.1 グローバル読み取りロックを使用して最初のスナップショットを実行するためのワークフローグローバル読み取りロックを使用して最初のスナップショットを実行するためのワークフロー

ステッステッ
ププ

アクションアクション

1 他のデータベースクライアントによる 書き込み書き込み をブロックするグローバル読み取りロックを取得
します。

スナップショット自体は、コネクターによる binlog の位置やテーブルスキーマの読み取りを妨害
する可能性のある DDL を他のクライアントが適用しないように防ぐことはありません。コネク
ターは binlog の位置を読み取る間にグローバル読み取りロックを保持し、後のステップで説明す
るように、ロックを解除します。

2 繰り返し可能な読み取りセマンティクス でトランザクションを開始し、トランザクション内の後
続の読み取りがすべて 整合性スナップショット整合性スナップショット に対して実行されるようにします。

3 現在の binlog の位置を読み取ります。

....
"payload": {
    "databaseName": "inventory",
    "ddl": "CREATE TABLE products ( id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 
KEY,...)",
    "source" : {
        ...
    }
}
....
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4 コネクターが変更をキャプチャーするように設定されたデータベースとテーブルのスキーマを読み
取ります。

5 グローバル読み取りロックを解放します。他のデータベースクライアントがデータベースに書き込
みできるようになりました。

6 該当する場合は、DDL の変更をスキーマ変更トピックに書き込みます。これには、必要な 
DROP…  およびおよび CREATE…   DDL ステートメントがすべて含まれます。

7 データベーステーブルをスキャンします。コネクターは、行ごとに CREATE イベントを関連する
テーブル固有の Kafka トピックに出力します。

8 トランザクションをコミットします。

9 コネクターオフセットの完了済みスナップショットを記録します。

ステッステッ
ププ

アクションアクション

コネクターの再起動コネクターの再起動

        最初のスナップショット最初のスナップショット の実行中にコネクターが失敗または停止したり、再分散された場合、の実行中にコネクターが失敗または停止したり、再分散された場合、
コネクターの再起動後に新しいスナップショットが実行されます。このコネクターの再起動後に新しいスナップショットが実行されます。この 最初のスナップショット最初のスナップショット がが
完了すると、完了すると、Debezium MySQL コネクターはコネクターは binlog の同じ位置から再起動するため、更新が見逃の同じ位置から再起動するため、更新が見逃
されることはありません。されることはありません。
       

        コネクターが長時間停止した場合、コネクターが長時間停止した場合、MySQL が古いが古い binlog ファイルをパージし、コネクターのファイルをパージし、コネクターの
位置が失われる可能性があります。位置が失われた場合、コネクターは位置が失われる可能性があります。位置が失われた場合、コネクターは 最初のスナップショット最初のスナップショット をを
開始位置に戻します。開始位置に戻します。Debezium MySQL コネクターのトラブルシューティングに関する詳細は、コネクターのトラブルシューティングに関する詳細は、問問
題が発生した場合の動作を参照し題が発生した場合の動作を参照し てください。てください。
       

グローバル読み取りロックが許可されないグローバル読み取りロックが許可されない

        一部の環境では、グローバル読み取りロックが許可されません。一部の環境では、グローバル読み取りロックが許可されません。Debezium MySQL コネクコネク
ターがグローバル読み取りロックが許可されないことを検出すると、代わりにテーブルレベルロッターがグローバル読み取りロックが許可されないことを検出すると、代わりにテーブルレベルロッ
クを使用して、この方法でスナップショットを実行します。これには、クを使用して、この方法でスナップショットを実行します。これには、Debezium コネクターのコネクターの
データベースユーザーにデータベースユーザーに LOCK TABLES 権限が必要になります。権限が必要になります。
       

表表5.2 テーブルレベルロックを使用して最初のスナップショットを実行するためのワークフローテーブルレベルロックを使用して最初のスナップショットを実行するためのワークフロー

ステッステッ
ププ

アクションアクション

1 テーブルレベルロックを取得します。
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2 繰り返し可能な読み取りセマンティクス でトランザクションを開始し、トランザクション内の
後続の読み取りがすべて 整合性スナップショット整合性スナップショット に対して実行されるようにします。

3 データベースとテーブルの名前を読み取り、選別します。

4 現在の binlog の位置を読み取ります。

5 コネクターが変更をキャプチャーするように設定されたデータベースとテーブルのスキーマを
読み取ります。

6 該当する場合は、DDL の変更をスキーマ変更トピックに書き込みます。これには、必要な 
DROP…  およびおよび CREATE…   DDL ステートメントがすべて含まれます。

7 データベーステーブルをスキャンします。コネクターは、行ごとに CREATE イベントを関連
するテーブル固有の Kafka トピックに出力します。

8 トランザクションをコミットします。

9 テーブルレベルロックを解除します。

10 コネクターオフセットの完了済みスナップショットを記録します。

ステッステッ
ププ

アクションアクション

5.1.5. Debezium MySQL 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名トピックのデフォルト名

     デフォルトの動作では、デフォルトの動作では、Debezium MySQL コネクターはコネクターは 1 つのテーブルのすべてのつのテーブルのすべての 
INSERT、、UPDATE、および、および DELETE 操作のイベントを操作のイベントを 1 つのつの Kafka トピックに書き込みます。トピックに書き込みます。Kafka 
トピックの命名規則は次のとおりです。トピックの命名規則は次のとおりです。
    

     serverName.databaseName.tableName
    

     合致する合致する とと、サーバー名、、サーバー名、インベントリーはインベントリーは データベース名で、データベースにはデータベース名で、データベースには 注文注文、、顧客顧客、、おお
よび製品よび製品 の名前が含まれています。の名前が含まれています。Debezium MySQL コネクターは、データベースのテーブルごとにコネクターは、データベースのテーブルごとに 
1 つずつ、つずつ、3 つのつの Kafka トピックにイベントを出力します。トピックにイベントを出力します。
    

fulfillment.inventory.orders
fulfillment.inventory.customers
fulfillment.inventory.products

トランザクションメタデータトランザクションメタデータ
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      Debezium は、トランザクション境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンリッチするイは、トランザクション境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンリッチするイ
ベントを生成できます。トランザクションベントを生成できます。トランザクション BEGIN およびおよび END ごとに、ごとに、Debezium は以下のフィールは以下のフィール
ドが含まれるイベントを生成します。ドが含まれるイベントを生成します。
     

       status: BEGIN またはまたは END
      

       id: 一意のトランザクション識別子の文字列表現一意のトランザクション識別子の文字列表現
      

       event_count （（ END イベント用）イベント用）- トランザクションによって出力されたイベントの合計トランザクションによって出力されたイベントの合計
数数
      

       data_collections （（ END イベント用）イベント用）- 指定のデータコレクションからの変更によって出指定のデータコレクションからの変更によって出
力されたイベントの数を提供する力されたイベントの数を提供する data _collection とと event_count のペアの配列。のペアの配列。
      

例例

      

     

{
  "status": "BEGIN",
  "id": "0e4d5dcd-a33b-11ea-80f1-02010a22a99e:10",
  "event_count": null,
  "data_collections": null
}

{
  "status": "END",
  "id": "0e4d5dcd-a33b-11ea-80f1-02010a22a99e:10",
  "event_count": 2,
  "data_collections": [
    {
      "data_collection": "s1.a",
      "event_count": 1
    },
    {
      "data_collection": "s2.a",
      "event_count": 1
    }
  ]
}
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     トランザクションイベントは、トランザクションイベントは、database.server.name. transaction という名前のトピックに書き込という名前のトピックに書き込
まれます。まれます。
    

変更データイベントのエンリッチメント変更データイベントのエンリッチメント

      トランザクションメタデータを有効にすると、データトランザクションメタデータを有効にすると、データ message Envelope は新しいは新しい トランザクトランザク
ションション フィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベンフィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベン
トに関する情報を提供します。トに関する情報を提供します。
     

       id: 一意のトランザクション識別子の文字列表現一意のトランザクション識別子の文字列表現
      

       total_order: トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベン
トの絶対位置。トの絶対位置。
      

       data_collection_order - トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とトランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象と
するイベントのデータコレクションごとの位置。するイベントのデータコレクションごとの位置。
      

     以下は、メッセージの例になります。以下は、メッセージの例になります。
    

     GTID が有効になっていないシステムの場合、トランザクション識別子はが有効になっていないシステムの場合、トランザクション識別子は binlog ファイル名とファイル名と  
binlog の位置の組み合わせを使用して作成されます。たとえば、トランザクションの位置の組み合わせを使用して作成されます。たとえば、トランザクション BEGIN イベントにイベントに
対応する対応する binlog のファイル名と位置がのファイル名と位置が mysql-bin.000002 およびおよび 1913 の場合、の場合、Debezium が構築したが構築した
トランザクション識別子はトランザクション識別子は file=mysql-bin.000002,pos=1913 になります。になります。
    

5.2. DEBEZIUM MYSQL コネクターのデータ変更イベントの説明コネクターのデータ変更イベントの説明

{
  "before": null,
  "after": {
    "pk": "2",
    "aa": "1"
  },
  "source": {
...
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": "1580390884335",
  "transaction": {
    "id": "0e4d5dcd-a33b-11ea-80f1-02010a22a99e:10",
    "total_order": "1",
    "data_collection_order": "1"
  }
}
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    Debezium MySQL コネクターは、行レベルのコネクターは、行レベルの INSERT、、UPDATE、、およびおよび DELETE 操作ごとにデー操作ごとにデー
タ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更されたタ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更された
テーブルによって異なります。テーブルによって異なります。
   

    Debezium およびおよび Kafka Connect は、は、イベントメッセージの継続的なストリームイベントメッセージの継続的なストリーム を中心として設計を中心として設計
されています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コンされています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コン
シューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテンシューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテン
ツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジストツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジスト
リーからスキーマを取得するために使用できるスキーマリーからスキーマを取得するために使用できるスキーマ ID が含まれます。これにより、各イベントがが含まれます。これにより、各イベントが
自己完結型になります。自己完結型になります。
   

    以下のスケルトン以下のスケルトン JSON は、変更イベントの基本となるは、変更イベントの基本となる 4 つの部分を示しています。ただし、アプつの部分を示しています。ただし、アプ
リケーションで使用するために選択したリケーションで使用するために選択した Kafka Connect コンバーターの設定方法によって、変更イベコンバーターの設定方法によって、変更イベ
ントのこれらントのこれら 4 部分の表現が決定されます。部分の表現が決定されます。schema フィールドは、変更イベントが生成されるようにフィールドは、変更イベントが生成されるように
コンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペ
イロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれイロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれ
ます。ます。JSON コンバーターを使用し、変更イベントの基本となるコンバーターを使用し、変更イベントの基本となる 4 つの部分すべてを生成するように設つの部分すべてを生成するように設
定すると、変更イベントの構造は次のようになります。定すると、変更イベントの構造は次のようになります。
   

表表5.3 変更イベントの基本内容の概要変更イベントの基本内容の概要

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

{
 "schema": { 1
   ...
  },
 "payload": { 2
   ...
 },
 "schema": { 3
   ...
 },
 "payload": { 4
   ...
 },
}
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1 schema 最初の スキーマスキーマ フィールドはイベントキーの一部です。イベントキーの 
ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。
つまり、最初の schema フィールドは、変更されたテーブルのプライマ
リーキーの構造、またはテーブルにプライマリーキーがない場合は変更さ
れたテーブルの一意キーの構造を記述します。

message.key.columnsコネクター設定プロパティー を設定すると、
テーブルのプライマリーキーをオーバーライドできます。この場合、最初
の schema フィールドはそのプロパティーによって識別されるキーの構造
を記述します。

2 payload 最初の payload フィールドはイベントキーの一部になります。前述の 
schema フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行のキー
が含まれます。

3 schema 2 つ目の スキーマスキーマ フィールドはイベント値の一部です。イベント値 のペのペ
イロードイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。つ
まり、2 つ目の スキーマはスキーマは 変更された行の構造を記述します。通常、この
スキーマには入れ子になったスキーマが含まれます。

4 payload 2 つ目の payload フィールドはイベント値の一部です。前述の schema
フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行の実際のデータ
が含まれます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

    デフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同じ名前デフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同じ名前
を持つトピックにストリーミングされます。を持つトピックにストリーミングされます。トピック名トピック名 を参照してください。を参照してください。
   

警告警告

     MySQL コネクターは、すべてのコネクターは、すべての Kafka Connect スキーマ名がスキーマ名が Avro スキーマスキーマ
名の形式名の形式 に準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベットまたに準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベットまた
はアンダースコアはアンダースコア (a-z、、A-Z、または、または _) で始まる必要があります。論理サーバー名で始まる必要があります。論理サーバー名
の残りの各文字と、データベース名とテーブル名の各文字は、アルファベット、数の残りの各文字と、データベース名とテーブル名の各文字は、アルファベット、数
字、またはアンダースコア字、またはアンダースコア (a-z、、A-Z、、0-9、または、または _) でなければなりません。無でなければなりません。無
効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。
    

     論理サーバー名、データベース名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、論理サーバー名、データベース名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、
名前を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに名前を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに
置き換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。置き換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。
    



第第5章章 MYSQL のの DEBEZIUM コネクターコネクター

131

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mysql-property-message-key-columns
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#default-names-of-kafka-topics-that-receive-debezium-mysql-change-event-records
http://avro.apache.org/docs/current/spec.html#names


    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium MySQL 変更イベントのキー」変更イベントのキー」
     

      「「Debezium MySQL 変更イベントの値」変更イベントの値」
     

5.2.1. Debezium MySQL 変更イベントのキー変更イベントのキー

     変更イベントのキーには、変更されたテーブルのキーのスキーマと、変更された行の実際のキーの変更イベントのキーには、変更されたテーブルのキーのスキーマと、変更された行の実際のキーの
スキーマが含まれます。スキーマとそれに対応するペイロードの両方には、コネクターによってイベンスキーマが含まれます。スキーマとそれに対応するペイロードの両方には、コネクターによってイベン
トが作成された時点において、変更されたテーブルのトが作成された時点において、変更されたテーブルの PRIMARY KEY （または一意の制約）の各列の（または一意の制約）の各列の
フィールドが含まれます。フィールドが含まれます。
    

     以下の以下の 顧客顧客 テーブルについて考えてみましょう。この後に、このテーブルの変更イベントキーの例テーブルについて考えてみましょう。この後に、このテーブルの変更イベントキーの例
を示します。を示します。
    

     顧客顧客 テーブルへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキースキーマテーブルへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキースキーマ
があります。があります。顧客顧客 テーブルに前述の定義がある限り、テーブルに前述の定義がある限り、顧客顧客 テーブルへの変更をキャプチャーする変更テーブルへの変更をキャプチャーする変更
イベントのキー構造はすべて以下のようになります。イベントのキー構造はすべて以下のようになります。JSON では、以下のようになります。では、以下のようになります。
    

CREATE TABLE customers (
  id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE KEY
) AUTO_INCREMENT=1001;

{
 "schema": { 1
    "type": "struct",
    "name": "mysql-server-1.inventory.customers.Key", 2
    "optional": false, 3
    "fields": [ 4
      {
        "field": "id",
        "type": "int32",
        "optional": false
      }
    ]
  },
 "payload": { 5
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表表5.4 変更イベントキーの説明変更イベントキーの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema キーのスキーマ部分は、キーの ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka
Connect スキーマを指定します。

2 mysql-server-
1.inventory.cust
omers.Key

キーのペイロードの構造を定義するスキーマの名前。このスキーマは、変
更されたテーブルのプライマリーキーの構造を記述します。キースキーマ
名の形式は connector-name.database- name.table-name .Key です。こ
の例では、以下のようになります。

mysql-server-1 はこのイベントを生成したコネクターの名前で
す。

inventory は変更されたテーブルが含まれるデータベースです。

顧客顧客 は更新されたテーブルです。

3 任意任意 イベントキーの payload フィールドに値が含まれる必要があるかどうかを
示します。この例では、キーのペイロードに値が必要です。テーブルにプ
ライマリーキーがない場合は、キーの payload フィールドの値は任意で
す。

4 fields 各フィールドの名前、タイプ、および必要かどうかなど、ペイロードペイロード で想
定される各フィールドを指定します。

5 payload この変更イベントが生成された行のキーが含まれます。この例では、キー
に、値が 1001 の id フィールドが 1 つ含まれます。

5.2.2. Debezium MySQL 変更イベントの値変更イベントの値

     変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には schema セクションとセクションと 
payload セクションがあります。セクションがあります。schema セクションには、ネストされたフィールドを含む、セクションには、ネストされたフィールドを含む、payload 
セクションのセクションの Envelope 構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する
操作のすべての変更イベントには、操作のすべての変更イベントには、Envelope 構造を持つ値構造を持つ値 payload があります。があります。
    

     変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょ変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょ
う。う。
    

    "id": 1001
  }
}

CREATE TABLE customers (
  id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
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     このテーブルへの変更に対する変更イベントの値部分には以下について記述されています。このテーブルへの変更に対する変更イベントの値部分には以下について記述されています。
    

       作成作成イベントイベント
      

       更新更新イベントイベント
      

       プライマリーキーの更新プライマリーキーの更新
      

       削除削除イベントイベント
      

       廃棄廃棄 (tombstone) イベントイベント
      

作成作成イベントイベント

      以下の例は、以下の例は、顧客顧客 テーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イテーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イ
ベントの値の部分を示しています。ベントの値の部分を示しています。
     

  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE KEY
) AUTO_INCREMENT=1001;

{
  "schema": { 1
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "id"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "first_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "last_name"
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          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "email"
          }
        ],
        "optional": true,
        "name": "mysql-server-1.inventory.customers.Value", 2
        "field": "before"
      },
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "id"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "first_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "last_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "email"
          }
        ],
        "optional": true,
        "name": "mysql-server-1.inventory.customers.Value",
        "field": "after"
      },
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "version"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "connector"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "name"
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          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "ts_ms"
          },
          {
            "type": "boolean",
            "optional": true,
            "default": false,
            "field": "snapshot"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "db"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "table"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "server_id"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "gtid"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "file"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "pos"
          },
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "row"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": true,
            "field": "thread"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "query"
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表表5.5 作成作成 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

          }
        ],
        "optional": false,
        "name": "io.debezium.connector.mysql.Source", 3
        "field": "source"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "op"
      },
      {
        "type": "int64",
        "optional": true,
        "field": "ts_ms"
      }
    ],
    "optional": false,
    "name": "mysql-server-1.inventory.customers.Envelope" 4
  },
  "payload": { 5
    "op": "c", 6
    "ts_ms": 1465491411815, 7
    "before": null, 8
    "after": { 9
      "id": 1004,
      "first_name": "Anne",
      "last_name": "Kretchmar",
      "email": "annek@noanswer.org"
    },
    "source": { 10
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "mysql",
      "name": "mysql-server-1",
      "ts_ms": 0,
      "snapshot": false,
      "db": "inventory",
      "table": "customers",
      "server_id": 0,
      "gtid": null,
      "file": "mysql-bin.000003",
      "pos": 154,
      "row": 0,
      "thread": 7,
      "query": "INSERT INTO customers (first_name, last_name, email) VALUES ('Anne', 
'Kretchmar', 'annek@noanswer.org')"
    }
  }
}
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項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 値のペイロードの構造を記述する、値のスキーマ。変更イベントの値ス
キーマは、コネクターが特定のテーブルに生成するすべての変更イベント
で同じになります。

2 name スキーマスキーマ セクションで、各 name フィールドは、値のペイロードの
フィールドに対するスキーマを指定します。

mysql-server-1.inventory.customers.Value は、before と after ペイ
ロードのスキーマです。このスキーマは customers テーブルに固有で
す。

before および after フィールドのスキーマ名
はlogicalName.tableName.Value の形式で、スキーマ名がデータベース
で一意になるようにします。つまり、Avro コンバーター を使用する場合、
各論理ソースの各テーブルの Avro スキーマには独自の進化と履歴がありま
す。

3 name io.debezium.connector.mysql.Source は、ペイロードの ソースソース
フィールドのフィールドの スキーマです。このスキーマは MySQL コネクターに固有で
す。コネクターは生成するすべてのイベントにこれを使用します。

4 name mysql-server-1.inventory.customers.Envelope はは、ペイロードの全
体的な構造のスキーマ ですです 。。
        

         

5 payload 値の実際のデータ。これは、変更イベントが提供する情報です。

イベントの JSON 表現はそれが記述する行よりもはるかに大きいように見
えることがあります。これは、JSON 表現にはメッセージのスキーマ部分
とペイロード部分を含める必要があるためです。ただし、Avro コンバー
ター を使用すると、コネクターが Kafka トピックにストリーミングする
メッセージのサイズを大幅に小さくすることができます。

6 op コネクターによってイベントが生成される原因となった操作の型を記述す
る必須文字列。この例では、c は操作によって行が作成されたことを示して
います。有効な値は以下のとおりです。

c = create

u = update

d = delete

r = read（スナップショットのみに適用）
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7 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

8 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。この例では、op 
フィールドがフィールドが create の c になる場合、この変更イベントは新規コンテン
ツ用であるため、before フィールドは null になります。

9 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。この例で
は、after フィールドには新しい行の id、first_name、、 last_name、お、お
よびメールよびメール コラムコラム の値が含まれます。

10 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。このフィール
ドには、イベントの発生元、イベントの発生順序、およびイベントが同じ
トランザクションの一部であるかどうかなど、このイベントと他のイベン
トを比較するために使用できる情報が含まれています。ソースメタデータ
には以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター名

イベントが記録された binlog 名

binlog の位置

イベント内の行

イベントがスナップショットの一部であるか

新しい行が含まれるデータベースおよびテーブルの名前

イベントを作成した MySQL スレッドの ID (スナップショット以
外)

MySQL サーバー ID (利用可能な場合)

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

binlog_rows_query_log_events MySQL 設定オプションが有効で、コ
ネクター設定 include.query プロパティーが有効な場合、source フィー
ルドは、変更イベントの起因となった元の SQL ステートメントが含まれる 
query フィールドも提供します。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

更新更新イベントイベント
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      サンプルサンプル 顧客顧客 テーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルのテーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルの 作成作成 イベントと同じスイベントと同じス
キーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイキーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイ
ロードではロードでは 更新更新 イベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターがイベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターが 顧客顧客 テーブルの更新に対しテーブルの更新に対し
て生成するイベントの変更イベント値の例になります。て生成するイベントの変更イベント値の例になります。
     

表表5.6 更新更新 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。更新更新 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミット前に各テーブル列の
フィールドと、その列にあった値が含まれます。この例では、first_name
値は Anne です。です。

{
  "schema": { ... },
  "payload": {
    "before": { 1
      "id": 1004,
      "first_name": "Anne",
      "last_name": "Kretchmar",
      "email": "annek@noanswer.org"
    },
    "after": { 2
      "id": 1004,
      "first_name": "Anne Marie",
      "last_name": "Kretchmar",
      "email": "annek@noanswer.org"
    },
    "source": { 3
      "version": "1.5.4.Final",
      "name": "mysql-server-1",
      "connector": "mysql",
      "name": "mysql-server-1",
      "ts_ms": 1465581029100,
      "snapshot": false,
      "db": "inventory",
      "table": "customers",
      "server_id": 223344,
      "gtid": null,
      "file": "mysql-bin.000003",
      "pos": 484,
      "row": 0,
      "thread": 7,
      "query": "UPDATE customers SET first_name='Anne Marie' WHERE id=1004"
    },
    "op": "u", 4
    "ts_ms": 1465581029523 5
  }
}
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2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。構造 の前後にの前後に  
比較して、この行への更新内容を判断できます。この例で比較して、この行への更新内容を判断できます。この例で
は、は、first_name 値は値は Anne Marie になります。になります。
        

         

3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。ソースフィーソースフィー
ルドルド 構造には create イベントと同じフィールドがありますが、一部の値が
異なります。たとえば、更新更新 イベントは binlog の異なる位置からです。
ソースメタデータには以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター名

イベントが記録された binlog 名

binlog の位置

イベント内の行

イベントがスナップショットの一部であるか

更新された行が含まれるデータベースおよびテーブルの名前

イベントを作成した MySQL スレッドの ID (スナップショット以
外)

MySQL サーバー ID (利用可能な場合)

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

binlog_rows_query_log_events MySQL 設定オプションが有効で、コ
ネクター設定 include.query プロパティーが有効な場合、source フィー
ルドは、変更イベントの起因となった元の SQL ステートメントが含まれる 
query フィールドも提供します。

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。更新更新 イベント値の op フィールドの値
は u で、更新によってこの行が変更されたことを示します。

5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

注記注記
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注記注記

      行のプライマリーキー行のプライマリーキー/一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。
キーが変更されると、キーが変更されると、3 つつのイベントがのイベントが Debezium によって出力されます。によって出力されます。3 つのイベつのイベ
ントとは、ントとは、DELETE イベント、行の古いキーを持つイベント、行の古いキーを持つ 廃棄廃棄 (tombstone)、およびそれに続、およびそれに続
く行の新しいキーを持つイベントです。詳細は次のセクションで説明します。く行の新しいキーを持つイベントです。詳細は次のセクションで説明します。
     

プライマリーキーの更新プライマリーキーの更新

      行のプライマリーキーフィールドを変更する行のプライマリーキーフィールドを変更する UPDATE 操作は、プライマリーキーの変更と呼ばれま操作は、プライマリーキーの変更と呼ばれま
す。プライマリーキーの変更では、す。プライマリーキーの変更では、UPDATE イベントレコードの代わりに、コネクターは古いキーのイベントレコードの代わりに、コネクターは古いキーの 
DELETE イベントレコードと、新しい（更新された）キーのイベントレコードと、新しい（更新された）キーの CREATE イベントレコードを出力しまイベントレコードを出力しま
す。これらのイベントには通常の構造と内容があり、イベントごとにプライマリーキーの変更に関連すす。これらのイベントには通常の構造と内容があり、イベントごとにプライマリーキーの変更に関連す
るメッセージヘッダーがあります。るメッセージヘッダーがあります。
     

       DELETE イベントレコードには、メッセージヘッダーとしてイベントレコードには、メッセージヘッダーとして __debezium.newkey がありがあり
ます。このヘッダーの値は、更新された行の新しいプライマリーキーです。ます。このヘッダーの値は、更新された行の新しいプライマリーキーです。
      

       CREATE イベントレコードには、メッセージヘッダーとしてイベントレコードには、メッセージヘッダーとして __debezium.oldkey がありがあり
ます。このヘッダーの値は、更新された行にあった以前のます。このヘッダーの値は、更新された行にあった以前の (古い古い) プライマリーキーです。プライマリーキーです。
      

削除削除 イベントイベント

      削除削除 変更イベントの値は、同じテーブルの変更イベントの値は、同じテーブルの 作成作成 およびおよび 更新更新 イベントと同じイベントと同じ スキーマスキーマ の部分になの部分にな
ります。サンプルります。サンプル 顧客顧客 テーブルのテーブルの 削除削除 イベントのイベントの ペイロードペイロード 部分は以下のようになります。部分は以下のようになります。
     

{
  "schema": { ... },
  "payload": {
    "before": { 1
      "id": 1004,
      "first_name": "Anne Marie",
      "last_name": "Kretchmar",
      "email": "annek@noanswer.org"
    },
    "after": null, 2
    "source": { 3
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "mysql",
      "name": "mysql-server-1",
      "ts_ms": 1465581902300,
      "snapshot": false,
      "db": "inventory",
      "table": "customers",
      "server_id": 223344,
      "gtid": null,
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表表5.7 削除削除 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミットで削除される前に行に
あった値が含まれます。

2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の after フィールドは null で、行が存在しないことを示します。

3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。削除削除 イベント
値では、ソースフィールドのソースフィールドの 構造は、同じテーブルの 作成作成 および 更新更新
イベントと同じです。多くの ソースフィールドソースフィールド 値も同じです。削除削除 イベ
ント値の the ts_ms および pos フィールドの値や、その他の値が変更され
た可能性があります。ただし、削除削除 イベント値の ソースフィールドソースフィールド は同
じメタデータを提供します。

Debezium バージョン

コネクター名

イベントが記録された binlog 名

binlog の位置

イベント内の行

イベントがスナップショットの一部であるか

更新された行が含まれるデータベースおよびテーブルの名前

イベントを作成した MySQL スレッドの ID (スナップショット以
外)

MySQL サーバー ID (利用可能な場合)

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

binlog_rows_query_log_events MySQL 設定オプションが有効で、コ
ネクター設定 include.query プロパティーが有効な場合、source フィー
ルドは、変更イベントの起因となった元の SQL ステートメントが含まれる 
query フィールドも提供します。

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。op フィールドの値は d で、この行が削
除されたことを示します。

      "file": "mysql-bin.000003",
      "pos": 805,
      "row": 0,
      "thread": 7,
      "query": "DELETE FROM customers WHERE id=1004"
    },
    "op": "d", 4
    "ts_ms": 1465581902461 5
  }
}
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5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

     削除削除 変更イベントレコードは、この行の削除を処理するために必要な情報を持つコンシューマーを変更イベントレコードは、この行の削除を処理するために必要な情報を持つコンシューマーを
提供します。コンシューマーによっては、削除を適切に処理するために古い値が必要になることがある提供します。コンシューマーによっては、削除を適切に処理するために古い値が必要になることがある
ため、古い値が含まれます。ため、古い値が含まれます。
    

     MySQL コネクターイベントは、コネクターイベントは、Kafka のログコンパクションのログコンパクション と動作するように設計されていまと動作するように設計されていま
す。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古いす。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古い
メッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態メッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態
のリロードに使用できるようにするとともに、のリロードに使用できるようにするとともに、 Kafka がストレージ領域を確保できるようにします。がストレージ領域を確保できるようにします。
    

廃棄廃棄 (tombstone) イベントイベント

      行が削除された場合でも、行が削除された場合でも、Kafka は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、削削
除除 イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、Kafka が同じキーを持つすべてのメッが同じキーを持つすべてのメッ
セージを削除するには、メッセージの値がセージを削除するには、メッセージの値が null である必要があります。これを可能にするために、である必要があります。これを可能にするために、
Debezium のの MySQL コネクターはコネクターは 削除削除 イベントを出力した後にイベントを出力した後に 、、 同じキーと同じキーと null 値を持つ特別な値を持つ特別な
廃棄廃棄(tombstone)イベントを出力します。イベントを出力します。
     

5.3. DEBEZIUM MYSQL コネクターによるデータ型のマッピング方法コネクターによるデータ型のマッピング方法

    Debezium MySQL コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントで行への変コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントで行への変
更を表します。イベントには、各列の値のフィールドが含まれます。その列の更を表します。イベントには、各列の値のフィールドが含まれます。その列の MySQL データ型は、イデータ型は、イ
ベントの値を表す方法を指定します。ベントの値を表す方法を指定します。
   

    文字列を格納する列は、文字セットと照合順序を使用して文字列を格納する列は、文字セットと照合順序を使用して MySQL に定義されます。に定義されます。MySQL コネクコネク
ターは、ターは、binlog イベントの列値のバイナリー表現を読み取るときに、列の文字セットを使用します。イベントの列値のバイナリー表現を読み取るときに、列の文字セットを使用します。
   

    コネクターはコネクターは MySQL データ型をデータ型を リテラルリテラル 型および型および セマンティックセマンティック 型の両方にマップできます。型の両方にマップできます。
   

      リテラル型リテラル型: Kafka Connect スキーマタイプを使用して値がどのように表されるか。スキーマタイプを使用して値がどのように表されるか。
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      セマンティック型セマンティック型: Kafka Connect スキーマがどのようにフィールドスキーマがどのようにフィールド (スキーマ名スキーマ名) の意味の意味
をキャプチャーするか。をキャプチャーするか。
     

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      基本型基本型
     

      時間型時間型
     

      10 進数型進数型
     

      ブール値ブール値
     

      空間型空間型
     

基本型基本型

     以下の表は、コネクターによる基本的な以下の表は、コネクターによる基本的な MySQL データ型のマッピング方法を示しています。データ型のマッピング方法を示しています。
    

表表5.8 基本型のマッピングの説明基本型のマッピングの説明

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

BOOLEAN, BOOL BOOLEAN 該当なし該当なし

BIT(1) BOOLEAN 該当なし該当なし

BIT(>1) BYTES io.debezium.data.Bits
The length schema パラメーターには、ビット数を表す整
数が含まれます。byte[] にはビットが リトルエンディアリトルエンディア
ン形式で含まれン形式で含まれ、指定数のビットが含まれるようにサイズ
が指定されます。たとえば、n はビットです。
numBytes = n/8 + (n%8== 0 ?0 : 1)

TINYINT INT16 該当なし該当なし

SMALLINT[(M)] INT16 該当なし該当なし
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MEDIUMINT[(M)] INT32 該当なし該当なし

INT、、INTEGER[(M)] INT32 該当なし該当なし

BIGINT[(M)] INT64 該当なし該当なし

REAL[(M,D)] FLOAT32 該当なし該当なし

FLOAT[(M,D)] FLOAT64 該当なし該当なし

DOUBLE[(M,D)] FLOAT64 該当なし該当なし

CHAR(M)] STRING 該当なし該当なし

VARCHAR(M)] STRING 該当なし該当なし

BINARY(M)] BYTES または 
STRING

該当なし該当なし
binary.handling.mode コネクター設定を基にし、raw
バイト (デフォルト)、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

VARBINARY(M)] BYTES または 
STRING

該当なし該当なし
binary.handling.mode コネクター設定を基にし、raw
バイト (デフォルト)、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

TINYBLOB BYTES または 
STRING

該当なし該当なし
binary.handling.mode コネクター設定を基にし、raw
バイト (デフォルト)、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

TINYTEXT STRING 該当なし該当なし

BLOB BYTES または 
STRING

該当なし該当なし
binary.handling.mode コネクター設定を基にし、raw
バイト (デフォルト)、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

TEXT STRING 該当なし該当なし

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

146

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mysql-property-binary-handling-mode
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mysql-property-binary-handling-mode
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mysql-property-binary-handling-mode
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mysql-property-binary-handling-mode


MEDIUMBLOB BYTES または 
STRING

該当なし該当なし
binary.handling.mode コネクター設定を基にし、raw
バイト (デフォルト)、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

MEDIUMTEXT STRING 該当なし該当なし

LONGBLOB BYTES または 
STRING

該当なし該当なし
binary.handling.mode コネクター設定を基にし、raw
バイト (デフォルト)、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

LONGTEXT STRING 該当なし該当なし

JSON STRING io.debezium.data.Json
JSON ドキュメント、配列、またはスケーラーの文字列表
現が含まれます。

ENUM STRING io.debezium.data. Enum 
 使用可能なスキーマパラメーターには、許可される値の
コンマ区切りリストが含まれます。

SET STRING io.debezium.data.EnumSet
許可される許可される スキーマパラメーターには、許可される値の
コンマ区切りリストが含まれます。

YEAR[(2|4)] INT32 io.debezium.time.Year

TIMESTAMP[(M)] STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp
マイクロ秒の精度を持つ ISO 8601 形式。MySQL では 、、
M を0〜6 の範囲 にすることができますにすることができます。

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

時間型時間型

     TIMESTAMP データ型を除き、データ型を除き、MySQL の時間型はの時間型は time.precision.mode コネクター設定プロパコネクター設定プロパ
ティーの値によって異なります。デフォルト値がティーの値によって異なります。デフォルト値が CURRENT_ TIMESTAMP またはまたは NOW として指定さとして指定さ
れるれるTIMESTAMP 列については列については、値、値 1970-01-01 00:00:00 がが Kafka Connect スキーマのデフォルト値スキーマのデフォルト値
として使用されます。として使用されます。
    

    MySQL ではでは 、、 zero-value がが null 値よりも優先されることがあるため、値よりも優先されることがあるため、DATE、、DATETIME、およ、およ
びび TIMESTAMP 列はゼロの値を許可します。列はゼロの値を許可します。MySQL コネクターは、列定義でコネクターは、列定義で null 値が許可される場値が許可される場
合はゼロの値を合はゼロの値を null 値として表し、列で値として表し、列で null 値が許可されない場合はエポック日として表します。値が許可されない場合はエポック日として表します。
   

タイムゾーンのない時間型タイムゾーンのない時間型
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     DATETIME タイプは「タイプは「2018-01-13 09:48:27」などのローカル日時を表します。タイムゾーンの情報」などのローカル日時を表します。タイムゾーンの情報
は含まれません。このような列は、は含まれません。このような列は、UTC を使用して列の精度に基づいてエポックミリ秒またはマイクを使用して列の精度に基づいてエポックミリ秒またはマイク
ロ秒に変換されます。ロ秒に変換されます。TIMESTAMP 型は、タイムゾーン情報のないタイムスタンプを表します。これ型は、タイムゾーン情報のないタイムスタンプを表します。これ
は、書き込み時には、書き込み時に MySQL によってサーバーによってサーバー (またはセッションまたはセッション) の現在のタイムゾーンからの現在のタイムゾーンから UTC に変に変
換され、値を読み戻すときに換され、値を読み戻すときに UTC からサーバーからサーバー (またはセッションまたはセッション) の現在のタイムゾーンに変換されの現在のタイムゾーンに変換され
ます。以下は例になります。ます。以下は例になります。
    

      DATETIME with a value of 2018-06-20 06:37:03 becomes 1529476623000.
     

      TIMESTAMP with a value of 2018-06-20 06:37:03 becomes 2018-06-20T13:37:03Z.
     

    このような列は、サーバー（またはセッションの現在のタイムゾーン）に基づいてこのような列は、サーバー（またはセッションの現在のタイムゾーン）に基づいて UTC の同等のの同等の 
io.debezium.time.ZonedTimestamp に変換されます。タイムゾーンは、デフォルトでサーバーからクに変換されます。タイムゾーンは、デフォルトでサーバーからク
エリーされます。これに失敗した場合は、データベースエリーされます。これに失敗した場合は、データベース serverTimezone MySQL 設定オプションで明設定オプションで明
示的に指定する必要があります。たとえば、データベースのタイムゾーン（示的に指定する必要があります。たとえば、データベースのタイムゾーン（ serverTimezone オプショオプショ
ンでコネクターに対してグローバルに設定するか設定）が「ンでコネクターに対してグローバルに設定するか設定）が「America/Los_Angeles」である場合、値」である場合、値
「「2018-06-20 06:37:03」が」が ZonedTimestamp の値「の値「2018-06-20T13:37:03Z」によって表されます。」によって表されます。
   

    Kafka Connect およびおよび Debezium を実行しているを実行している JVM のタイムゾーンは、これらの変換には影響しのタイムゾーンは、これらの変換には影響し
ません。ません。
   

    時間値に関連するプロパティーの詳細は、時間値に関連するプロパティーの詳細は、MySQL コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー のドキュメントを参のドキュメントを参
照してください。照してください。
   

time.precision.mode=adaptive_time_microseconds(default)

       MySQL コネクターは、イベントがデータベースの値を正確に表すようにするため、列のデータコネクターは、イベントがデータベースの値を正確に表すようにするため、列のデータ
型定義に基づいてリテラル型とセマンテック型を判断します。すべての時間フィールドはマイクロ型定義に基づいてリテラル型とセマンテック型を判断します。すべての時間フィールドはマイクロ
秒単位です。秒単位です。00:00:00.000000 からから 23:59:59.999999 の範囲にある正の値の範囲にある正の値 の値の値 のみが、正しくキャのみが、正しくキャ
プチャーされます。プチャーされます。
      

表表5.9 Mappings when time.precision.mode=adaptive_time_microseconds

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

DATE INT32 io.debezium.time.Date
エポックからの日数を表します。

TIME[(M)] INT64 io.debezium.time.MicroTime
時間の値をマイクロ秒単位で表示し、タイムゾーン情報
は含まれません。MySQL では 、、 M を0〜6 の範囲 にすにす
ることができますることができます。
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DATETIME, 
DATETIME(0), 
DATETIME(1), 
DATETIME(2), 
DATETIME(3)

INT64 io.debezium.time.Timestamp
エポックからの経過時間を表し、タイムゾーン情報は含
まれません。

DATETIME(4), 
DATETIME(5), 
DATETIME(6)

INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp
エポックからの経過時間をマイクロ秒で表し、タイム
ゾーン情報は含まれません。

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

time.precision.mode=connect

       MySQL コネクターは定義されたコネクターは定義された Kafka Connect の論理型を使用します。この方法はデフォルの論理型を使用します。この方法はデフォル
トの方法よりも正確で、トの方法よりも正確で、データベース列の少数秒の精度値がデータベース列の少数秒の精度値が 3 よりも大きい場合は、イベントの精よりも大きい場合は、イベントの精
度度 が低くなる可能性があります。が低くなる可能性があります。00:00:00.000 からから 23:59:59.999 の範囲のみを処理することがでの範囲のみを処理することがで
きます。きます。time.precision.mode=connect は、テーブルのは、テーブルの TIME の値が、サポートされる範囲を超えの値が、サポートされる範囲を超え
ないようにする場合にのみ設定します。ないようにする場合にのみ設定します。接続接続 設定は、今後の設定は、今後の Debezium バージョンで削除される予バージョンで削除される予
定です。定です。
      

表表5.10 Mappings when time.precision.mode=connect

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

DATE INT32 org.apache.kafka.connect.data.Date
エポックからの日数を表します。

TIME[(M)] INT64 org.apache.kafka.connect.data.Time
午前 0 時から経過した時間値をマイクロ秒で表し、タイ
ムゾーン情報は含まれません。

DATETIME[(M)] INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp
エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン
情報は含まれません。

10 進数型進数型

     Debezium コネクターは、コネクターは、decimal.handling.mode コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー の設定にしたがっの設定にしたがっ
てて 10 進数を処理します。進数を処理します。
    

decimal.handling.mode=precise

表表5.11 Mappings when decimal.handing.mode=precise
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MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

NUMERIC[(M[,D])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal
スケールスケール スキーマパラメーターには、小数点を移動し
た桁数を表す整数が含まれます。

DECIMAL[(M[,D])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal
スケールスケール スキーマパラメーターには、小数点を移動し
た桁数を表す整数が含まれます。

decimal.handling.mode=double

表表5.12 Mappings when decimal.handing.mode=double

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

NUMERIC[(M[,D])] FLOAT64 該当なし該当なし

DECIMAL[(M[,D])] FLOAT64 該当なし該当なし

decimal.handling.mode=string

表表5.13 Mappings when decimal.handing.mode=string

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

NUMERIC[(M[,D])] STRING 該当なし該当なし

DECIMAL[(M[,D])] STRING 該当なし該当なし

ブール値ブール値

     MySQL は、特定の方法では、特定の方法で BOOLEAN 値を内部で処理します。値を内部で処理します。BOOLEAN 列は、内部で列は、内部で TINYINT(1) 
データ型にマッピングされます。ストリーミング中にテーブルが作成されると、データ型にマッピングされます。ストリーミング中にテーブルが作成されると、Debezium は元のは元の 
DDL を受信するため、適切なを受信するため、適切な BOOLEAN マッピングが使用されます。スナップショット中、マッピングが使用されます。スナップショット中、
Debezium はは SHOW CREATE TABLE を実行して、を実行して、BOOLEAN およびおよび TINYINT(1) 列の両方の列の両方の return 
TINYINT(1) 返されるテーブル定義を取得します。その後、返されるテーブル定義を取得します。その後、Debezium は元の型マッピングを取得するは元の型マッピングを取得する
方法がないため、方法がないため、TINYINT(1) にマップします。にマップします。
    

    以下は以下は ConfigMap の例になります。の例になります。
   

converters=boolean
boolean.type=io.debezium.connector.mysql.converters.TinyIntOneToBooleanConverter
boolean.selector=db1.table1.*, db1.table2.column1
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空間型空間型

     現在、現在、Debezium MySQL コネクターは以下の空間データ型をサポートしています。コネクターは以下の空間データ型をサポートしています。
    

表表5.14 空間型マッピングの説明空間型マッピングの説明

MySQL 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

GEOMETRY,
 LINESTRING,
 POLYGON,
 MULTIPOINT,
 MULTILINESTRING,
 MULTIPOLYGON,
 GEOMETRYCOLLECTION

STRUCT io.debezium.data.geometry.Geometry
: 2 つのフィールドを持つ構造が含まれます。

srid（（INT32: 空間参照システム ID。構造に
保存されているジオメトリーオブジェクト
の型を定義します）

wkb(BYTES): Well-Known-Binary(wkb)形
式でエンコードされたジオメトリーオブ
ジェクトのバイナリー表現。詳細は、
「Open Geospatial Consortium」を参照し
てください。

5.4. DEBEZIUM コネクターを実行するためのコネクターを実行するための MYSQL の設定の設定

    Debezium をインストールおよび実行する前に、一部のをインストールおよび実行する前に、一部の MySQL 設定タスクが必要になります。設定タスクが必要になります。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium コネクターのコネクターの MySQL ユーザーの作成」ユーザーの作成」
     

      「「Debezium のの MySQL binlog の有効化」の有効化」
     

      「「Debezium のの MySQL グローバルトランザクション識別子の有効化」グローバルトランザクション識別子の有効化」
     

      「「Debezium のの MySQL セッションタイムアウトの設定」セッションタイムアウトの設定」
     

      「「Debezium MySQL コネクターのクエリーログイベントの有効化」コネクターのクエリーログイベントの有効化」
     

5.4.1. Debezium コネクターのコネクターの MySQL ユーザーの作成ユーザーの作成
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     Debezium MySQL コネクターにはコネクターには MySQL ユーザーアカウントが必要です。このユーザーアカウントが必要です。この MySQL ユーザーユーザー
は、は、Debezium MySQL コネクターが変更をキャプチャーするすべてのデータベースに対して適切なコネクターが変更をキャプチャーするすべてのデータベースに対して適切な
パーミッションを持っている必要があります。パーミッションを持っている必要があります。
    

前提条件前提条件

       MySQL サーバー。サーバー。
      

       SQL コマンドの基本知識。コマンドの基本知識。
      

手順手順

1. 
       MySQL ユーザーを作成します。ユーザーを作成します。
      

2. 
       必要なパーミッションをユーザーに付与します。必要なパーミッションをユーザーに付与します。
      

       以下の表はパーミッションについて説明しています。以下の表はパーミッションについて説明しています。
      

重要重要

        グローバル読み取りロックを許可しないグローバル読み取りロックを許可しない Amazon RDS やや Amazon Aurora 
などのホストオプションを使用している場合、テーブルレベルのロックを使用しなどのホストオプションを使用している場合、テーブルレベルのロックを使用し
てて 整合性スナップショット整合性スナップショット を作成します。この場合、作成するユーザーにを作成します。この場合、作成するユーザーに 
LOCK TABLES パーミッションも付与する必要があります。詳細は、「パーミッションも付与する必要があります。詳細は、「 スナッスナッ
プショットプショット 」を参照してください。」を参照してください。
       

3. 
       ユーザーのパーミッションの最終処理を行います。ユーザーのパーミッションの最終処理を行います。
      

表表5.15 ユーザーパーミッションの説明ユーザーパーミッションの説明

mysql> CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

mysql> GRANT SELECT, RELOAD, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, 
REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'user' IDENTIFIED BY 'password';

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
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キーワードキーワード 説明説明

SELECT コネクターがデータベースのテーブルから行を選択できるようにします。
これは、スナップショットを実行する場合にのみ使用されます。

RELOAD 内部キャッシュのクリアまたはリロード、テーブルのフラッシュ、または
ロックの取得を行う FLUSH ステートメントをコネクターが使用できるよ
うにします。これは、スナップショットを実行する場合にのみ使用されま
す。

データベースの表示データベースの表示 SHOW DATABASE ステートメントを実行して、コネクターがデータ
ベース名を確認できるようにします。これは、スナップショットを実行す
る場合にのみ使用されます。

レプリケーションスレーブレプリケーションスレーブ コネクターが MySQL サーバーの binlog に接続し、読み取りできるように
します。

レプリケーションクライアレプリケーションクライア
ントント

コネクターが以下のステートメントを使用できるようにします。

マスターステータスを表示します。マスターステータスを表示します。

スレーブ状態の表示スレーブ状態の表示

バイナリーログを表示します。バイナリーログを表示します。

これは必ずコネクターに必要です。

ON パーミッションが適用されるデータベースを指定します。

TO 'user' パーミッションを付与するユーザーを指定します。

IDENTIFIED BY 
'password'

ユーザーの MySQL パスワードを指定します。

5.4.2. Debezium のの MySQL binlog の有効化の有効化

     MySQL レプリケーションのバイナリーロギングを有効にする必要があります。バイナリーログは、レプリケーションのバイナリーロギングを有効にする必要があります。バイナリーログは、
変更を伝播するためにレプリケーションツールのトランザクション更新を記録します。変更を伝播するためにレプリケーションツールのトランザクション更新を記録します。
    

前提条件前提条件

       MySQL サーバー。サーバー。
      

       適切な適切な MySQL ユーザーの権限。ユーザーの権限。
      

手順手順
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1. 
       log-bin オプションがすでにオンになっているかどうかを確認します。オプションがすでにオンになっているかどうかを確認します。
      

2. 
       OFF の場合はの場合は、以下のプロパティーで、以下のプロパティーで MySQL サーバー設定ファイルを設定します。これサーバー設定ファイルを設定します。これ
については、以下の表で説明されています。については、以下の表で説明されています。
      

3. 
       再度再度 binlog の状態をチェックして、変更を確認します。の状態をチェックして、変更を確認します。
      

表表5.16 MySQL binlog 設定プロパティーの説明設定プロパティーの説明

プロパティープロパティー 説明説明

server-id server-id の値は、MySQL クラスターの各サーバーおよびレプリケーションクライア
ントに対して一意である必要があります。MySQL コネクターの設定中に、Debezium
によって一意のサーバー ID がコネクターに割り当てられます。

log_bin log_bin の値は、binlog ファイルのシーケンスのベース名です。

binlog_format binlog-format は ROW または row に設定する必要があります。

binlog_row_ima
ge

binlog_row_image は FULL または full に設定する必要があります。

expire_logs_da
ys

これは、binlog ファイルが自動的に削除される日数です。デフォルトは 0 で、自動的に
削除されません。実際の環境に見合った値を設定します。「 MySQL による binlog
ファイルのパージ 」を参照してください。

5.4.3. Debezium のの MySQL グローバルトランザクション識別子の有効化グローバルトランザクション識別子の有効化

     グローバルトランザクション識別子グローバルトランザクション識別子 (GTID) は、クラスター内のサーバーで発生するトランザクショは、クラスター内のサーバーで発生するトランザクショ
ンを一意に識別します。ンを一意に識別します。Debezium MySQL コネクターには必要ありませんが、コネクターには必要ありませんが、GTID を使用すると、を使用すると、
レプリケーションを単純化し、プライマリーサーバーとレプリカサーバーの一貫性が保たれるかどうかレプリケーションを単純化し、プライマリーサーバーとレプリカサーバーの一貫性が保たれるかどうか
を簡単に確認することができます。を簡単に確認することができます。
    

mysql> SELECT variable_value as "BINARY LOGGING STATUS (log-bin) ::"
FROM information_schema.global_variables WHERE variable_name='log_bin';

server-id         = 223344
log_bin           = mysql-bin
binlog_format     = ROW
binlog_row_image  = FULL
expire_logs_days  = 10

mysql> SELECT variable_value as "BINARY LOGGING STATUS (log-bin) ::"
FROM information_schema.global_variables WHERE variable_name='log_bin';

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

154

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#mysql-purges-binlog-files-used-by-debezium


     GTID はは MySQL 5.6.5 以降で利用できます。詳細は以降で利用できます。詳細は MySQL のドキュメントのドキュメント を参照してください。を参照してください。
    

前提条件前提条件

       MySQL サーバー。サーバー。
      

       SQL コマンドの基本知識。コマンドの基本知識。
      

       MySQL 設定ファイルへのアクセス。設定ファイルへのアクセス。
      

手順手順

1. 
       Enable gtid_mode:
      

2. 
       enforce_gtid_consistency を有効にします。を有効にします。
      

3. 
       変更を確認します。変更を確認します。
      

結果結果

      

     

mysql> gtid_mode=ON

mysql> enforce_gtid_consistency=ON

mysql> show global variables like '%GTID%';

+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| enforce_gtid_consistency | ON    |
| gtid_mode                | ON    |
+--------------------------+-------+
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表表5.17 GTID オプションの説明オプションの説明

オプションオプション 説明説明

gtid_mode MySQL サーバーの GTID モードが有効かどうかを指定するブール値。

ON = enabled

OFF = disabled

enforce_gtid_consistency トランザクションに安全な方法でログに記録できるステートメントの実行
を許可することにより、サーバーが GTID の整合性を強制するかどうかを指
定するブール値。GTID を使用する場合に必須です。

ON = enabled

OFF = disabled

5.4.4. Debezium のの MySQL セッションタイムアウトの設定セッションタイムアウトの設定

     大規模なデータベースに対して最初の整合性スナップショットが作成されると、テーブルの読み込大規模なデータベースに対して最初の整合性スナップショットが作成されると、テーブルの読み込
み時に、確立された接続がタイムアウトする可能性があります。み時に、確立された接続がタイムアウトする可能性があります。MySQL 設定ファイルで設定ファイルで 
interactive_timeout およびおよび wait_timeout を設定すると、この動作を防ぐことができます。を設定すると、この動作を防ぐことができます。
    

前提条件前提条件

       MySQL サーバー。サーバー。
      

       SQL コマンドの基本知識。コマンドの基本知識。
      

       MySQL 設定ファイルへのアクセス。設定ファイルへのアクセス。
      

手順手順

1. 
       interactive_timeout を設定します。を設定します。
      

2. 
       Configure wait_timeout:
      

mysql> interactive_timeout=<duration-in-seconds>

mysql> wait_timeout=<duration-in-seconds>
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表表5.18 MySQL セッションタイムアウトオプションの説明セッションタイムアウトオプションの説明

オプションオプション 説明説明

interactive_timeout サーバーが対話的な接続を閉じる前にアクティビティーの発生を待つ時間
(秒単位)。詳細は MySQL のドキュメント を参照してください。

wait_timeout サーバーが非対話的な接続を閉じる前にアクティビティーの発生を待つ時
間 (秒単位)。詳細は MySQL のドキュメント を参照してください。

5.4.5. Debezium MySQL コネクターのクエリーログイベントの有効化コネクターのクエリーログイベントの有効化

     各各 binlog イベントの元のイベントの元の SQL ステートメントを確認したい場合があります。ステートメントを確認したい場合があります。MySQL 設定ファイル設定ファイル
でで binlog_rows_query_log_events オプションを有効にすると、これを実行できます。オプションを有効にすると、これを実行できます。
    

     このオプションは、このオプションは、MySQL 5.6 以降で利用できます。以降で利用できます。
    

前提条件前提条件

       MySQL サーバー。サーバー。
      

       SQL コマンドの基本知識。コマンドの基本知識。
      

       MySQL 設定ファイルへのアクセス。設定ファイルへのアクセス。
      

手順手順

       binlog_rows_query_log_events を有効にします。を有効にします。
      

       binlog_rows_query_log_events は、は、binlog エントリーに元のエントリーに元の SQL ステートメントを含ステートメントを含
めるためめるため のサポートを有効または無効にする値に設定されます。のサポートを有効または無効にする値に設定されます。
      

         ON = enabled
        

mysql> binlog_rows_query_log_events=ON
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         OFF = disabled
        

5.5. DEBEZIUM MYSQL コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

    Debezium MySQL コネクターをデプロイするには、コネクターファイルをコネクターをデプロイするには、コネクターファイルを Kafka Connect に追加に追加
し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加
します。します。Debezium MySQL コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してください。コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してください。
   

      「「Debezium MySQL コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
     

      「「Debezium MySQL コネクター設定プロパティーの説明」コネクター設定プロパティーの説明」
     

5.5.1. Debezium MySQL コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

     Debezium MySQL コネクターをデプロイするには、コネクターをデプロイするには、Debezium コネクターアーカイブが含まれるカコネクターアーカイブが含まれるカ
スタムスタム Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテナーコンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテナー
レジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソースレジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソース (CR) を作成する必要を作成する必要
があります。があります。
    

       Kafka Connect インスタンスを定義するインスタンスを定義する KafkaConnect CR。。CR のの image プロパティープロパティー
は、は、Debezium コネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しまコネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しま
す。このす。この CR を、を、Red Hat AMQ Streams がデプロイされているがデプロイされている OpenShift インスタンスに適インスタンスに適
用します。用します。AMQ Streams は、は、Apache Kafka をを OpenShift に取り入れるに取り入れる Operator およびイおよびイ
メージを提供します。メージを提供します。
      

       Debezium MySQL コネクターを定義するコネクターを定義する KafkaConnector CR。この。この CR をを 
KafkaConnect CR を適用するのと同じを適用するのと同じ OpenShift インスタンスに適用します。インスタンスに適用します。
      

前提条件前提条件

       MySQL が稼働し、が稼働し、Debezium コネクターと連携するようにコネクターと連携するように MySQL を設定する手順を設定する手順 が完が完
了済みである必要があります。了済みである必要があります。
      

       AMQ Streams がが OpenShift にデプロイされ、にデプロイされ、Apache Kafka およびおよび Kafka Connect を実を実
行している。詳細は、『行している。詳細は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』を参照して』を参照して
ください。ください。
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1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

       Podman またはまたは Docker がインストールされている。がインストールされている。
      

       Debezium コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（ 
quay.io またはまたは docker.ioなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッ
ションがある。ションがある。
      

手順手順

1. 
       Kafka Connect のの Debezium MySQL コンテナーを作成します。コンテナーを作成します。
      

a. 
         Debezium MySQL コネクターアーカイブコネクターアーカイブ をダウンロードします。をダウンロードします。
        

b. 
         Debezium MySQL コネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディコネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディ
レクトリー構造を作成します。以下に例を示します。レクトリー構造を作成します。以下に例を示します。
        

./my-plugins/
├── debezium-connector-mysql
│   ├── ...

c. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用するて使用する Docker ファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコ
マンドを入力します。マンドを入力します。my -plugins はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
        

      

           任意のファイル名を指定できます。任意のファイル名を指定できます。
          

      

           my-plugins は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
          

         このコマンドは、現在のディレクトリーにこのコマンドは、現在のディレクトリーに debezium-container-for-mysql.yaml といとい
う名前のう名前の Docker ファイルを作成します。ファイルを作成します。

cat <<EOF >debezium-container-for-mysql.yaml 1
FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./<my-plugins>/ /opt/kafka/plugins/ 2
USER 1001
EOF
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1

2

        

d. 
         前の手順で作成した前の手順で作成した debezium-container-for-mysql.yaml Docker ファイルからコンファイルからコン
テナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルウィンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルウィン
ドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。ドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。
        

         上記のコマンドは、上記のコマンドは、debezium-container-for-mysql という名前のコンテナーイメーという名前のコンテナーイメー
ジを構築します。ジを構築します。
        

e. 
         カスタムイメージをカスタムイメージを quay.io または内部コンテナーレジストリーなどのコンテナーレまたは内部コンテナーレジストリーなどのコンテナーレ
ジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイするジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイする 
OpenShift インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行
します。します。
        

f. 
         新しい新しい Debezium MySQL KafkaConnect カスタムリソースカスタムリソース(CR)を作成します。たとを作成します。たと
えば、以下の例のようにえば、以下の例のように アノテーションアノテーション およびイメージおよびイメージ プロパティーを指定するプロパティーを指定する dbz-
connect.yaml という名前のという名前の KafkaConnect CR を作成します。を作成します。
        

 

           metadata.annotations は、は、KafkaConnectors リソースがこのリソースがこの Kafka Connect 
クラスターでコネクターを設定するために使用されることをクラスターでコネクターを設定するために使用されることを Cluster Operator に示しに示し
ます。ます。
          

 

podman build -t debezium-container-for-mysql:latest .

docker build -t debezium-container-for-mysql:latest .

podman push <myregistry.io>/debezium-container-for-mysql:latest

docker push <myregistry.io>/debezium-container-for-mysql:latest

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: "true" 1
spec:
  #...
  image: debezium-container-for-mysql  2
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g. 
         以下のコマンドを入力して、以下のコマンドを入力して、KafkaConnect CR をを OpenShift Kafka Connect 環境に環境に
適用します。適用します。
        

         このコマンドは、このコマンドは、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージの名前をコネクターを実行するために作成したイメージの名前を
指定する指定する Kafka Connect インスタンスを追加します。インスタンスを追加します。
        

2. 
       Debezium MySQL コネクターインスタンスを設定するコネクターインスタンスを設定する KafkaConnector カスタムリソーカスタムリソー
スを作成します。スを作成します。
      

       コネクターの設定プロパティーを指定するコネクターの設定プロパティーを指定する a .yaml ファイルでファイルで Debezium MySQL コネクコネク
ターを設定します。コネクター設定は、ターを設定します。コネクター設定は、Debezium に対して、スキーマおよびテーブルのサブに対して、スキーマおよびテーブルのサブ
セットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎる、セットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎる、
または不必要な指定のコラムでまたは不必要な指定のコラムで Debezium が値を無視、マスク、または切り捨てするようにプが値を無視、マスク、または切り捨てするようにプ
ロパティーを設定する可能性もあります。ロパティーを設定する可能性もあります。
      

       以下の例では、ポート以下の例では、ポート 3306 でで MySQL ホストホスト 192.168.99.100 に接続し、に接続し、インベントリーインベントリー 
データベースへの変更をキャプチャーするデータベースへの変更をキャプチャーする Debezium コネクターを設定します。コネクターを設定します。dbserver1 はは
サーバーの論理名です。サーバーの論理名です。
      

MySQL inventory-connector.yaml

        

oc create -f dbz-connect.yaml

  apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
  kind: KafkaConnector
  metadata:
    name: inventory-connector  1
    labels:
      strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
  spec:
    class: io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector
    tasksMax: 1  2
    config:  3
      database.hostname: mysql  4
      database.port: 3306
      database.user: debezium
      database.password: dbz
      database.server.id: 184054  5
      database.server.name: dbserver1 6
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表表5.19 コネクター設定の説明コネクター設定の説明

項目項目 説明説明

1 コネクターの名前。

2 1 度に 1 つのタスクのみが動作する必要があります。MySQL コネクターは MySQL サー
バーの binlog を読み取るため、単一のコネクタータスクを使用することで、順序とイ
ベントの処理が適切に行われるようになります。Kafka Connect サービスはコネクター
を使用して作業を行う 1 つ以上のタスクを開始し、実行中のタスクを自動的に Kafka
Connect サービスのクラスター全体に分散します。いずれかのサービスが停止またはク
ラッシュすると、これらのタスクは稼働中のサービスに再分散されます。

3 コネクターの設定。

4 データベースホスト。MySQL サーバー(mysql)を実行しているコンテナーの名前です。

5 コネクターの一意の ID。

6 MySQL サーバーまたはクラスターの論理名。この名前は、変更イベントレコードを受
信するすべての Kafka トピックのプレフィックスとして使用されます。

7 インベントリーインベントリー データベースの変更のみがキャプチャーされます。

8 DDL ステートメントをデータベース履歴トピックに書き込み、復元するためにコネク
ターによって使用される Kafka ブローカーのリスト。再起動時に、コネクターが読み取
りを開始すべき時点で binlog に存在したデータベースのスキーマを復元します。

9 データベース履歴トピックの名前。このトピックは内部使用のみを目的としており、コ
ンシューマーが使用しないようにしてください。

3. 
       Kafka Connect でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、KafkaConnector リリ
ソースをソースを inventory-connector.yaml ファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しまファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しま
す。す。
      

       上記のコマンドは上記のコマンドは inventory-connector を登録し、コネクターはを登録し、コネクターは KafkaConnector CR にに
定義されている定義されている インベントリーインベントリー データベースに対して実行を開始します。データベースに対して実行を開始します。
      

      database.include.list: inventory  7
      database.history.kafka.bootstrap.servers: my-cluster-kafka-bootstrap:9092  8
      database.history.kafka.topic: schema-changes.inventory  9

oc apply -f inventory-connector.yaml
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4. 
       コネクターが作成され、起動されたことを確認します。コネクターが作成され、起動されたことを確認します。
      

a. 
         Kafka Connect ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変
更のキャプチャーが開始されたことを確認します。更のキャプチャーが開始されたことを確認します。
        

b. 
         ログの出力を確認し、ログの出力を確認し、Debezium が初回のスナップショットを実行することを確認しが初回のスナップショットを実行することを確認し
ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。
        

         コネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーするコネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーする
各テーブルのトピックが作成されます。各テーブルのトピックが作成されます。CR のサンプルでは、のサンプルでは、include.list プロパティーにプロパティーに
指定されたテーブルのトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これ指定されたテーブルのトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これ
らのトピックをサブスクライブできます。らのトピックをサブスクライブできます。
        

c. 
         以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し
ます。ます。
        

     Debezium MySQL コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは、コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは、MySQL コネクターコネクター
設定プロパティー設定プロパティーを参照してください。を参照してください。
    

結果結果

      コネクターが起動すると、コネクターが設定されたコネクターが起動すると、コネクターが設定された MySQL データベースのデータベースの 整合性スナップショッ整合性スナップショッ
トが実行トが実行 されます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を開始し、変更されます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を開始し、変更
イベントレコードをイベントレコードを Kafka トピックにストリーミングします。トピックにストリーミングします。
     

5.5.2. Debezium MySQL コネクター設定プロパティーの説明コネクター設定プロパティーの説明

     Debezium MySQL コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するために使コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するために使
用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プロパ用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プロパ
ティーに関する情報は、以下のように構成されています。ティーに関する情報は、以下のように構成されています。
    

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/cluster=my-connect-cluster)

... INFO Starting snapshot for ...

... INFO Snapshot is using user 'debezium' ...

oc get kafkatopics
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       必要なコネクター設定プロパティー必要なコネクター設定プロパティー
      

       高度なコネクター設定プロパティー高度なコネクター設定プロパティー
      

       Debezium がデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御するがデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御する 
データベース履歴コネクター設定プロパティーデータベース履歴コネクター設定プロパティー
      

         パススルーデータベース履歴プロパティーパススルーデータベース履歴プロパティー
        

       データベースドライバーの動作を制御するデータベースドライバーの動作を制御する パススルーデータベースドライバープロパパススルーデータベースドライバープロパ
ティーティー
      

     以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は必須必須です。です。
    

表表5.20 必要な必要な Debezium MySQL コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

name  コネクターの一意名。同じ名前で再登録を試みると
失敗します。このプロパティーはすべての Kafka
Connect コネクターに必要です。

connector.class  コネクターの Java クラスの名前。MySQL コネク
ターに常に 
io.debezium.connector.mysql.MySqlConnect
or を指定します。

tasks.max 1 このコネクターのために作成する必要のあるタスク
の最大数。MySQL コネクターは常に単一のタスクを
使用するため、この値を使用しません。そのため、
デフォルト値は常に許容されます。

database.hostname  MySQL データベースサーバーの IP アドレスまたは
ホスト名。

database.port 3306 MySQL データベースサーバーのポート番号 (整数)。

database.user  MySQL データベースサーバーへの接続時に使用する
MySQL ユーザーの名前。
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database.password  MySQL データベースサーバーへの接続時に使用する
パスワード。

database.server.name  Debezium が変更をキャプチャーする特定の MySQL
データベースサーバー/クラスターの namespace を
識別および提供する論理名。論理名は、他のコネク
ター全体で一意となる必要があります。これは、こ
のコネクターによって生成されるイベントを受信す
るすべての Kafka トピック名のプレフィックスとし
て使用されるためです。この名前には英数字とアン
ダースコアのみを使用できます。

database.server.id random このデータベースクライアントの数値 ID。MySQL
クラスターで現在稼働しているすべてのデータベー
スプロセスで一意である必要があります。このコネ
クターは、MySQL データベースクラスターを (この
一意の ID を持つ) 別のサーバーとして結合するた
め、binlog を読み取ることができます。デフォルト
では、5400 から 6400 までの乱数が生成されます
が、値を明示的に設定することが推奨されます。

database.include.list 空の文字列空の文字列 変更をキャプチャーするデータベースの名前と一致
する正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。コネク
ターは、名前が database. include.list にないデータ
ベースの変更をキャプチャーしません。デフォルト
では、コネクターはすべてのデータベースの変更を
キャプチャーします。database.exclude.list
connector confiuration プロパティーを設定しないで
ください。

database.exclude.list 空の文字列空の文字列 変更をキャプチャーしないデータベースの名前と一
致する正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。コネ
クターは、名前が database. exclude.list にない
データベースの変更をキャプチャーしま
す。database.include.list コネクター設定プロパ
ティーは設定しないでください。

table.include.list 空の文字列空の文字列 変更をキャプチャーするテーブルの完全修飾テーブ
ル識別子と一致する正規表現のコンマ区切りリスト
(任意)。コネクターは table. include.list に含まれに含まれ
ていないテーブルの変更をキャプチャーていないテーブルの変更をキャプチャー しませ
ん。各識別子の形式は databaseName.tableName
です。デフォルトでは、コネクターは変更がキャプ
チャーされる各データベースのシステムでないすべ
てのテーブルの変更をキャプチャーしま
す。table.exclude.list コネクター設定プロパ
ティーも指定しないでください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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table.exclude.list 空の文字列空の文字列 変更をキャプチャーしないテーブルの完全修飾テー
ブル識別子と一致する正規表現のコンマ区切りリス
ト (任意)。コネクターは table. exclude.list に含ま
れていないテーブルの変更をキャプチャーします。
各識別子の形式は databaseName.tableName で
す。table.include.list コネクター設定プロパ
ティーは指定しないでください。

column.exclude.list 空の文字列空の文字列 変更イベントレコード値から除外する列の完全修飾
名と一致する正規表現のコンマ区切りリスト (任
意)。列の完全修飾名の形式は
databaseName.tableName.columnName です。

column.include.list 空の文字列空の文字列 変更イベントレコード値に含める列の完全修飾名と
一致する正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。列
の完全修飾名の形式は
databaseName.tableName.columnName です。

column.truncate.to._length_.
chars

該当なし該当なし フィールド値が指定された文字数より長い場合に、
変更イベントレコード値で値を省略する必要がある
文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表現の
コンマ区切りリスト (任意)。単一の設定で、異なる
長さの複数のプロパティーを設定できます。長さは
正の整数である必要があります。列の完全修飾名の
形式は databaseName.tableName.columnName で
す。

column.mask.with._length_.
chars

該当なし該当なし 変更イベントメッセージで、指定された数のアスタ
リスク(*)文字で構成されるフィールド値に値を置き
換える必要のある文字ベースの列の完全修飾名と一
致する正規表現のコンマ区切りリスト（任意）。単
一の設定で、異なる長さの複数のプロパティーを設
定できます。それぞれの長さは正の整数またはゼロ
である必要があります。列の完全修飾名の形式は
databaseName.tableName.columnName です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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column.mask.hash.hashAlg
orithm.with.salt.salt

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表現の
コンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾名の形式
は databaseName.tableName.columnName です。
生成される変更イベントレコードでは、指定された
列の値は仮名に置き換えられます。

仮名は、指定された hashAlgorithm と salt を適用す
ると得られるハッシュ化された値で構成されます。
使用されるハッシュ関数に基づいて、参照整合性は
維持され、列値は仮名に置き換えられます。サポー
トされるハッシュ関数は、Java Cryptography
Architecture Standard Algorithm Name
Documentationの MessageDigest section に説明され
ています。

以下の例では、CzQMA0cB5K が無作為に選択され
た salt になります。

column.mask.hash.SHA-
256.with.salt.CzQMA0cB5K = 
inventory.orders.customerName, 
inventory.shipment.customerName

必要な場合は、仮名は自動的に列の長さに短縮され
ます。コネクター設定には、異なるハッシュアルゴ
リズムと salt を指定する複数のプロパティーを含め
ることができます。

使用される hashAlgorithm、選択された salt、およ
び実際のデータセットによっては、結果として得ら
れるデータセットが完全にマスクされないことがあ
ります。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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column.propagate.source.ty
pe

該当なし該当なし 出力された変更イベントレコードの該当するフィー
ルドスキーマに元の型および長さをパラメーターと
して追加する必要がある列の完全修飾名と一致す
る、正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。以下の
スキーマパラメーターは、それぞれ可変幅型の元の
型名および長さを伝達するために使用されます。

__Debezium.source.column.type

__Debezium.source.column.length

__Debezium.source.column.scale

これらは、それぞれ可変幅型の元の型名と長さを伝
達するために使用されます。これは、シンクデータ
ベースの対応する列を適切にサイズ調整するのに便
利です。列の完全修飾名の形式は以下のいずれかに
なります。

databaseName.tableName.columnName

databaseName.schemaName.tableName.columnN
ame

datatype.propagate.source.t
ype

該当なし該当なし 出力された変更イベントレコードの該当するフィー
ルドスキーマに元の型および長さをパラメーターと
して追加する必要がある列のデータベース固有の
データ型名と一致する、正規表現のコンマ区切りリ
スト (任意)。以下のスキーマパラメーターは、それ
ぞれ可変幅型の元の型名および長さを伝達するため
に使用されます。

__debezium.source.column.type

__debezium.source.column.length

__debezium.source.column.scale

これらは、それぞれ可変幅型の元の型名と長さを伝
達するために使用されます。これは、シンクデータ
ベースの対応する列を適切にサイズ調整するのに便
利です。完全修飾データ型名の形式は以下のいずれ
かになります。

databaseName.tableName.typeName

databaseName.schemaName.tableName.typeNam
e

MySQL 固有のデータ型名のリストは、「MySQL コ
ネクターによるデータ型のマッピング方法 」を参照
してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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time.precision.mode adaptive_tim
e_microseco
nds

時間、日付、およびタイムスタンプは、以下を含む
異なる精度の種類で表すことができます。

adaptive_time_microseconds (デフォルト) は、
データベース列の型を基にして、ミリ秒、マイクロ
秒、またはナノ秒の精度値のいずれかを使用して、
データベースの値と全く同じように日付、日時、お
よびタイムスタンプをキャプチャーします。

connect は、Kafka Connect の Time、Date、およ
び Timestamp の組み込み表現を使用して、常に時間
とタイムスタンプ値を表します。この組み込み表現
は、データベース列の精度に関わらず、ミリ秒の精
度を使用します。

decimal.handling.mode 正確性正確性 コネクターによる DECIMAL および NUMERIC 列
の値の処理方法を指定します。

precise (デフォルト) はバイナリー形式で変更イベ
ントに表される java.math.BigDecimal 値を使用
して正確に表します。

double は double値を使用して表します。精度が失
われる可能性はありますが、簡単に使用できます。

string は値をフォーマットされた文字列としてエン
コードします。簡単に使用できますが、本来の型に
関するセマンティック情報は失われます。

bigint.unsigned.handling.mo
de

Long 変更イベントで BIGINT UNSIGNED 列を表す方法を
指定します。可能な設定: 

long は Java の long を使用して値を表します。こ
れは、精度を提供しない可能性がありますが、コン
シューマーでの使用が簡単です。通常、long が推奨
設定となります。

precise は java.math.BigDecimal を使用して値
を表します。値は、バイナリー表現と Kafka
Connect の 
org.apache.kafka.connect.data.Decimal 型を
使用して、変更イベントでエンコードされます。
2^63 を超える値を使用する場合はこの設定を使用し
ます。これらの値は長い時間で伝えられないためで
す 。。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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include.schema.changes true コネクターがデータベーススキーマの変更を、デー
タベースサーバー ID と同じ名前の Kafka トピックに
公開するかどうかを指定するブール値。各スキーマ
の変更はデータベース名が含まれるキーを使用して
記録され、その値には DDL ステートメントが含まれ
ます。これは、コネクターがデータベース履歴を内
部で記録する方法には依存しません。

include.query false 変更イベントを生成した元の SQL クエリーがコネク
ターに含まれる必要があるかどうかを指定するブー
ル値。

このオプションを true に設定した場合は、MySQL
の binlog_rows_query_log_events オプション
を ON に設定する必要があります。include.query
が true の場合、スナップショットプロセスによって
生成されるイベントに対するクエリーは存在しませ
ん。

include.query を true に設定すると、変更イベン
トに元の SQL ステートメントを含めることで明示的
に除外またはマスクされたテーブルまたはフィール
ドが公開される可能性があります。このため、デ
フォルト設定は false です。

event.deserialization.failure.
handling.mode

fail binlog イベントのデシリアライズ中にコネクターが
どのように例外に反応するかを指定します。

fail は例外を伝播し、問題のあるイベントとその
binlog オフセットを示し、コネクターを停止させま
す。

warn は問題のあるイベントとその binlog オフセッ
トをログに記録し、イベントをスキップします。

ignore は問題のあるイベントを渡し、何もログに記
録しません。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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inconsistent.schema.handlin
g.mode

fail 内部スキーマ表現に存在しないテーブルに関連する
binlog イベントに対してコネクターがどのように反
応する必要があるかを指定します。つまり、内部表
現はデータベースと一貫性がありません。

fail は例外をスローし、問題のあるイベントとその
binlog オフセットを示し、コネクターを停止させま
す。

warn は問題のあるイベントとその binlog オフセッ
トをログに記録し、イベントをスキップします。

skip は問題のあるイベントを渡し、何もログに記録
しません。

max.queue.size 8192 データベースログから読み取られた変更イベントが
Kafka に書き込まれる前に配置される、ブロッキング
キューの最大サイズを指定する正の整数値。この
キューは、Kafka への書き込みが遅い場合や Kafka が
利用できない場合などに、binlog リーダーにバック
プレシャーを提供できます。キューに発生するイベ
ントは、このコネクターによって定期的に記録され
るオフセットには含まれません。デフォルトは 8192
で、max. batch.size プロパティーで指定される最
大バッチサイズよりも常に大きな値である必要があ
ります。

max.batch.size 2048 このコネクターの反復処理中に処理される必要があ
るイベントの各バッチの最大サイズを指定する正の
整数値。デフォルトは 2048 です。

max.queue.size.in.bytes 0 ブロッキングキューの最大サイズ (バイト単位) の
long 値。この機能はデフォルトで無効になっていま
す。正の long 値が設定されると有効になります。

poll.interval.ms 1000 コネクターがイベントのバッチの処理を開始する前
に、新しい変更イベントの発生を待つ期間をミリ秒
単位で指定する正の整数値。デフォルトは 1000 ミリ
秒 (1 秒) です。

connect.timeout.ms 30000 コネクターが MySQL データベースサーバーへの接
続を試行した後、タイムアウトするまでの最大の待
機期間をミリ秒単位で指定する正の整数値。デフォ
ルトは 30 秒です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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gtid.source.includes  MySQL サーバーで binlog の位置を見つけるために
使用される GTID セットのソース UUID に一致する、
正規表現のコンマ区切りリスト。これらの include パ
ターンのいずれかに一致するソースを持つ GTID の
範囲のみが使用されます。gtid.source.excludes
の設定も指定しないでください。

gtid.source.excludes  MySQL サーバーで binlog の位置を見つけるために
使用される GTID セットのソース UUID に一致する、
正規表現のコンマ区切りリスト。これらすべての
exclude パターンに一致しないソースを持つ GTID の
範囲のみが使用されます。ま
た、gtid.source.includes の値も指定しないでく
ださい。

tombstones.on.delete true 削除削除 イベントの後に廃棄 (tombstone) イベントが続
くかどうかを制御します。

true: 削除操作は、削除削除 イベントと後続の破棄
(tombstone) イベントで表されます。

false: 削除削除イベントのみ出力されます。

log compaction がトピックで有効になっている場合
には、ソースレコードの削除後に廃棄 (tombstone)
イベントを出力すると (デフォルト動作)、Kafka は削
除された行のキーに関連するすべてのイベントを完
全に削除できます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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message.key.columns 該当なし該当なし テーブルの列名と一致する正規表現が含まれるテー
ブルのセミコロン区切りのリスト。コネクターは、
一致する列の値を Kafka トピックに送信する変更イ
ベントレコードのキーフィールドにマップします。
これは、テーブルにプライマリーキーがない場合
や、プライマリーキーではないフィールドに応じて
Kafka トピックで変更イベントレコードを順序付けす
る場合に便利です。

セミコロンでエントリーを区切ります。完全修飾
テーブル名とその正規表現の間にコロンを挿入しま
す。形式（明確にのみスペースを含む）の形式は、

database-name . table-name : regexp ; …

例：

dbA.table_a:regex_1;dbB.table_b:regex_2;db
C.table_c:regex_3

if table_a has an id column, また、regex_1 は ̂ i （ 
iで始まるすべての列と一致する）で、コネクターは 
table_a の id 列の値を、コネクターが Kafka に送信
する変更イベントのキーフィールドにマップしま
す。

binary.handling.mode bytes バイナリー列（例： blob、バイナバイナ
リーリー、varbinary ）を変更イベントで表す方法を指
定します。可能な設定: 

bytes はバイナリーデータをバイト配列として表し
ます。

base64 はバイナリーデータを base64 でエンコード
された文字列として表します。

hex は、バイナリーデータを 16 進数でエンコードさ
れた (base16) 文字列として表します。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

高度な高度な MySQL コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

      以下の表は、以下の表は、高度な高度な MySQL コネクタープロパティーコネクタープロパティー について説明しています。これらのプロパについて説明しています。これらのプロパ
ティーのデフォルト値を変更する必要はほとんどありません。そのため、コネクター設定にデフォルトティーのデフォルト値を変更する必要はほとんどありません。そのため、コネクター設定にデフォルト
値を指定する必要はありません。値を指定する必要はありません。
     

表表5.21 MySQL コネクターの高度な設定プロパティーの説明コネクターの高度な設定プロパティーの説明
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プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

connect.keep.alive true MySQL サーバー/クラスターへの接続を確実に維持
するために、別のスレッドを使用するかどうかを指
定するブール値。

table.ignore.builtin true 組み込みシステムテーブルを無視するかどうかを指
定するブール値。これは、テーブルの include および
exclude リストに関係なく適用されます。デフォルト
では、システムテーブルは変更がキャプチャーされ
ないように除外され、システムテーブルに変更が加
えられてもイベントは生成されません。

database.ssl.mode disabled 暗号化された接続を使用するかどうかを指定しま
す。可能な設定:

disabled は暗号化されていない接続の使用を指定し
ます。

preferred は、サーバーがセキュアな接続に対応し
ている場合は暗号化された接続を確立します。サー
バーがセキュアな接続に対応していない場合は、暗
号化されていない接続にフォールバックします。

required は、暗号化された接続を確立し、何らかの
理由で暗号化された接続を確立できない場合は失敗
します。

verify_ca は required と同様に動作しますが、追
加でサーバーの TLS 証明書を設定された認証局 (CA)
証明書に対して検証します。サーバー TLS 証明書が
有効な CA 証明書と一致しない場合は失敗します。

verify_identity は verify_ca のように動作します
が、追加でサーバー証明書がリモート接続のホスト
と一致するかを検証します。
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snapshot.mode Initial コネクターの起動時にスナップショットを実行する
ための基準を指定します。可能な設定：

初期初期 - コネクターは、論理サーバー名に対してオフ
セットが記録されていない場合にのみスナップ
ショットを実行します。

when_needed - 必要なと常にコネクターが起動時
にスナップショットを実行します。つまり、オフ
セットが使用できない場合や、以前に記録されたオ
フセットがサーバーが利用できない binlog の場所や
GTID を指定する場合などです。

never - コネクターはスナップショットを使用しま
せん。論理サーバー名での初回起動時に、コネク
ターは binlog の最初から読み取りします。この動作
は注意して設定してください。これは、binlog に
データベースのすべての履歴が含まれることが保証
されている場合のみ有効です。

schema_only - コネクターはデータではなく、ス
キーマのスナップショットを実行します。この設定
は、トピックにデータの整合性スナップショットが
含まれる必要がなく、コネクターの開始以降の変更
のみが含まれる必要がある場合に便利です。

schema_only_recovery - これは、すでに変更を
キャプチャーしているコネクターのリカバリー設定
です。この設定により、コネクターを再起動する
と、破損または損失したデータベース履歴トピック
のリカバリーが可能になります。これを定期的に設
定して、予想外に増加しているデータベース履歴ト
ピックを「クリーンアップ」することができます。
データベース履歴トピックは無期限に保持する必要
があります。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.locking.mode minimal コネクターがグローバル MySQL 読み込みロックを
保持するかどうか、およびその期間を制御します。
これにより、コネクターによるスナップショットの
実行中にデータベースが更新されないようにしま
す。可能な設定:

minimal - コネクターはスナップショットの最初の
部分のみグローバル読み取りロックを保持します。
その間、データベーススキーマとその他のメタデー
タを読み取ります。スナップショットの残りの作業
では、各テーブルから全行を選択する必要がありま
す。REPEATABLE READ トランザクションを使用す
ると、コネクターは一貫した方法でこれを行うこと
ができます。これは、グローバル読み取りロックが
保持されなくなり、その他の MySQL クライアント
がデータベースを更新している場合でも該当しま
す。

minimal_percona - コネクターは、スナップ
ショットの最初の部分のみ グローバルバックアップ
ロック を保持します。その間、コネクターはデータ
ベーススキーマとその他のメタデータを読み取りま
す。スナップショットの残りの作業では、各テーブ
ルから全行を選択する必要があります。
REPEATABLE READ トランザクションを使用する
と、コネクターは一貫した方法でこれを行うことが
できます。これは、グローバルバックアップロック
が保持されなくなり、その他の MySQL クライアン
トがデータベースを更新している場合でも該当しま
す。このモードはテーブルをディスクにフラッシュ
せず、長時間実行される読み取りによってブロック
されず、Percona Server でのみ利用できます。

extended - スナップショットの実行中にすべての書
き込みをブロックします。MySQL が REPEATABLE
READ セマンティックから除外する操作を送信する
クライアントがある場合は、この設定を使用しま
す。

none - スナップショットの実行中にコネクターが
テーブルロックを取得できないようにします。この
設定はすべてのスナップショットモードで許可され
ますが、スナップショットの実行中にスキーマの変
更がない場合に 限り限り、安全に使用できます。
MyISAM エンジンで定義されたテーブルの場合、
MyISAM によってテーブルロックが取得されるよう
にこのプロパティーが設定されていても、テーブル
はロックされます。この動作は、行レベルのロック
を取得する InnoDB エンジンの動作とは異なりま
す。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.include.collecti
on.list

table.include.lis
tに指定したすべて
のテーブル

スナップショットを作成する table.include.list に
指定されたスキーマの名前と一致する正規表現のコ
ンマ区切りリスト（任意）。

snapshot.select.statemen
t.overrides

 スナップショットに含まれるテーブル行を制御しま
す。このプロパティーはスナップショットにのみ影
響します。binlog からキャプチャーされたイベント
には影響しません。databaseName.tableName の形
式で完全修飾テーブル名のコンマ区切りリストを指
定します。

指定するテーブルごとに、別の設定プロパティーも
指定します( 
snapshot.select.statement.overrides.DB_NA
ME.TABLE_NAME )。たとえば、他の設定プロパ
ティーの名前は 
snapshot.select.statement.overrides.custom
ers.orders のようになりますのようになります。このプロパティー
を、スナップショットに必要な行のみを取得する 
SELECT ステートメントに設定します。コネクター
がスナップショットを実行すると、この SELECT ス
テートメントを実行してそのテーブルからデータを
取得します。

これらのプロパティーを設定するユースケースとし
ては、大規模な追加専用のテーブルが挙げられま
す。スナップショットを開始する場所や、以前のス
ナップショットが中断された場合にスナップショッ
トを再開する場所を設定する SELECT ステートメン
トを指定できます。

min.row.count.to.stream.r
esults

1000 スナップショットの実行中、コネクターは変更を
キャプチャーするように設定されている各テーブル
にクエリーを実行します。コネクターは各クエリー
の結果を使用して、そのテーブルのすべての行の
データが含まれる読み取りイベントを生成します。
このプロパティーは、MySQL コネクターがテーブル
の結果をメモリーに格納するか、またはストリーミ
ングを行うかを決定します。メモリーへの格納はす
ばやく処理できますが、大量のメモリーを必要とし
ます。ストリーミングを行うと、処理は遅くなりま
すが、非常に大きなテーブルにも対応できます。こ
のプロパティーの設定は、コネクターが結果のスト
リーミングを行う前にテーブルに含まれる必要があ
る行の最小数を指定します。

すべてのテーブルサイズチェックを省略し、スナッ
プショットの実行中に常にすべての結果をストリー
ミングする場合は、このプロパティーを 0 に設定し
ます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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heartbeat.interval.ms 0 コネクターがハートビートメッセージを Kafka ト
ピックに送信する頻度を制御します。デフォルトの
動作では、コネクターはハートビートメッセージを
送信しません。

ハートビートメッセージは、コネクターがデータ
ベースから変更イベントを受信しているかどうかを
監視するのに便利です。ハートビートメッセージ
は、コネクターの再起動時に再送信する必要がある
変更イベントの数を減らすのに役立つ可能性があり
ます。ハートビートメッセージを送信するには、こ
のプロパティーを、ハートビートメッセージの間隔
をミリ秒単位で示す正の整数に設定します。

heartbeat.topics.prefix __debezium-
heartbeat

コネクターがハートビートメッセージを送信するト
ピックの名前を制御します。トピック名のパターン
は次のようになります。

heartbeat.topics.prefix.server.name

たとえば、データベースサーバー名が fulfillment の
場合、デフォルトのトピック名は __debezium-
heartbeat.fulfillment になります。

database.initial.statement
s

 トランザクションログを読み取る接続ではなく、
データベースへの JDBC 接続が確立されたときに実
行される SQL ステートメントのセミコロン区切りの
リスト。SQL ステートメントでセミコロンを区切り
文字としてではなく、文字として指定する場合は、2
つのセミコロン (;;) を使用します。

コネクターは独自の判断で JDBC 接続を確立する可
能性があるため、このプロパティーはセッションパ
ラメーターの設定専用です。DML ステートメントを
実行するものではありません。

snapshot.delay.ms  コネクターの起動時にスナップショットを実行する
までコネクターが待つ必要がある間隔 (ミリ秒単
位)。クラスターで複数のコネクターを起動する場
合、このプロパティーは、コネクターのリバランス
が行われる原因となるスナップショットの中断を防
ぐのに役立ちます。

snapshot.fetch.size  スナップショットの実行中、コネクターは行のバッ
チでテーブルの内容を読み取ります。このプロパ
ティーは、バッチの行の最大数を指定します。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.lock.timeout.ms 10000 スナップショットの実行時に、テーブルロックを取
得するまで待つ最大時間 (ミリ秒単位) を指定する正
の整数。コネクターがこの期間にテーブルロックを
取得できないと、スナップショットは失敗します。
「 MySQL コネクターによるデータベーススナップ
ショットの実行方法 」を参照してください。

enable.time.adjuster true コネクターによって 2 桁の西暦が 4 桁の西暦に変換
されるかどうかを示すブール値。変換が完全にデー
タベースに委譲されている場合は、false に設定しま
す。

MySQL では、2 桁または 4 桁の数値のいずれかで西
暦の値を挿入できます。2 桁の値の場合は、値は
1970 - 2069 の範囲の年にマッピングされます。デ
フォルトの動作では、コネクターは変換を行いませ
ん。

sanitize.field.names コネクターが 
key.converter ま
たは 
value.converter
プロパティーを
Avro コンバーター
に設定する場合は 
true に設定しま
す。
それ以外はfalse
に設定します。

Avro の命名要件 に準拠するためにフィールド名がサ
ニタイズされるかどうかを示します。

skipped.operations  ストリーミング中にスキップする操作の型のコンマ
区切りリスト。以下の値を使用できます。c for
insert/create, u for updates、d for delete を使用で
きます。デフォルトでは、操作はスキップされませ
ん。

provide.transaction.meta
data

false コネクターがトランザクション境界でイベントを生
成し、トランザクションメタデータで変更イベント
エンベロープを強化するかどうかを決定します。こ
れを行う場合は true を指定します。詳細は、「 トラ
ンザクションメタデータ 」を参照してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

Debezium コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー

      Debezium では、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御するでは、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御する 
database.history.* プロパティーのセットを提供します。プロパティーのセットを提供します。
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     以下の表は、以下の表は、Debezium コネクターを設定するためのコネクターを設定するための database.history プロパティーについて説明プロパティーについて説明
しています。しています。
    

表表5.22 コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

database.history.kafka.topic  コネクターがデータベーススキーマの履歴を保存す
る Kafka トピックの完全名。

database.history.kafka.boots
trap.servers

 Kafka クラスターへの最初の接続を確立するために
コネクターが使用するホストとポートのペアの一
覧。このコネクションは、コネクターによって以前
に保存されたデータベーススキーマ履歴の取得や、
ソースデータベースから読み取られる各 DDL ステー
トメントの書き込みに使用されます。各ペアは、
Kafka Connect プロセスによって使用される同じ
Kafka クラスターを示す必要があります。

database.history.kafka.recov
ery.poll.interval.ms

100 永続化されたデータのポーリングが行われている間
にコネクターが起動/回復を待つ最大時間 (ミリ秒単
位) を指定する整数値。デフォルトは 100 ミリ秒で
す。

database.history.kafka.recov
ery.attempts

4 エラーでコネクターのリカバリーが失敗する前に、
コネクターが永続化された履歴データの読み取りを
試行する最大回数。データを受信しなかった後に待
機する最大時間は recovery. attempts x recovery. 
poll.interval.ms です。

database.history.skip.unpar
seable.ddl

false コネクターが不正または不明なデータベースのス
テートメントを無視するかどうか、または人が問題
を修正するために処理を停止するかどうかを指定す
るブール値。安全なデフォルトは false です。ス
キップは、binlog の処理中にデータの損失や分割を
引き起こす可能性があるため、必ず注意して使用す
る必要があります。

database.history.store.only.
monitored.tables.ddl

今後のリリースで削除される予定今後のリリースで削除される予定
ですです 。代わりに。代わりに 
database.history.store.only.
captured.tables.ddl を使用しを使用し
てください。てください。

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。
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database.history.store.only.
captured.tables.ddl

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

プロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロプロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロ
パティーパティー

      
Debezium はは Kafka プロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込みプロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込み
ます。同様に、コネクターの起動時に、ます。同様に、コネクターの起動時に、Kafka コンシューマーを使用してデータベース履歴トピックかコンシューマーを使用してデータベース履歴トピックか
ら読み取ります。ら読み取ります。database.history. producer.* およびおよび database.history.consumer.*  プレフィックスプレフィックス
で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、Kafka プロデューサーおよびコンプロデューサーおよびコン
シューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータシューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータ
ベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントがベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントが Kafka ブローカーとの接続をセブローカーとの接続をセ
キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。
     

database.history.producer.security.protocol=SSL
database.history.producer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.producer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.producer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.producer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.producer.ssl.key.password=test1234

database.history.consumer.security.protocol=SSL
database.history.consumer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.consumer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.consumer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.key.password=test1234

     Debezium は、プロパティーをは、プロパティーを Kafka クライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取りクライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取り
除きます。除きます。
    

     Kafka プロデューサー設定プロパティープロデューサー設定プロパティー およびおよび Kafka コンシューマー設定プロパティーコンシューマー設定プロパティー の詳細は、の詳細は、
Kafka のドキュメントを参照してください。のドキュメントを参照してください。
    

Debezium コネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティーコネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティー
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      Debezium コネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルーコネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルー
データベースプロパティーは、プレフィックスデータベースプロパティーは、プレフィックス database.* で始まります。たとえば、コネクターはで始まります。たとえば、コネクターは 
database.foobar=false などのプロパティーをなどのプロパティーを JDBC URL に渡します。に渡します。
     

     データベース履歴クライアントのパススループロパティーデータベース履歴クライアントのパススループロパティー の場合と同様に、の場合と同様に、Debezium はプロパはプロパ
ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。
    

5.6. DEBEZIUM MYSQL コネクターのパフォーマンスの監視コネクターのパフォーマンスの監視

    Debezium MySQL コネクターは、コネクターは、Zookeeper、、Kafka、および、および Kafka Connect によって提供されるによって提供される  
JMX メトリクスの組み込みサポートに加えて、メトリクスの組み込みサポートに加えて、3 種類のメトリクスを提供します。種類のメトリクスを提供します。
   

      スナップスナップ ショットメトリクスショットメトリクス は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情
報を提供します。報を提供します。
     

      binlog メトリクスは、メトリクスは、 コネクターがコネクターが binlog を読み取るときのコネクター操作に関する情を読み取るときのコネクター操作に関する情
報を提供します。報を提供します。
     

      スキーマ履歴メトリクススキーマ履歴メトリクス は、コネクターのスキーマ履歴の状態に関する情報を提供しまは、コネクターのスキーマ履歴の状態に関する情報を提供しま
す。す。
     

    Debezium モニタリングのドキュメントモニタリングのドキュメント では、では、JMX を使用してこれらのメトリクスを公開する方法を使用してこれらのメトリクスを公開する方法
の詳細を提供します。の詳細を提供します。
   

5.6.1. MySQL データベースのスナップショット作成時のデータベースのスナップショット作成時の Debezium の監視の監視

     MBean はは debezium.mysql:type=connector-
metrics,context=snapshot,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取りした最
後のスナップショットイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。
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TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの空き容量。

TotalTableCount int スナップショットに含まれて
いるテーブルの合計数。

RemainingTableCount int スナップショットによってま
だコピーされていないテーブ
ルの数。

SnapshotRunning boolean スナップショットが起動され
たかどうか。

SnapshotAborted boolean スナップショットが中断され
たかどうか。

SnapshotCompleted boolean スナップショットが完了した
かどうか。

SnapshotDurationInSeconds Long スナップショットが完了した
かどうかに関わらず、これま
でスナップショットにかかっ
た時間 (秒単位)。

属性属性 型型 説明説明
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RowsScanned map<String, Long> スナップショットの各テーブ
ルに対してスキャンされる行
数が含まれるマップ。テーブ
ルは、処理中に増分がマップ
に追加されます。スキャンさ
れた 10,000 行ごとに、テー
ブルの完成時に更新されま
す。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単
位)。max.queue.size.in.by
tes が正の long 値で渡された
場合に有効になります。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

     Debezium MySQL コネクターは、コネクターは、Hold ingGlobalLock カスタムスナップショットメトリクスも提カスタムスナップショットメトリクスも提
供します。このメトリクスは、コネクターが現在グローバルまたはテーブル書き込みロックを保持する供します。このメトリクスは、コネクターが現在グローバルまたはテーブル書き込みロックを保持する
かどうかを示すブール値に設定されます。かどうかを示すブール値に設定されます。
    

5.6.2. Debezium MySQL コネクターレコードストリーミングの監視コネクターレコードストリーミングの監視

     MBean はは debezium.mysql:type=connector-metrics,context=streaming,server=
<database.server.name> です。です。
    

     トランザクション関連の属性は、トランザクション関連の属性は、binlog イベントのバッファーが有効になっている場合にのみ利用イベントのバッファーが有効になっている場合にのみ利用
できます。詳細は、「高度なできます。詳細は、「高度な MySQL コネクター設定プロパティー」のコネクター設定プロパティー」の binlog.buffer.size を参照してを参照して
ください。ください。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取られた最
後のストリーミングイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。
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TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int ストリーマーとメイン Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int ストリーマーとメインの
Kafka Connect ループの間で
イベントを渡すために使用さ
れるキューの空き容量。

Connected boolean コネクターが現在データベー
スサーバーに接続されている
かどうかを示すフラグ。

MilliSecondsBehindSource Long 最後の変更イベントのタイム
スタンプとそれを処理するコ
ネクターとの間の期間 (ミリ
秒単位)。この値は、データ
ベースサーバーとコネクター
が稼働しているマシンのク
ロック間の差異に対応しま
す。

NumberOfCommittedTransactions Long コミットされた処理済みトラ
ンザクションの数。

SourceEventPosition map<String, String> 最後に受信したイベントの位
置。

LastTransactionId 文字列文字列 最後に処理されたトランザク
ションのトランザクション識
別子。

属性属性 型型 説明説明
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MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単位)。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

     Debezium MySQL コネクターは、以下の追加のストリーミングメトリクスも提供します。コネクターは、以下の追加のストリーミングメトリクスも提供します。
    

表表5.23 追加のストリーミングメトリクスの説明追加のストリーミングメトリクスの説明

属性属性 型型 説明説明

BinlogFilename 文字列文字列 コネクターによって最後に読み取られた binlog ファ
イルの名前。

BinlogPosition Long コネクターによって読み取られた binlog 内の最新の
位置 (バイト単位) 。

IsGtidModeEnabled boolean コネクターが現在 MySQL サーバーから GTID を追跡
しているかどうかを示すフラグ。

GtidSet 文字列文字列 binlog の読み取り時にコネクターによって処理され
る最新の GTID セットの文字列表現。

NumberOfSkippedEvents Long MySQL コネクターによってスキップされたイベント
の数。通常、MySQL の binlog からの不正形式のイ
ベントまたは解析不可能なイベントが原因で、イベ
ントがスキップされます。

NumberOfDisconnects Long MySQL コネクターによる切断の数。

NumberOfRolledBackTra
nsactions

Long ロールバックされ、ストリーミングされなかった処
理済みトランザクションの数。

NumberOfNotWellFormed
Transactions

Long BEGIN + COMMIT/ROLLBACK の予想されるプ
ロトコルに準拠していないトランザクションの数。
この値は、通常の条件下では 0 である必要がありま
す。

NumberOfLargeTransacti
ons

Long 先読みバッファーに適合しないトランザクションの
数。最適なパフォーマンスを得るには、この値は 
NumberOfCommittedTransactions およびおよび  
NumberOfRolledBackTransactions よりも大よりも大
幅に小さくする必要があります。幅に小さくする必要があります。
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5.6.3. Debezium MySQL コネクターのスキーマ履歴の監視コネクターのスキーマ履歴の監視

     MBean はは debezium.mysql:type=connector-metrics,context=schema-
history,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

Status 文字列文字列 データベース履歴の状態 を説を説
明する明する 
STOPPED、RECOVERIN
G （ストレージからの履歴の
回復）の 1 つ。

RecoveryStartTime Long リカバリーが開始された時点
のエポック秒の時間。

ChangesRecovered Long リカバリーフェーズ中に読み
取られた変更の数。

ChangesApplied Long リカバリーおよびランタイム
中に適用されるスキーマ変更
の合計数。

MilliSecondsSinceLast 
RecoveredChange

Long 最後の変更が履歴ストアから
復元された時点からの経過時
間 (ミリ秒単位)。

MilliSecondsSinceLast AppliedChange Long 最後の変更が適用された時点
からの経過時間 (ミリ秒単
位)。

LastRecoveredChange 文字列文字列 履歴ストアから復元された最
後の変更の文字列表現。

LastAppliedChange 文字列文字列 最後に適用された変更の文字
列表現。

5.7. DEBEZIUM MYSQL コネクターによる障害および問題の処理方法コネクターによる障害および問題の処理方法

    Debezium は、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システは、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システ
ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に操作している場合や、慎重に管ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に操作している場合や、慎重に管
理されている場合は、理されている場合は、Debezium は変更イベントレコードごとには変更イベントレコードごとに 1 度だけ度だけ 配信します。配信します。
   

    障害が発生しても、システムはイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更イ障害が発生しても、システムはイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更イ
ベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、ベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、Debezium はは Kafka と同と同
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様に、変更イベントを様に、変更イベントを 少なくとも少なくとも 1 回回 配信します。配信します。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      設定および起動エラー設定および起動エラー
     

      MySQL が使用不可能になるが使用不可能になる
     

      Kafka Connect が正常に停止するが正常に停止する
     

      Kafka Connect プロセスがクラッシュするプロセスがクラッシュする
     

      Kafka が使用不可能になるが使用不可能になる
     

      MySQL がが binlog ファイルをパージするファイルをパージする
     

設定および起動エラー設定および起動エラー

     以下の状況では、起動時にコネクターが失敗し、エラーまたは例外がログに記録され、実行が停止以下の状況では、起動時にコネクターが失敗し、エラーまたは例外がログに記録され、実行が停止
されます。されます。
    

      コネクターの設定が無効である。コネクターの設定が無効である。
     

      指定の接続パラメーターを使用してコネクターを指定の接続パラメーターを使用してコネクターを MySQL サーバーに接続できない。サーバーに接続できない。
     

      MySQL に履歴がないに履歴がない binlog の位置でコネクターが再起動を試行する。の位置でコネクターが再起動を試行する。
     

    このような場合、エラーメッセージには問題の詳細が含まれ、推奨される回避策も含まれることがあこのような場合、エラーメッセージには問題の詳細が含まれ、推奨される回避策も含まれることがあ
ります。設定の修正したり、ります。設定の修正したり、MySQL の問題に対処した後、コネクターを再起動します。の問題に対処した後、コネクターを再起動します。
   

MySQL が使用不可能になるが使用不可能になる
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     MySQL サーバーが利用できなくなると、サーバーが利用できなくなると、Debezium MySQL コネクターはエラーで失敗し、コネクコネクターはエラーで失敗し、コネク
ターが停止します。サーバーが再び使用できるようになったら、コネクターを再起動します。ターが停止します。サーバーが再び使用できるようになったら、コネクターを再起動します。
    

    ただし、高可用性ただし、高可用性 MySQL クラスターでクラスターで GTID が有効になっている場合は、コネクターをすぐに再起が有効になっている場合は、コネクターをすぐに再起
動できます。これはクラスターの別の動できます。これはクラスターの別の MySQL サーバーに接続し、最後のトランザクションを表すサーサーバーに接続し、最後のトランザクションを表すサー
バーのバーの binlog の場所を特定し、その特定の場所から新しいサーバーのの場所を特定し、その特定の場所から新しいサーバーの binlog の読み取りを開始しまの読み取りを開始しま
す。す。
   

    GTID が有効になっていない場合、コネクターは接続したが有効になっていない場合、コネクターは接続した MySQL サーバーのみのサーバーのみの binlog の位置を記の位置を記
録します。正しい録します。正しい binlog の位置から再起動するには、その特定のサーバーに再接続する必要がありまの位置から再起動するには、その特定のサーバーに再接続する必要がありま
す。す。
   

Kafka Connect が正常に停止するが正常に停止する

     Kafka Connect が正常に停止すると、が正常に停止すると、Debezium MySQL コネクタータスクが停止され、新しいコネクタータスクが停止され、新しい 
Kafka Connect プロセスで再起動される間に短い遅延が発生します。プロセスで再起動される間に短い遅延が発生します。
    

Kafka Connect プロセスがクラッシュするプロセスがクラッシュする

     Kafka Connect がクラッシュすると、プロセスが停止し、最後に処理されたオフセットが記録されがクラッシュすると、プロセスが停止し、最後に処理されたオフセットが記録され
ずにずに Debezium MySQL コネクタータスクが終了します。分散モードでは、コネクタータスクが終了します。分散モードでは、Kafka Connect は他のプロは他のプロ
セスでコネクタータスクを再起動します。ただし、セスでコネクタータスクを再起動します。ただし、MySQL コネクターは以前のプロセスで記録されたコネクターは以前のプロセスで記録された
最後のオフセットから再開します。つまり、代替のタスクによってクラッシュ前に処理された同じイベ最後のオフセットから再開します。つまり、代替のタスクによってクラッシュ前に処理された同じイベ
ントの一部が生成され、重複したイベントが作成される可能性があります。ントの一部が生成され、重複したイベントが作成される可能性があります。
    

    各変更イベントメッセージには、重複イベントの特定に使用できるソース固有の情報が含まれます。各変更イベントメッセージには、重複イベントの特定に使用できるソース固有の情報が含まれます。
以下に例を示します。以下に例を示します。
   

      イベント元イベント元
     

      MySQL サーバーのイベント時間サーバーのイベント時間
     

      binlog ファイル名と位置ファイル名と位置
     

      GTID (使用されている場合使用されている場合)
     

Kafka が使用不可能になるが使用不可能になる
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     Kafka Connect フレームワークは、フレームワークは、Kafka プロデューサープロデューサー API を使用してを使用して Debezium 変更イベント変更イベント
を記録します。を記録します。Kafka ブローカーが利用できなくなると、ブローカーが利用できなくなると、Debezium MySQL コネクターは接続が再確コネクターは接続が再確
立されるまで一時停止され、一時停止した位置で再開されます。立されるまで一時停止され、一時停止した位置で再開されます。
    

MySQL がが binlog ファイルをパージするファイルをパージする

     Debezium MySQL コネクターが長時間停止すると、コネクターが長時間停止すると、MySQL サーバーは古いサーバーは古い binlog ファイルをファイルを
パージするため、コネクターの最後の位置が失われる可能性があります。コネクターが再起動すると、パージするため、コネクターの最後の位置が失われる可能性があります。コネクターが再起動すると、
MySQL サーバーに開始点がなくなり、コネクターは別の最初のスナップショットを実行します。スサーバーに開始点がなくなり、コネクターは別の最初のスナップショットを実行します。ス
ナップショットが無効の場合、コネクターはエラーによって失敗します。ナップショットが無効の場合、コネクターはエラーによって失敗します。
    

    MySQL コネクターが最初のコネクターが最初の スナップショットスナップショット を実行する方法の詳細は、「スナップショット」をを実行する方法の詳細は、「スナップショット」を
参照してください。参照してください。
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第第6章章 ORACLE 用用 DEBEZIUM コネクターコネクター (開発者プレビュー開発者プレビュー)

   Debezium のの Oracle コネクターは、コネクターの実行中に追加されたテーブルなど、コネクターは、コネクターの実行中に追加されたテーブルなど、Oracle サーサー
バーのデータベースで発生する行レベルの変更をキャプチャーし、記録します。コネクターを設定しバーのデータベースで発生する行レベルの変更をキャプチャーし、記録します。コネクターを設定し
て、スキーマとテーブルの特定サブセットの変更イベントを出力するか、特定の列の値を無視、マスて、スキーマとテーブルの特定サブセットの変更イベントを出力するか、特定の列の値を無視、マス
ク、または切り捨てできます。ク、または切り捨てできます。
  

   Debezium は、ネイティブは、ネイティブ LogMiner データベースパッケージを使用してデータベースパッケージを使用して Oracle から変更イベントから変更イベント
を取得します。を取得します。
  

重要重要

    Debezium Oracle コネクターは開発者プレビュー機能です。開発者プレビューの機能コネクターは開発者プレビュー機能です。開発者プレビューの機能
は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテストやフィードバックの収集は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテストやフィードバックの収集
を可能にするために提供されます。開発者プレビューの機能は、を可能にするために提供されます。開発者プレビューの機能は、Red Hat の実稼働環境の実稼働環境
のサービスレベルアグリーメントのサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされず、機能的に完全ではないこではサポートされず、機能的に完全ではないこ
とがあるため、とがあるため、Red Hat は開発者プレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しは開発者プレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨し
ません。この機能に関してサポートが必要な場合には、ません。この機能に関してサポートが必要な場合には、Debezium コミュニティーコミュニティー と連と連
携できます。携できます。
   

   Debezium Oracle コネクターの使用に関する情報および手順は、以下のように整理されています。コネクターの使用に関する情報および手順は、以下のように整理されています。
  

     「「Debezium Oracle コネクターの仕組み」コネクターの仕組み」
    

     「「Debezium Oracle コネクターのデータ変更イベントの説明」コネクターのデータ変更イベントの説明」
    

     「「Debezium Oracle コネクターによるデータ型のマッピング方法」コネクターによるデータ型のマッピング方法」
    

     「「Debezium と連携すると連携する Oracle の設定」の設定」
    

     「「Debezium Oracle コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
    

     「「Debezium Oracle コネクターのパフォーマンスの監視」コネクターのパフォーマンスの監視」
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     「「Debezium Oracle コネクターによる障害および問題の処理方法」コネクターによる障害および問題の処理方法」
    

6.1. DEBEZIUM ORACLE コネクターの仕組みコネクターの仕組み

    Debezium Oracle コネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップショッコネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップショッ
トの実行方法、変更イベントのストリーム方法、トの実行方法、変更イベントのストリーム方法、Kafka トピック名の決定方法、およびメタデータの使トピック名の決定方法、およびメタデータの使
用方法を理解すると便利です。用方法を理解すると便利です。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium Oracle コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」
     

      「「Debezium Oracle 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名」トピックのデフォルト名」
     

      「「Debezium Oracle コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法」コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法」
     

      「トランザクション境界を表す「トランザクション境界を表す Debezium Oracle コネクターによって生成されたイベンコネクターによって生成されたイベン
ト」ト」
     

6.1.1. Debezium Oracle コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法

     通常、通常、Oracle サーバーのサーバーの redo ログは、データベースの完全な履歴を保持しないように設定されてログは、データベースの完全な履歴を保持しないように設定されて
います。そのため、います。そのため、Debezium Oracle コネクターはデータベースの全履歴をログから取得できませコネクターはデータベースの全履歴をログから取得できませ
ん。コネクターがデータベースの現在の状態のベースラインを確立できるようにするには、コネクターん。コネクターがデータベースの現在の状態のベースラインを確立できるようにするには、コネクター
が最初に起動すると、データベースの初期が最初に起動すると、データベースの初期 整合性スナップショット整合性スナップショット を実行します。を実行します。
    

     snapshot.mode コネクター設定プロパティーの値を設定することで、コネクターがスナップショッコネクター設定プロパティーの値を設定することで、コネクターがスナップショッ
トを作成する方法をカスタマイズできます。デフォルトでは、コネクターのスナップショットモードはトを作成する方法をカスタマイズできます。デフォルトでは、コネクターのスナップショットモードは 
initial に設定されます。に設定されます。
    

初期スナップショットを作成するためのデフォルトのコネクターワークフロー初期スナップショットを作成するためのデフォルトのコネクターワークフロー

      スナップショットモードがデフォルトに設定されている場合、コネクターは以下のタスクを完了しスナップショットモードがデフォルトに設定されている場合、コネクターは以下のタスクを完了し
てスナップショットを作成します。てスナップショットを作成します。
     

1. 
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1. 
       キャプチャーするテーブルを決定します。キャプチャーするテーブルを決定します。
      

2. 
       監視された各テーブルの監視された各テーブルの EXCLUSIVE MODE ロックを取得して、スナップショットの作成ロックを取得して、スナップショットの作成
中に構造的な変更が発生しないようにします。中に構造的な変更が発生しないようにします。Debezium は短期間のみロックを保持します。は短期間のみロックを保持します。
      

3. 
       サーバーのサーバーの redo ログから現在のシステム変更番号ログから現在のシステム変更番号 (SCN) の位置を読み取ります。の位置を読み取ります。
      

4. 
       関連するテーブルすべての構造をキャプチャーします。関連するテーブルすべての構造をキャプチャーします。
      

5. 
       ステップステップ 2 で取得したロックを解放します。で取得したロックを解放します。
      

6. 
       ステップステップ 3 で読み込まれたで読み込まれた SCN の位置の位置(SELECT* FROM …  AS OF SCN 123)で有効なもので有効なもの
として、関連するデータベーステーブルとスキーマをすべてスキャンしとして、関連するデータベーステーブルとスキーマをすべてスキャンし 、、 イベントレコードをイベントレコードを
テーブル固有のテーブル固有の Kafka トピックに書き込みます。トピックに書き込みます。
      

7. 
       コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。
      

     スナップショットプロセスが開始されたら、コネクターの障害、リバランス、またはその他の理由スナップショットプロセスが開始されたら、コネクターの障害、リバランス、またはその他の理由
でプロセスが中断された場合には、コネクターの再起動後にプロセスが再開されます。コネクターにでプロセスが中断された場合には、コネクターの再起動後にプロセスが再開されます。コネクターに
よって初期スナップショットが完了した後、ステップよって初期スナップショットが完了した後、ステップ 3 で読み取られた位置からストリーミングが続行で読み取られた位置からストリーミングが続行
され、更新を見逃しません。何らかの理由でコネクターが再び停止した場合、再起動後に、以前停止しされ、更新を見逃しません。何らかの理由でコネクターが再び停止した場合、再起動後に、以前停止し
た場所から変更のストリーミングが再開されます。た場所から変更のストリーミングが再開されます。
    

表表6.1 snapshot.mode コネクター設定プロパティーの設定コネクター設定プロパティーの設定

設定設定 説明説明

Initial コネクターは、「初期スナップショット作成のデフォルトフロー」で説明
されているように、データベースのスナップショットを実行します。ス
ナップショットの完了後、コネクターは後続のデータベースの変更につい
てのイベントレコードのストリーミングを開始します。

schema_only コネクターは関連するすべてのテーブルの構造をキャプチャーし、デフォ
ルトのスナップショットワークフロー に記載されているすべてのステップ
を実行します。ただし、コネクターの起動時(Step 6)の時点でデータセット
を表す READ イベントが作成されない点が異なります。

6.1.2. Debezium Oracle 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名トピックのデフォルト名
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     Debezium Oracle コネクターは、コネクターは、Debezium Oracle コネクターがコネクターが 1 つのテーブルのすべてのつのテーブルのすべての 
INSERT、、UPDATE、および、および DELETE 操作のイベントを操作のイベントを 1 つのつの Kafka トピックに書き込むことです。トピックに書き込むことです。
Kafka トピックの命名規則は次のとおりです。トピックの命名規則は次のとおりです。
    

     serverName.schemaName.tableName
    

     たとえば、たとえば、Met ment がサーバー名で、がサーバー名で、インベントリーがインベントリーが スキーマ名で、データベースに名前、スキーマ名で、データベースに名前、顧客顧客 
、、および製品および製品 が含まれるテーブルが含まれる場合、が含まれるテーブルが含まれる場合、Debezium Oracle コネクターはイベントを以下のコネクターはイベントを以下の 
Kafka トピックに出力します。トピックに出力します。1 つはデータベースのテーブルごとにつはデータベースのテーブルごとに 1 つずつです。つずつです。
    

fulfillment.inventory.orders
fulfillment.inventory.customers
fulfillment.inventory.products

6.1.3. Debezium Oracle コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法

     Debezium Oracle コネクターは、スキーマ変更の履歴をデータベース履歴トピックに保存します。コネクターは、スキーマ変更の履歴をデータベース履歴トピックに保存します。
このトピックは内部コネクターの状態を反映するため、直接使用しないでください。アプリケーションこのトピックは内部コネクターの状態を反映するため、直接使用しないでください。アプリケーション
がスキーマの変更に関する通知を必要とする場合は、パブリックスキーマの変更トピックから情報を取がスキーマの変更に関する通知を必要とする場合は、パブリックスキーマの変更トピックから情報を取
得する必要があります。コネクターは、スキーマ変更イベントを得する必要があります。コネクターは、スキーマ変更イベントを <serverName> という名前のという名前の Kafka 
トピックに書き込みます。トピックに書き込みます。serverName はは、、database.server.name 設定プロパティーに指定されたコ設定プロパティーに指定されたコ
ネクターの名前になります。ネクターの名前になります。
    

     Debezium は、新しいテーブルからデータをストリーミングするたびに、このトピックに新しいは、新しいテーブルからデータをストリーミングするたびに、このトピックに新しい
メッセージを出力します。メッセージを出力します。
    

     メッセージには、テーブルスキーマの論理表現が含まれます。メッセージには、テーブルスキーマの論理表現が含まれます。
    

例例: スキーマ変更トピックに出力されたメッセージスキーマ変更トピックに出力されたメッセージ

      以下の例は、以下の例は、JSON 形式の一般的なスキーマ変更メッセージを示しています。形式の一般的なスキーマ変更メッセージを示しています。
     

{
  "schema": {
  ...
  },
  "payload": {
    "source": {
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "oracle",
      "name": "server1",
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      "ts_ms": 1588252618953,
      "snapshot": "true",
      "db": "ORCLPDB1",
      "schema": "DEBEZIUM",
      "table": "CUSTOMERS",
      "txId" : null,
      "scn" : "1513734",
      "commit_scn": "1513734",
      "lcr_position" : null
    },
    "databaseName": "ORCLPDB1", 1
    "schemaName": "DEBEZIUM", //
    "ddl": "CREATE TABLE \"DEBEZIUM\".\"CUSTOMERS\" \n   (    \"ID\" NUMBER(9,0) NOT 
NULL ENABLE, \n    \"FIRST_NAME\" VARCHAR2(255), \n    \"LAST_NAME" VARCHAR2(255), 
\n    \"EMAIL\" VARCHAR2(255), \n     PRIMARY KEY (\"ID\") ENABLE, \n     SUPPLEMENTAL 
LOG DATA (ALL) COLUMNS\n   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE \n  PCTFREE 10 
PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 \n NOCOMPRESS LOGGING\n  STORAGE(INITIAL 
65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645\n  PCTINCREASE 0 
FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1\n  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT 
CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)\n  TABLESPACE \"USERS\" ", 2
    "tableChanges": [ 3
      {
        "type": "CREATE", 4
        "id": "\"ORCLPDB1\".\"DEBEZIUM\".\"CUSTOMERS\"", 5
        "table": { 6
          "defaultCharsetName": null,
          "primaryKeyColumnNames": [ 7
            "ID"
          ],
          "columns": [ 8
            {
              "name": "ID",
              "jdbcType": 2,
              "nativeType": null,
              "typeName": "NUMBER",
              "typeExpression": "NUMBER",
              "charsetName": null,
              "length": 9,
              "scale": 0,
              "position": 1,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "FIRST_NAME",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "VARCHAR2",
              "typeExpression": "VARCHAR2",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 2,
              "optional": false,
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表表6.2 スキーマ変更トピックに出力されたメッセージのフィールドの説明スキーマ変更トピックに出力されたメッセージのフィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 databaseName
schemaName

変更が含まれるデータベースとスキーマを識別しま
す。

2 ddl このフィールドには、スキーマの変更を行う DDL が
含まれます。

3 tableChanges DDL コマンドによって生成されるスキーマの変更が
含まれる 1 つ以上の項目の配列。

              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "LAST_NAME",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "VARCHAR2",
              "typeExpression": "VARCHAR2",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 3,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "EMAIL",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "VARCHAR2",
              "typeExpression": "VARCHAR2",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 4,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
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4 type 変更の種類を説明します。値は以下のいずれかにな
ります。

CREATE
テーブルの作成

変更変更
テーブルの変更

DROP
テーブルの削除

5 id 作成、変更、または破棄されたテーブルの完全な識
別子。

6 table 適用された変更後のテーブルメタデータを表しま
す。

7 primaryKeyColumnNames テーブルのプライマリーキーを構成する列のリス
ト。

8 columns 変更されたテーブルの各列のメタデータ。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

     コネクターがスキーマ変更トピックに送信するメッセージは、スキーマ変更が含まれるデータベーコネクターがスキーマ変更トピックに送信するメッセージは、スキーマ変更が含まれるデータベー
スの名前と同じメッセージキーを使用します。以下の例では、スの名前と同じメッセージキーを使用します。以下の例では、payload フィールドにキーが含まれまフィールドにキーが含まれま
す。す。
    

6.1.4. トランザクション境界を表すトランザクション境界を表す Debezium Oracle コネクターによって生成されたイベントコネクターによって生成されたイベント

     Debezium は、トランザクションメタデータ境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンは、トランザクションメタデータ境界を表し、データ変更イベントメッセージをエン

{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "databaseName"
      }
    ],
    "optional": false,
    "name": "io.debezium.connector.oracle.SchemaChangeKey"
  },
  "payload": {
    "databaseName": "ORCLPDB1"
  }
}
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リッチするイベントを生成できます。リッチするイベントを生成できます。
    

     データベーストランザクションは、データベーストランザクションは、BEGIN キーワードとキーワードと END キーワードの間に囲まれているスキーワードの間に囲まれているス
テートメントブロックによって表されます。テートメントブロックによって表されます。Debezium は、すべてのトランザクションでは、すべてのトランザクションで BEGIN 区切区切
り文字とり文字と END 区切り文字のトランザクション境界イベントを生成します。トランザクション境界イベ区切り文字のトランザクション境界イベントを生成します。トランザクション境界イベ
ントには以下のフィールドが含まれます。ントには以下のフィールドが含まれます。
    

status

        BEGIN またはまたは END
       

id

        一意のトランザクション識別子の文字列表現。一意のトランザクション識別子の文字列表現。
       

event_count （（ END イベント用）イベント用）

        トランザクションによって出力されるイベントの合計数。トランザクションによって出力されるイベントの合計数。
       

data_collections （（ END イベント用）イベント用）

        指定のデータコレクションからの変更によって出力されたイベントの数を提供する指定のデータコレクションからの変更によって出力されたイベントの数を提供する data 
_collection とと event_count のペアの配列。のペアの配列。
       

     以下の例は、典型的なトランザクション境界メッセージを示しています。以下の例は、典型的なトランザクション境界メッセージを示しています。
    

例例: Oracle コネクタートランザクション境界イベントコネクタートランザクション境界イベント

      

{
  "status": "BEGIN",
  "id": "5.6.641",
  "event_count": null,
  "data_collections": null
}

{
  "status": "END",
  "id": "5.6.641",
  "event_count": 2,
  "data_collections": [
    {
      "data_collection": "ORCLPDB1.DEBEZIUM.CUSTOMER",
      "event_count": 1
    },
    {

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

198



     

     トランザクションイベントは、トランザクションイベントは、<database.server.name>.transaction という名前のトピックに書きという名前のトピックに書き
込まれます。込まれます。
    

6.1.4.1. 変更データイベントのエンリッチメント変更データイベントのエンリッチメント

      トランザクションメタデータを有効にすると、データトランザクションメタデータを有効にすると、データ message Envelope は新しいは新しい トランザクトランザク
ションション フィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベンフィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベン
トに関する情報を提供します。トに関する情報を提供します。
     

id

         一意のトランザクション識別子の文字列表現。一意のトランザクション識別子の文字列表現。
        

total_order

         トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶対位置。トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶対位置。
        

data_collection_order

         トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とするイベントのデータコレクトランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とするイベントのデータコレク
ションごとの位置。ションごとの位置。
        

      以下の例は、典型的なトランザクションイベントメッセージを示しています。以下の例は、典型的なトランザクションイベントメッセージを示しています。
     

      "data_collection": "ORCLPDB1.DEBEZIUM.ORDER",
      "event_count": 1
    }
  ]
}

{
  "before": null,
  "after": {
    "pk": "2",
    "aa": "1"
  },
  "source": {
...
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": "1580390884335",
  "transaction": {
    "id": "5.6.641",
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6.2. DEBEZIUM ORACLE コネクターのデータ変更イベントの説明コネクターのデータ変更イベントの説明

    Oracle コネクターが出力するデータ変更イベントはすべてキーと値を持ちます。キーと値の構造コネクターが出力するデータ変更イベントはすべてキーと値を持ちます。キーと値の構造
は、変更イベントの起点となるテーブルによって異なります。は、変更イベントの起点となるテーブルによって異なります。Debezium のトピック名を構築する方法のトピック名を構築する方法
は、は、トピック名トピック名を参照してください。を参照してください。
   

警告警告

     Debezium Oracle コネクターは、すべてのコネクターは、すべての Kafka Connect スキーマ名スキーマ名 がが 有効有効
なな Avro スキーマ名スキーマ名 になるようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベッになるようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベッ
トまたはアンダースコアトまたはアンダースコア ([a-z、、A-Z、、_]) で始まり、論理サーバー名の残りの文字で始まり、論理サーバー名の残りの文字
ならびにスキーマおよびテーブル名のすべての文字は英数字またはアンダースコアならびにスキーマおよびテーブル名のすべての文字は英数字またはアンダースコア 
([a-z、、A-Z、、0-9、、_]) でなければなりません。コネクターは無効な文字をアンダーでなければなりません。コネクターは無効な文字をアンダー
スコア文字に自動的に置き換えます。スコア文字に自動的に置き換えます。
    

     複数の論理サーバー名、スキーマ名、またはテーブル名を唯一区別する文字が複数の論理サーバー名、スキーマ名、またはテーブル名を唯一区別する文字が
無効な文字の場合、それらの文字がアンダースコアと置き換えられ、予期せぬ名前無効な文字の場合、それらの文字がアンダースコアと置き換えられ、予期せぬ名前
の競合が生じる場合があります。の競合が生じる場合があります。
    

    Debezium およびおよび Kafka Connect は、は、イベントメッセージの継続的なストリームイベントメッセージの継続的なストリーム を中心として設計を中心として設計
されています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、トピッされています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、トピッ
クコンシューマーによる処理が困難になることがあります。ミュータブルなイベント構造の処理を容易クコンシューマーによる処理が困難になることがあります。ミュータブルなイベント構造の処理を容易
にするために、にするために、Kafka Connect の各イベントが自己完結型になります。すべてのメッセージキーと値にの各イベントが自己完結型になります。すべてのメッセージキーと値に
は、は、スキーマスキーマ とと ペイロードペイロード のの 2 つの部分があります。スキーマはペイロードの構造を記述しますが、つの部分があります。スキーマはペイロードの構造を記述しますが、
ペイロードには実際のデータが含まれます。ペイロードには実際のデータが含まれます。
   

警告警告

     SYS、、SYSTEM、またはコネクター、またはコネクターユーザーアカウントユーザーアカウント によって実行される変によって実行される変
更は、コネクターによってキャプチャーされません。更は、コネクターによってキャプチャーされません。
    

    "total_order": "1",
    "data_collection_order": "1"
  }
}
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    以下のトピックでは、データ変更イベントの詳細を示しています。以下のトピックでは、データ変更イベントの詳細を示しています。
   

      「「Debezium Oracle コネクターの変更イベントのキー」コネクターの変更イベントのキー」
     

      「「Debezium Oracle コネクターの変更イベントの値」コネクターの変更イベントの値」
     

6.2.1. Debezium Oracle コネクターの変更イベントのキーコネクターの変更イベントのキー

     変更されたそれぞれのテーブルについて、変更イベントキーは、イベントの作成時にテーブルのプ変更されたそれぞれのテーブルについて、変更イベントキーは、イベントの作成時にテーブルのプ
ライマリーキーライマリーキー (または一意なキー制約または一意なキー制約) の各列にフィールドが存在するように構成されます。の各列にフィールドが存在するように構成されます。
    

     たとえば、たとえば、インベントリーインベントリー データベーススキーマに定義されているデータベーススキーマに定義されている 顧客顧客 テーブルには、以下の変更テーブルには、以下の変更
イベントキーが含まれる場合があります。イベントキーが含まれる場合があります。
    

     database.server.name 設定プロパティーの値が設定プロパティーの値が server1 に設定されている場合は、データベースのに設定されている場合は、データベースの 
お客様がお客様が 発生するすべての変更イベントの発生するすべての変更イベントの JSON 表現に以下のキー構造を特長としています。表現に以下のキー構造を特長としています。
    

CREATE TABLE customers (
  id NUMBER(9) GENERATED BY DEFAULT ON NULL AS IDENTITY (START WITH 1001) NOT 
NULL PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR2(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR2(255) NOT NULL,
  email VARCHAR2(255) NOT NULL UNIQUE
);

{
    "schema": {
        "type": "struct",
        "fields": [
            {
                "type": "int32",
                "optional": false,
                "field": "ID"
            }
        ],
        "optional": false,
        "name": "server1.INVENTORY.CUSTOMERS.Key"
    },
    "payload": {
        "ID": 1004
    }
}
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     キーキー のスキーマのスキーマ 部分には、キーの部分の内容を記述する部分には、キーの部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマが含まれます。スキーマが含まれます。
上記の例では、上記の例では、payload 値はオプションではありません。構造は値はオプションではありません。構造は 
server1.DEBEZIUM.CUSTOMERS.Key という名前のスキーマで定義され、タイプという名前のスキーマで定義され、タイプ int32 のの id というという
名前の必須フィールドが名前の必須フィールドが 1 つあります。キーのつあります。キーの payload フィールドの値は、フィールドの値は、1 つのつの id フィールドを持フィールドを持
つ構造（つ構造（JSON はオブジェクト）で、値がはオブジェクト）で、値が 1004 であることを示しています。であることを示しています。
    

     そのため、このキーをそのため、このキーを inventory.customers テーブル（テーブル（id プライマリーキー列の値がプライマリーキー列の値が 1004 であるである 
server 1）） の行の説明のように解釈できます。の行の説明のように解釈できます。
    

6.2.2. Debezium Oracle コネクターの変更イベントの値コネクターの変更イベントの値

     メッセージキーと同様に、変更イベントメッセージの値にはメッセージキーと同様に、変更イベントメッセージの値には スキーマスキーマ セクションとセクションと ペイロードペイロード セセ
クションがあります。クションがあります。Oracle コネクターによって生成されたすべての変更イベント値のペイロードセコネクターによって生成されたすべての変更イベント値のペイロードセ
クションには、以下のフィールドを含むクションには、以下のフィールドを含む エンベロープエンベロープ 構造があります。構造があります。
    

op

        操作のタイプを記述する文字列値が含まれる必須フィールド。操作のタイプを記述する文字列値が含まれる必須フィールド。Oracle コネクターの値は、作成コネクターの値は、作成
（または挿入）、更新の場合は（または挿入）、更新の場合は u、削除の場合は、削除の場合は d、、読み取り読み取り （スナップショットの場合）の場合（スナップショットの場合）の場合
はは c です。です。
       

before

        任意のフィールド。存在する場合は、イベント発生任意のフィールド。存在する場合は、イベント発生前前の行の状態が含まれます。構造の行の状態が含まれます。構造
は、は、server1.INVENTORY.CUSTOMERS.Value Kafka Connect スキーマによって記述さスキーマによって記述さ
れ、れ、server1 コネクターはコネクターは inventory.customers テーブルのすべての行に使用します。テーブルのすべての行に使用します。
       

警告警告

         このフィールドとその要素を利用できるかどうかは、テーブルに適用するこのフィールドとその要素を利用できるかどうかは、テーブルに適用する 
Supplemental Logging 設定により大きく左右されます。設定により大きく左右されます。
        

after

        任意のフィールド。存在する場合は、イベント発生任意のフィールド。存在する場合は、イベント発生 後後 の行の状態が含まれます。構造は、の行の状態が含まれます。構造は、以前以前 
で使用される同じで使用される同じ server1.INVENTORY.CUSTOMERS.Value Kafka Connect スキーマによって記スキーマによって記
述されます。述されます。
       

source
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        イベントのソースメタデータを記述する構造が含まれる必須のフィールドです。イベントのソースメタデータを記述する構造が含まれる必須のフィールドです。Oracle の場の場
合、これには以下のフィールドが含まれます。合、これには以下のフィールドが含まれます。Debezium のバージョン、コネクター名、イベントのバージョン、コネクター名、イベント
が継続中のスナップショットの一部であるかどうか、トランザクションが継続中のスナップショットの一部であるかどうか、トランザクション ID (スナップショット中でスナップショット中で
ないない)、変更時の、変更時の SCN、および、および (スナップショット作成中スナップショット作成中)、およびソースデータベースでレコードが、およびソースデータベースでレコードが
変更された時点を示すタイムスタンプ変更された時点を示すタイムスタンプ (スナップショットの作成中は、スナップショットの時点スナップショットの作成中は、スナップショットの時点)。。
       

ヒントヒント

        commit_scn フィールドは任意で、変更イベントが参加するトランザクションコミットのフィールドは任意で、変更イベントが参加するトランザクションコミットの SCN 
を記述します。このフィールドは、を記述します。このフィールドは、LogMiner 接続アダプターを使用している場合にのみ表示されま接続アダプターを使用している場合にのみ表示されま
す。す。
       

ts_ms

        任意のフィールド。存在する場合は、コネクターがイベントを処理した時間任意のフィールド。存在する場合は、コネクターがイベントを処理した時間 (Kafka Connect 
タスクを実行するタスクを実行する JVM のシステムクロックを使用のシステムクロックを使用) が含まれます。が含まれます。
       

     当然ながら、イベントメッセージの値の当然ながら、イベントメッセージの値の スキーマスキーマ の部分には、このエンベロープ構造と、その中のの部分には、このエンベロープ構造と、その中の
ネストされたフィールドを記述するスキーマが含まれています。ネストされたフィールドを記述するスキーマが含まれています。
    

作成作成イベントイベント

      顧客顧客 テーブルのテーブルの 作成作成 イベント値を見てみましょう。イベント値を見てみましょう。
     

{
    "schema": {
        "type": "struct",
        "fields": [
            {
                "type": "struct",
                "fields": [
                    {
                        "type": "int32",
                        "optional": false,
                        "field": "ID"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "FIRST_NAME"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "LAST_NAME"
                    },
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                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "EMAIL"
                    }
                ],
                "optional": true,
                "name": "server1.DEBEZIUM.CUSTOMERS.Value",
                "field": "before"
            },
            {
                "type": "struct",
                "fields": [
                    {
                        "type": "int32",
                        "optional": false,
                        "field": "ID"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "FIRST_NAME"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "LAST_NAME"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "EMAIL"
                    }
                ],
                "optional": true,
                "name": "server1.DEBEZIUM.CUSTOMERS.Value",
                "field": "after"
            },
            {
                "type": "struct",
                "fields": [
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": true,
                        "field": "version"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "name"
                    },
                    {
                        "type": "int64",
                        "optional": true,
                        "field": "ts_ms"
                    },

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

204



                    {
                        "type": "string",
                        "optional": true,
                        "field": "txId"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": true,
                        "field": "scn"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": true,
                        "field": "commit_scn"
                    },
                    {
                        "type": "boolean",
                        "optional": true,
                        "field": "snapshot"
                    }
                ],
                "optional": false,
                "name": "io.debezium.connector.oracle.Source",
                "field": "source"
            },
            {
                "type": "string",
                "optional": false,
                "field": "op"
            },
            {
                "type": "int64",
                "optional": true,
                "field": "ts_ms"
            }
        ],
        "optional": false,
        "name": "server1.DEBEZIUM.CUSTOMERS.Envelope"
    },
    "payload": {
        "before": null,
        "after": {
            "ID": 1004,
            "FIRST_NAME": "Anne",
            "LAST_NAME": "Kretchmar",
            "EMAIL": "annek@noanswer.org"
        },
        "source": {
            "version": "1.5.4.Final",
            "name": "server1",
            "ts_ms": 1520085154000,
            "txId": "6.28.807",
            "scn": "2122185",
            "commit_scn": "2122185",
            "snapshot": false
        },
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     前述のイベント前述のイベント の値の値 のスキーマのスキーマ 部分を調べると、以下のスキーマが定義されている方法を確認でき部分を調べると、以下のスキーマが定義されている方法を確認でき
ます。ます。
    

       エンベロープエンベロープ
      

       ソースソース 構造（構造（Oracle コネクターに固有で、すべてのイベントで再利用）。コネクターに固有で、すべてのイベントで再利用）。
      

       before フィールドおよびフィールドおよび after フィールドのテーブル固有のスキーマ。フィールドのテーブル固有のスキーマ。
      

ヒントヒント

     before フィールドおよびフィールドおよび after フィールドのスキーマ名はフィールドのスキーマ名は <logicalName>.< schemaName>. 
<tableName>.Value の形式であるため、他のすべてのテーブルのスキーマからは完全に独立していまの形式であるため、他のすべてのテーブルのスキーマからは完全に独立していま
す。つまり、す。つまり、Avro コンバーターコンバーター を使用する場合、得られる各を使用する場合、得られる各 論理ソース論理ソース のの 各テーブル各テーブル のの Avro スス
キーマには独自の進化と履歴があります。キーマには独自の進化と履歴があります。
    

     このイベントこのイベント の値の値 のペイロードのペイロード 部分で、イベントに関する情報を提供します。行が作成された部分で、イベントに関する情報を提供します。行が作成された
(op=c)、および、および after フィールドの値に、行のフィールドの値に、行の ID、、FIRST_NAME、、LAST_NAME 、および、および EMAIL 列列
に挿入された値が含まれていることを表しています。に挿入された値が含まれていることを表しています。
    

ヒントヒント

     デフォルトでは、イベントのデフォルトでは、イベントの JSON 表現はそれが記述する行よりもはるかに大きくなります。これ表現はそれが記述する行よりもはるかに大きくなります。これ
は、は、JSON 表現にはメッセージの表現にはメッセージの スキーマスキーマ 部分と部分と ペイロードペイロード 部分を含める必要があるためで部分を含める必要があるためで
す。す。Avro コンバーターコンバーター を使用して、コネクターがを使用して、コネクターが Kafka トピックに書き込むメッセージのサイズを大トピックに書き込むメッセージのサイズを大
幅に小さくすることができます。幅に小さくすることができます。
    

更新更新イベントイベント

      このテーブルのこのテーブルの 更新更新 変更イベントの値は、変更イベントの値は、作成作成 イベントと同じイベントと同じ スキーマスキーマ を持ちます。ペイロードを持ちます。ペイロード
は同じ構造を使用しますが、異なる値を保持します。以下に例を示します。は同じ構造を使用しますが、異なる値を保持します。以下に例を示します。
     

        "op": "c",
        "ts_ms": 1532592105975
    }
}

{
    "schema": { ... },
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     更新更新 イベントの値をイベントの値を 作成作成 (insert)イベントと比較すると、イベントと比較すると、payload セクションの以下の相違点に注セクションの以下の相違点に注
意してください。意してください。
    

       op フィールドの値はフィールドの値は u で、更新によってこの行が変更されたことを示しています。で、更新によってこの行が変更されたことを示しています。
      

       before フィールドは、データベースのコミット前の行と値の状態を表しています。フィールドは、データベースのコミット前の行と値の状態を表しています。
      

       after フィールドは、更新された行の状態になり、ここでフィールドは、更新された行の状態になり、ここで EMAIL の値がの値が 
anne@example.com であることを確認することができます。であることを確認することができます。
      

       ソースフィールドソースフィールド 構造には以前と同じフィールドがありますが、このイベントはやり直す構造には以前と同じフィールドがありますが、このイベントはやり直す
ログとは異なる位置であるため、値は異なります。ログとは異なる位置であるため、値は異なります。
      

       The ts_ms は、は、Debezium がこのイベントを処理したタイムスタンプを示します。がこのイベントを処理したタイムスタンプを示します。
      

     payload セクションは、他のいくつかの有用な情報を示しています。たとえば、セクションは、他のいくつかの有用な情報を示しています。たとえば、以前と以前と 後の後の 構造を構造を

    "payload": {
        "before": {
            "ID": 1004,
            "FIRST_NAME": "Anne",
            "LAST_NAME": "Kretchmar",
            "EMAIL": "annek@noanswer.org"
        },
        "after": {
            "ID": 1004,
            "FIRST_NAME": "Anne",
            "LAST_NAME": "Kretchmar",
            "EMAIL": "anne@example.com"
        },
        "source": {
            "version": "1.5.4.Final",
            "name": "server1",
            "ts_ms": 1520085811000,
            "txId": "6.9.809",
            "scn": "2125544",
            "commit_scn": "2125544",
            "snapshot": false
        },
        "op": "u",
        "ts_ms": 1532592713485
    }
}
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比較することで、コミットの結果として行がどのように変更されたかを判断できます。比較することで、コミットの結果として行がどのように変更されたかを判断できます。ソースソース 構造は、構造は、
この変更の記録に関する情報を提供し、トレーサビリティーを提供します。また、本トピックおよび他この変更の記録に関する情報を提供し、トレーサビリティーを提供します。また、本トピックおよび他
のトピックの他のイベントとの関連で、このイベントがいつ発生したかも分かります。発生の前後関のトピックの他のイベントとの関連で、このイベントがいつ発生したかも分かります。発生の前後関
係、あるいは他のイベントと同じコミットの一部として発生したかが分かります。係、あるいは他のイベントと同じコミットの一部として発生したかが分かります。
    

注記注記

      行のプライマリーキー行のプライマリーキー/一意キーの列が更新されると、行のキーの値が変更されま一意キーの列が更新されると、行のキーの値が変更されま
す。その結果、す。その結果、Debezium は更新後には更新後に 3 つのつの イベントを出力します。イベントを出力します。
     

        DELETE イベント。イベント。
       

        行のキーが古い行のキーが古い tombstone イベントイベント
       

        行に新しいキーを提供する行に新しいキーを提供する INSERT イベント。イベント。
       

削除削除 イベントイベント

      これまで、これまで、作成作成 およびおよび 更新更新 イベントの例を見てきました。ここで、同じテーブルのイベントの例を見てきました。ここで、同じテーブルの 削除削除 イベントイベント
の値を見てみましょう。削除イベントの値を見てみましょう。削除イベント の作成および更新の作成および更新 の場合のようにの場合のように、値、値 のスキーマのスキーマ  部分は同じ部分は同じ
です。です。
     

{
    "schema": { ... },
    "payload": {
        "before": {
            "ID": 1004,
            "FIRST_NAME": "Anne",
            "LAST_NAME": "Kretchmar",
            "EMAIL": "anne@example.com"
        },
        "after": null,
        "source": {
            "version": "1.5.4.Final",
            "name": "server1",
            "ts_ms": 1520085153000,
            "txId": "6.28.807",
            "scn": "2122184",
            "commit_scn": "2122184",
            "snapshot": false
        },
        "op": "d",
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     ペイロードペイロード 部分を確認すると、部分を確認すると、作成または作成または 更新更新 イベントペイロードと比べて多くの違いがありまイベントペイロードと比べて多くの違いがありま
す。す。
    

       op フィールドの値はフィールドの値は d で、この行が削除されたことを示しています。で、この行が削除されたことを示しています。
      

       before フィールドは、データベースのコミットで削除した行の状態を表しています。フィールドは、データベースのコミットで削除した行の状態を表しています。
      

       after フィールドはフィールドは null で、行が存在しないことを示します。で、行が存在しないことを示します。
      

       ソースフィールドソースフィールド 構造には以前と同じ値が多数ありますが、構造には以前と同じ値が多数ありますが、ts_ms、、scn、および、および txId 
フィールドが異なります。フィールドが異なります。
      

       The ts_ms は、は、Debezium がこのイベントを処理したタイムスタンプを示します。がこのイベントを処理したタイムスタンプを示します。
      

     このイベントは、コンシューマーがこの行の削除を処理するのに使用できるあらゆる種類の情報をこのイベントは、コンシューマーがこの行の削除を処理するのに使用できるあらゆる種類の情報を
提供します。提供します。
    

     Oracle コネクターのイベントは、コネクターのイベントは、Kafka ログコンパクションログコンパクション と動作するように設計されています。と動作するように設計されています。
これにより、すべてのキーで少なくとも最新のメッセージが保持される限り、古いメッセージを削除でこれにより、すべてのキーで少なくとも最新のメッセージが保持される限り、古いメッセージを削除で
きます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態のリロードに使用できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態のリロードに使用で
きるようにするとともに、きるようにするとともに、Kafka がストレージ領域を開放できるようにします。がストレージ領域を開放できるようにします。
    

     行が削除された場合でも、行が削除された場合でも、Kafka は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、上は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、上
述の述の 削除削除 イベントの値は引き続きログコンパクションで動作します。同じキーを共有するイベントの値は引き続きログコンパクションで動作します。同じキーを共有する メッセージメッセージ
をすべて削除するようをすべて削除するよう Kafka に指示するには、メッセージに指示するには、メッセージ の値をの値を null に設定する必要があります。こに設定する必要があります。こ
れを可能にするために、デフォルトではれを可能にするために、デフォルトでは Debezium のの Oracle コネクターは、同じキーとコネクターは、同じキーと null 値を持つ値を持つ
特別な廃棄特別な廃棄( tombstone )イベントでイベントで 削除イベント削除イベント を常にフォローします。コネクタープロパティーを常にフォローします。コネクタープロパティー 
tombstones.on.delete を設定すると、デフォルトの動作を変更できます。を設定すると、デフォルトの動作を変更できます。
    

6.3. DEBEZIUM ORACLE コネクターによるデータ型のマッピング方法コネクターによるデータ型のマッピング方法

    テーブル行で発生する変更を表すには、テーブル行で発生する変更を表すには、Debezium Oracle コネクターは、行が存在するテーブルのコネクターは、行が存在するテーブルの
ように構造化された変更イベントを出力します。イベントには、各列の値のフィールドが含まれます。ように構造化された変更イベントを出力します。イベントには、各列の値のフィールドが含まれます。

        "ts_ms": 1532592105960
    }
}
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列の値は、列の列の値は、列の Oracle データ型に従って表現されます。以下のセクションでは、データ型に従って表現されます。以下のセクションでは、oracle データ型をイデータ型をイ
ベントフィールドのベントフィールドの リテラル型リテラル型 およびおよび セマンティック型セマンティック型 にマッピングする方法を説明します。にマッピングする方法を説明します。
   

リテラル型リテラル型

       Kafka Connect スキーマタイプスキーマタイプ INT8、、INT16、、INT64、、INT64、、FLOAT32 、、BOOLEAN、、
STRING、、BYTES、、ARRAY、、 MAP 、、 およびおよび STRUCT を使用してを使用して、、 値を値をリテラルリテラル で表す方法をで表す方法を
記述します。記述します。
      

セマンティック型セマンティック型

       フィールドのフィールドの Kafka Connect スキーマの名前を使用して、スキーマの名前を使用して、Kafka Connect スキーマがフィールスキーマがフィール
ドのドの 意味意味 をキャプチャーする方法を記述します。をキャプチャーする方法を記述します。
      

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      文字型文字型
     

      バイナリーおよび文字バイナリーおよび文字 LOB 型型
     

      数値型数値型
     

      ブール値型ブール値型
     

      10 進数型進数型
     

      時間型時間型
     

文字型文字型

     以下の表は、コネクターによる基本文字型のマッピング方法を説明しています。以下の表は、コネクターによる基本文字型のマッピング方法を説明しています。
    

表表6.3 Oracle の基本文字型のマッピングの基本文字型のマッピング
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Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

CHAR[(M)] STRING 該当なし

NCHAR[(M)] STRING 該当なし

NVARCHAR2[(M)] STRING 該当なし

VARCHAR[(M)] STRING 該当なし

VARCHAR2[(M)] STRING 該当なし

バイナリーおよび文字バイナリーおよび文字 LOB 型型

     以下の表は、コネクターによるバイナリーおよび文字以下の表は、コネクターによるバイナリーおよび文字 LOB 型のマッピング方法を説明しています。型のマッピング方法を説明しています。
    

表表6.4 Oracle バイナリーおよび文字バイナリーおよび文字 LOB 型のマッピング型のマッピング

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

BLOB 該当なし このデータ型はサポートされていません。このデータ型はサポートされていません。

CLOB 該当なし このデータ型はサポートされていません。このデータ型はサポートされていません。

LONG 該当なし このデータ型はサポートされていません。このデータ型はサポートされていません。

LONG RAW 該当なし このデータ型はサポートされていません。このデータ型はサポートされていません。

NCLOB 該当なし このデータ型はサポートされていません。このデータ型はサポートされていません。

RAW 該当なし このデータ型はサポートされていません。このデータ型はサポートされていません。

数値型数値型

     以下の表は、コネクターによる数値型のマッピング方法を説明しています。以下の表は、コネクターによる数値型のマッピング方法を説明しています。
    

表表6.5 Oracle 数値データ型のマッピング数値データ型のマッピング

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

BINARY_FLOAT FLOAT32 該当なし
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BINARY_DOUBLE FLOAT64 該当なし

DECIMAL[(P, S)] BYTES / 
INT8 / INT16
/ INT32 / 
INT64

org.apache.kafka.connect.data.Decimal BYTES を使用する
場合:

NUMBER と同様に処理されます (DECIMAL の場合には S は 0
に初期設定されます)。

ダブル精度ダブル精度 STRUCT io.debezium.data.VariableScaleDecimal

転送された値のスケールが含まれる INT32 型の scale と、元の値
がスケーリングされていない形式で含まれる BYTES 型の value
の 2 つのフィールドがある構造が含まれます。

FLOAT[(P)] STRUCT io.debezium.data.VariableScaleDecimal

転送された値のスケールが含まれる INT32 型の scale と、元の値
がスケーリングされていない形式で含まれる BYTES 型の value
の 2 つのフィールドがある構造が含まれます。

INTEGER, INT BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

INTEGER は Oracle で NUMBER(38,0)にマップされるため、INT
タイプよりも大きな値を保持することができます。

NUMBER[(P[, *])] STRUCT io.debezium.data.VariableScaleDecimal

転送された値のスケールが含まれる INT32 型の scale と、元の値
がスケーリングされていない形式で含まれる BYTES 型の value
の 2 つのフィールドがある構造が含まれます。

NUMBER(P, S <= 
0)

INT8 / INT16
/ INT32 / 
INT64

0 のスケールがある NUMBER 列は、整数整数を表します。負の
スケールは Oracle での丸めを表します。たとえば、スケールが -2
の場合には、数百に丸められます。

以下のように、精度とスケーリングに応じて、一致する Kafka
Connect の整数タイプのいずれかが選択されます。

P - S < 3, INT8

P - S < 5, INT16

P - S < 10, INT32

P - S < 19, INT64

P - S >= 19, BYTES
(org.apache.kafka.connect.data.Decimal).

NUMBER(P, S > 0) BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記
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NUMERIC[(P, S)] BYTES / 
INT8 / INT16
/ INT32 / 
INT64

org.apache.kafka.connect.data.Decimal BYTES を使用する
場合:

NUMBER と同様に処理されます (NUMERIC の場合には S は 0
に初期設定されます)。

SMALLINT BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

SMALLINT は Oracle で NUMBER(38,0)にマップされるた
め、INT タイプよりも大きな値を保持することができます。

REAL STRUCT io.debezium.data.VariableScaleDecimal

転送された値のスケールが含まれる INT32 型の scale と、元の値
がスケーリングされていない形式で含まれる BYTES 型の value
の 2 つのフィールドがある構造が含まれます。

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

ブール値型ブール値型

     Oracle はネイティブにはネイティブに BOOLEAN データ型をサポートしていません。ただし、特定のセマンティクデータ型をサポートしていません。ただし、特定のセマンティク
スで他のデータ型を使用して、論理スで他のデータ型を使用して、論理 BOOLEAN データ型の概念をシミュレートするのが一般的です。データ型の概念をシミュレートするのが一般的です。
    

    演算子は、すべての演算子は、すべての NUMBER(1) 列を列を BOOLEAN にマッピングするにマッピングする、または、または selector パラメーターパラメーター
が設定されている場合は、正規表現のコンマ区切りリストを使用して列のサブセットを列挙できます。が設定されている場合は、正規表現のコンマ区切りリストを使用して列のサブセットを列挙できます。
   

    以下は以下は ConfigMap の例になります。の例になります。
   

converters=boolean
boolean.type=io.debezium.connector.oracle.converters.NumberOneToBooleanConverter
boolean.selector=.*MYTABLE.FLAG,.*.IS_ARCHIVED

10 進数型進数型

     Oracle コネクター設定プロパティーの設定はコネクター設定プロパティーの設定は decimal.handling.mode で、コネクターがで、コネクターが 10 進数型進数型
をマッピングする方法を決定します。をマッピングする方法を決定します。
    

    decimal.handling.mode プロパティーがプロパティーが exact に設定されている場合に設定されている場合 、、 コネクターはすべてのコネクターはすべての 
DECI MAL およびおよび NUMERIC 列に列に Kafka Connect org.apache.kafka.connect.data.Decimal logical 
type を使用します。これがデフォルトのモードです。を使用します。これがデフォルトのモードです。
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    ただしただし 、、10 進数進数.handling.mode プロパティーがプロパティーが double に設定された場合、コネクターはスキーマに設定された場合、コネクターはスキーマ 
type FLOAT64 を持つを持つ Java の二重値として表します。の二重値として表します。
   

    string オプションを使用するようにオプションを使用するように decimal.handling.mode 設定プロパティーを設定することもで設定プロパティーを設定することもで
きます。プロパティーがきます。プロパティーが string に設定された場合、コネクターはに設定された場合、コネクターは DECI MAL およびおよび NUMERIC 値をス値をス
キーマタイプキーマタイプ STRING でフォーマットされた文字列表現として表します。でフォーマットされた文字列表現として表します。
   

時間型時間型

     Oracle のの INTERVAL WITH WITH TIME ZONE およびおよび TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE 以以
外の時間タイプは、他の時間型が外の時間タイプは、他の時間型が time.precision.mode 設定プロパティーの値により異なります。設定プロパティーの値により異なります。
    

    time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが adaptive （（ デフォルト）に設定されている場合、コネクデフォルト）に設定されている場合、コネク
ターは列のデータ型定義に基づいて一時的な型のリテラルおよびセマンティック型を決定し、イベントターは列のデータ型定義に基づいて一時的な型のリテラルおよびセマンティック型を決定し、イベント
がデータベースの値がデータベースの値 を正確にを正確に 表すようにします。表すようにします。
   

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポック以降の経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

INTERVAL DAY[(M)] 
TO SECOND

FLOAT64 io.debezium.time.MicroDuration
(デフォルト) 
日数の月平均に 365.25 / 12.0 式を使用した時間間隔の概
数 (ミリ秒単位)。

INTERVAL 
YEAR[(M)] TO 
MONTH

FLOAT64 io.debezium.time.MicroDuration
(デフォルト) 
日数の月平均に 365.25 / 12.0 式を使用した時間間隔の概
数 (ミリ秒単位)。

TIMESTAMP(0 - 3) INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポック以降の経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

タイムスタンプ、タイタイムスタンプ、タイ
ムスタンプムスタンプ(4 - 6)

INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp

エポックからの経過時間をマイクロ秒で表し、タイムゾー
ン情報は含まれません。
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TIMESTAMP(7 - 9) INT64 io.debezium.time.NanoTimestamp

エポックからの経過時間をナノ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

タイムゾーンを含むタタイムゾーンを含むタ
イムスタンプイムスタンプ

STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp

タイムゾーン情報を含むタイムスタンプの文字列表現。

ローカルタイムゾーンローカルタイムゾーン
を含むタイムスタンプを含むタイムスタンプ

STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp

UTC のタイムスタンプの文字列表現。

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

    time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが connect に設定されている場合、コネクターは事前定義に設定されている場合、コネクターは事前定義
されたされた Kafka Connect の論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みのの論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みの Kafka Connect 
の論理型のみを認識し、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。の論理型のみを認識し、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。Oracle がサポートする精がサポートする精
度レベルは、度レベルは、Kafka Connect サポートの論理型を超過するため、サポートの論理型を超過するため、time.precision.mode を設定して接続を設定して接続
する場合はする場合は 、、 データベース列の分データベース列の分 数の精度数の精度 値が値が 3 よりも大きい場合に、精度の結果が失われますよりも大きい場合に、精度の結果が失われます。。
   

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 org.apache.kafka.connect.data.Date

エポックからの日数を表します。

INTERVAL DAY[(M)] 
TO SECOND

FLOAT64 io.debezium.time.MicroDuration
(デフォルト) 
日数の月平均に 365.25 / 12.0 式を使用した時間間隔の概
数 (ミリ秒単位)。

INTERVAL 
YEAR[(M)] TO 
MONTH

FLOAT64 io.debezium.time.MicroDuration
(デフォルト) 
日数の月平均に 365.25 / 12.0 式を使用した時間間隔の概
数 (ミリ秒単位)。

TIMESTAMP(0 - 3) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。
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TIMESTAMP(4 - 6) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

TIMESTAMP(7 - 9) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

タイムゾーンを含むタタイムゾーンを含むタ
イムスタンプイムスタンプ

STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp

タイムゾーン情報を含むタイムスタンプの文字列表現。

ローカルタイムゾーンローカルタイムゾーン
を含むタイムスタンプを含むタイムスタンプ

STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp

UTC のタイムスタンプの文字列表現。

Oracle データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

6.4. DEBEZIUM と連携すると連携する ORACLE の設定の設定

    Oracle をを Debezium Oracle コネクターと使用するように設定するには、以下の手順が必要です。以コネクターと使用するように設定するには、以下の手順が必要です。以
下の手順は、コンテナーデータベースと少なくとも下の手順は、コンテナーデータベースと少なくとも 1 つのプラグ可能なデータベースと共にマルチテナつのプラグ可能なデータベースと共にマルチテナ
ンシー設定を使用することを前提としています。マルチテナント設定を使用しない場合は、以下の手順ンシー設定を使用することを前提としています。マルチテナント設定を使用しない場合は、以下の手順
を調整する必要がある場合があります。を調整する必要がある場合があります。
   

    Vagrant を使用して仮想マシンでを使用して仮想マシンで Oracle を設定する方法は、を設定する方法は、Debezium Vagrant Box for Oracle 
database GitHub リポジトリーを参照してください。リポジトリーを参照してください。
   

    Debezium コネクターと使用するためにコネクターと使用するために Oracle を設定する場合の詳細は、以下を参照してくださを設定する場合の詳細は、以下を参照してくださ
い。い。
   

      「「Debezium で使用できるようにで使用できるように Oracle データベースの準備」データベースの準備」
     

      「「Debezium Oracle コネクター用のコネクター用の Oracle ユーザーの作成」ユーザーの作成」
     

6.4.1. Debezium で使用できるようにで使用できるように Oracle データベースの準備データベースの準備

Oracle LogMiner に必要な設定に必要な設定
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ORACLE_SID=ORACLCDB dbz_oracle sqlplus /nolog

CONNECT sys/top_secret AS SYSDBA
alter system set db_recovery_file_dest_size = 10G;
alter system set db_recovery_file_dest = '/opt/oracle/oradata/recovery_area' scope=spfile;
shutdown immediate
startup mount
alter database archivelog;
alter database open;
-- Should now "Database log mode: Archive Mode"
archive log list

exit;

     

     さらに、データ変更が変更されたデータベース行のさらに、データ変更が変更されたデータベース行の before 状態をキャプチャーするには、キャプ状態をキャプチャーするには、キャプ
チャーされたテーブルまたはデータベースに対して補助ロギングを有効にする必要があります。以下チャーされたテーブルまたはデータベースに対して補助ロギングを有効にする必要があります。以下
は、これを特定の表で設定する方法を示しています。これは、は、これを特定の表で設定する方法を示しています。これは、Oracle redo ログにキャプチャーされるログにキャプチャーされる
情報量を最小限に抑えるのに理想的な選択です。情報量を最小限に抑えるのに理想的な選択です。
    

ALTER TABLE inventory.customers ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA (ALL) COLUMNS;

     最小の補助ロギングをデータベースレベルで有効にする必要があります。これは、以下のように設最小の補助ロギングをデータベースレベルで有効にする必要があります。これは、以下のように設
定することができます。定することができます。
    

ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;

6.4.2. Debezium Oracle コネクター用のコネクター用の Oracle ユーザーの作成ユーザーの作成

     Debezium Oracle コネクターが変更イベントをキャプチャーするには、特定のパーミッションを持コネクターが変更イベントをキャプチャーするには、特定のパーミッションを持
つつ Oracle LogMiner ユーザーとして実行する必要があります。以下の例は、マルチテナントデータユーザーとして実行する必要があります。以下の例は、マルチテナントデータ
ベースモデルで、コネクターのベースモデルで、コネクターの Oracle ユーザーアカウントを作成するためのユーザーアカウントを作成するための SQL を示しています。を示しています。
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警告警告

      コネクターは、コネクターは、SYS、、SYSTEM、、またはコネクターまたはコネクター ユーザーアカウントユーザーアカウント によるによる
データベースの変更をキャプチャーしません。データベースの変更をキャプチャーしません。
     

コネクターのコネクターの LogMiner ユーザーの作成ユーザーの作成

      



sqlplus sys/top_secret@//localhost:1521/ORCLCDB as sysdba
  CREATE TABLESPACE logminer_tbs DATAFILE 
'/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/logminer_tbs.dbf'
    SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
  exit;

sqlplus sys/top_secret@//localhost:1521/ORCLPDB1 as sysdba
  CREATE TABLESPACE logminer_tbs DATAFILE 
'/opt/oracle/oradata/ORCLCDB/ORCLPDB1/logminer_tbs.dbf'
    SIZE 25M REUSE AUTOEXTEND ON MAXSIZE UNLIMITED;
  exit;

sqlplus sys/top_secret@//localhost:1521/ORCLCDB as sysdba

  CREATE USER c##dbzuser IDENTIFIED BY dbz
    DEFAULT TABLESPACE logminer_tbs
    QUOTA UNLIMITED ON logminer_tbs
    CONTAINER=ALL;

  GRANT CREATE SESSION TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SET CONTAINER TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$DATABASE to c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT FLASHBACK ANY TABLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ANY TABLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT_CATALOG_ROLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT EXECUTE_CATALOG_ROLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ANY TRANSACTION TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT LOGMINING TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;

  GRANT CREATE TABLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT LOCK ANY TABLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT ALTER ANY TABLE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT CREATE SEQUENCE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;

  GRANT EXECUTE ON DBMS_LOGMNR TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT EXECUTE ON DBMS_LOGMNR_D TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;

  GRANT SELECT ON V_$LOG TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$LOG_HISTORY TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
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6.5. DEBEZIUM ORACLE コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

    Debezium Oracle コネクターをデプロイするには、コネクターファイルをコネクターをデプロイするには、コネクターファイルを Kafka Connect に追加に追加
し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加
します。します。Debezium Oracle コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してください。コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してください。
   

      「「Oracle JDBC ドライバーの取得」ドライバーの取得」
     

      「「Debezium Oracle コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
     

      「「Debezium Oracle コネクター設定プロパティーの説明」コネクター設定プロパティーの説明」
     

6.5.1. Oracle JDBC ドライバーの取得ドライバーの取得

     Debezium Oracle コネクターでは、コネクターでは、Oracle データベースに接続するためにデータベースに接続するために Oracle JDBC ドライドライ
バーバー(ojdbc8.jar)が必要です。ライセンス要件により、必要なドライバーファイルはが必要です。ライセンス要件により、必要なドライバーファイルは Debezium Oracle 
コネクターアーカイブには含まれていません。必要なドライバーファイルをコネクターアーカイブには含まれていません。必要なドライバーファイルを Oracle から直接ダウンから直接ダウン
ロードし、ロードし、Kafka Connect 環境に追加する必要があります。以下の手順では、環境に追加する必要があります。以下の手順では、Oracle Instant Client をを
ダウンロードし、ドライバーを抽出する方法を説明します。ダウンロードし、ドライバーを抽出する方法を説明します。
    

手順手順

1. 
       ブラウザーから、お使いのオペレーティングシステム用のブラウザーから、お使いのオペレーティングシステム用の Oracle Instant Client パッケーパッケー
ジジ をダウンロードします。をダウンロードします。
      

2. 
       アーカイブを展開してから、アーカイブを展開してから、instantclient_<version> ディレクトリーを開きます。ディレクトリーを開きます。
      

  GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_LOGS TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_CONTENTS TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$LOGMNR_PARAMETERS TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$LOGFILE TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$ARCHIVED_LOG TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;
  GRANT SELECT ON V_$ARCHIVE_DEST_STATUS TO c##dbzuser CONTAINER=ALL;

  exit;
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       以下は例になります。以下は例になります。
      

instantclient_21_1/
├── adrci
├── BASIC_LITE_LICENSE
├── BASIC_LITE_README
├── genezi
├── libclntshcore.so -> libclntshcore.so.21.1
├── libclntshcore.so.12.1 -> libclntshcore.so.21.1

...

├── ojdbc8.jar
├── ucp.jar
├── uidrvci
└── xstreams.jar

Copy the `ojdbc8.jar` file to the `_<kafka_home>_/libs` directory.

6.5.2. Debezium Oracle コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

     Debezium Oracle コネクターをデプロイするには、コネクターをデプロイするには、Debezium コネクターアーカイブが含まれるカコネクターアーカイブが含まれるカ
スタムスタム Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテナーコンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテナー
レジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソースレジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソース (CR) を作成する必要を作成する必要
があります。があります。
    

       Kafka Connect インスタンスを定義するインスタンスを定義する KafkaConnect CR。。CR のの image プロパティープロパティー
は、は、Debezium コネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しまコネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しま
す。このす。この CR を、を、Red Hat AMQ Streams がデプロイされているがデプロイされている OpenShift インスタンスに適インスタンスに適
用します。用します。AMQ Streams は、は、Apache Kafka をを OpenShift に取り入れるに取り入れる Operator およびイおよびイ
メージを提供します。メージを提供します。
      

       Debezium Oracle コネクターを定義するコネクターを定義する KafkaConnector CR。この。この CR をを 
KafkaConnect CR を適用するのと同じを適用するのと同じ OpenShift インスタンスに適用します。インスタンスに適用します。
      

.Prerequisites

       Oracle Database が稼働し、が稼働し、Oracle を設定してを設定して Debezium コネクターと連携するコネクターと連携する 手順が手順が
完了済みである必要があります。完了済みである必要があります。
      

       AMQ Streams がが OpenShift にデプロイされ、にデプロイされ、Apache Kafka およびおよび Kafka Connect を実を実
行している。詳細は、『行している。詳細は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』を参照して』を参照して
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1 1 1

ください。ください。
      

       Podman またはまたは Docker がインストールされている。がインストールされている。
      

       Debezium コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（ 
quay.io またはまたは docker.ioなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッ
ションがある。ションがある。
      

       Oracle JDBC ドライバーのコピーがある。ライセンス要件により、ドライバーのコピーがある。ライセンス要件により、Debezium Oracle コネコネ
クターには必要なクターには必要な JDBC ドライバーファイルが含まれていません。ドライバーファイルが含まれていません。
      

       詳細は、詳細は、Obtaining the Oracle JDBC driverを参照してください。を参照してください。
      

手順手順

1. 
       Kafka Connect のの Debezium Oracle コンテナーを作成します。コンテナーを作成します。
      

a. 
         Debezium Oracle コネクターアーカイブコネクターアーカイブ をダウンロードします。をダウンロードします。
        

b. 
         Debezium Oracle コネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディレコネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディレ
クトリー構造を作成します。以下に例を示します。クトリー構造を作成します。以下に例を示します。
        

./my-plugins/
├── debezium-connector-oracle
│   ├── ...

c. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用するて使用する Dockerfile を作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコマンドを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコマンド
を入力します。を入力します。my -plugins はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
        

   

cat <<EOF >debezium-container-for-oracle.yaml 1
FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./<my-plugins>/ /opt/kafka/plugins/ 2
USER 1001
EOF
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2 2 2

           任意のファイル名を指定できます。任意のファイル名を指定できます。
          

   

           my-plugins は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
          

         このコマンドは、現在のディレクトリーにこのコマンドは、現在のディレクトリーに debezium-container-for-oracle.yaml といとい
う名前のう名前の Docker ファイルを作成します。ファイルを作成します。
        

d. 
         前の手順で作成した前の手順で作成した debezium-container-for-oracle.yaml Docker ファイルからコンファイルからコン
テナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルウィンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルウィン
ドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。ドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。
        

         上記のコマンドは、上記のコマンドは、debezium-container-for-oracle という名前のコンテナーイメーという名前のコンテナーイメー
ジを構築します。ジを構築します。
        

e. 
         カスタムイメージをカスタムイメージを quay.io などのコンテナーレジストリーまたは内部のコンテナーなどのコンテナーレジストリーまたは内部のコンテナー
レジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイするレジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイする 
OpenShift インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行
します。します。
        

f. 
         新しい新しい Debezium Oracle KafkaConnect カスタムリソースカスタムリソース (CR) を作成します。たとを作成します。たと
えば、以下の例のようにえば、以下の例のように アノテーションアノテーション およびイメージおよびイメージ プロパティーを指定するプロパティーを指定する dbz-
connect.yaml という名前のという名前の KafkaConnect CR を作成します。を作成します。
        

podman build -t debezium-container-for-oracle:latest .

docker build -t debezium-container-for-oracle:latest .

podman push <myregistry.io>/debezium-container-for-oracle:latest

docker push <myregistry.io>/debezium-container-for-oracle:latest

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: "true" 1
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1

2

 

           metadata.annotations は、は、KafkaConnectors リソースがこのリソースがこの Kafka Connect 
クラスターでコネクターを設定するために使用されることをクラスターでコネクターを設定するために使用されることを Cluster Operator に示しに示し
ます。ます。
          

 

           spec.image は、は、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージのコネクターを実行するために作成したイメージの
名前を指定します。このプロパティーは、名前を指定します。このプロパティーは、Cluster Operator のの 
STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を上書きします。変数を上書きします。
          

g. 
         以下のコマンドを入力して、以下のコマンドを入力して、KafkaConnect CR をを OpenShift Kafka Connect 環境に環境に
適用します。適用します。
        

         このコマンドは、このコマンドは、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージの名前をコネクターを実行するために作成したイメージの名前を
指定する指定する Kafka Connect インスタンスを追加します。インスタンスを追加します。
        

2. 
       Debezium Oracle コネクターインスタンスを設定するコネクターインスタンスを設定する KafkaConnector カスタムリソースカスタムリソース
を作成します。を作成します。
      

       コネクターの設定プロパティーを指定するコネクターの設定プロパティーを指定する a .yaml ファイルでファイルで Debezium Oracle コネクコネク
ターを設定します。コネクター設定は、ターを設定します。コネクター設定は、Debezium に対して、スキーマおよびテーブルのサブに対して、スキーマおよびテーブルのサブ
セットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎる、セットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎる、
または不必要な指定のコラムでまたは不必要な指定のコラムで Debezium が値を無視、マスク、または切り捨てするようにプが値を無視、マスク、または切り捨てするようにプ
ロパティーを設定する可能性もあります。ロパティーを設定する可能性もあります。
      

       以下の例では、以下の例では、port 1521 でで Oracle ホストホスト IP アドレスに接続するアドレスに接続する Debezium コネクターコネクター
を設定します。このホストにはを設定します。このホストには ORCLCDB という名前のデータベースがあり、という名前のデータベースがあり、server1 はサーはサー
バーの論理名です。バーの論理名です。
      

Oracle inventory-connector.yaml

        

spec:
  #...
  image: debezium-container-for-oracle  2

oc create -f dbz-connect.yaml

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
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表表6.6 コネクター設定の説明コネクター設定の説明

項目項目 説明説明

1 Kafka Connect サービスに登録する場合のコネクターの名前。

2 この Oracle コネクタークラスの名前。

3 Oracle インスタンスのアドレス。

4 Oracle インスタンスのポート番号。

5 コネクターのユーザーの作成 で指定した Oracle ユーザーの名前。

6 コネクターのユーザーの作成 で指定した Oracle ユーザーのパスワード。

7 変更をキャプチャーするデータベースの名前。

8 コネクターが変更をキャプチャーする Oracle のプラグ可能なデータベースの名前。コン
テナーデータベース (CDB) のインストールでのみ使用されます。

9 コネクターが変更をキャプチャーする Oracle データベースサーバーの namespace を識
別および提供する論理名。

10 DDL ステートメントをデータベース履歴トピックに書き込み、復元するためにコネク
ターによって使用される Kafka ブローカーのリスト。

metadata:
  name: inventory-connector 1
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: 'true'
spec:
  class: io.debezium.connector.oracle.OracleConnector 2
  config:
    database.hostname: <oracle_ip_address> 3
    database.port: 1521 4
    database.user: c##dbzuser 5
    database.password: dbz 6
    database.dbname: ORCLCDB 7
    database.pdb.name : ORCLPDB1, 8
    database.server.name: server1 9
    database.history.kafka.bootstrap.servers: kafka:9092 10
    database.history.kafka.topic: schema-changes.inventory 11
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11 コネクターが DDL ステートメントを書き、復元するデータベース履歴トピックの名
前。このトピックは内部使用のみを目的としており、コンシューマーが使用しないよう
にしてください。

項目項目 説明説明

3. 
       Kafka Connect でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、KafkaConnector リリ
ソースをソースを inventory-connector.yaml ファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しまファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しま
す。す。
      

       上記のコマンドは上記のコマンドは inventory-connector を登録し、コネクターはを登録し、コネクターは KafkaConnector CR にに
定義されている定義されている server1 データベースに対して実行を開始します。データベースに対して実行を開始します。
      

4. 
       コネクターが作成され、起動されたことを確認します。コネクターが作成され、起動されたことを確認します。
      

a. 
         Kafka Connect ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変
更のキャプチャーが開始されたことを確認します。更のキャプチャーが開始されたことを確認します。
        

b. 
         ログの出力を確認し、ログの出力を確認し、Debezium が初回のスナップショットを実行することを確認しが初回のスナップショットを実行することを確認し
ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。
        

         コネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーするコネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーする
各テーブルのトピックが作成されます。ダウンストリームアプリケーションは、これらの各テーブルのトピックが作成されます。ダウンストリームアプリケーションは、これらの
トピックをサブスクライブできます。トピックをサブスクライブできます。
        

c. 
         以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し
ます。ます。
        

     Debezium Oracle コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストはコネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは Oracleコネクタープロコネクタープロ

oc apply -f inventory-connector.yaml

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/cluster=my-connect-cluster)

... INFO Starting snapshot for ...

... INFO Snapshot is using user 'c##dbzuser' ...

oc get kafkatopics
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パティーパティー を参照してください。を参照してください。
    

結果結果

      コネクターが起動すると、コネクターが設定されたコネクターが起動すると、コネクターが設定された Oracle データベースのデータベースの整合性スナップショット整合性スナップショット
が実行が実行されます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を開始し、変更イされます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を開始し、変更イ
ベントレコードをベントレコードを Kafka トピックにストリーミングします。トピックにストリーミングします。
     

6.5.3. Debezium Oracle コネクター設定プロパティーの説明コネクター設定プロパティーの説明

     Debezium Oracle コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するために使コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するために使
用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プロパ用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。プロパ
ティーに関する情報は、以下のように構成されています。ティーに関する情報は、以下のように構成されています。
    

       必要な必要な Debezium Oracle コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー
      

       Debezium がデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御するがデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御する 
データベース履歴コネクター設定プロパティーデータベース履歴コネクター設定プロパティー
      

         パススルーデータベース履歴プロパティーパススルーデータベース履歴プロパティー
        

       データベースドライバーの動作を制御するデータベースドライバーの動作を制御する パススルーデータベースドライバープロパパススルーデータベースドライバープロパ
ティーティー
      

必要な必要な Debezium Oracle コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

      以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は必須必須です。です。
     

プロパティー デフォルト 説明

name デフォルトなし コネクターの一意名。同じ名前で再登録を試み
ると失敗します。(このプロパティーはすべて
の Kafka Connect コネクターに必要です)

connector.class デフォルトなし コネクターの Java クラスの名前。Oracle コネ
クターには、常に 
io.debezium.connector.oracle.OracleCo
nnector の値を使用します。
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tasks.max 1 このコネクターのために作成する必要のあるタ
スクの最大数。Oracle コネクターは常に単一
のタスクを使用するため、この値を使用しませ
ん。そのため、デフォルト値は常に許容されま
す。

database.hostname デフォルトなし Oracle データベースサーバーの IP アドレスま
たはホスト名。

database.port デフォルトなし Oracle データベースサーバーのポート番号 (整
数)。

database.user デフォルトなし Oracle データベースサーバーに接続するため
にコネクターが使用する Oracle ユーザーアカ
ウントの名前。

database.password デフォルトなし Oracle データベースサーバーへの接続時に使
用するパスワード。

database.dbname デフォルトなし 接続するデータベースの名前。CDB + PDB モ
デルと連携する際に CDB 名である必要があり
ます。

database.url デフォルトなし 未処理のデータベースの JDBC URL を指定し
ます。このプロパティーを使用すると、データ
ベース接続を柔軟に定義できます。有効な値に
は、未処理の TNS 名および RAC 接続文字列が
含まれます。

database.pdb.name デフォルトなし 接続する Oracle のプラグ可能なデータベース
の名前。このプロパティーは、コンテナーデー
タベース (CDB) インストールにのみ使用して
ください。

database.server.name デフォルトなし コネクターが変更をキャプチャーする Oracle
データベースサーバーの namespace を識別お
よび提供する論理名。設定した値は、コネク
ターが出力するすべての Kafka トピック名のプ
レフィックスとして使用されます。Debezium
環境のすべてのコネクターで一意となる論理名
を指定します。英数字、ハイフン、およびアン
ダースコアが有効な文字です。
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database.connection.ada
pter

logminer データベースの変更をストリーミングするとき
にコネクターが使用するアダプター実装。以下
の値を設定できます。

logminer(default)
コネクターはネイティブの Oracle
LogMiner API を使用します。

xstream
コネクターは Oracle XStreams API を使用
します。

snapshot.mode Initial コネクターがキャプチャーされたテーブルのス
ナップショットを取得するために使用するモー
ドを指定します。以下の値を設定できます。

Initial
スナップショットには、キャプチャーされ
たテーブルの構造およびデータが含まれま
す。この値を指定して、キャプチャーされ
たテーブルからのデータの完全な表現でト
ピックを設定します。

schema_only
スナップショットには、キャプチャーされ
たテーブルの構造だけが含まれます。ス
ナップショット後に発生する変更に対して
のみ、コネクターにデータを取得させる場
合は、この値を指定します。

スナップショットの完了後、コネクターはデー
タベースのやり直し (redo) ログから変更イベ
ントの読み取りを続行します。

snapshot.select.statemen
t.overrides

デフォルトなし スナップショットに含めるテーブル行を指定し
ます。
このプロパティーには、完全修飾テーブル
(<schema_name.table_name>)のコンマ区
切りリストが含まれます。各テーブルの select
ステートメントは、id 
snapshot.select.statement.overrides.
[<schema_name> ].[ <table_name>] で識
別される、テーブルごとに 1 つずつ追加の設定
プロパティーで指定されます。これらのプロパ
ティーの値は、スナップショットの実行中に特
定のテーブルからデータを取得するときに使用
する SELECT ステートメントです。大規模な大規模な
追加専用テーブルで可能なユースケースとして追加専用テーブルで可能なユースケースとして
は、前のスナップショットが中断された場合には、前のスナップショットが中断された場合に
スナップショットの開始スナップショットの開始 (再開再開) 点を設定する点を設定する
ことが挙げられます。ことが挙げられます。
注記注記: この設定はスナップショットにのみ影響
します。ログの読み取り中にコネクターがキャ
プチャーするイベントには適用されません。
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schema.include.list デフォルトなし 変更をキャプチャーする対象とする対象とするスキーマの
名前と一致する正規表現のコンマ区切りリスト
(任意)。schema. include.list に含まれていに含まれてい
ないスキーマ名ないスキーマ名 は、変更をキャプチャーする
対象から除外されます。デフォルトでは、シス
テム以外のスキーマはすべて変更がキャプ
チャーされます。schema.exclude.list プロ
パティーを設定しないでください。LogMiner
実装を使用する環境では、POSIX 正規表現の
みを使用する必要があります。

schema.exclude.list デフォルトなし 変更をキャプチャーする対象としない対象としないスキーマ
の名前と一致する正規表現のコンマ区切りリス
ト (任意)。システムスキーマを除いて、名前が
schema.exclude.list に含まれていないス
キーマの変更がキャプチャーされま
す。schema.include.list プロパティーを設
定しないでください。LogMiner 実装を使用す
る環境では、POSIX 正規表現のみを使用する
必要があります。

table.include.list デフォルトなし 監視するテーブルの完全修飾テーブル識別子と
一致する正規表現の任意のコンマ区切りリス
ト。包含リストに含まれていないテーブルは、
監視から除外されます。各識別子の形式は 
<schema_name>.<table_name> です。デ
フォルトでは、コネクターは監視される各デー
タベースのシステム以外のテーブルをすべて監
視します。このプロパティーは 
table.exclude.list と組み合わせて使用しない
でください。LogMiner 実装を使用する場合
は、このプロパティーと POSIX 正規表現のみ
を使用します。

table.exclude.list デフォルトなし 監視から除外するテーブルの完全修飾テーブル
識別子と一致する正規表現の任意のコンマ区切
りリスト。コネクターは、除外リストで指定さ
れていないすべてのテーブルから変更イベント
をキャプチャーします。<schema_name>.
<table_name> 形式を使用して、各テーブル
の識別子を指定します。このプロパティーは 
table.include.list と組み合わせて使用しない
でください。LogMiner 実装を使用する場合
は、このプロパティーと POSIX 正規表現のみ
を使用します。
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column.include.list デフォルトなし 変更イベントメッセージの値に含める列の完全
修飾名と一致する正規表現のコンマ区切りリス
ト (任意)。列の完全修飾名の形式は 
<Schema_name>.<table_name>.
<column_name> ですです。プライマリーキー
列は、このプロパティーを使用して明示的に値
を含めなくても、イベントのキーに常に含まれ
ます。このプロパティーを設定に含める場合
は、column.exclude.list プロパティーを設
定しないでください。

column.exclude.list デフォルトなし 変更イベントメッセージの値から除外する列の
完全修飾名と一致する正規表現のコンマ区切り
リスト (任意)。列の完全修飾名の形式は 
<schema_name>.<table_name>.
<column_name> ですです。プライマリーキー
列は、このプロパティーを使用して明示的に値
を除外しても、イベントのキーに常に含まれま
す。このプロパティーを設定に含める場合
は、column.include.list プロパティーを設
定しないでください。
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column.mask.hash.<hash
Algorithm>.with.salt.<salt
>

デフォルトなし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
pdbName.schemaName.tableName.columnN
ame.です。生成される変更イベントレコード
では、指定された列の値は仮名に置き換えられ
ます。

仮名は、指定された hashAlgorithm と salt を
適用すると得られるハッシュ化された値で構成
されます。使用されるハッシュ関数に基づい
て、参照整合性は維持され、列値は仮名に置き
換えられます。サポートされるハッシュ関数
は、Java Cryptography Architecture Standard
Algorithm Name Documentationの
MessageDigest section に説明されています。

以下の例では、CzQMA0cB5K が無作為に選
択された salt になります。

column.mask.hash.SHA-
256.with.salt.CzQMA0cB5K = 
inventory.orders.customerName, 
inventory.shipment.customerName

必要な場合は、仮名は自動的に列の長さに短縮
されます。コネクター設定には、異なるハッ
シュアルゴリズムと salt を指定する複数のプロ
パティーを含めることができます。

使用される hashAlgorithm、選択された salt、
および実際のデータセットによっては、結果と
して得られるデータセットが完全にマスクされ
ないことがあります。
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decimal.handling.mode 正確性正確性 コネクターが NUMBER、DECIMAL、および 
NUMERIC 列の浮動小数点値を処理する方法
を指定します。以下のオプションのいずれかを
設定することができます。

exact （デフォルト）（デフォルト）

バイナリー形式で変更イベントで表現され 
るる java.math.BigDecimal 値を使用して
正確に値を表します。

double
二重二重 値を使用して値を表します。二重二重 値
を使用することは簡単ですが、精度が失わ
れる可能性があります。

文字列文字列
値をフォーマットされた文字列としてエン
コードします。string オプションを使用す
ることで消費は簡単ですが、実際のタイプ
に関するセマンティック情報が失われま
す。詳細は、10 進数型を参照してくださ
い。

event.processing.failure.h
andling.mode

fail イベントの処理中にコネクターが例外に対応す
る方法を指定します。以下のオプションのいず
れかを設定することができます。

fail
例外を伝搬し (問題のあるイベントのオフ
セットを示す)、コネクターが停止します。

warn
問題のあるイベントがスキップされます。
問題のあるイベントのオフセットはログに
記録されます。

skip
問題のあるイベントがスキップされます。

max.queue.size 8192 ブロッキングキューの最大サイズを指定する正
の整数値。データベースログから読み取られた
変更イベントは、Kafka に書き込まれる前にブ
ロッキングキューに配置されます。このキュー
は、Kafka への書き込みが遅い場合や Kafka が
利用できない場合などに、binlog リーダーに
バックプレシャーを提供できます。キューに表
示されるイベントは、コネクターが定期的に記
録するオフセットには含まれませ
ん。max.batch.size プロパティーに指定され
た最大バッチサイズよりも大きい値を常に指定
します。

max.batch.size 2048 このコネクターの各反復中に処理するイベント
の各バッチの最大サイズを指定する正の整数
値。
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max.queue.size.in.bytes 0 (無効) ブロッキングキューの最大サイズ (バイト単位)
の long 値。この機能を有効にするには、値を
正の long データ型に設定します。

poll.interval.ms 1000 （1 秒） 各反復処理の実行中に新しい変更イベントが表
示されるまでコネクターが待機する時間 (ミリ
秒単位) を指定する正の整数値。

tombstones.on.delete true 削除削除 イベントの後に廃棄 (tombstone) イベン
トが続くかどうかを制御します。以下の値を使
用できます。

true
削除操作ごとに、コネクターは 削除削除 イベン
トと後続の廃棄 (tombstone) イベントを出
力します。

false
削除操作ごとに、コネクターは 削除削除 イベン
トのみを出力します。

ソースレコードの削除後に廃棄 (tombstone) イ
ベントを出力すると (デフォルト動作)、Kafka
は ログコンパクション が有効なトピックの削
除された行のキーを共有するすべてのイベント
を完全に削除できます。

message.key.columns デフォルトなし プライマリーキーをマップする完全修飾テーブ
ルおよび列と一致する正規表現のセミコロン区
切りリスト。
各項目（正規表現）は、カスタムキーを表す 
列列> のの <fully-qualified table>:<a comma-
separated list と一致する必要があります。
<pdbName>. <schemaName>. 
<tableName&gt;  形式を使用して完全修飾
テーブルを定義します。

column.truncate.to.length
.chars

デフォルトなし 長さが指定された文字数より長い場合に、変更
イベントメッセージで省略する文字ベースの列
の完全修飾名と一致する正規表現のコンマ区切
りリスト (任意)。長さは正の整数として指定さ
れます。設定には、異なる長さを指定する複数
のプロパティーを含めることができま
す。<pdbName>. <schemaName>. 
<tableName>. <columnName&gt;  形式を
使用して列の完全修飾名を指定します。
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column.mask.with.length.
chars

デフォルトなし 文字をアスタリスク(*)に置き換えることで、
変更イベントメッセージの列名をマスクする正
規表現のコンマ区切りリスト（任意）。プロパ
ティー名に置き換える文字の数を指定します
（例： column.mask.with.8.chars ）。長さ
を正の整数またはゼロとして指定します。次
に、マスクを適用する各文字ベースの列名につ
いてリストに正規表現を追加します。以下の形
式を使用して、p dbName.schemaName. 
tableName.columnName.columnName
の完全修飾名を指定します。コネクター設定に
は、異なる長さを指定する複数のプロパティー
を含めることができます。

column.propagate.source
.type

デフォルトなし 出力された変更メッセージの該当するフィール
ドスキーマに元の型および長さをパラメーター
として追加する必要がある列の完全修飾名と一
致する、正規表現のコンマ区切りリスト (任
意)。スキーマパラメーター 
__debezium.source.column.type、
__debezium.source.column.length、__ 
debezium.source.column.scale は、それ
ぞれ元の型名と長さ（可変幅型）を伝播するた
めに使用されます。シンクデータベースの対応
する列を適切にサイズ調整するのに便利です。
列の完全修飾名の形式は
tableName.columnName または
schemaName.tableName.columnName で
す。

datatype.propagate.sourc
e.type

デフォルトなし 出力された変更メッセージフィールドスキーマ
に元の型および長さをパラメーターとして追加
する必要がある列のデータベース固有のデータ
型名と一致する、正規表現のコンマ区切りリス
ト (任意)。スキーマパラメーター 
__debezium.source.column.type,__debe
zium.source.column.length および 
__debezium.source.column.scale は、そ
れぞれ元の型名と長さ（variable-width タイプ
の場合）を伝播するために使用されます。シン
クデータベースの対応する列を適切にサイズ調
整するのに便利です。完全修飾データ型名の形
式は tableName.typeName または
schemaName.tableName.typeName で
す。PostgreSQL 固有のデータ型名のリストを
参照してください。
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heartbeat.interval.ms 0 コネクターがメッセージをハートビートトピッ
クに送信する頻度をミリ秒単位で指定します。
このプロパティーを使用して、コネクターが
ソースデータベースから変更イベントを受信し
続けるかどうかを判断します。また、コネク
ターが長期間キャプチャーされたテーブルで変
更イベントが発生しない場合に、プロパティー
を設定すると便利です。このような場合、コネ
クターは redo ログの読み取りを続行します
が、変更イベントメッセージは出力しないた
め、Kafka トピックのオフセットは変更されま
せん。コネクターはデータベースから読み取る
最新のシステム変更番号 (SCN) をフラッシュ
しないため、データベースは必要以上に redo
ログファイルを保持する可能性があります。コ
ネクターが再起動すると、長期間保持されるた
め、コネクターの送信する変更イベントの一部
が冗長になることがあります。デフォルト値の
0 は、コネクターがハートビートメッセージを
送信しないようにします。

heartbeat.topics.prefix __debezium-
heartbeat

コネクターがハートビートメッセージを送信す
るトピック名のプレフィックスの文字列を指定
します。
トピックの名前
は、<heartbeat.topics.prefix>.
<server.name> パターンに従って名前が付け
られます。

snapshot.delay.ms デフォルトなし コネクターが起動してからスナップショットを
取得するまで待機する間隔をミリ秒単位で指定
します。
このプロパティーを使用して、クラスターで複
数のコネクターを起動する際にスナップショッ
トが中断 (コネクターのリバランスが実行され
る可能性がある) しないようにします。

snapshot.fetch.size 2000 スナップショットの実行中に各テーブルから 1
度に読み取る必要がある行の最大数を指定しま
す。コネクターは、指定したサイズの複数の
バッチでテーブルの内容を読み取ります。

sanitize.field.names コネクター設定
が、key.converter まま
たはたは value.converter 
パラメーターを明示的に
指定する場合は true で
す。これは、Avro を使
用するためのパラメー
ターです。それ以外の場
合は、デフォルトで 
false に設定されます。

Avro の命名要件に準拠するためにフィールド
名を正規化するかどうかを指定します。詳しい
情報は、Avro naming を参照してください。
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provide.transaction.meta
data

false トランザクション境界でイベントを生成し、ト
ランザクションメタデータでデータイベントエ
ンベロープをエンリッチする場合は、プロパ
ティーを true に設定します。

詳細は、「 トランザクションメタデータ 」を
参照してください。

log.mining.strategy redo_log_catalog mining ストラテジーは、テーブルと列 ID を名
前に解決するために Oracle LogMiner が特定の
データディクショナリーをビルドし、使用する
方法を制御します。

redo_log_catalog - データディクショナリー
をオンラインの redo ログに書き込みます。こ
れにより、時間の経過と共により多くのアーカ
イブログが生成されるようになります。これに
より、キャプチャーされたテーブルに対する
DDL の変更を追跡することもできます。その
ため、スキーマが頻繁に変更される場合、これ
が理想的です。
online_catalog - データベースの現在のデー
タディクショナリーを使用してオブジェクト
ID を解決し、オンラインの redo ログに追加情
報を書き込みません。
これにより、LogMiner の速度が大幅に向上し
ますが、その代わりに DDL の変更を追跡でき
ません。キャプチャーされたテーブルのスキー
マ変更が頻繁に行われないか、絶対に変更され
ない場合は、理想的な選択肢になります。

log.mining.batch.size.min 1000 このコネクターが redo/アーカイブログから読
み取りを試みる最小 SCN 間隔サイズ。また、
必要に応じてコネクターのスループットを調整
するため、アクティブなバッチサイズもこの値
によって増加/減少します。

log.mining.batch.size.ma
x

100000 このコネクターが redo/アーカイブログから読
み取る際に使用する最大 SCN 間隔サイズ。

log.mining.batch.size.def
ault

20000 コネクターが redo/アーカイブログからデータ
を読み取るために使用する初期 SCN 間隔サイ
ズ。

log.mining.sleep.time.min
.ms

0 コネクターが redo/アーカイブログからデータ
を読み取った後に再びデータの読み取りを開始
するまでスリープする最小の時間。値はミリ秒
単位です。

log.mining.sleep.time.ma
x.ms

3000 コネクターが redo/アーカイブログからデータ
を読み取った後に再びデータの読み取りを開始
するまでスリープする最大の時間。値はミリ秒
単位です。

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

236

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#debezium-oracle-connector-generated-events-that-represent-transaction-boundaries


log.mining.sleep.time.def
ault.ms

1000 コネクターが redo/アーカイブログからデータ
を読み取った後に再びデータの読み取りを開始
するまでスリープする初期の時間。値はミリ秒
単位です。

log.mining.sleep.time.incr
ement.ms

200 logminer からデータを読み取るときに、コネク
ターが最適なスリープ時間を調整するために使
用する最大の増減時間。値はミリ秒単位です。

log.mining.view.fetch.size 10000 コネクターが LogMiner コンテンツビューから
取得するコンテンツレコードの数。

log.mining.archive.log.ho
urs

0 アーカイブログをマイニングするための、
SYSDATE からの過去の時間数。デフォルト設
定(0)を使用すると、コネクターはすべての
アーカイブログを最小にします。

log.mining.transaction.ret
ention.hours

0 redo ログスイッチ間で長時間実行されるトラ
ンザクションを保持する時間を指定する正の整
数値。0 に設定すると、コミットまたはロール
バックが検出されるまでトランザクションが保
持されます。

LogMiner アダプターは、実行中のすべてのト
ランザクションのメモリー内バッファーを維持
します。トランザクションの一部となるすべて
の DML 操作は、コミットまたはロールバック
が検出されるまでバッファーされるため、その
バッファーがオーバーフローしないように長時
間実行されるトランザクションを回避する必要
があります。設定されたこの値を超えるトラン
ザクションは完全に破棄され、コネクターはト
ランザクションに含まれていた操作のメッセー
ジを出力しません。

rac.nodes デフォルトなし Oracle Real Application Clusters (RAC) ノード
のホスト名またはアドレスのコンマ区切りリス
ト。このフィールドは、Oracle RAC との使用
を有効化するために必要です。

Debezium コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー

      Debezium では、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御するでは、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御する 
database.history.* プロパティーのセットを提供します。プロパティーのセットを提供します。
     

     以下の表は、以下の表は、Debezium コネクターを設定するためのコネクターを設定するための database.history プロパティーについて説明プロパティーについて説明
しています。しています。
    

表表6.7 コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー
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プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

database.history.kafka.topic  コネクターがデータベーススキーマの履歴を保存す
る Kafka トピックの完全名。

database.history.kafka.boots
trap.servers

 Kafka クラスターへの最初の接続を確立するために
コネクターが使用するホストとポートのペアの一
覧。このコネクションは、コネクターによって以前
に保存されたデータベーススキーマ履歴の取得や、
ソースデータベースから読み取られる各 DDL ステー
トメントの書き込みに使用されます。各ペアは、
Kafka Connect プロセスによって使用される同じ
Kafka クラスターを示す必要があります。

database.history.kafka.recov
ery.poll.interval.ms

100 永続化されたデータのポーリングが行われている間
にコネクターが起動/回復を待つ最大時間 (ミリ秒単
位) を指定する整数値。デフォルトは 100 ミリ秒で
す。

database.history.kafka.recov
ery.attempts

4 エラーでコネクターのリカバリーが失敗する前に、
コネクターが永続化された履歴データの読み取りを
試行する最大回数。データを受信しなかった後に待
機する最大時間は recovery. attempts x recovery. 
poll.interval.ms です。

database.history.skip.unpar
seable.ddl

false コネクターが不正または不明なデータベースのス
テートメントを無視するかどうか、または人が問題
を修正するために処理を停止するかどうかを指定す
るブール値。安全なデフォルトは false です。ス
キップは、binlog の処理中にデータの損失や分割を
引き起こす可能性があるため、必ず注意して使用す
る必要があります。

database.history.store.only.
monitored.tables.ddl

今後のリリースで削除される予定今後のリリースで削除される予定
ですです 。代わりに。代わりに 
database.history.store.only.
captured.tables.ddl を使用しを使用し
てください。てください。

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。
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database.history.store.only.
captured.tables.ddl

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

プロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロプロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロ
パティーパティー

      
Debezium はは Kafka プロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込みプロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込み
ます。同様に、コネクターの起動時に、ます。同様に、コネクターの起動時に、Kafka コンシューマーを使用してデータベース履歴トピックかコンシューマーを使用してデータベース履歴トピックか
ら読み取ります。ら読み取ります。database.history. producer.* およびおよび database.history.consumer.*  プレフィックスプレフィックス
で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、Kafka プロデューサーおよびコンプロデューサーおよびコン
シューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータシューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータ
ベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントがベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントが Kafka ブローカーとの接続をセブローカーとの接続をセ
キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。
     

database.history.producer.security.protocol=SSL
database.history.producer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.producer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.producer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.producer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.producer.ssl.key.password=test1234

database.history.consumer.security.protocol=SSL
database.history.consumer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.consumer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.consumer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.key.password=test1234

     Debezium は、プロパティーをは、プロパティーを Kafka クライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取りクライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取り
除きます。除きます。
    

     Kafka プロデューサー設定プロパティープロデューサー設定プロパティー およびおよび Kafka コンシューマー設定プロパティーコンシューマー設定プロパティー の詳細は、の詳細は、
Kafka のドキュメントを参照してください。のドキュメントを参照してください。
    

Debezium コネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティーコネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティー
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      Debezium コネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルーコネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルー
データベースプロパティーは、プレフィックスデータベースプロパティーは、プレフィックス database.* で始まります。たとえば、コネクターはで始まります。たとえば、コネクターは 
database.foobar=false などのプロパティーをなどのプロパティーを JDBC URL に渡します。に渡します。
     

     データベース履歴クライアントのパススループロパティーデータベース履歴クライアントのパススループロパティー の場合と同様に、の場合と同様に、Debezium はプロパはプロパ
ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。
    

6.6. DEBEZIUM ORACLE コネクターのパフォーマンスの監視コネクターのパフォーマンスの監視

    Debezium Oracle コネクターは、コネクターは、Apache Zookeeper、、Apache Kafka、および、および Kafka Connect にに
よって提供されるよって提供される JMX メトリクスの組み込みサポートに加えて、メトリクスの組み込みサポートに加えて、3 種類のメトリクスタイプを提供し種類のメトリクスタイプを提供し
ます。ます。
   

      スナップショットの実行時にコネクターを監視するための、スナップショットの実行時にコネクターを監視するための、スナップショットメトリクススナップショットメトリクス。。
     

      変更イベントの処理時にコネクターを監視するための、変更イベントの処理時にコネクターを監視するための、ストリーミングメトリクスストリーミングメトリクス。。
     

      コネクターのスキーマ履歴の状態を監視するための、コネクターのスキーマ履歴の状態を監視するための、スキーマ履歴メトリクススキーマ履歴メトリクス。。
     

    JMX 経由でこれらのメトリクスを公開する方法の詳細は、経由でこれらのメトリクスを公開する方法の詳細は、監視に関するドキュメント監視に関するドキュメント を参照してくを参照してく
ださい。ださい。
   

6.6.1. Debezium Oracle コネクターのスナップショットメトリクスコネクターのスナップショットメトリクス

     MBean はは debezium.oracle:type=connector-
metrics,context=snapshot,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取りした最
後のスナップショットイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。
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TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの空き容量。

TotalTableCount int スナップショットに含まれて
いるテーブルの合計数。

RemainingTableCount int スナップショットによってま
だコピーされていないテーブ
ルの数。

SnapshotRunning boolean スナップショットが起動され
たかどうか。

SnapshotAborted boolean スナップショットが中断され
たかどうか。

SnapshotCompleted boolean スナップショットが完了した
かどうか。

SnapshotDurationInSeconds Long スナップショットが完了した
かどうかに関わらず、これま
でスナップショットにかかっ
た時間 (秒単位)。

属性属性 型型 説明説明
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RowsScanned map<String, Long> スナップショットの各テーブ
ルに対してスキャンされる行
数が含まれるマップ。テーブ
ルは、処理中に増分がマップ
に追加されます。スキャンさ
れた 10,000 行ごとに、テー
ブルの完成時に更新されま
す。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単
位)。max.queue.size.in.by
tes が正の long 値で渡された
場合に有効になります。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

6.6.2. Debezium Oracle コネクターのストリーミングメトリクスコネクターのストリーミングメトリクス

     MBean はは debezium.oracle:type=connector-
metrics,context=streaming,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取られた最
後のストリーミングイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

242



MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int ストリーマーとメイン Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int ストリーマーとメインの
Kafka Connect ループの間で
イベントを渡すために使用さ
れるキューの空き容量。

Connected boolean コネクターが現在データベー
スサーバーに接続されている
かどうかを示すフラグ。

MilliSecondsBehindSource Long 最後の変更イベントのタイム
スタンプとそれを処理するコ
ネクターとの間の期間 (ミリ
秒単位)。この値は、データ
ベースサーバーとコネクター
が稼働しているマシンのク
ロック間の差異に対応しま
す。

NumberOfCommittedTransactions Long コミットされた処理済みトラ
ンザクションの数。

SourceEventPosition map<String, String> 最後に受信したイベントの位
置。

LastTransactionId 文字列文字列 最後に処理されたトランザク
ションのトランザクション識
別子。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単位)。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

     Debezium Oracle コネクターは、以下の追加のストリーミングメトリクスも提供します。コネクターは、以下の追加のストリーミングメトリクスも提供します。
    

表表6.8 追加のストリーミングメトリクスの説明追加のストリーミングメトリクスの説明
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属性属性 型型 説明説明

CurrentScn 文字列文字列 処理された最新のシステム変
更番号。

OldestScn 文字列文字列 トランザクションバッファー
内の最も古いシステム変更番
号。

ComittedScn 文字列文字列 トランザクションバッファー
から最後にコミットされたシ
ステム変更番号。

OffsetScn 文字列文字列 現在コネクターのオフセット
に書き込まれているシステム
変更番号。

CurrentRedoLogFileName string[] 現在マイニングされているロ
グファイルの配列。

MinimumMinedLogCount Long LogMiner セッションに指定さ
れたログの最小数。

MaximumMinedLogCount Long LogMiner セッションに指定さ
れたログの最大数。

RedoLogStatus string[] 各最小ログファイルの現在の
状態（ ファイル名ファイル名|ステータステータ
スス ）の配列。

SwitchCounter int 最終日について、データベー
スがログスイッチを実行した
回数。

LastCapturedDmlCount Long 最後の LogMiner セッション
クエリーで確認される DML
操作の数。

MaxCapturedDmlInBatch Long 単一の LogMiner セッション
クエリーの処理中に確認され
る DML 操作の最大数。

TotalCapturedDmlCount Long 確認された DML 操作の合計
数。

FetchingQueryCount Long 実行された LogMiner セッ
ションクエリー (別名バッチ)
の合計数。
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LastDurationOfFetchQueryInMillisecond
s

Long 最後の LogMiner セッション
クエリーのフェッチ時間 (ミ
リ秒単位)。

MaxDurationOfFetchQueryInMillisecond
s

Long 任意の LogMiner セッション
クエリーのフェッチの最大時
間 (ミリ秒単位)。

LastBatchProcessingTimeInMillisecond
s

Long 最後の LogMiner クエリー
バッチ処理の時間 (ミリ秒単
位)。

TotalParseTimeInMilliseconds Long DML イベント SQL ステート
メントの解析に費やした時間
(ミリ秒単位)。

LastMiningSessionStartTimeInMilliseco
nds

Long 最後の LogMiner セッション
を開始する期間 (ミリ秒単
位)。

MaxMiningSessionStartTimeInMillisecon
ds

Long LogMiner セッションを開始す
る最長期間 (ミリ秒単位)。

TotalMiningSessionStartTimeInMilliseco
nds

Long コネクターが LogMiner セッ
ションを開始するのに費やす
合計期間 (ミリ秒単位)。

MinBatchProcessingTimeInMilliseconds Long 単一の LogMiner セッション
からの結果を処理するのに費
やされた最小時間 (ミリ秒単
位)。

MaxBatchProcessingTimeInMilliseconds Long 単一の LogMiner セッション
からの結果を処理するのに費
やされた最大時間 (ミリ秒単
位)。

TotalProcessingTimeInMilliseconds Long LogMiner セッションからの結
果を処理するのに費やされた
合計時間 (ミリ秒単位)。

TotalResultSetNextTimeInMilliseconds Long ログマイニングビューからの
処理する次の行を取得する
JDBC ドライバーによって費
やされた合計期間 (ミリ秒単
位)。

属性属性 型型 説明説明
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TotalProcessedRows Long すべてのセッションでログマ
イニングビューから処理され
る行の合計数。

BatchSize int データベースのラウンドト
リップごとにログのマイニン
グクエリーによって取得され
るエントリーの数。

MillisecondToSleepBetweenMiningQuer
y

Long ログマイニングビューから結
果の別のバッチを取得する前
にコネクターがスリープ状態
になる期間 (ミリ秒単位)。

MaxBatchProcessingThroughput Long ログマイニングビューから処
理される行/秒の最大数。

AverageBatchProcessingThroughput Long ログマイニングから処理され
る行/秒の平均数。

LastBatchProcessingThroughput Long 最後のバッチのログマイニン
グから処理される行/秒の平均
数。

NetworkConnectionProblemsCounter Long 検出された接続の問題の数。

HoursToKeepTransactionInBuffer int 破棄される前に、コミットま
たはロールバックされること
なく、コネクターのメモリー
内バッファーによってトラン
ザクションが保持される時
間。詳細は 、、
log.mining.transaction.ret
ention を参照してください。

NumberOfActiveTransactions Long トランザクションバッファー
の現在のアクティブなトラン
ザクションの数。

NumberOfCommittedTransactions Long トランザクションバッファー
のコミットされたトランザク
ションの数。

NumberOfRolledBackTransactions Long トランザクションバッファー
のロールバックされたトラン
ザクションの数。

属性属性 型型 説明説明
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CommitThroughput Long トランザクションバッファー
のコミットされた 1 秒あたり
のトランザクションの平均
数。

RegisteredDmlCount Long トランザクションバッファー
に登録された DML 操作の
数。

LagFromSourceInMilliseconds Long トランザクションログに変更
が発生した時刻とそれがトラ
ンザクションバッファーに追
加された時刻の差 (ミリ秒単
位)。

MaxLagFromSourceInMilliseconds Long トランザクションログに変更
が発生した時刻とそれがトラ
ンザクションバッファーに追
加された時刻の差の最大値
(ミリ秒単位)。

MinLagFromSourceInMilliseconds Long トランザクションログに変更
が発生した時刻とそれがトラ
ンザクションバッファーに追
加された時刻の差の最小値
(ミリ秒単位)。

AbandonedTransactionIds string[] 経過時間によりトランザク
ションバッファーから削除さ
れた放棄トランザクション識
別子の配列。詳細
は、log.mining.transactio
n.retention.hours を参照し
てください。

RolledBackTransactionIds string[] マイニングされトランザク
ションバッファーにロール
バックされたトランザクショ
ン識別子の配列。

LastCommitDurationInMilliseconds Long 最後のトランザクションバッ
ファーコミット操作の期間
(ミリ秒単位)。

MaxCommitDurationInMilliseconds Long 最長のトランザクションバッ
ファーコミット操作の期間
(ミリ秒単位)。

ErrorCount int 検出されたエラーの数。

属性属性 型型 説明説明
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WarningCount int 検出された警告の数。

ScnFreezeCount int 昇格のためにシステム変更番
号がチェックされ、変更され
なかった回数。これは、長時
間実行されるトランザクショ
ンが継続され、コネクターが
処理された最新のシステム変
更番号をコネクターのオフ
セットにフラッシュできない
ことを示しています。最適な
操作では、これは常に 0 に近
いか、または 0 に近いものに
する必要があります。

属性属性 型型 説明説明

6.6.3. Debezium Oracle コネクターのスキーマ履歴メトリクスコネクターのスキーマ履歴メトリクス

     MBean はは debezium.oracle:type=connector-metrics,context=schema-
history,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

Status 文字列文字列 データベース履歴の状態 を説を説
明する明する 
STOPPED、RECOVERIN
G （ストレージからの履歴の
回復）の 1 つ。

RecoveryStartTime Long リカバリーが開始された時点
のエポック秒の時間。

ChangesRecovered Long リカバリーフェーズ中に読み
取られた変更の数。

ChangesApplied Long リカバリーおよびランタイム
中に適用されるスキーマ変更
の合計数。

MilliSecondsSinceLast 
RecoveredChange

Long 最後の変更が履歴ストアから
復元された時点からの経過時
間 (ミリ秒単位)。

MilliSecondsSinceLast AppliedChange Long 最後の変更が適用された時点
からの経過時間 (ミリ秒単
位)。
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LastRecoveredChange 文字列文字列 履歴ストアから復元された最
後の変更の文字列表現。

LastAppliedChange 文字列文字列 最後に適用された変更の文字
列表現。

属性属性 型型 説明説明

6.7. DEBEZIUM ORACLE コネクターによる障害および問題の処理方法コネクターによる障害および問題の処理方法

    Debezium は、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システは、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システ
ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に操作している場合や、慎重に管ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に操作している場合や、慎重に管
理されている場合は、理されている場合は、Debezium は変更イベントレコードごとには変更イベントレコードごとに 1 度だけ度だけ 配信します。配信します。
   

    障害が発生しても、障害が発生しても、Debezium はイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更はイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更
イベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、イベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、Debezium はは Kafka とと
同様に、変更イベントを同様に、変更イベントを 少なくとも少なくとも 1 回回 配信します。配信します。
   

    本セクションのこれ以降では、本セクションのこれ以降では、Debezium がどのようにさまざまな種類の障害や問題を処理するかをがどのようにさまざまな種類の障害や問題を処理するかを
説明します。説明します。
   

ORA-25191: インデックス編集テーブルのオーバーフローテーブルを参照できないインデックス編集テーブルのオーバーフローテーブルを参照できない

     Oracle は、インデックス編集テーブルは、インデックス編集テーブル (IOT) に遭遇すると、スナップショットフェーズでこのエに遭遇すると、スナップショットフェーズでこのエ
ラーが発生する可能性があります。このエラーは、コネクターが、指定のオーバーフローテーブルが含ラーが発生する可能性があります。このエラーは、コネクターが、指定のオーバーフローテーブルが含
まれる親のインデックス編集テーブルに対して実行する必要がある操作の実行を試行したことを意味しまれる親のインデックス編集テーブルに対して実行する必要がある操作の実行を試行したことを意味し
ます。ます。
    

    これを解決するには、これを解決するには、SQL 操作で使用される操作で使用される IOT 名を、親のインデックス編集テーブル名に置き換名を、親のインデックス編集テーブル名に置き換
える必要があります。親のインデックス編集テーブル名を確認するには、以下のえる必要があります。親のインデックス編集テーブル名を確認するには、以下の SQL を使用します。を使用します。
   

SELECT IOT_NAME
  FROM DBA_TABLES
 WHERE OWNER='<tablespace-owner>'
   AND TABLE_NAME='<iot-table-name-that-failed>'

    その後、コネクターのその後、コネクターの table.include.list またはまたは table.exclude.list 設定オプションは、適切なテーブ設定オプションは、適切なテーブ
ルを明示的に包含するか、または除外して、コネクターが子ルを明示的に包含するか、または除外して、コネクターが子 index-organized テーブルから変更をキャテーブルから変更をキャ
プチャーすることを防ぐように調整する必要があります。プチャーすることを防ぐように調整する必要があります。
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LogMiner アダプターは、アダプターは、SYS またはまたは SYSTEM による変更をキャプチャーしません。による変更をキャプチャーしません。

     Oracle は、多くの内部変更には、多くの内部変更に SYS アカウントおよびアカウントおよび SYSTEM アカウントを使用するため、アカウントを使用するため、
LogMiner から変更を取得すると、コネクターはこれらのユーザーが加えられた変更を自動的にフィルから変更を取得すると、コネクターはこれらのユーザーが加えられた変更を自動的にフィル
ターします。ターします。Debezium Oracle コネクターから変更を出力するには、コネクターから変更を出力するには、SYS またはまたは SYSTEM ユーザーアユーザーア
カウントを使用しないでください。カウントを使用しないでください。
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第第7章章 POSTGRESQL のの DEBEZIUM コネクターコネクター

   Debezium のの PostgreSQL コネクターは、コネクターは、PostgreSQL データベースのスキーマで行レベルの変更をデータベースのスキーマで行レベルの変更を
キャプチャーします。キャプチャーします。PostgreSQL バージョンバージョン 10、、11、、12、および、および 13 がサポートされます。がサポートされます。
  

   PostgreSQL サーバーまたはクラスターに初めて接続すると、コネクターはすべてのスキーマの整合サーバーまたはクラスターに初めて接続すると、コネクターはすべてのスキーマの整合
性スナップショットを作成します。スナップショットの完了後、コネクターはデータベースのコンテン性スナップショットを作成します。スナップショットの完了後、コネクターはデータベースのコンテン
ツを挿入、更新、および削除する行レベルの変更を継続的にキャプチャーします。これらの行レベルのツを挿入、更新、および削除する行レベルの変更を継続的にキャプチャーします。これらの行レベルの
変更は、変更は、PostgreSQL データベースにコミットされています。コネクターはデータの変更イベントレデータベースにコミットされています。コネクターはデータの変更イベントレ
コードを生成し、それらをコードを生成し、それらを Kafka トピックにストリーミングします。各テーブルのデフォルトの動作でトピックにストリーミングします。各テーブルのデフォルトの動作で
は、コネクターは生成されたすべてのイベントをそのテーブルの個別のは、コネクターは生成されたすべてのイベントをそのテーブルの個別の Kafka トピックにストリーミントピックにストリーミン
グします。アプリケーションとサービスは、そのトピックからのデータ変更イベントレコードを使用しグします。アプリケーションとサービスは、そのトピックからのデータ変更イベントレコードを使用し
ます。ます。
  

   Debezium PostgreSQL コネクターを使用するための情報および手順は、以下のように構成されていコネクターを使用するための情報および手順は、以下のように構成されてい
ます。ます。
  

     「「Debezium PostgreSQL コネクターの概要」コネクターの概要」
    

     「「Debezium PostgreSQL コネクターの仕組み」コネクターの仕組み」
    

     「「Debezium PostgreSQL コネクターのデータ変更イベントの説明」コネクターのデータ変更イベントの説明」
    

     「「Debezium PostgreSQL コネクターによるデータ型のマッピング方法」コネクターによるデータ型のマッピング方法」
    

     「「Debezium コネクターを実行するためのコネクターを実行するための PostgreSQL の設定」の設定」
    

     「「Debezium PostgreSQL コネクターのデプロイメント」コネクターのデプロイメント」
    

     「「Debezium PostgreSQL コネクターのパフォーマンスの監視」コネクターのパフォーマンスの監視」
    

     「「Debezium PostgreSQL コネクターによる障害および問題の処理方法」コネクターによる障害および問題の処理方法」
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7.1. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターの概要コネクターの概要

    PostgreSQL のの 論理デコード論理デコード 機能は、バージョン機能は、バージョン 9.4 で導入されました。これは、トランザクショで導入されました。これは、トランザクショ
ンログにコミットされた変更の抽出を可能にし、ンログにコミットされた変更の抽出を可能にし、出力プラグイン出力プラグインを用いてユーザーフレンドリーな方法を用いてユーザーフレンドリーな方法
でこれらの変更の処理を可能にするメカニズムです。出力プラグインを使用すると、クライアントは変でこれらの変更の処理を可能にするメカニズムです。出力プラグインを使用すると、クライアントは変
更を使用できます。更を使用できます。
   

    PostgreSQL コネクターには、連携してデータベースの変更を読み取りおよび処理するコネクターには、連携してデータベースの変更を読み取りおよび処理する 2 つの主要部つの主要部
分が含まれています。分が含まれています。
   

      pgoutput は、は、PostgreSQL 10+ の標準的な論理デコード出力プラグインです。これは、この標準的な論理デコード出力プラグインです。これは、こ
のの Debezium リリースでサポートされている唯一の論理デコード出力プラグインです。このプリリースでサポートされている唯一の論理デコード出力プラグインです。このプ
ラグインはラグインは PostgreSQL コミュニティーにより維持され、コミュニティーにより維持され、PostgreSQL 自体によって自体によって 論理レ論理レ
プリケーションプリケーション に使用されます。このプラグインは常に存在するため、追加のライブラリーをに使用されます。このプラグインは常に存在するため、追加のライブラリーを
インストールする必要はありません。インストールする必要はありません。Debezium コネクターは、コネクターは、raw レプリケーションイベンレプリケーションイベン
トストリームを直接変更イベントに変換します。トストリームを直接変更イベントに変換します。
     

      PostgreSQL のの ストリーミングレプリケーションプロトコルストリーミングレプリケーションプロトコル およびおよび PostgreSQL JDBC ドド
ライバーライバー を使用して、論理デコード出力プラグインによって生成された変更を読み取るを使用して、論理デコード出力プラグインによって生成された変更を読み取る Java 
コードコード (実際の実際の Kafka Connect コネクターコネクター)。。
     

    コネクターは、キャプチャーされた各行レベルの挿入、更新、および削除操作のコネクターは、キャプチャーされた各行レベルの挿入、更新、および削除操作の 変更イベント変更イベント を生を生
成し、個別の成し、個別の Kafka トピックの各テーブルに対する変更イベントレコードを送信します。クライアントトピックの各テーブルに対する変更イベントレコードを送信します。クライアント
アプリケーションは、対象のデータベーステーブルに対応するアプリケーションは、対象のデータベーステーブルに対応する Kafka トピックを読み取り、これらのトトピックを読み取り、これらのト
ピックから受け取るすべての行レベルイベントに対応できます。ピックから受け取るすべての行レベルイベントに対応できます。
   

    通常、通常、PostgreSQL は一定期間後にログ先行書き込みは一定期間後にログ先行書き込み (WAL、、write-ahead log) をパージします。つをパージします。つ
まり、コネクターにはデータベースに加えられたすべての変更の完全な履歴はありません。そのため、まり、コネクターにはデータベースに加えられたすべての変更の完全な履歴はありません。そのため、
PostgreSQL コネクターが最初に特定のコネクターが最初に特定の PostgreSQL データベースに接続すると、データベーススデータベースに接続すると、データベースス
キーマごとにキーマごとに 整合性スナップショット整合性スナップショット を実行して起動します。コネクターは、スナップショットの完を実行して起動します。コネクターは、スナップショットの完
成後に、スナップショットが作成された正確な時点から変更のストリーミングを続行します。これによ成後に、スナップショットが作成された正確な時点から変更のストリーミングを続行します。これによ
り、コネクターはすべてのデータの整合性のあるビューで開始し、スナップショットの作成中に加えらり、コネクターはすべてのデータの整合性のあるビューで開始し、スナップショットの作成中に加えら
れた変更は省略されません。れた変更は省略されません。
   

    コネクターはフォールトトラレントです。コネクターは変更を読み取り、イベントを生成するため、コネクターはフォールトトラレントです。コネクターは変更を読み取り、イベントを生成するため、
各イベントの各イベントの WAL の位置を記録します。コネクターが何らかの理由で停止した場合の位置を記録します。コネクターが何らかの理由で停止した場合 (通信障害、ネッ通信障害、ネッ
トワークの問題、クラッシュなどトワークの問題、クラッシュなど)、コネクターは再起動後に最後に停止した場所から、コネクターは再起動後に最後に停止した場所から WAL の読み取りの読み取り
を続行します。これにはスナップショットが含まれます。スナップショット中にコネクターが停止したを続行します。これにはスナップショットが含まれます。スナップショット中にコネクターが停止した
場合、コネクターは再起動時に新しいスナップショットを開始します。場合、コネクターは再起動時に新しいスナップショットを開始します。
   

重要重要
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重要重要

     コネクターはコネクターは PostgreSQL の論理デコード機能に依存および反映します。これには、の論理デコード機能に依存および反映します。これには、
以下の制限があります。以下の制限があります。
    

       論理デコードは論理デコードは DDL の変更をサポートしません。よって、コネクターはの変更をサポートしません。よって、コネクターは 
DDL の変更イベントをコンシューマーに報告できません。の変更イベントをコンシューマーに報告できません。
      

       論理デコードのレプリケーションスロットは、論理デコードのレプリケーションスロットは、プライマリーサーバープライマリーサーバー でのでの
みサポートされます。みサポートされます。PostgreSQL サーバーのクラスターがある場合、コネクサーバーのクラスターがある場合、コネク
ターはアクティブなターはアクティブな プライマリーサーバープライマリーサーバー でのみ実行できます。でのみ実行できます。ホットホット レプリレプリ
カまたはカまたは ウォームウォーム スタンバイレプリカでは実行できません。スタンバイレプリカでは実行できません。プライマリーサープライマリーサー
バーバー が失敗するか降格されると、コネクターは停止します。が失敗するか降格されると、コネクターは停止します。プライマリーサープライマリーサー
バーバー の回復後に、コネクターを再起動できます。別のの回復後に、コネクターを再起動できます。別の PostgreSQL サーバーがサーバーが  
プライマリープライマリー にプロモートされた場合は、コネクターの設定を調整してからコにプロモートされた場合は、コネクターの設定を調整してからコ
ネクターを再起動します。ネクターを再起動します。
      

     問題が問題が  発生した場合の動作では、問題が発生発生した場合の動作では、問題が発生 した場合のコネクターの動作が説明さした場合のコネクターの動作が説明さ
れています。れています。
    

重要重要

     Debezium は現在、は現在、UTF-8 文字エンコーディングのデータベースのみをサポートして文字エンコーディングのデータベースのみをサポートして
います。います。1 バイト文字エンコーディングでは、拡張バイト文字エンコーディングでは、拡張 ASCII コード文字が含まれる文字列コード文字が含まれる文字列
を正しく処理できません。を正しく処理できません。
    

7.2. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターの仕組みコネクターの仕組み

    Debezium PostgreSQL コネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップコネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップ
ショットの実行方法、変更イベントのストリーム方法、ショットの実行方法、変更イベントのストリーム方法、Kafka トピック名の決定方法、およびメタデートピック名の決定方法、およびメタデー
タの使用方法を理解すると便利です。タの使用方法を理解すると便利です。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium PostgreSQL コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」
     

      「「Debezium PostgreSQL コネクターによる変更イベントレコードのストリーミング方コネクターによる変更イベントレコードのストリーミング方
法」法」
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      「「Debezium PostgreSQL の変更イベントレコードを受信するの変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルトピックのデフォル
ト名」ト名」
     

      「「Debezium PostgreSQL 変更イベントレコードのメタデータ」変更イベントレコードのメタデータ」
     

      「トランザクション境界を表す「トランザクション境界を表す Debezium PostgreSQL コネクターによって生成されたイコネクターによって生成されたイ
ベント」ベント」
     

7.2.1. PostgreSQL コネクターのセキュリティーコネクターのセキュリティー

     Debezium コネクターを使用してコネクターを使用して PostgreSQL データベースから変更をストリーミングするには、データベースから変更をストリーミングするには、
コネクターは特定の権限がデータベースで必要になります。必要な権限を付与する方法のコネクターは特定の権限がデータベースで必要になります。必要な権限を付与する方法の 1 つとして、つとして、
ユーザーにユーザーに スーパーユーザースーパーユーザー 権限を付与する方法がありますが、これにより権限を付与する方法がありますが、これにより PostgreSQL データが不データが不
正アクセスに公開される可能性があります。正アクセスに公開される可能性があります。Debezium ユーザーに過剰な権限を付与するのではなく、ユーザーに過剰な権限を付与するのではなく、
特定の特権を付与する専用の特定の特権を付与する専用の Debezium レプリケーションユーザーを作成することが推奨されます。レプリケーションユーザーを作成することが推奨されます。
    

     Debezium PostgreSQL ユーザーの権限設定の詳細は、「ユーザーの権限設定の詳細は、「パーミッションの設定パーミッションの設定」を参照してくだ」を参照してくだ
さい。さい。PostgreSQL の論理レプリケーションセキュリティーの詳細は、の論理レプリケーションセキュリティーの詳細は、PostgreSQL のドキュメントのドキュメントをを
参照してください。参照してください。
    

7.2.2. Debezium PostgreSQL コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法

     ほとんどのほとんどの PostgreSQL サーバーは、サーバーは、WAL セグメントにデータベースの完全な履歴を保持しないよセグメントにデータベースの完全な履歴を保持しないよ
うに設定されています。つまり、うに設定されています。つまり、PostgreSQL コネクターはコネクターは WAL のみを読み取ってもデータベースののみを読み取ってもデータベースの
履歴全体を確認できません。そのため、コネクターが最初に起動すると、データベースの最初の履歴全体を確認できません。そのため、コネクターが最初に起動すると、データベースの最初の 整合性整合性
スナップショットスナップショット が実行されます。スナップショットを実行するためのデフォルト動作は、以下の手順が実行されます。スナップショットを実行するためのデフォルト動作は、以下の手順
で構成されます。この動作を変更するには、で構成されます。この動作を変更するには、snapshot.mode コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー をを initial 以以
外の値に設定します。外の値に設定します。
    

1. 
       SERIALIZABLE、、READ ONLY、、DEFERRABLE 分離レベルでトランザクションを開始分離レベルでトランザクションを開始
し、このトランザクションでの後続の読み取りがデータの単一バージョンに対して行われるよし、このトランザクションでの後続の読み取りがデータの単一バージョンに対して行われるよ
うにします。他のクライアントによる後続のうにします。他のクライアントによる後続の INSERT、、UPDATE、および、および DELETE 操作による操作による
データの変更は、このトランザクションでは確認できません。データの変更は、このトランザクションでは確認できません。
      

2. 
       スナップショットの実行中に、どのテーブルにも構造的な変更が発生しないように、追跡スナップショットの実行中に、どのテーブルにも構造的な変更が発生しないように、追跡
される各テーブルでされる各テーブルで ACCESS SHARE MODE ロックを取得します。これらのロックは、スロックを取得します。これらのロックは、ス
ナップショットの実行中に、テーブルナップショットの実行中に、テーブル INSERT、、UPDATE、および、および DELETE 操作が実行されな操作が実行されな
いようにします。いようにします。
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       このステップは、このステップは、snapshot.mode がが exported に設定されている場合は省略され、コネクに設定されている場合は省略され、コネク
ターはロックのないスナップショットを実行できるようになりますターはロックのないスナップショットを実行できるようになります。。
      

3. 
       サーバーのトランザクションログの現在の位置を読み取ります。サーバーのトランザクションログの現在の位置を読み取ります。
      

4. 
       データベーステーブルとスキーマをスキャンし、各行のデータベーステーブルとスキーマをスキャンし、各行の READ イベントを生成し、そのイイベントを生成し、そのイ
ベントを適切なテーブル固有のベントを適切なテーブル固有の Kafka トピックに書き込みます。トピックに書き込みます。
      

5. 
       トランザクションをコミットします。トランザクションをコミットします。
      

6. 
       コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。
      

     コネクターに障害が発生した場合、コネクターのリバランスが発生した場合、またはコネクターに障害が発生した場合、コネクターのリバランスが発生した場合、または 1. の後での後で 6. のの
完了前に停止した場合、コネクターは再起動後に新しいスナップショットを開始します。コネクターに完了前に停止した場合、コネクターは再起動後に新しいスナップショットを開始します。コネクターに
よって最初のスナップショットが完了した後、よって最初のスナップショットが完了した後、PostgreSQL コネクターはコネクターは 3. で読み取りした位置からで読み取りした位置から
ストリーミングを続行します。これにより、コネクターが更新を見逃さないようします。何らかの理由ストリーミングを続行します。これにより、コネクターが更新を見逃さないようします。何らかの理由
でコネクターが再び停止した場合、コネクターは再起動後に最後に停止した位置から変更のストリーミでコネクターが再び停止した場合、コネクターは再起動後に最後に停止した位置から変更のストリーミ
ングを続行します。ングを続行します。
    

警告警告

      snapshot.mode をを exported に設定するようにに設定するように PostgreSQL コネクターを設コネクターを設
定することが強く推奨されます。データベースの負荷が大きい場合に定することが強く推奨されます。データベースの負荷が大きい場合に 、、 コネクコネク
ターがスナップショットの実行から変更イベントレコードのストリーミングに切りターがスナップショットの実行から変更イベントレコードのストリーミングに切り
替わると、替わると、初期初期のみ初期初期のみ およびおよび 常に常に モードでは、いくつかのイベントが失われるモードでは、いくつかのイベントが失われる
可能性があります。これは既知の問題で、影響を受けるスナップショットモード可能性があります。これは既知の問題で、影響を受けるスナップショットモード
は、内部的には、内部的に エクスポートエクスポート モードを使用するように再度機能しますモードを使用するように再度機能します(DBZ-2337)。。
     

表表7.1 snapshot.mode コネクター設定プロパティーの設定コネクター設定プロパティーの設定

設定設定 説明説明
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always コネクターは起動時に常にスナップショットを実行します。スナップショットが完了
した後、コネクターは上記の手順の 3. から変更のストリーミングを続行します。この
モードは、以下のような状況で使用すると便利です。

一部の WAL セグメントが削除され、利用できなくなったことを認識してい
る。

クラスターの障害後に、新しいプライマリーが昇格された。常に常に スナップ
ショットモードでは、新しいプライマリーが昇格された後、コネクターが新
しいプライマリーで再起動するまでに加えられた変更をコネクターが見逃さ
ないようにします。

never コネクターはスナップショットを実行しません。このようにコネクターを設定したす
ると、起動時の動作は次のようになります。Kafka オフセットトピックに以前保存され
た LSN がある場合、コネクターはその位置から変更をストリーミングを続行します。
保存された LSN がない場合、コネクターはサーバーで PostgreSQL の論理レプリケー
ションスロットが作成された時点で変更のストリーミングを開始します。never ス
ナップショットモードは、対象のすべてのデータが WAL に反映されている場合にのみ
役立ちます。

initial_only コネクターはデータベースのスナップショットを実行し、変更イベントレコードをス
トリーミングする前に停止します。コネクターが起動していても、停止前にスナップ
ショットを完了しなかった場合、コネクターはスナップショットプロセスを再起動
し、スナップショットの完了時に停止します。

exported コネクターは、レプリケーションスロットが作成された時点に基づいてデータベース
スナップショットを実行します。このモードは、ロックのない方法でスナップショッ
トを実行するのに最適です。

設定設定 説明説明

7.2.3. Debezium PostgreSQL コネクターによる変更イベントレコードのストリーミング方法コネクターによる変更イベントレコードのストリーミング方法

     通常、通常、PostgreSQL コネクターは、接続されているコネクターは、接続されている PostgreSQL サーバーから変更をストリーミンサーバーから変更をストリーミン
グするのに大半の時間を費やします。このメカニズムは、グするのに大半の時間を費やします。このメカニズムは、PostgreSQL のレプリケーションプロトコルのレプリケーションプロトコル  
に依存します。このプロトコルにより、クライアントはログシーケンス番号に依存します。このプロトコルにより、クライアントはログシーケンス番号 (LSN) と呼ばれる特定の場と呼ばれる特定の場
所で変更がサーバーのトランザクションログにコミットされる際に、サーバーから変更を受信すること所で変更がサーバーのトランザクションログにコミットされる際に、サーバーから変更を受信すること
ができます。ができます。
    

     サーバーがトランザクションをコミットするたびに、別のサーバープロセスがサーバーがトランザクションをコミットするたびに、別のサーバープロセスが 論理デコードプラグ論理デコードプラグ
インイン からコールバック関数を呼び出します。この関数はトランザクションからの変更を処理し、特定のからコールバック関数を呼び出します。この関数はトランザクションからの変更を処理し、特定の
形式形式 (Debezium プラグインの場合はプラグインの場合は Protobuf またはまたは JSON) に変換して、出力ストリームに書き込みに変換して、出力ストリームに書き込み
ます。その後、クライアントは変更を使用できます。ます。その後、クライアントは変更を使用できます。
    

     Debezium PostgreSQL コネクターはコネクターは PostgreSQL クライアントとして動作します。コネクターがクライアントとして動作します。コネクターが
変更を受信すると、イベントを変更を受信すると、イベントを Debezium のの create、、update、または、または delete イベントに変換します。イベントに変換します。
これには、イベントのこれには、イベントの LSN が含まれます。が含まれます。PostgreSQL コネクターは、同じプロセスで実行されていコネクターは、同じプロセスで実行されてい
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るる Kafka Connect フレームワークにレコードのこれらの変更イベントを転送します。フレームワークにレコードのこれらの変更イベントを転送します。Kafka Connect 
プロセスは、変更イベントレコードを適切なプロセスは、変更イベントレコードを適切な Kafka トピックに生成された順序で非同期に書き込みまトピックに生成された順序で非同期に書き込みま
す。す。
    

     Kafka Connect は定期的に最新のは定期的に最新の オフセットオフセット を別のを別の Kafka トピックに記録します。オフセットトピックに記録します。オフセット
は、各イベントに含まれるソース固有の位置情報を示します。は、各イベントに含まれるソース固有の位置情報を示します。PostgreSQL コネクターでは、各変更イコネクターでは、各変更イ
ベントに記録されたベントに記録された LSN がオフセットです。がオフセットです。
    

     Kafka Connect が正常にシャットダウンすると、コネクターを停止し、すべてのイベントレコードが正常にシャットダウンすると、コネクターを停止し、すべてのイベントレコード
をを Kafka にフラッシュして、各コネクターから受け取った最後のオフセットを記録します。にフラッシュして、各コネクターから受け取った最後のオフセットを記録します。Kafka 
Connect の再起動時に、各コネクターの最後に記録されたオフセットを読み取り、最後に記録されたオの再起動時に、各コネクターの最後に記録されたオフセットを読み取り、最後に記録されたオ
フセットで各コネクターを起動します。コネクターを再起動すると、フセットで各コネクターを起動します。コネクターを再起動すると、PostgreSQL サーバーにリクエスサーバーにリクエス
トを送信し、その位置の直後に開始されるイベントを送信します。トを送信し、その位置の直後に開始されるイベントを送信します。
    

注記注記
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注記注記

      PostgreSQL コネクターは、論理デコードプラグインによって送信されるイベントのコネクターは、論理デコードプラグインによって送信されるイベントの
一部としてスキーマ情報を取得します。ただし、コネクターはプライマリーキーが構成一部としてスキーマ情報を取得します。ただし、コネクターはプライマリーキーが構成
される列に関する情報を取得しません。コネクターはされる列に関する情報を取得しません。コネクターは JDBC メタデータメタデータ (サイドチャネサイドチャネ
ルル) からこの情報を取得します。テーブルのプライマリーキー定義が変更される場合からこの情報を取得します。テーブルのプライマリーキー定義が変更される場合 (ププ
ライマリーキー列の追加、削除、または名前変更によってライマリーキー列の追加、削除、または名前変更によって)、変更される場合、、変更される場合、JDBC かか
らのプライマリーキー情報が論理デコードプラグインが生成する変更イベントと同期さらのプライマリーキー情報が論理デコードプラグインが生成する変更イベントと同期さ
れないごくわずかな期間が発生します。このごくわずかな期間に、キーの構造が不整合れないごくわずかな期間が発生します。このごくわずかな期間に、キーの構造が不整合
な状態でメッセージが作成される可能性があります。不整合にならないようにするにな状態でメッセージが作成される可能性があります。不整合にならないようにするに
は、以下のようにプライマリーキーの構造を更新します。は、以下のようにプライマリーキーの構造を更新します。
     

1. 
        データベースまたはアプリケーションを読み取り専用モードにします。データベースまたはアプリケーションを読み取り専用モードにします。
       

2. 
        Debezium に残りのイベントをすべて処理させます。に残りのイベントをすべて処理させます。
       

3. 
        Debezium を停止します。を停止します。
       

4. 
        関連するテーブルのプライマリーキー定義を更新します。関連するテーブルのプライマリーキー定義を更新します。
       

5. 
        データベースまたはアプリケーションを読み取りデータベースまたはアプリケーションを読み取り/書き込みモードにしま書き込みモードにしま
す。す。
       

6. 
        Debezium を再起動します。を再起動します。
       

PostgreSQL 10+ 論理デコードサポート論理デコードサポート(pgoutput)

      PostgreSQL 10+ の時点で、の時点で、PostgreSQL でネイティブにサポートされるでネイティブにサポートされる pgoutput と呼ばれる論と呼ばれる論
理レプリケーションストリームモードがあります。つまり、理レプリケーションストリームモードがあります。つまり、Debezium PostgreSQL コネクターは追加コネクターは追加
のプラグインを必要とせずにそのレプリケーションストリームを使用できます。これは、プラグインののプラグインを必要とせずにそのレプリケーションストリームを使用できます。これは、プラグインの
インストールがサポートされないまたは許可されない環境で特に便利です。インストールがサポートされないまたは許可されない環境で特に便利です。
     

     詳細は、「詳細は、「 PostgreSQL の設定」をの設定」を  参照してください。参照してください。
    

7.2.4. Debezium PostgreSQL の変更イベントレコードを受信するの変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名トピックのデフォルト名

     PostgreSQL コネクターは、単一テーブルのすべての挿入、更新、および削除操作をのイベントをコネクターは、単一テーブルのすべての挿入、更新、および削除操作をのイベントを
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単一の単一の Kafka トピックに書き込みます。デフォルトでは、トピックに書き込みます。デフォルトでは、serverName.schemaName.tableName でで
す。す。
    

       ServerName は、は、database.server.name コネクター設定プロパティーで指定したコネクコネクター設定プロパティーで指定したコネク
ターの論理名です。ターの論理名です。
      

       SchemaName は、操作が発生したデータベーススキーマの名前です。は、操作が発生したデータベーススキーマの名前です。
      

       tableName は、操作が発生したデータベーステーブルの名前です。は、操作が発生したデータベーステーブルの名前です。
      

     たとえば、対応するたとえば、対応する とと、、PostgreSQL インストールの変更をキャプチャーするコネクターの設定のインストールの変更をキャプチャーするコネクターの設定の
論理サーバー名で、論理サーバー名で、postgres データベースがあり、データベースがあり、product、、product_on_hand 、、 お客様お客様、および順、および順
序の序の 4 つのテーブルが含まれるつのテーブルが含まれる インベントリーインベントリー スキーマスキーマ があるとしますがあるとします。コネクターは以下の。コネクターは以下の 4 つのつの 
Kafka トピックにレコードをストリーミングします。トピックにレコードをストリーミングします。
    

       fulfillment.inventory.products
      

       fulfillment.inventory.products_on_hand
      

       fulfillment.inventory.customers
      

       fulfillment.inventory.orders
      

     テーブルは特定のスキーマの一部ではなく、デフォルトのパブリックテーブルは特定のスキーマの一部ではなく、デフォルトのパブリック PostgreSQL スキーマで作成スキーマで作成
されたとします。されたとします。Kafka トピックの名前は以下になります。トピックの名前は以下になります。
    

       fulfillment.public.products
      

       fulfillment.public.products_on_hand
      

       fulfillment.public.customers
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       fulfillment.public.orders
      

7.2.5. Debezium PostgreSQL 変更イベントレコードのメタデータ変更イベントレコードのメタデータ

     データベース変更イベントデータベース変更イベント の他に、の他に、PostgreSQL コネクターによって生成された各レコードにはメコネクターによって生成された各レコードにはメ
タデータが含まれます。メタデータには、サーバーでイベントが発生した場所、ソースパーティションタデータが含まれます。メタデータには、サーバーでイベントが発生した場所、ソースパーティション
の名前、イベントが置かれるの名前、イベントが置かれる Kafka トピックおよびパーティションの名前が含まれています。トピックおよびパーティションの名前が含まれています。
    

       sourcePartition は常には常に database.server.name コネクター設定プロパティーの設定にデコネクター設定プロパティーの設定にデ
フォルト設定されています。フォルト設定されています。
      

       sourceOffset には、イベントが発生したサーバーの場所に関する情報が含まれます。には、イベントが発生したサーバーの場所に関する情報が含まれます。
      

         LSN はトランザクションログのはトランザクションログの PostgreSQL ログシーケンス番号ログシーケンス番号 またはまたは オフセットオフセット 
を表します。を表します。
        

         txId はイベントの原因となったサーバートランザクションの識別子を表します。はイベントの原因となったサーバートランザクションの識別子を表します。
        

         ts_ms は、トランザクションがエポックからの経過時間をミリ秒の形式でコミットしは、トランザクションがエポックからの経過時間をミリ秒の形式でコミットし
たサーバー時間を表します。たサーバー時間を表します。
        

       kafkaPartition with a set of null は、コネクターが特定のは、コネクターが特定の Kafka パーティションを使用しパーティションを使用し
ないことを意味します。ないことを意味します。PostgreSQL コネクターはコネクターは Kafka Connect パーティションをパーティションを 1 つだつだ
け使用し、生成されたイベントをけ使用し、生成されたイベントを 1 つのつの Kafka パーティションに配置します。パーティションに配置します。
      

7.2.6. トランザクション境界を表すトランザクション境界を表す Debezium PostgreSQL コネクターによって生成されたイベントコネクターによって生成されたイベント

     Debezium は、トランザクション境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンリッチするイは、トランザクション境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンリッチするイ

"sourcePartition": {
     "server": "fulfillment"
 },
 "sourceOffset": {
     "lsn": "24023128",
     "txId": "555",
     "ts_ms": "1482918357011"
 },
 "kafkaPartition": null

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

260

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#postgresql-events
https://www.postgresql.org/docs/current/static/datatype-pg-lsn.html


ベントを生成できます。トランザクションベントを生成できます。トランザクション BEGIN およびおよび END ごとに、ごとに、Debezium は以下のフィールは以下のフィール
ドが含まれるイベントを生成します。ドが含まれるイベントを生成します。
    

       status: BEGIN またはまたは END
      

       id: 一意のトランザクション識別子の文字列表現一意のトランザクション識別子の文字列表現
      

       event_count （（ END イベント用）イベント用）- トランザクションによって出力されたイベントの合計トランザクションによって出力されたイベントの合計
数数
      

       data_collections （（ END イベント用）イベント用）- 指定のデータコレクションからの変更によって出指定のデータコレクションからの変更によって出
力されたイベントの数を提供する力されたイベントの数を提供する data _collection とと event_count のペアの配列。のペアの配列。
      

例例

      

     

     トランザクションイベントは、トランザクションイベントは、database.server.name. transaction という名前のトピックに書き込という名前のトピックに書き込

{
  "status": "BEGIN",
  "id": "571",
  "event_count": null,
  "data_collections": null
}

{
  "status": "END",
  "id": "571",
  "event_count": 2,
  "data_collections": [
    {
      "data_collection": "s1.a",
      "event_count": 1
    },
    {
      "data_collection": "s2.a",
      "event_count": 1
    }
  ]
}
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まれます。まれます。
    

変更データイベントのエンリッチメント変更データイベントのエンリッチメント

      トランザクションメタデータを有効にすると、データトランザクションメタデータを有効にすると、データ message Envelope は新しいは新しい トランザクトランザク
ションション フィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベンフィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベン
トに関する情報を提供します。トに関する情報を提供します。
     

       id: 一意のトランザクション識別子の文字列表現一意のトランザクション識別子の文字列表現
      

       total_order: トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベン
トの絶対位置。トの絶対位置。
      

       data_collection_order - トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とトランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象と
するイベントのデータコレクションごとの位置。するイベントのデータコレクションごとの位置。
      

     以下は、メッセージの例になります。以下は、メッセージの例になります。
    

7.3. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターのデータ変更イベントの説明コネクターのデータ変更イベントの説明

    Debezium PostgreSQL コネクターは、行レベルのコネクターは、行レベルの INSERT、、UPDATE、、およびおよび DELETE 操作ごと操作ごと
にデータ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更にデータ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更
されたテーブルによって異なります。されたテーブルによって異なります。
   

{
  "before": null,
  "after": {
    "pk": "2",
    "aa": "1"
  },
  "source": {
...
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": "1580390884335",
  "transaction": {
    "id": "571",
    "total_order": "1",
    "data_collection_order": "1"
  }
}
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    Debezium およびおよび Kafka Connect は、は、イベントメッセージの継続的なストリームイベントメッセージの継続的なストリーム を中心として設計を中心として設計
されています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コンされています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コン
シューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテンシューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテン
ツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジストツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジスト
リーからスキーマを取得するために使用できるスキーマリーからスキーマを取得するために使用できるスキーマ ID が含まれます。これにより、各イベントがが含まれます。これにより、各イベントが
自己完結型になります。自己完結型になります。
   

    以下のスケルトン以下のスケルトン JSON は、変更イベントの基本となるは、変更イベントの基本となる 4 つの部分を示しています。ただし、アプつの部分を示しています。ただし、アプ
リケーションで使用するために選択したリケーションで使用するために選択した Kafka Connect コンバーターの設定方法によって、変更イベコンバーターの設定方法によって、変更イベ
ントのこれらントのこれら 4 部分の表現が決定されます。部分の表現が決定されます。schema フィールドは、変更イベントが生成されるようにフィールドは、変更イベントが生成されるように
コンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペ
イロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれイロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれ
ます。ます。JSON コンバーターを使用し、変更イベントの基本となるコンバーターを使用し、変更イベントの基本となる 4 つの部分すべてを生成するように設つの部分すべてを生成するように設
定すると、変更イベントの構造は次のようになります。定すると、変更イベントの構造は次のようになります。
   

表表7.2 変更イベントの基本内容の概要変更イベントの基本内容の概要

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 最初の スキーマスキーマ フィールドはイベントキーの一部です。イベントキーの 
ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。
つまり、最初の schema フィールドは、変更されたテーブルのプライマ
リーキーの構造、またはテーブルにプライマリーキーがない場合は変更さ
れたテーブルの一意キーの構造を記述します。

message.key.columnsコネクター設定プロパティー を設定すると、
テーブルのプライマリーキーをオーバーライドできます。この場合、最初
の schema フィールドはそのプロパティーによって識別されるキーの構造
を記述します。

2 payload 最初の payload フィールドはイベントキーの一部になります。前述の 
schema フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行のキー
が含まれます。

{
 "schema": { 1
   ...
  },
 "payload": { 2
   ...
 },
 "schema": { 3
   ...
 },
 "payload": { 4
   ...
 },
}
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3 schema 2 つ目の スキーマスキーマ フィールドはイベント値の一部です。イベント値 のペのペ
イロードイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。つ
まり、2 つ目の スキーマはスキーマは 変更された行の構造を記述します。通常、この
スキーマには入れ子になったスキーマが含まれます。

4 payload 2 つ目の payload フィールドはイベント値の一部です。前述の schema
フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行の実際のデータ
が含まれます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

    デフォルトの動作では、コネクターにデフォルトの動作では、コネクターに よって変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同よって変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同
じ名前を持つトピックにストリーミングされじ名前を持つトピックにストリーミングされ ます。ます。
   

注記注記

     Kafka 0.10 以降では、任意でイベントキーおよび値を以降では、任意でイベントキーおよび値を タイムスタンプタイムスタンプ とともに記録とともに記録
できます。このタイムスタンプはメッセージが作成されたできます。このタイムスタンプはメッセージが作成された (プロデューサーによって記プロデューサーによって記
録録) 時間または時間または Kafka によってログに買い込まれた時間を示します。によってログに買い込まれた時間を示します。
    

警告警告

     PosgreSQL コネクターは、すべてのコネクターは、すべての Kafka Connect スキーマ名がスキーマ名が Avro スス
キーマ名の形式キーマ名の形式 に準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベッに準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベッ
トまたはアンダースコアトまたはアンダースコア (a-z、、A-Z、または、または _) で始まる必要があります。論理サーで始まる必要があります。論理サー
バー名の残りの各文字と、スキーマ名とテーブル名の各文字は、アルファベット、バー名の残りの各文字と、スキーマ名とテーブル名の各文字は、アルファベット、
数字、またはアンダースコア数字、またはアンダースコア ( a-z、、A-Z、、0-9、または、または _) でなければなりません。でなければなりません。
無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。
    

     論理サーバー名、スキーマ名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、名前論理サーバー名、スキーマ名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、名前
を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに置きを区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに置き
換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。
    

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
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      「「Debezium PostgreSQL の変更イベントのキー」の変更イベントのキー」
     

      「「Debezium PostgreSQL 変更イベントの値」変更イベントの値」
     

7.3.1. Debezium PostgreSQL の変更イベントのキーの変更イベントのキー

     指定のテーブルでは、変更イベントのキーは、イベントが作成された時点でテーブルのプライマ指定のテーブルでは、変更イベントのキーは、イベントが作成された時点でテーブルのプライマ
リーキーの各列のフィールドが含まれる構造を持ちます。または、テーブルのリーキーの各列のフィールドが含まれる構造を持ちます。または、テーブルの REPLICA IDENTITY がが 
FULL またはまたは USING INDEX に設定されている場合、一意のキー制約ごとにフィールドがあります。に設定されている場合、一意のキー制約ごとにフィールドがあります。
    

     パブリックパブリック データベーススキーマに定義されているデータベーススキーマに定義されている 顧客顧客 テーブルと、そのテーブルの変更イベントテーブルと、そのテーブルの変更イベント
キーの例を見てみましょう。キーの例を見てみましょう。
    

テーブルの例テーブルの例

      

     

変更イベントキーの例変更イベントキーの例

      database.server.name コネクター設定プロパティーの値にコネクター設定プロパティーの値に PostgreSQL_server の値がある場の値がある場
合、合、顧客顧客 テーブルの変更イベントはすべて、以下のように同じキー構造を持ちます。テーブルの変更イベントはすべて、以下のように同じキー構造を持ちます。
     

CREATE TABLE customers (
  id SERIAL,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
);

{
  "schema": { 1
    "type": "struct",
    "name": "PostgreSQL_server.public.customers.Key", 2
    "optional": false, 3
    "fields": [ 4
          {
              "name": "id",
              "index": "0",
              "schema": {
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表表7.3 変更イベントキーの説明変更イベントキーの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema キーのスキーマ部分は、キーの ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka
Connect スキーマを指定します。

2 PostgreSQL_se
rver.inventory.c
ustomers.Key

キーのペイロードの構造を定義するスキーマの名前。このスキーマは、変
更されたテーブルのプライマリーキーの構造を記述します。キースキーマ
名の形式は connector-name.database- name.table-name .Key です。こ
の例では、以下のようになります。

PostgreSQL_server はこのイベントを生成したコネクターの名
前です。

inventory は変更されたテーブルが含まれるデータベースです。

顧客顧客 は更新されたテーブルです。

3 任意任意 イベントキーの payload フィールドに値が含まれる必要があるかどうかを
示します。この例では、キーのペイロードに値が必要です。テーブルにプ
ライマリーキーがない場合は、キーの payload フィールドの値は任意で
す。

4 fields 各フィールドの名前、インデックス、スキーマなど、ペイロードペイロード で想定さ
れる各フィールドを指定します。

5 payload この変更イベントが生成された行のキーが含まれます。この例では、キー
に 1 の id フィールドが 1 つ含まれます。

注記注記

      column.exclude.list およびおよび column.include.list コネクター設定プロパティーを使コネクター設定プロパティーを使
用すると、テーブル列のサブセットのみを取得できますが、プライマリーキーまたは一用すると、テーブル列のサブセットのみを取得できますが、プライマリーキーまたは一
意のキーのすべての列は常にイベントのキーに含まれます。意のキーのすべての列は常にイベントのキーに含まれます。
     

                  "type": "INT32",
                  "optional": "false"
              }
          }
      ]
  },
  "payload": { 5
      "id": "1"
  },
}
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警告警告

      テーブルにプライマリーキーまたは一意キーがない場合は、変更イベントのテーブルにプライマリーキーまたは一意キーがない場合は、変更イベントの
キーはキーは null になります。プライマリーキーや一意キーの制約がないテーブルの行になります。プライマリーキーや一意キーの制約がないテーブルの行
は一意に識別できません。は一意に識別できません。
     

7.3.2. Debezium PostgreSQL 変更イベントの値変更イベントの値

     変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には schema セクションとセクションと 
payload セクションがあります。セクションがあります。schema セクションには、ネストされたフィールドを含む、セクションには、ネストされたフィールドを含む、payload 
セクションのセクションの Envelope 構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する
操作のすべての変更イベントには、操作のすべての変更イベントには、Envelope 構造を持つ値構造を持つ値 payload があります。があります。
    

     変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょ変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょ
う。う。
    

     このテーブルへの変更に対する変更イベントの値は、このテーブルへの変更に対する変更イベントの値は、REPLICA IDENTITY 設定およびイベントが使設定およびイベントが使
用する操作によって異なります。用する操作によって異なります。
    

     詳細は、以下を参照してください。詳細は、以下を参照してください。
    

       Replica identity
      

       作成作成イベントイベント
      

       更新更新イベントイベント
      



CREATE TABLE customers (
  id SERIAL,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id)
);

第第7章章 POSTGRESQL のの DEBEZIUM コネクターコネクター

267



       プライマリーキーの更新プライマリーキーの更新
      

       削除削除イベントイベント
      

       廃棄廃棄 (tombstone) イベントイベント
      

Replica identity

      REPLICA IDENTITY は、は、UPDATE およびおよび DELETE イベントの論理デコードプラグインで利用可能イベントの論理デコードプラグインで利用可能
な情報量を決定するな情報量を決定する PostgreSQL 固有のテーブルレベルの設定です。具体的には、固有のテーブルレベルの設定です。具体的には、REPLICA 
IDENTITY の設定は、の設定は、UPDATE またはまたは DELETE イベントが発生するたびに、関係するテーブル列の以イベントが発生するたびに、関係するテーブル列の以
前の値で利用可能な（ある場合）を制御します。前の値で利用可能な（ある場合）を制御します。
     

     REPLICA IDENTITY にはには 4 つの値を使用できます。つの値を使用できます。
    

       DEFAULT: デフォルトの動作では、デフォルトの動作では、UPDATE イベントおよびイベントおよび DELETE イベントには、プイベントには、プ
ライマリーキーがある場合にテーブルのプライマリーキー列の以前の値が含まれまライマリーキーがある場合にテーブルのプライマリーキー列の以前の値が含まれま
す。す。UPDATE イベントの場合は、値が変更されたプライマリーキー列のみが存在します。イベントの場合は、値が変更されたプライマリーキー列のみが存在します。
      

       テーブルにプライマリーキーがない場合、コネクターはそのテーブルのテーブルにプライマリーキーがない場合、コネクターはそのテーブルの UPDATE イベントイベント
またはまたは DELETE イベントを生成しません。プライマリーキーのないテーブルの場合、コネクイベントを生成しません。プライマリーキーのないテーブルの場合、コネク
ターはターは 作成作成 イベントのみを出力します。通常、プライマリーキーのないテーブルは、テーブルイベントのみを出力します。通常、プライマリーキーのないテーブルは、テーブル
の最後にメッセージを追加するために使用されます。つまり、の最後にメッセージを追加するために使用されます。つまり、UPDATE イベントおよびイベントおよび 
DELETE イベントは役に立ちません。イベントは役に立ちません。
      

       NOTHING: UPDATE およびおよび DELETE 操作のイベントには、テーブル列の以前の値に関す操作のイベントには、テーブル列の以前の値に関す
る情報は含まれません。る情報は含まれません。
      

       FULL: UPDATE 操作および操作および DELETE 操作の再送信イベントには、テーブルのすべてのコ操作の再送信イベントには、テーブルのすべてのコ
ラムの以前の値が含まれます。ラムの以前の値が含まれます。
      

       INDEX index-name: UPDATE およびおよび DELETE 操作の発生したイベントには、指定された操作の発生したイベントには、指定された
インデックスに含まれるコラムの以前の値が含まれます。インデックスに含まれるコラムの以前の値が含まれます。UPDATE イベントには、更新されたイベントには、更新された
値を持つインデックス化された列も含まれます。値を持つインデックス化された列も含まれます。
      

作成作成イベントイベント
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      以下の例は、以下の例は、顧客顧客 テーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イテーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イ
ベントの値の部分を示しています。ベントの値の部分を示しています。
     

{
    "schema": { 1
        "type": "struct",
        "fields": [
            {
                "type": "struct",
                "fields": [
                    {
                        "type": "int32",
                        "optional": false,
                        "field": "id"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "first_name"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "last_name"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "email"
                    }
                ],
                "optional": true,
                "name": "PostgreSQL_server.inventory.customers.Value", 2
                "field": "before"
            },
            {
                "type": "struct",
                "fields": [
                    {
                        "type": "int32",
                        "optional": false,
                        "field": "id"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "first_name"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "last_name"
                    },
                    {
                        "type": "string",
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                        "optional": false,
                        "field": "email"
                    }
                ],
                "optional": true,
                "name": "PostgreSQL_server.inventory.customers.Value",
                "field": "after"
            },
            {
                "type": "struct",
                "fields": [
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "version"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "connector"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "name"
                    },
                    {
                        "type": "int64",
                        "optional": false,
                        "field": "ts_ms"
                    },
                    {
                        "type": "boolean",
                        "optional": true,
                        "default": false,
                        "field": "snapshot"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "db"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "schema"
                    },
                    {
                        "type": "string",
                        "optional": false,
                        "field": "table"
                    },
                    {
                        "type": "int64",
                        "optional": true,
                        "field": "txId"
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                    },
                    {
                        "type": "int64",
                        "optional": true,
                        "field": "lsn"
                    },
                    {
                        "type": "int64",
                        "optional": true,
                        "field": "xmin"
                    }
                ],
                "optional": false,
                "name": "io.debezium.connector.postgresql.Source", 3
                "field": "source"
            },
            {
                "type": "string",
                "optional": false,
                "field": "op"
            },
            {
                "type": "int64",
                "optional": true,
                "field": "ts_ms"
            }
        ],
        "optional": false,
        "name": "PostgreSQL_server.inventory.customers.Envelope" 4
    },
    "payload": { 5
        "before": null, 6
        "after": { 7
            "id": 1,
            "first_name": "Anne",
            "last_name": "Kretchmar",
            "email": "annek@noanswer.org"
        },
        "source": { 8
            "version": "1.5.4.Final",
            "connector": "postgresql",
            "name": "PostgreSQL_server",
            "ts_ms": 1559033904863,
            "snapshot": true,
            "db": "postgres",
            "sequence": "[\"24023119\",\"24023128\"]"
            "schema": "public",
            "table": "customers",
            "txId": 555,
            "lsn": 24023128,
            "xmin": null
        },
        "op": "c", 9
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表表7.4 作成作成 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 値のペイロードの構造を記述する、値のスキーマ。変更イベントの値ス
キーマは、コネクターが特定のテーブルに生成するすべての変更イベント
で同じになります。

2 name schema セクションでは、各name フィールドが、値のペイロード内の
フィールドのスキーマを指定します。

Postgre SQL_server.inventory.customers.Value は、ペイロードの 
before および after フィールドのスキーマです。このスキーマは 
customers テーブルに固有です。

before および after フィールドのスキーマ名
はlogicalName.tableName.Value の形式で、スキーマ名がデータベース
で一意になるようにします。つまり、Avro コンバーター を使用する場合、
各論理ソースの各テーブルの Avro スキーマには独自の進化と履歴がありま
す。

3 name io.debezium.connector.postgresql.Source は、ペイロードの ソースソース
フィールドのフィールドの スキーマです。このスキーマは、PostgreSQL コネクタに固
有のものです。コネクターは生成するすべてのイベントにこれを使用しま
す。

4 name postgresql_server.inventory.customers.Envelope は、ペイロード
の全体的な構造のスキーマです。PostgreSQL_server はコネクター
名、インベントリーはインベントリーは データベース、顧客顧客 はテーブルです。

5 payload 値の実際のデータ。これは、変更イベントが提供する情報です。

イベントの JSON 表現はそれが記述する行よりもはるかに大きいように見
えることがあります。これは、JSON 表現にはメッセージのスキーマ部分
とペイロード部分を含める必要があるためです。ただし、Avro コンバー
ター を使用すると、コネクターが Kafka トピックにストリーミングする
メッセージのサイズを大幅に小さくすることができます。

6 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。この例では、op 
フィールドがフィールドが create の c になる場合、この変更イベントは新規コンテン
ツ用であるため、before フィールドは null になります。

注記注記

このフィールドを利用できるかどうかは、各テーブルの 
REPLICA IDENTITY 設定によって異なります。

        "ts_ms": 1559033904863 10
    }
}
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7 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。この例で
は、after フィールドには新しい行の id、first_name、、 last_name、お、お
よびメールよびメール コラムコラム の値が含まれます。

8 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。このフィール
ドには、イベントの発生元、イベントの発生順序、およびイベントが同じ
トランザクションの一部であるかどうかなど、このイベントと他のイベン
トを比較するために使用できる情報が含まれています。ソースメタデータ
には以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

新しい行が含まれるデータベースおよびテーブル

追加のオフセット情報の文字列化された JSON 配列。最初の値は
常に最後にコミットされた LSN で、2 番目の値は常に現在の LSN
になります。どちらの値も null にすることができます。

スキーマ名

イベントがスナップショットの一部であるか

操作が実行されたトランザクションの ID

データベースログの操作のオフセット

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

9 op コネクターによってイベントが生成される原因となった操作の型を記述す
る必須文字列。この例では、c は操作によって行が作成されたことを示して
います。有効な値は以下のとおりです。

c = create

u = update

d = delete

r = read（スナップショットのみに適用）

10 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

更新更新イベントイベント
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      サンプルサンプル 顧客顧客 テーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルのテーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルの 作成作成 イベントと同じスイベントと同じス
キーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイキーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイ
ロードではロードでは 更新更新 イベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターがイベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターが 顧客顧客 テーブルの更新に対しテーブルの更新に対し
て生成するイベントの変更イベント値の例になります。て生成するイベントの変更イベント値の例になります。
     

表表7.5 更新更新 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before データベースをコミットする前に行にあった値が含まれる任意のフィール
ド。この例では、テーブルの REPLICA IDENTITY 設定がデフォルトでは 
DEFAULT であるため、プライマリーキー列 id のみが存在します。+ 更新更新
イベントに、行のすべてのコラムの以前の値が含まれるようにするに
は、ALTER TABLE customers REPLICA IDENTITY FULL を実行
し、customers テーブルを変更する必要があります。

2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。この例で
は、first_name 値は Anne Marie になります。

{
    "schema": { ... },
    "payload": {
        "before": { 1
            "id": 1
        },
        "after": { 2
            "id": 1,
            "first_name": "Anne Marie",
            "last_name": "Kretchmar",
            "email": "annek@noanswer.org"
        },
        "source": { 3
            "version": "1.5.4.Final",
            "connector": "postgresql",
            "name": "PostgreSQL_server",
            "ts_ms": 1559033904863,
            "snapshot": false,
            "db": "postgres",
            "schema": "public",
            "table": "customers",
            "txId": 556,
            "lsn": 24023128,
            "xmin": null
        },
        "op": "u", 4
        "ts_ms": 1465584025523  5
    }
}
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3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。ソースフィーソースフィー
ルドルド 構造には create イベントと同じフィールドがありますが、一部の値が
異なります。ソースメタデータには以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

新しい行が含まれるデータベースおよびテーブル

スキーマ名

イベントがスナップショットの一部である場合（ 更新更新 イベントの
場合は常に false ）

操作が実行されたトランザクションの ID

データベースログの操作のオフセット

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。更新更新 イベント値の op フィールドの値
は u で、更新によってこの行が変更されたことを示します。

5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

注記注記

      行のプライマリーキー行のプライマリーキー/一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。
キーが変更されると、キーが変更されると、3 つつのイベントがのイベントが Debezium によって出力されます。によって出力されます。3 つのイベつのイベ
ントとは、ントとは、DELETE イベント、行の古いキーを持つイベント、行の古いキーを持つ 廃棄廃棄 (tombstone)、およびそれに続、およびそれに続
く行の新しいキーを持つイベントです。詳細は次のセクションで説明します。く行の新しいキーを持つイベントです。詳細は次のセクションで説明します。
     

プライマリーキーの更新プライマリーキーの更新

      行のプライマリーキーフィールドを変更する行のプライマリーキーフィールドを変更する UPDATE 操作は、プライマリーキーの変更と呼ばれま操作は、プライマリーキーの変更と呼ばれま
す。プライマリーキーの変更では、す。プライマリーキーの変更では、UPDATE イベントレコードを送信する代わりに、コネクターは古イベントレコードを送信する代わりに、コネクターは古
いキーのいキーの DELETE イベントレコードと、新しい（更新された）キーのイベントレコードと、新しい（更新された）キーの CREATE イベントレコードを送イベントレコードを送
信します。これらのイベントには通常の構造と内容があり、イベントごとにプライマリーキーの変更に信します。これらのイベントには通常の構造と内容があり、イベントごとにプライマリーキーの変更に
関連するメッセージヘッダーがあります。関連するメッセージヘッダーがあります。
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       DELETE イベントレコードには、メッセージヘッダーとしてイベントレコードには、メッセージヘッダーとして __debezium.newkey がありがあり
ます。このヘッダーの値は、更新された行の新しいプライマリーキーです。ます。このヘッダーの値は、更新された行の新しいプライマリーキーです。
      

       CREATE イベントレコードには、メッセージヘッダーとしてイベントレコードには、メッセージヘッダーとして __debezium.oldkey がありがあり
ます。このヘッダーの値は、更新された行にあった以前のます。このヘッダーの値は、更新された行にあった以前の (古い古い) プライマリーキーです。プライマリーキーです。
      

削除削除 イベントイベント

      削除削除 変更イベントの値は、同じテーブルの変更イベントの値は、同じテーブルの 作成作成 およびおよび 更新更新 イベントと同じイベントと同じ スキーマスキーマ の部分になの部分にな
ります。サンプルります。サンプル 顧客顧客 テーブルのテーブルの 削除削除 イベントのイベントの ペイロードペイロード 部分は以下のようになります。部分は以下のようになります。
     

表表7.6 削除削除 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミットで削除される前に行に
あった値が含まれます。

この例では、テーブルの REPLICA IDENTITY 設定が DEFAULT である
ため、before フィールドにはプライマリーキー列のみが含まれます。

2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の after フィールドは null で、行が存在しないことを示します。

{
    "schema": { ... },
    "payload": {
        "before": { 1
            "id": 1
        },
        "after": null, 2
        "source": { 3
            "version": "1.5.4.Final",
            "connector": "postgresql",
            "name": "PostgreSQL_server",
            "ts_ms": 1559033904863,
            "snapshot": false,
            "db": "postgres",
            "schema": "public",
            "table": "customers",
            "txId": 556,
            "lsn": 46523128,
            "xmin": null
        },
        "op": "d", 4
        "ts_ms": 1465581902461 5
    }
}
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3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。削除削除 イベント
値では、ソースフィールドのソースフィールドの 構造は、同じテーブルの 作成作成 および 更新更新
イベントと同じです。多くの ソースフィールドソースフィールド 値も同じです。削除削除 イベ
ント値の the ts_ms および lsn フィールドの値や、その他の値が変更され
た可能性があります。ただし、削除削除 イベント値の ソースフィールドソースフィールド は同
じメタデータを提供します。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

削除された行が含まれていたデータベースおよびテーブル

スキーマ名

イベントがスナップショットの一部である場合（常に 削除削除 イベン
トの場合は false ）。

操作が実行されたトランザクションの ID

データベースログの操作のオフセット

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。op フィールドの値は d で、この行が削
除されたことを示します。

5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

     削除削除 変更イベントレコードは、この行の削除を処理するために必要な情報を持つコンシューマーを変更イベントレコードは、この行の削除を処理するために必要な情報を持つコンシューマーを
提供します。提供します。
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警告警告

      プライマリーキーを持たないテーブル用に生成されたプライマリーキーを持たないテーブル用に生成された 削除削除 イベントをコンイベントをコン
シューマーが処理できるようにするには、テーブルのシューマーが処理できるようにするには、テーブルの REPLICA IDENTITY をを 
FULL に設定します。テーブルにプライマリーキーがなく、テーブルのに設定します。テーブルにプライマリーキーがなく、テーブルの REPLICA 
IDENTITY がが DEFAULT またはまたは NOTHING に設定されている場合、に設定されている場合、削除削除 イベントイベント
はは before フィールドがありません。フィールドがありません。
     

     PostgreSQL コネクターイベントは、コネクターイベントは、Kafka のログコンパクションのログコンパクション と動作するように設計されていと動作するように設計されてい
ます。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古ます。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古
いメッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状いメッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状
態のリロードに使用できるようにするとともに、態のリロードに使用できるようにするとともに、 Kafka がストレージ領域を確保できるようにします。がストレージ領域を確保できるようにします。
    

廃棄廃棄 (tombstone) イベントイベント

      行が削除された場合でも、行が削除された場合でも、Kafka は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、削削
除除 イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、Kafka が同じキーを持つすべてのメッが同じキーを持つすべてのメッ
セージを削除するには、メッセージの値がセージを削除するには、メッセージの値が null である必要があります。これを可能にするために、である必要があります。これを可能にするために、
PostgreSQL コネクターは、同じキーコネクターは、同じキー とと null 値を持つ特別な値を持つ特別な 廃棄イベントで廃棄イベントで 削除削除 イベントに従いまイベントに従いま
す。す。
     

切り捨て切り捨て (truncate) イベントイベント

      切り捨て切り捨て (truncate) 変更イベントは、テーブルが切り捨てられていることを伝えます。この場合、変更イベントは、テーブルが切り捨てられていることを伝えます。この場合、
メッセージキーはメッセージキーは null で、メッセージの値は以下のようになります。で、メッセージの値は以下のようになります。
     



{
    "schema": { ... },
    "payload": {
        "source": { 1
            "version": "1.5.4.Final",
            "connector": "postgresql",
            "name": "PostgreSQL_server",
            "ts_ms": 1559033904863,
            "snapshot": false,
            "db": "postgres",
            "schema": "public",
            "table": "customers",
            "txId": 556,
            "lsn": 46523128,
            "xmin": null
        },
        "op": "t", 2
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表表7.7 切り捨て切り捨て (truncate) イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。切り捨て切り捨て
(truncate) イベント値の ソースフィールドのソースフィールドの 構造は、同じテーブルの 作作
成成、更新更新、および削除イベントおよび削除イベント と同じで、以下のメタデータを提供しま
す。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

新しい行が含まれるデータベースおよびテーブル

スキーマ名

イベントがスナップショットの一部である場合（常に 削除削除 イベン
トの場合は false ）。

操作が実行されたトランザクションの ID

データベースログの操作のオフセット

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

2 op 操作の型を記述する必須の文字列。op フィールドの値は t で、このテーブ
ルが切り捨てされたことを示します。

3 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。この
時間は、Kafka Connect タスクを実行している JVM のシステムクロックを
基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

     single TRUNCATE ステートメントが複数のテーブルに適用される場合、切り捨てられたテーブルごステートメントが複数のテーブルに適用される場合、切り捨てられたテーブルご
とにとに 1 つのつの 切り捨て切り捨て(truncate) 変更イベントレコードが出力されます。変更イベントレコードが出力されます。
    

     切り捨て切り捨て (truncate) イベントは、テーブル全体に加えた変更を表し、メッセージキーを持たないのイベントは、テーブル全体に加えた変更を表し、メッセージキーを持たないの
で、単一のパーティションを持つトピックを使用しない限り、テーブルに関する変更イベントで、単一のパーティションを持つトピックを使用しない限り、テーブルに関する変更イベント (作作
成成、、更新更新 などなど) とそのテーブルのとそのテーブルの 切り捨て切り捨て (truncate) イベントの順番は保証されません。たとえば、イベントの順番は保証されません。たとえば、
これらのイベントが異なるパーティションから読み取られる場合、コンシューマーはこれらのイベントが異なるパーティションから読み取られる場合、コンシューマーは 更新更新 イベントをイベントを 
切り捨て切り捨て (truncate) イベントの後でのみ受け取る可能性があります。イベントの後でのみ受け取る可能性があります。
    

        "ts_ms": 1559033904961 3
    }
}
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7.4. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターによるデータ型のマッピング方法コネクターによるデータ型のマッピング方法

    PostgreMySQL コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントで行への変更コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントで行への変更
を表します。イベントには、各列の値のフィールドが含まれます。その値がどのようにイベントで示さを表します。イベントには、各列の値のフィールドが含まれます。その値がどのようにイベントで示さ
れるかは、列のれるかは、列の PostgreSQL のデータ型によって異なります。以下のセクションでは、のデータ型によって異なります。以下のセクションでは、PostgreSQL 
データ型をイベントフィールドのデータ型をイベントフィールドの リテラル型リテラル型 およびおよび セマンティック型セマンティック型にマッピングする方法を説明しにマッピングする方法を説明し
ます。ます。
   

      リテラル型リテラル型 は、は、Kafka Connect スキーマタイプ（スキーマタイプ（INT 8、、INT16、、INT32、、
INT64、、FLOAT32、、FLOAT 64、、BOOLEAN、、STRING、、BYTES、、 およびおよび   STRUCT ）を使用）を使用
して値を表す方法を記述します。して値を表す方法を記述します。
     

      セマンティック型セマンティック型 は、フィールドのは、フィールドの Kafka Connect スキーマの名前を使用して、スキーマの名前を使用して、Kafka 
Connect スキーマがフィールドのスキーマがフィールドの 意味意味 をキャプチャーする方法を記述します。をキャプチャーする方法を記述します。
     

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      基本型基本型
     

      時間型時間型
     

      TIMESTAMP 型型
     

      10 進数型進数型
     

      HSTORE 型型
     

      ドメイン型ドメイン型
     

      ネットワークアドレス型ネットワークアドレス型
     

      PostGIS タイプタイプ
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      TOAST 化された値化された値
     

基本型基本型

     以下の表は、コネクターによる基本型へのマッピング方法を説明しています。以下の表は、コネクターによる基本型へのマッピング方法を説明しています。
    

表表7.8 PostgreSQL の基本データ型のマッピングの基本データ型のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

BOOLEAN BOOLEAN 該当なし

BIT(1) BOOLEAN 該当なし

BIT( > 1) BYTES io.debezium.data.Bits

length パラメーターには、ビット数を表す整数が含まれ
ます。生成される byte[] にはビットがリトルエンディア
ン形式で含まれ、指定数のビットが含まれるようにサイズ
が指定されます。例： numBytes = n/8 +(n % 8 == 0 
?)0 : 1）） ここでここで、n はビット数に置き換えます。

ビット別ビット別[(M)] BYTES io.debezium.data.Bits

length スキーマパラメーターには、ビット数を表す整数
が含まれます (列に長さが指定されていない場合は 2^31 -
1)。生成される byte[] にはビットがリトルエンディアン形
式で含まれ、コンテンツに基づいてサイズが指定されま
す。指定のサイズ (M) は、io .debezium.data.Bits タイ
プの length パラメーターに保存されます。

SMALLINT,SMALLSE
RIAL

INT16 該当なし

整数整数、SERIAL INT32 該当なし

BIGINT, BIGSERIAL, 
OID

INT64 該当なし

REAL FLOAT32 該当なし

ダブル精度ダブル精度 FLOAT64 該当なし

CHAR[(M)] STRING 該当なし

VARCHAR[(M)] STRING 該当なし
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CHARACTER[(M)] STRING 該当なし

CHARACTER 
VARYING[(M)]

STRING 該当なし

タイムゾーンのあるタイムゾーンのある 
TIMESTAMPTZ 
(TIMESTAMPSTZ)

STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp

タイムゾーン情報を含むタイムスタンプの文字列表現。タ
イムゾーンは GMT です。

TIMETZ （タイムゾー（タイムゾー
ンあり）ンあり）

STRING io.debezium.time.ZonedTime

タイムゾーン情報を含む時間値の文字列表現。タイムゾー
ンは GMT です。

INTERVAL [P] INT64 io.debezium.time.MicroDuration
(デフォルト) 

日数の月平均に365.25 / 12.0 式を使用した時間間隔の概
数 (ミリ秒単位)。

INTERVAL [P] STRING io.debezium.time.Interval
(interval.handling.mode が string に設定されている場
合) 

パターン 
P<years>Y<months>M<days>DT<hours>H<minute
s>M<seconds>S に従ったインターバル値の文字列表
現。たとえば P1Y2M3DT4H5M6.78S

BYTEA BYTES または 
STRING

該当なし

コネクターの バイナリー処理モード 設定に基づいて、raw
バイト（デフォルト）、base64 でエンコードされた文字
列、または 16 進数でエンコードされた文字列のいずれ
か。

JSON, JSONB STRING io.debezium.data.Json

JSON ドキュメント、配列、またはスケーラーの文字列表
現が含まれます。

XML STRING io.debezium.data.Xml

XML ドキュメントの文字列表現が含まれます。

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記
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UUID STRING io.debezium.data.Uuid

PostgreSQL UUID 値の文字列表現が含まれます。

POINT STRUCT io.debezium.data.geometry.Point 

2 つの FLOAT64 フィールド、(x,y) を持つ構造体を含み
ます。各フィールドは、描画ポイントの座標を表します。

LTREE STRING io.debezium.data.Ltree

PostgreSQL の LTREE 値の文字列表現が含まれます。

CITEXT STRING 該当なし

INET STRING 該当なし

INT4RANGE STRING 該当なし

整数の範囲。

INT8RANGE STRING n/a

bigint の範囲。

NUMRANGE STRING n/a

numeric の範囲

TSRANGE STRING 該当なし

タイムゾーンのないタイムスタンプの範囲の文字列表現が
含まれます。

TSTZRANGE STRING 該当なし

ローカルシステムのタイムゾーンが含まれるタイムスタン
プの範囲の文字列表現が含まれます。

DATERANGE STRING 該当なし

日付の範囲の文字列表現が含まれます。上限は常に排他的
です。

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記
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ENUM STRING io.debezium.data.Enum

Postgre SQL のENUM 値の文字列表現を含みます。許可
される値のセットは、許可された許可された スキーマパラメーター
で維持されます。

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

時間型時間型

     タイムゾーン情報が含まれるタイムゾーン情報が含まれる PostgreSQL のの TIMESTAMP TZ およびおよび TIMETZ データ型以外に、一データ型以外に、一
時的な型がマッピングされる方法は、時的な型がマッピングされる方法は、time.precision.mode コネクター設定プロパティーの値によってコネクター設定プロパティーの値によって
異なります。ここでは、以下のマッピングについて説明します。異なります。ここでは、以下のマッピングについて説明します。
    

      time.precision.mode=adaptive
     

      time.precision.mode=adaptive_time_microseconds
     

      time.precision.mode=connect
     

time.precision.mode=adaptive

     time.precision.mode プロパティーがプロパティーが adaptive に設定されている場合、コネクターは列のデータ型に設定されている場合、コネクターは列のデータ型
定義に基づいてリテラル型とセマンティック型を決定します。これにより、イベントがデータベースの定義に基づいてリテラル型とセマンティック型を決定します。これにより、イベントがデータベースの
値を値を 正確正確 に表すようになります。に表すようになります。
    

表表7.9 time.precision.mode がが 適応適応した場合のマッピングした場合のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 io.debezium.time.Date

エポックからの日数を表します。

TIME(1), TIME(2), 
TIME(3)

INT32 io.debezium.time.Time

午前 0 時から経過した時間をミリ秒で表し、タイムゾーン
情報は含まれません。

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

284



TIME(4), TIME(5), 
TIME(6)

INT64 io.debezium.time.MicroTime

午前 0 時から経過した時間をマイクロ秒で表し、タイム
ゾーン情報は含まれません。

TIMESTAMP(1), 
TIMESTAMP(2), 
TIMESTAMP(3)

INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

TIMESTAMP(4), 
TIMESTAMP(5), 
TIMESTAMP(6), 
TIMESTAMP

INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp

エポックからの経過時間をマイクロ秒で表し、タイムゾー
ン情報は含まれません。

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

time.precision.mode=adaptive_time_microseconds

     time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが adaptive _time_microseconds に設定されている場合、に設定されている場合、
コネクターは列のデータ型定義に基づいて、時間型のリテラル型とセマンティック型を決定します。こコネクターは列のデータ型定義に基づいて、時間型のリテラル型とセマンティック型を決定します。こ
れにより、すべてのれにより、すべての TIME フィールドがマイクロ秒としてキャプチャーされる場合を除き、イベントがフィールドがマイクロ秒としてキャプチャーされる場合を除き、イベントが
データベースの値をデータベースの値を 正確正確 にに 表す表す ようになります。ようになります。
    

表表7.10 time.precision.mode がが adaptive _time_microsecondsの場合のマッピングの場合のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 io.debezium.time.Date

エポックからの日数を表します。

TIME([P]) INT64 io.debezium.time.MicroTime

時間の値をマイクロ秒単位で表し、タイムゾーン情報は含
まれません。PostgreSQL では、範囲が 0 - 6 の精度 P が
許可され、マイクロ秒の精度まで保存されます。

TIMESTAMP(1) , 
TIMESTAMP(2), 
TIMESTAMP(3)

INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

TIMESTAMP(4) , 
TIMESTAMP(5), 
TIMESTAMP(6), 
TIMESTAMP

INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp

エポックからの経過時間をマイクロ秒で表し、タイムゾー
ン情報は含まれません。
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time.precision.mode=connect

     time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが connect に設定されている場合、コネクターはに設定されている場合、コネクターは Kafka 
Connect の論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みのの論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みの Kafka Connect の論理型のみの論理型のみ
を処理でき、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。ただし、を処理でき、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。ただし、PostgreSQL はマイクロ秒のはマイクロ秒の
精度をサポートするため、精度をサポートするため、接続接続 時間時間 の精度モードでコネクターによって生成されたイベントは、デーの精度モードでコネクターによって生成されたイベントは、デー
タベース列の少数秒の精度値がタベース列の少数秒の精度値が 3 よりも大きい場合によりも大きい場合に、精度が失われます、精度が失われます。。
    

表表7.11 time.precision.mode が接続されている場合が接続されている場合 のマッピングのマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 org.apache.kafka.connect.data.Date

エポックからの日数を表します。

TIME([P]) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Time

午前 0 時からの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。PostgreSQL では、範囲 が 0 - 6 の P
の精度は可能ですが、P がが 3 よりも大きい場合は、この
モードでは精度が失われます。

TIMESTAMP([P]) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。PostgreSQL では、範囲 が 0 - 6 の P
の精度は可能ですが、P がが 3 よりも大きい場合は、この
モードでは精度が失われます。

TIMESTAMP 型型

     TIMESTAMP 型は、タイムゾーン情報のないタイムスタンプを表します。このような列は、型は、タイムゾーン情報のないタイムスタンプを表します。このような列は、UTC をを
基にして同等の基にして同等の Kafka Connect 値に変換されます。たとえば、「値に変換されます。たとえば、「 2018-06-20 15:13:16.945104」」
は、は、time.precision. mode がが '1529507596945104" の値のの値の io.debezium.time. MicroTimestamp で表で表
されますされます 。。
    

    Kafka Connect およびおよび Debezium を実行しているを実行している JVM のタイムゾーンは、この変換には影響しませのタイムゾーンは、この変換には影響しませ
ん。ん。
   

    PostgreSQL は、は、TIMESTAMP 列での列での +/無限無限 の値の使用をサポートします。これらの特別な値は、の値の使用をサポートします。これらの特別な値は、
正の正の infinity またはまたは -9223 372036832400000 の場合、の場合、92233720 36825200000 のタイムスタンプに変のタイムスタンプに変
換されます（負の値の場合）。この動作は、換されます（負の値の場合）。この動作は、PostgreSQL JDBC ドライバーの標準的な動作と似ていまドライバーの標準的な動作と似ていま
す。詳細は、す。詳細は、org.postgresql.PGStatement インターフェースを参照してください。インターフェースを参照してください。
   

10 進数型進数型
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     PostgreSQL コネクター設定プロパティーの設定はコネクター設定プロパティーの設定は decimal.handling.mode で、コネクターがで、コネクターが 10 
進数型をマッピングする方法を決定します。進数型をマッピングする方法を決定します。
    

    decimal.handling.mode プロパティーがプロパティーが exact に設定されている場合に設定されている場合 、、 コネクターはすべてのコネクターはすべての 
DECI MAL およびおよび NUMERIC 列に列に Kafka Connect org.apache.kafka.connect.data.Decimal logical 
type を使用します。これがデフォルトのモードです。を使用します。これがデフォルトのモードです。
   

表表7.12 decimal.handling.mode が正確に行われる場合のマッピングが正確に行われる場合のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

NUMERIC[(M[,D])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

scale スキーマパラメーターには、小数点を移動した桁数
を表す整数が含まれます。

DECIMAL[(M[,D])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal

scale スキーマパラメーターには、小数点を移動した桁数
を表す整数が含まれます。

    このルールには例外があります。このルールには例外があります。NUMERIC またはまたは DECIMAL タイプをスケール制約なしで使用するタイプをスケール制約なしで使用する
と、データベースから送信される値には、値ごとに異なる（変数）スケールが設定されます。この場と、データベースから送信される値には、値ごとに異なる（変数）スケールが設定されます。この場
合、コネクターは合、コネクターは io.debezium.data.VariableScaleDecimal を使用します。これには、転送された値のを使用します。これには、転送された値の
値とスケールが含まれます。値とスケールが含まれます。
   

表表7.13 スケーリング制約がない場合のスケーリング制約がない場合の 10 進数型のマッピング進数型のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

NUMERIC STRUCT io.debezium.data.VariableScaleDecimal

転送された値のスケールが含まれる INT32 型の scale
と、元の値がスケーリングされていない形式で含まれる 
BYTES 型の value の 2 つのフィールドがある構造が含ま
れます。

10 進数進数 STRUCT io.debezium.data.VariableScaleDecimal

転送された値のスケールが含まれる INT32 型の scale
と、元の値がスケーリングされていない形式で含まれる 
BYTES 型の value の 2 つのフィールドがある構造が含ま
れます。
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    decimal.handling.mode プロパティーがプロパティーが double に設定されている場合、コネクターはすべてのに設定されている場合、コネクターはすべての 
DECI MAL 値および値および NUMERIC 値を値を Java の二重値として表し、以下の表で示すようにエンコードしまの二重値として表し、以下の表で示すようにエンコードしま
す。す。
   

表表7.14 decimal.handling.mode がが doubleの場合のマッピングの場合のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スキーマ型スキーマ型) セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名)

NUMERIC[(M[,D])] FLOAT64  

DECIMAL[(M[,D])] FLOAT64  

    decimal.handling.mode 設定プロパティーの可能な最後の設定は設定プロパティーの可能な最後の設定は string です。この場合、コネクです。この場合、コネク
ターはターは DECI MAL およびおよび NUMERIC の値をフォーマットされた文字列表現として表し、それらを以下の値をフォーマットされた文字列表現として表し、それらを以下
の表で示すようにエンコードします。の表で示すようにエンコードします。
   

表表7.15 decimal.handling.mode がが stringの場合のマッピングの場合のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スキーマ型スキーマ型) セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名)

NUMERIC[(M[,D])] STRING  

DECIMAL[(M[,D])] STRING  

    PostgreSQL はは 、、10 進数の設定が進数の設定が string  またはまたは double の場合に、の場合に、DECI MAL/NUMERIC 値に保存値に保存
される特別な値としてされる特別な値として NaN （数字ではない）をサポートします。この場合、コネクターは（数字ではない）をサポートします。この場合、コネクターは NaN をを 
Double.NaN または文字列定数または文字列定数 NAN のいずれかとしてのいずれかとして エンコードします。エンコードします。
   

HSTORE 型型

     hstore.handling.mode コネクター設定プロパティーがコネクター設定プロパティーが json （デフォルト）に設定されている場（デフォルト）に設定されている場
合、コネクターは合、コネクターは HSTORE の値をの値を JSON 値の文字列表現として表し、それらを以下の表で示すように値の文字列表現として表し、それらを以下の表で示すように
エンコードします。エンコードします。hstore.handling.mode プロパティーがプロパティーが map に設定されている場合、コネクターに設定されている場合、コネクター
はは HSTORE の値にの値に MAP スキーマタイプを使用します。スキーマタイプを使用します。
    

表表7.16 HSTORE データ型のマッピングデータ型のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

HSTORE STRING io.debezium.data.Json

例： JSON コンバーターを使用した出力表現は {\"key\" : 
\"val\"}です。
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HSTORE MAP 該当なし

例: JSON コンバーターを使用した出力表現: {"key" : 
"val"}

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

ドメイン型ドメイン型

     PostgreSQL は、他の基礎となるタイプに基づいたユーザー定義の型をサポートします。このようは、他の基礎となるタイプに基づいたユーザー定義の型をサポートします。このよう
な列型を使用すると、な列型を使用すると、Debezium は完全な型階層に基づいて列の表現を公開します。は完全な型階層に基づいて列の表現を公開します。
    

重要重要

     PostgreSQL ドメイン型を使用する列で変更をキャプチャーするには、特別に考慮すドメイン型を使用する列で変更をキャプチャーするには、特別に考慮す
る必要があります。デフォルトデータベース型のる必要があります。デフォルトデータベース型の 1 つを拡張するドメインタイプと、カつを拡張するドメインタイプと、カ
スタムの長さまたはスケールを定義するドメインタイプが含まれるように列が定義されスタムの長さまたはスケールを定義するドメインタイプが含まれるように列が定義され
ると、生成されたスキーマは定義されたその長さとスケールを継承します。ると、生成されたスキーマは定義されたその長さとスケールを継承します。
    

     カスタムの長さまたはスケールを定義するドメインタイプを拡張する別のドメインタカスタムの長さまたはスケールを定義するドメインタイプを拡張する別のドメインタ
イプが含まれるように列が定義されていると、その情報はイプが含まれるように列が定義されていると、その情報は PostgreSQL ドライバーの列ドライバーの列
メタデータにはないため、生成されたスキーマは定義された長さやスケールを継承メタデータにはないため、生成されたスキーマは定義された長さやスケールを継承 しましま
せんせん。。
    

ネットワークアドレス型ネットワークアドレス型

     PostgreSQL には、には、IPv4、、IPv6、および、および MAC アドレスを保存できるデータ型があります。ネットアドレスを保存できるデータ型があります。ネット
ワークアドレスの格納には、プレーンテキスト型ではなくこの型を使用することが推奨されます。ネッワークアドレスの格納には、プレーンテキスト型ではなくこの型を使用することが推奨されます。ネッ
トワークアドレス型は、入力エラーチェックと特化した演算子および関数を提供します。トワークアドレス型は、入力エラーチェックと特化した演算子および関数を提供します。
    

表表7.17 ネットワークアドレス型のマッピングネットワークアドレス型のマッピング

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

INET STRING 該当なし

IPv4 ネットワークおよび IPv6 ネットワーク

CIDR STRING 該当なし

IPv4 と IPv6 のホストおよびネットワーク
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MACADDR STRING 該当なし

MAC アドレス

MACADDR8 STRING 該当なし

EUI-64 形式の MAC アドレス

PostgreSQL のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

PostGIS タイプタイプ

     PostgreSQL コネクターは、すべてのコネクターは、すべての PostGIS データ型データ型 をサポートします。をサポートします。
    

表表7.18 PostGIS データ型のマッピングデータ型のマッピング

PostGIS データ型データ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

GEOMETRY
(planar)

STRUCT io.debezium.data.geometry.Geometry

: フィールドが 2 つの構造が含まれます。

srid(INT32) - 構造に保存されるジオメトリーオ
ブジェクトのタイプを定義する Spatial Reference
System Identifier。

wkb(BYTES): Well-Known-Binary 形式でエン
コードされたジオメトリーオブジェクトのバイナ
リー表現。

詳細は、「Open Geospatial Consortium Simple Features
Access」を参照してください。

GEOGRAPHY
(spherical)

STRUCT io.debezium.data.geometry.Geography

: フィールドが 2 つの構造が含まれます。

srid(INT32) - 構造に保存される地区オブジェク
トのタイプを定義する Spatial Reference System
Identifier。

wkb(BYTES): Well-Known-Binary 形式でエン
コードされたジオメトリーオブジェクトのバイナ
リー表現。

詳細は、「Open Geospatial Consortium Simple Features
Access」を参照してください。

TOAST 化された値化された値
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     PostgreSQL ではページサイズにハード制限があります。つまり、約ではページサイズにハード制限があります。つまり、約 8KB 以上の値は、以上の値は、TOAST スス
トレージトレージを使って保存する必要があるのです。これは、データベースからのレプリケーションメッセーを使って保存する必要があるのです。これは、データベースからのレプリケーションメッセー
ジに影響します。ジに影響します。TOAST メカニズムを使用して保存され、変更されていない値は、テーブルのレプリメカニズムを使用して保存され、変更されていない値は、テーブルのレプリ
カカ ID の一部でない限り、メッセージに含まれません。競合が発生する可能性があるため、の一部でない限り、メッセージに含まれません。競合が発生する可能性があるため、Debezium 
が不足している値を直接データベースから読み取る安全な方法はありません。そのため、が不足している値を直接データベースから読み取る安全な方法はありません。そのため、Debezium はは
以下のルールに従って、以下のルールに従って、TOAST 化された値を処理します。化された値を処理します。
    

      REPLICA IDENTITY FULL: TOAST 列の値は、他の列と同様に変更イベントの列の値は、他の列と同様に変更イベントの フィールドフィールド  
の一部になります。の一部になります。
     

      REPLICA IDENTITY DEFAULT のあるテーブルのあるテーブル - データベースからデータベースから UPDATE イベントを受イベントを受
信する場合、レプリカ信する場合、レプリカ ID の一部ではない変更されていないの一部ではない変更されていない TOAST 列値はイベントに含まれま列値はイベントに含まれま
せん。同様に、せん。同様に、DELETE イベントを受信するときにイベントを受信するときに TOAST 列（ある場合）は列（ある場合）は before フィーフィー
ルドに含まれません。この場合、ルドに含まれません。この場合、Debezium は列値を安全に提供できないため、コネクターはは列値を安全に提供できないため、コネクターは
コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー toasted.value.placeholder で定義されているプレースホルダーで定義されているプレースホルダー
値を返します。値を返します。
     

7.5. DEBEZIUM コネクターを実行するためのコネクターを実行するための POSTGRESQL の設定の設定

    本リリースの本リリースの Debezium は、ネイティブは、ネイティブ pgoutput の論理レプリケーションストリームのみをサポーの論理レプリケーションストリームのみをサポー
トします。トします。pgoutput プラグインを使用するようにプラグインを使用するように PostgreSQL を設定するには、レプリケーションスを設定するには、レプリケーションス
ロットを有効にし、レプリケーションの実行に必要な権限を持つユーザーを設定します。ロットを有効にし、レプリケーションの実行に必要な権限を持つユーザーを設定します。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium pgoutput プラグインのレプリケーションスロットの設定」プラグインのレプリケーションスロットの設定」
     

      「「Debezium コネクターのコネクターの PostgreSQL パーミッションの設定」パーミッションの設定」
     

      「「Debezium がが PostgreSQL パブリケーションを作成できるように権限を設定」パブリケーションを作成できるように権限を設定」
     

      「「Debezium コネクターホストでのレプリケーションを許可するようにコネクターホストでのレプリケーションを許可するように PostgreSQL を設を設
定」定」
     

      「「Debezium WAL ディスク領域の消費を管理するためのディスク領域の消費を管理するための PostgreSQL の設定」の設定」
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7.5.1. Debezium pgoutput プラグインのレプリケーションスロットの設定プラグインのレプリケーションスロットの設定

     PostgreSQL の論理デコード機能はレプリケーションスロットを使用します。レプリケーションスの論理デコード機能はレプリケーションスロットを使用します。レプリケーションス
ロットを設定するには、ロットを設定するには、postgresql .conf ファイルに以下を指定します。ファイルに以下を指定します。
    

wal_level=logical
max_wal_senders=1
max_replication_slots=1

     これらの設定は、これらの設定は、PostgreSQL サーバーを以下のように指示します。サーバーを以下のように指示します。
    

       wal_level: 先行書き込みログで論理デコードを使用します。先行書き込みログで論理デコードを使用します。
      

       max_wal_senders: WAL 変更の処理に最大変更の処理に最大 1 つのプロセスを使用します。つのプロセスを使用します。
      

       max_replication_slots: WAL 変更のストリーミング用に作成できるレプリケーションス変更のストリーミング用に作成できるレプリケーションス
ロットを最大ロットを最大 1 つ許可します。つ許可します。
      

     レプリケーションスロットは、レプリケーションスロットは、Debezium の停止中でもの停止中でも Debezium に必要なすべてのに必要なすべての WAL エントエント
リーを保持することが保証されいます。したがって、以下の点を避けるために、レプリケーションスリーを保持することが保証されいます。したがって、以下の点を避けるために、レプリケーションス
ロットを注意して監視することが重要になります。ロットを注意して監視することが重要になります。
    

       過剰なディスク消費量。過剰なディスク消費量。
      

       レプリケーションスロットが長期間使用されないと発生する可能性がある、あらゆる状態レプリケーションスロットが長期間使用されないと発生する可能性がある、あらゆる状態 
(カタログの肥大化などカタログの肥大化など)。。
      

     詳細は、詳細は、レプリケーションスロットに関するレプリケーションスロットに関する PostgreSQL のドキュメントのドキュメントを参照してください。を参照してください。
    

注記注記

      PostgreSQL ログ先行書き込みの設定ログ先行書き込みの設定  や仕組みを理解していると、や仕組みを理解していると、Debezium 
PostgreSQL コネクターを使用する場合に役立ちます。コネクターを使用する場合に役立ちます。
     

7.5.2. Debezium コネクターのコネクターの PostgreSQL パーミッションの設定パーミッションの設定
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     PostgreSQL サーバーを設定してサーバーを設定して Debezium コネクターを実行するには、レプリケーションを実行コネクターを実行するには、レプリケーションを実行
できるデータベースユーザーが必要です。レプリケーションは、適切なパーミッションを持つデータできるデータベースユーザーが必要です。レプリケーションは、適切なパーミッションを持つデータ
ベースユーザーのみが実行でき、設定された数のホストに対してのみ実行できます。ベースユーザーのみが実行でき、設定された数のホストに対してのみ実行できます。
    

     「「セキュリティーセキュリティー」で説明されているように、スーパーユーザーはデフォルトで必要な」で説明されているように、スーパーユーザーはデフォルトで必要な 
REPLICATION およびおよび LOGIN ロールを持っていますが、ロールを持っていますが、Debezium レプリケーションユーザーの権限レプリケーションユーザーの権限
を昇格しないことが推奨されます。代わりに、必要最低限の特権を持つを昇格しないことが推奨されます。代わりに、必要最低限の特権を持つ Debezium ユーザーを作成しまユーザーを作成しま
す。す。
    

前提条件前提条件

       PostgreSQL の管理者権限。の管理者権限。
      

手順手順

1. 
       ユーザーにレプリケーションパーミッションを提供するには、ユーザーにレプリケーションパーミッションを提供するには、RE PLICATION およびおよび 
LOGIN のパーミッションのパーミッション が少なくともが少なくとも 持つ持つ PostgreSQL ロールを定義し、そのロールをユーロールを定義し、そのロールをユー
ザーに付与します。以下は例になります。ザーに付与します。以下は例になります。
      

7.5.3. Debezium がが PostgreSQL パブリケーションを作成できるように権限を設定パブリケーションを作成できるように権限を設定

     Debezium は、は、PostgreSQL ソーステーブルの変更イベントを、テーブル用に作成されたソーステーブルの変更イベントを、テーブル用に作成された パブリパブリ
ケーションケーション からストリーミングします。パブリケーションには、からストリーミングします。パブリケーションには、1 つ以上のテーブルから生成される変つ以上のテーブルから生成される変
更イベントのフィルターされたセットが含まれます。各パブリケーションのデータは、パブリケーショ更イベントのフィルターされたセットが含まれます。各パブリケーションのデータは、パブリケーショ
ンの仕様に基づいてフィルターされます。この仕様は、ンの仕様に基づいてフィルターされます。この仕様は、PostgreSQL データベース管理者またはデータベース管理者または  
Debezium コネクターが作成できます。コネクターが作成できます。Debezium PostgreSQL コネクターに、パブリケーションの作コネクターに、パブリケーションの作
成やレプリケートするデータの指定を許可するには、コネクターはデータベースで特定の権限で操作す成やレプリケートするデータの指定を許可するには、コネクターはデータベースで特定の権限で操作す
る必要があります。る必要があります。
    

     パブリケーションの作成方法を決定するオプションは複数あります。通常、コネクターを設定するパブリケーションの作成方法を決定するオプションは複数あります。通常、コネクターを設定する
前に、キャプチャーするテーブルのパブリケーションを手動で作成することが推奨されます。しかし、前に、キャプチャーするテーブルのパブリケーションを手動で作成することが推奨されます。しかし、
Debezium がパブリケーションを自動的に作成し、それに追加するデータを指定できるように、ご使用がパブリケーションを自動的に作成し、それに追加するデータを指定できるように、ご使用
の環境を設定できます。の環境を設定できます。
    

     Debezium はは include list およびおよび exclude list プロパティーを使用して、データがパブリケーションプロパティーを使用して、データがパブリケーション
に挿入される方法を指定します。に挿入される方法を指定します。Debezium がパブリケーションを作成できるようにするオプションのがパブリケーションを作成できるようにするオプションの
詳細は、詳細は、publication.autocreate.modeを参照してください。を参照してください。
    

CREATE ROLE <name> REPLICATION LOGIN;

第第7章章 POSTGRESQL のの DEBEZIUM コネクターコネクター

293

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#creating-debezium-postgresql-user
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#postgresql-publication-autocreate-mode


     Debezium がが PostgreSQL パブリケーションを作成するには、以下の権限を持つユーザーとして実パブリケーションを作成するには、以下の権限を持つユーザーとして実
行する必要があります。行する必要があります。
    

       パブリケーションにテーブルを追加するためのデータベースのレプリケーション権限。パブリケーションにテーブルを追加するためのデータベースのレプリケーション権限。
      

       パブリケーションを追加するためのデータベースでパブリケーションを追加するためのデータベースで 権限権限 を作成します。を作成します。
      

       テーブルでテーブルで SELECT 権限で、初期テーブルデータをコピーします。テーブルの所有者に権限で、初期テーブルデータをコピーします。テーブルの所有者に
は、テーブルに対するは、テーブルに対する SELECT パーミッションが自動的に付与されます。パーミッションが自動的に付与されます。
      

     テーブルをパブリケーションに追加する場合は、ユーザーはテーブルの所有者になります。ただテーブルをパブリケーションに追加する場合は、ユーザーはテーブルの所有者になります。ただ
し、ソーステーブルはすでに存在するため、元の所有者と所有権を共有する仕組みが必要です。共有所し、ソーステーブルはすでに存在するため、元の所有者と所有権を共有する仕組みが必要です。共有所
有権を有効にするには、有権を有効にするには、PostgreSQL レプリケーショングループを作成した後、既存のテーブルの所有レプリケーショングループを作成した後、既存のテーブルの所有
者とレプリケーションユーザーをそのグループに追加します。者とレプリケーションユーザーをそのグループに追加します。
    

手順手順

1. 
       レプリケーショングループを作成します。レプリケーショングループを作成します。
      

2. 
       テーブルの元の所有者をグループに追加します。テーブルの元の所有者をグループに追加します。
      

3. 
       Debezium レプリケーションユーザーをグループに追加します。レプリケーションユーザーをグループに追加します。
      

4. 
       テーブルの所有権をテーブルの所有権を <replication_group> に移動しますに移動します。。
      

     Debezium がキャプチャ構成を指定するためには、の値ががキャプチャ構成を指定するためには、の値が publication.autocreate.mode をを filtered 
に設定する必要があります。に設定する必要があります。
    

CREATE ROLE <replication_group>;

GRANT REPLICATION_GROUP TO <original_owner>;

GRANT REPLICATION_GROUP TO <replication_user>;

ALTER TABLE <table_name> OWNER TO REPLICATION_GROUP;
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1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3

7.5.4. Debezium コネクターホストでのレプリケーションを許可するようにコネクターホストでのレプリケーションを許可するように PostgreSQL を設定を設定

     Debezium によるによる PostgreSQL データのレプリケーションを可能にするには、データベースを設定データのレプリケーションを可能にするには、データベースを設定
し、し、PostgreSQL コネクターを実行するホストでのレプリケーションを許可する必要があります。デーコネクターを実行するホストでのレプリケーションを許可する必要があります。デー
タベースの複製が許可されているクライアントを指定するには、エントリーをタベースの複製が許可されているクライアントを指定するには、エントリーを PostgreSQL ホストホスト
ベースの認証ファイルベースの認証ファイル pg_hba.conf に追加します。に追加します。pg_hba.conf ファイルの詳細は、ファイルの詳細は、PostgreSQL のの
ドキュメントドキュメント を参照してください。を参照してください。
    

手順手順

       pg_hba.conf ファイルにエントリーを追加して、データベースホストで複製できるファイルにエントリーを追加して、データベースホストで複製できる 
Debezium コネクターホストを指定します。以下に例を示します。コネクターホストを指定します。以下に例を示します。
      

pg_hba.conf ファイルの例：ファイルの例：

        

local   replication     <youruser>                          trust   1
host    replication     <youruser>  127.0.0.1/32            trust   2
host    replication     <youruser>  ::1/128                 trust   3

       

        

         サーバーに対し、サーバーに対し、ローカル（つまりサーバーマシン上でサーバーに対し、サーバーに対し、ローカル（つまりサーバーマシン上で 
<youruser> ）のレプリケーションを許可するように指示します。）のレプリケーションを許可するように指示します。
        

        

         サーバーに対し、サーバーに対し、localhost のの <youruser> がが IPV4 を使用してレプリケーション変を使用してレプリケーション変
更を受信できるように指示します。更を受信できるように指示します。
        

        

         サーバーに対し、サーバーに対し、localhost のの <youruser> がが IPV6 を使用してレプリケーション変を使用してレプリケーション変
更を受信できるように指示します。更を受信できるように指示します。
        

注記注記

      ネットワークマスクの詳細は、ネットワークマスクの詳細は、PostgreSQL のドキュメントのドキュメントを参照してください。を参照してください。
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7.5.5. Debezium WAL ディスク領域の消費を管理するためのディスク領域の消費を管理するための PostgreSQL の設定の設定

     場合によっては、場合によっては、WAL ファイルによって使用されるファイルによって使用される PostgreSQL ディスク領域が、異常に急上昇しディスク領域が、異常に急上昇し
たり増加することがあります。このような場合、いくつかの理由が考えられます。たり増加することがあります。このような場合、いくつかの理由が考えられます。
    

       コネクターがデータを受信する時点までのコネクターがデータを受信する時点までの LSN は、サーバーのは、サーバーの pg_replication _slots 
ビューのビューの confirmed_flush_ lsn 列で利用できます。この列で利用できます。この LSN よりも古いデータは利用できよりも古いデータは利用でき
ず、データベースがディスク領域を解放します。ず、データベースがディスク領域を解放します。
      

       また、また、pg_replication_slots ビューでは、ビューでは、restart_lsn 列に、コネクターが必要とする可能列に、コネクターが必要とする可能
性がある最も古い性がある最も古い WAL のの LSN が含まれます。が含まれます。confirmed_flush_lsn の値が定期的に増加の値が定期的に増加
し、し、restart_lsn lags の値の場合は、データベースは領域を解放する必要があります。の値の場合は、データベースは領域を解放する必要があります。
      

       データベースは、通常バッチブロックでディスク領域を解放します。これは想定内の動作データベースは、通常バッチブロックでディスク領域を解放します。これは想定内の動作
であり、ユーザーによるアクションは必要ありません。であり、ユーザーによるアクションは必要ありません。
      

       追跡されるデータベースには多くの更新がありますが、一部の更新のみがコネクターの変追跡されるデータベースには多くの更新がありますが、一部の更新のみがコネクターの変
更をキャプチャーするテーブルおよびスキーマに関連します。この状況は、定期的なハート更をキャプチャーするテーブルおよびスキーマに関連します。この状況は、定期的なハート
ビートイベントで簡単に解決できます。コネクターのビートイベントで簡単に解決できます。コネクターの heartbeat.interval.ms コネクター構成プコネクター構成プ
ロパティーを設定します。ロパティーを設定します。
      

       PostgreSQL インスタンスには複数のデータベースが含まれ、そのインスタンスには複数のデータベースが含まれ、その 1 つがトラフィックがつがトラフィックが
多いデータベースです。多いデータベースです。Debezium は、他のデータベースと比較して、トラフィックが少ないは、他のデータベースと比較して、トラフィックが少ない
別のデータベースで変更をキャプチャーします。レプリケーションスロットがデータベースご別のデータベースで変更をキャプチャーします。レプリケーションスロットがデータベースご
とに機能し、とに機能し、Debezium が呼び出しされないため、が呼び出しされないため、Debezium はは LSN を確認できません。を確認できません。
WAL はすべてのデータベースで共有されているため、はすべてのデータベースで共有されているため、Debezium が変更をキャプチャーするが変更をキャプチャーする
データベースによってイベントが出力されるまで、使用量が増加する傾向にあります。これにデータベースによってイベントが出力されるまで、使用量が増加する傾向にあります。これに
対応するには、以下を行う必要があります。対応するには、以下を行う必要があります。
      

         heartbeat. interval.ms コネクター設定プロパティーを使用して、定期的なハートコネクター設定プロパティーを使用して、定期的なハート
ビートビート レコードの生成を有効にします。レコードの生成を有効にします。
        

         Debezium が変更をキャプチャーするデータベースから変更イベントを定期的に送信が変更をキャプチャーするデータベースから変更イベントを定期的に送信
します。します。
        

       新しい行を挿入したり、同じ行を定期的に更新することで、別のプロセスがテーブルを定新しい行を挿入したり、同じ行を定期的に更新することで、別のプロセスがテーブルを定
期的に更新します。次に期的に更新します。次に PostgreSQL はは Debezium を呼び出して、最新のを呼び出して、最新の LSN を確認し、を確認し、
データベースがデータベースが WAL 領域を解放できるようにします。このタスクは、領域を解放できるようにします。このタスクは、heartbeat.action.query 
コネクター設定プロパティーを使用して自動化できます。コネクター設定プロパティーを使用して自動化できます。
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7.6. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターのデプロイメントコネクターのデプロイメント

    Debezium PostgreSQL コネクターをデプロイするには、コネクターファイルをコネクターをデプロイするには、コネクターファイルを Kafka Connect にに
追加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、コネクター設定をコンテナーに追加し追加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、コネクター設定をコンテナーに追加し
ます。詳細は以下を参照してください。ます。詳細は以下を参照してください。
   

      「「Debezium PostgreSQL コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
     

      「「Debezium PostgreSQL コネクター設定プロパティーの説明」コネクター設定プロパティーの説明」
     

7.6.1. Debezium PostgreSQL コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

     Debezium PostgreSQL コネクターをデプロイするには、コネクターをデプロイするには、Debezium コネクターアーカイブが含まコネクターアーカイブが含ま
れるカスタムれるカスタム Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、このコンテナーイメージをコンテナーコンテナーイメージをビルドし、このコンテナーイメージをコンテナー
レジストリーにプッシュする必要があります。その後、レジストリーにプッシュする必要があります。その後、2 つのカスタムリソースつのカスタムリソース (CR) を作成する必要を作成する必要
があります。があります。
    

       Kafka Connect インスタンスを定義するインスタンスを定義する KafkaConnect CR。。CR のの image プロパティープロパティー
は、は、Debezium コネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しまコネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しま
す。このす。この CR を、を、Red Hat AMQ Streams がデプロイされているがデプロイされている OpenShift インスタンスに適インスタンスに適
用します。用します。AMQ Streams は、は、Apache Kafka をを OpenShift に取り入れるに取り入れる Operator およびイおよびイ
メージを提供します。メージを提供します。
      

       Debezium Db2 コネクターを定義するコネクターを定義する KafkaConnector CR。この。この CR をを KafkaConnect 
CR を適用するのと同じを適用するのと同じ OpenShift インスタンスに適用します。インスタンスに適用します。
      

前提条件前提条件

       PostgreSQL が実行され、が実行され、PostgreSQL を設定してを設定して Debezium コネクターを実行する手順コネクターを実行する手順
が実行が実行 済みである。済みである。
      

       AMQ Streams がが OpenShift にデプロイされ、にデプロイされ、Apache Kafka およびおよび Kafka Connect を実を実
行している。詳細は、『行している。詳細は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』を参照して』を参照して
ください。ください。
      

       Podman またはまたは Docker がインストールされている。がインストールされている。
      

第第7章章 POSTGRESQL のの DEBEZIUM コネクターコネクター

297

https://access.redhat.com/products/red-hat-amq#streams
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#setting-up-postgresql-to-run-a-debezium-connector
https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_amq/2021.q3/html-single/deploying_and_upgrading_amq_streams_on_openshift/index


1

2

       Debezium コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（ 
quay.io またはまたは docker.ioなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッ
ションがある。ションがある。
      

手順手順

1. 
       Kafka Connect のの Debezium PostgreSQL コンテナーを作成します。コンテナーを作成します。
      

a. 
         Debezium PostgreSQL コネクターアーカイブコネクターアーカイブをダウンロードします。をダウンロードします。
        

b. 
         Debezium PostgreSQL コネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのコネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインの
ディレクトリー構造を作成します。以下に例を示します。ディレクトリー構造を作成します。以下に例を示します。
        

./my-plugins/
├── debezium-connector-postgresql
│   ├── ...

c. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用するて使用する Docker ファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコ
マンドを入力します。マンドを入力します。my -plugins はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
        

 

           任意のファイル名を指定できます。任意のファイル名を指定できます。
          

 

           my-plugins は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
          

         このコマンドは、現在のディレクトリーにこのコマンドは、現在のディレクトリーに debezium-container-for-postgresql.yaml 
という名前のという名前の Docker ファイルを作成します。ファイルを作成します。
        

d. 
         前の手順で作成した前の手順で作成した debezium-container-for-postgresql.yaml Docker ファイルからファイルから
コンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルコンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナル

cat <<EOF >debezium-container-for-postgresql.yaml 1
FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./<my-plugins>/ /opt/kafka/plugins/ 2
USER 1001
EOF
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1

2

ウィンドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。ウィンドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。
        

         build コマンドは、コマンドは、debezium-container-for-postgresql という名前のコンテナーイという名前のコンテナーイ
メージを構築します。メージを構築します。
        

e. 
         カスタムイメージをカスタムイメージを quay.io などのコンテナーレジストリーまたは内部コンテナーレなどのコンテナーレジストリーまたは内部コンテナーレ
ジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイするジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイする 
OpenShift インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行
します。します。
        

f. 
         新しい新しい Debezium PostgreSQL KafkaConnect カスタムリソースカスタムリソース(CR)を作成しまを作成しま
す。たとえば、以下の例のようにす。たとえば、以下の例のように アノテーションアノテーション およびイメージおよびイメージ プロパティーを指定するプロパティーを指定する 
dbz-connect.yaml という名前のという名前の KafkaConnect CR を作成します。を作成します。
        

 

           metadata.annotations は、は、KafkaConnectors リソースがこのリソースがこの Kafka Connect 
クラスターでコネクタークラスターでコネクター を設定するために使用されるを設定するために使用される ことをことを Cluster Operator に示に示
します。します。
          

 

           spec.image は、は、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージのコネクターを実行するために作成したイメージの
名前を指定します。このプロパティーは、名前を指定します。このプロパティーは、Cluster Operator のの 
STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を上書きします。変数を上書きします。
          

g. 
         以下のコマンドを実行して、以下のコマンドを実行して、KafkaConnect CR をを OpenShift Kafka インスタンスにインスタンスに

podman build -t debezium-container-for-postgresql:latest .

docker build -t debezium-container-for-postgresql:latest .

podman push <myregistry.io>/debezium-container-for-postgresql:latest

docker push <myregistry.io>/debezium-container-for-postgresql:latest

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
  annotations: strimzi.io/use-connector-resources: "true" 1
spec:
  image: debezium-container-for-postgresql 2
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適用します。適用します。
        

         これにより、これにより、OpenShift のの Kafka Connect 環境が更新され、環境が更新され、Debezium コネクターコネクター
を実行するために作成したイメージの名前を指定するを実行するために作成したイメージの名前を指定する Kafka Connector インスタンスが追インスタンスが追
加されます。加されます。
        

2. 
       Debezium PostgreSQL コネクターインスタンスを設定するコネクターインスタンスを設定する KafkaConnector カスタムリカスタムリ
ソースを作成します。ソースを作成します。
      

       コネクターの設定プロパティーを指定するコネクターの設定プロパティーを指定する a .yaml ファイルでファイルで Debezium PostgreSQL ココ
ネクターを設定します。コネクター設定は、ネクターを設定します。コネクター設定は、Debezium に対して、スキーマおよびテーブルのに対して、スキーマおよびテーブルの
サブセットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎサブセットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎ
る、または不必要な指定のコラムでる、または不必要な指定のコラムで Debezium が値を無視、マスク、または切り捨てするようが値を無視、マスク、または切り捨てするよう
にプロパティーを設定する可能性もあります。にプロパティーを設定する可能性もあります。Debezium PostgreSQL コネクターに設定できコネクターに設定でき
る設定プロパティーの完全リストはる設定プロパティーの完全リストは PostgreSQL コネクタープロパティーコネクタープロパティー  を参照してくださを参照してくださ
い。い。
      

       以下の例では、ポート以下の例では、ポート 5432 でで PostgreSQL サーバーホストサーバーホスト 192.168.99.100 に接続するに接続する 
Debezium コネクターを設定します。このホストにはコネクターを設定します。このホストには sampledb という名前のデータベースがという名前のデータベースが
あり、あり、public という名前のスキーマがあり、という名前のスキーマがあり、fulfill ment はサーバーの論理名です。はサーバーの論理名です。
      

fulfillment-connector.yaml

        

oc create -f dbz-connect.yaml

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
  kind: KafkaConnector
  metadata:
    name: fulfillment-connector  1
    labels:
      strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
  spec:
    class: io.debezium.connector.postgresql.PostgresConnector
    tasksMax: 1  2
    config:  3
      database.hostname: 192.168.99.100   4
      database.port: 5432
      database.user: debezium
      database.password: dbz
      database.dbname: sampledb
      database.server.name: fulfillment   5
      schema.include.list: public   6
      plugin.name: pgoutput    7
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1

2

3

4

5

6

7

       

 

         コネクターの名前。コネクターの名前。
        

 

         1 度に度に 1 つのタスクのみが動作する必要があります。つのタスクのみが動作する必要があります。PostgreSQL コネクターはコネクターは 
PostgreSQL サーバーのサーバーの binlog を読み取るため、単一のコネクタータスクを使用するこを読み取るため、単一のコネクタータスクを使用するこ
とで、順序とイベントの処理が適切に行われるようになります。とで、順序とイベントの処理が適切に行われるようになります。Kafka Connect サービスサービス
はコネクターを使用して作業を行うはコネクターを使用して作業を行う 1 つ以上のタスクを開始し、実行中のタスクを自動的つ以上のタスクを開始し、実行中のタスクを自動的
にに Kafka Connect サービスのクラスター全体に分散します。いずれかのサービスが停止サービスのクラスター全体に分散します。いずれかのサービスが停止
またはクラッシュすると、これらのタスクは稼働中のサービスに再分散されます。またはクラッシュすると、これらのタスクは稼働中のサービスに再分散されます。
        

 

         コネクターの設定。コネクターの設定。
        

 

         PostgreSQL サーバーを実行しているデータベースホストの名前。以下の例では、サーバーを実行しているデータベースホストの名前。以下の例では、
データベースのホスト名はデータベースのホスト名は 192.168.99.100 です。です。
        

 

         一意のサーバー名。サーバー名は、一意のサーバー名。サーバー名は、PostgreSQL サーバーまたはサーバーのクラスサーバーまたはサーバーのクラス
ターの論理識別子です。この名前は、変更イベントレコードを受信するすべてのターの論理識別子です。この名前は、変更イベントレコードを受信するすべての Kafka トト
ピックのプレフィックスとして使用されます。ピックのプレフィックスとして使用されます。
        

 

         コネクターはコネクターは パブリックパブリック スキーマでのみ変更をキャプチャーします。選択したテースキーマでのみ変更をキャプチャーします。選択したテー
ブルでのみ変更をキャプチャーするようにコネクターを設定できます。ブルでのみ変更をキャプチャーするようにコネクターを設定できます。table.include.list 
コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティーを参照してください。を参照してください。
        

 

         PostgreSQL サーバーにインストールされているサーバーにインストールされている PostgreSQL 論理デコードプラグ論理デコードプラグ
インイン の名前。の名前。PostgreSQL 10 以降でサポートされる値は以降でサポートされる値は pgoutput のみですのみです
が、が、plugin.name をを pgoutput に明示的に設定する必要があります。に明示的に設定する必要があります。
        

3. 
       Kafka Connect でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、KafkaConnector リリ
ソースをソースを fulfill ment-connector.yaml ファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しまファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しま
す。す。
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       このレジスターこのレジスター meetment-connector とと コネクターはコネクターは KafkaConnector CR に定義されてに定義されて
いるいる sampledb データベースに対して実行を開始します。データベースに対して実行を開始します。
      

4. 
       コネクターが作成され、起動されたことを確認します。コネクターが作成され、起動されたことを確認します。
      

a. 
         Kafka Connect ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変
更のキャプチャーが開始されたことを確認します。更のキャプチャーが開始されたことを確認します。
        

b. 
         ログの出力を確認し、ログの出力を確認し、Debezium が初回のスナップショットを実行することを確認しが初回のスナップショットを実行することを確認し
ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。
        

         コネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーするコネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーする
各テーブルのトピックが作成されます。各テーブルのトピックが作成されます。CR のサンプルでは、のサンプルでは、パブリックパブリック スキーマの各スキーマの各
テーブルにトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これらのトピッテーブルにトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これらのトピッ
クをサブスクライブできます。クをサブスクライブできます。
        

c. 
         以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し
ます。ます。
        

結果結果

      コネクターが起動すると、コネクターが設定されたコネクターが起動すると、コネクターが設定された PostgreSQL サーバーデータベースのサーバーデータベースの 整合性ス整合性ス
ナップショットが実行ナップショットが実行 されます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成をされます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を
開始し、変更イベントレコードを開始し、変更イベントレコードを Kafka トピックにストリーミングします。トピックにストリーミングします。
     

7.6.2. Debezium PostgreSQL コネクター設定プロパティーの説明コネクター設定プロパティーの説明

     Debezium PostgreSQL コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するたコネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するた
めに使用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。めに使用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。
プロパティーに関する情報は、以下のように構成されています。プロパティーに関する情報は、以下のように構成されています。
    

oc apply -f fulfillment-connector.yaml

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/cluster=my-connect-cluster)

... INFO Starting snapshot for ...

... INFO Snapshot is using user 'debezium' ...

oc get kafkatopics
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       必要な設定プロパティー必要な設定プロパティー
      

       高度な設定プロパティー高度な設定プロパティー
      

       パススルー設定プロパティーパススルー設定プロパティー
      

     以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は必須必須です。です。
    

表表7.19 必要なコネクター設定プロパティー必要なコネクター設定プロパティー

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

name  コネクターの一意名。同じ名前で再登録を試み
ると失敗します。このプロパティーはすべての
Kafka Connect コネクターに必要です。

connector.class  コネクターの Java クラスの名前。
PostgreSQL コネクターには、常に 
io.debezium.connector.postgresql.Post
gresConnector の値を使用します。

tasks.max 1 このコネクターのために作成する必要のあるタ
スクの最大数。PostgreSQL コネクターは常に
単一のタスクを使用するため、この値を使用し
ません。そのため、デフォルト値は常に許容さ
れます。

plugin.name decoderbufs PostgreSQL サーバーにインストールされてい
る PostgreSQL 論理デコードプラグイン の名
前。

サポートされる値は pgoutput のみで
す。plugin.name を明示的に pgoutput に設
定する必要があります。
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slot.name debezium 特定のデータベース/スキーマの特定のプラグ
インから変更をストリーミングするために作成
された PostgreSQL 論理デコードスロットの名
前。サーバーはこのスロットを使用して、設定
する Debezium コネクターにイベントをスト
リーミングします。

スロット名は PostgreSQL レプリケーションス
ロットの命名ルールに準拠する必要があり、命
名ルールには 「各レプリケーションスロット「各レプリケーションスロット
には名前が付けられ、名前にはアルファベットには名前が付けられ、名前にはアルファベット
の小文字、数字、およびアンダースコアを使用の小文字、数字、およびアンダースコアを使用
できます。」できます。」 と記載されています。

slot.drop.on.stop false コネクターが正常に想定されるように停止した
場合に論理レプリケーションスロットを削除す
るかどうか。デフォルトの動作では、コネク
ターが停止したときにレプリケーションスロッ
トはコネクターに設定された状態を保持しま
す。コネクターが再起動すると、同じレプリ
ケーションスロットがあるため、コネクターは
停止した場所から処理を開始できます。

テストまたは開発環境でのみ true に設定しま
す。スロットを削除すると、データベースは
WAL セグメントを破棄できます。コネクター
が再起動すると、新しいスナップショットが実
行されるか、Kafka Connect オフセットトピッ
クの永続オフセットから続行できます。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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publication.name dbz_publication pgoutput の使用時に変更のストリーミング用
に作成される PostgreSQL パブリケーションの
名前。

このパブリケーションが存在しない場合は起動
時に作成され、すべてのテーブルすべてのテーブルが含まれま
す。Debezium は、設定されている場合は、独
自の include/exclude リストフィルターを適用
し、対象となる特定のテーブルのイベントのみ
をパブリケーションが変更するように制限しま
す。コネクターユーザーがこのパブリケーショ
ンを作成するには、スーパーユーザーの権限が
必要であるため、通常はコネクターを初めて開
始する前にパブリケーションを作成することを
お勧めします。

パブリケーションがすでに存在し、すべての
テーブルが含まれてているか、テーブルのサブ
セットで設定されている場合、Debezium は定
義されているようにパブリケーションを使用し
ます。

database.hostname  PostgreSQL データベースサーバーの IP アドレ
スまたはホスト名。

database.port 5432 PostgreSQL データベースサーバーのポート番
号 (整数)。

database.user  PostgreSQL データベースサーバーに接続する
ための PostgreSQL データベースユーザーの名
前。

database.password  PostgreSQL データベースサーバーへの接続時
に使用するパスワード。

database.dbname  変更をストリーミングする PostgreSQL データ
ベースの名前。

database.server.name  Debezium が変更をキャプチャーする特定の
PostgreSQL データベースサーバーまたはクラ
スターの namespace を識別および提供する論
理名。データベースサーバーの論理名には英数
字とアンダースコアのみを使用する必要があり
ます。論理名は、他のコネクター全体で一意と
なる必要があります。これは、このコネクター
からレコードを受信するすべての Kafka トピッ
クのトピック名プレフィックスとして使用され
るためです。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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schema.include.list  変更をキャプチャーする対象とする対象とするスキーマの
名前と一致する正規表現のコンマ区切りリスト
(任意)。schema. include.list に含まれていに含まれてい
ないスキーマ名ないスキーマ名 は、変更をキャプチャーする
対象から除外されます。デフォルトでは、シス
テム以外のスキーマはすべて変更がキャプ
チャーされます。schema.exclude.list プロ
パティーを設定しないでください。

schema.exclude.list  変更をキャプチャーする対象としない対象としないスキーマ
の名前と一致する正規表現のコンマ区切りリス
ト (任意)。システムスキーマを除いて、名前が
schema.exclude.list に含まれていないス
キーマの変更がキャプチャーされま
す。schema.include.list プロパティーを設
定しないでください。

table.include.list  変更をキャプチャーするテーブルの完全修飾
テーブル識別子と一致する正規表現のコンマ区
切りリスト (任意)。table. include.list に含ま
れていないテーブルの変更はキャプチャーされ
ません。各識別子の形式は
schemaName.tableName です。デフォルトで
は、コネクターは変更がキャプチャーされる各
スキーマのシステムでないすべてのテーブルの
変更をキャプチャーしま
す。table.exclude.list プロパティーを設定し
ないでください。

table.exclude.list  変更をキャプチャーしないしないテーブルの完全修飾
テーブル識別子と一致する正規表現のコンマ区
切りリスト (任意)。table. exclude.list に含ま
れていないテーブルの変更はキャプチャーされ
ます。各識別子の形式は
schemaName.tableName で
す。table.include.list プロパティーを設定し
ないでください。

column.include.list  変更イベントレコード値に含まれる必要がある
列の完全修飾名と一致する正規表現のコンマ区
切りリスト (任意)。列の完全修飾名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。column.exclude.list プロパティーを設
定しないでください。
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column.exclude.list  変更イベントレコード値から除外される必要が
ある列の完全修飾名と一致する正規表現のコン
マ区切りリスト (任意)。列の完全修飾名の形式
は schemaName.tableName.columnName で
す。column.include.list プロパティーを設
定しないでください。

time.precision.mode adaptive 時間、日付、およびタイムスタンプは、異なる
精度の種類で表すことができます。

adaptive は、データベース列の型を基にし
て、ミリ秒、マイクロ秒、またはナノ秒の精度
値のいずれかを使用して、データベースの値と
全く同じように時間およびタイムスタンプ値を
キャプチャーします。

adaptive_time_microseconds は、データ
ベース列の型を基にして、ミリ秒、マイクロ
秒、またはナノ秒の精度値のいずれかを使用し
て、データベースの値と全く同じように日付、
日時、およびタイムスタンプ値をキャプチャー
します。例外は TIME 型フィールドで、これは
常にマイクロ秒としてキャプチャーされます。

connect は、Kafka Connect
のTime、Date、および Timestamp の組み
込み表現を使用して、常に時間とタイムスタン
プ値を表します。この組み込み表現は、データ
ベース列の精度に関わらず、ミリ秒の精度を使
用します「 時間値 」を参照してください。

decimal.handling.mode 正確性正確性 コネクターによる DECIMAL および 
NUMERIC 列の値の処理方法を指定します。

precise はバイナリー形式で変更イベントに表
される java.math.BigDecimal 値を使用して
正確に表します。

double は double値を使用して表します。精
度が失われる可能性はありますが、簡単に使用
できます。

string は値をフォーマットされた文字列とし
てエンコードします。簡単に使用できますが、
本来の型に関するセマンティック情報は失われ
ます。「 10 進数型 」を参照してください。
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hstore.handling.mode map コネクターによる hstore 列の値の処理方法を
指定します。

map は MAP を使用して値を表します。

json は json string を使用して値を表しま
す。この設定により、値は {"key" : "val"} な
どのフォーマットされた文字列としてエンコー
ドされます。Postgre SQLHSTORE タイプを
参照してください。

interval.handling.mode numeric

numericは、マイクロ秒単位の概算値で間間
隔隔を表します。

string
は、P<years>Y<months>M<days>DT<ho
urs>H<minutes>M<seconds>S の文字列
パターン表現を使用して間隔を正確に表しま
す。例： P1Y2M3DT4H5M6.78S「
PostgreSQL 基本型 」を参照してください。

database.sslmode disable PostgreSQL サーバーへの暗号化された接続を
使用するかどうか。オプションには以下が含ま
れます。

disable は暗号化されていない接続を使用しま
す。

require はセキュアな (暗号化された) 接続を使
用し、接続を確立できない場合は失敗します。

verify-ca は、require のように動作します
が、設定済みの認証局 (CA) 証明書に対して
サーバー TLS 証明書を検証します。一致する
有効な CA 証明書が見つからない場合は失敗し
ます。

verify-full は、verify-ca のように動作します
が、サーバー証明書がコネクターが接続しよう
としているホストと一致することを検証しま
す。詳細は PostgreSQL のドキュメント を参
照してください。

database.sslcert  クライアントの SSL 証明書が含まれるファイ
ルへのパス。詳細は PostgreSQL のドキュメン
ト を参照してください。
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database.sslkey  クライアントの SSL 秘密鍵が含まれるファイ
ルへのパス。詳細は PostgreSQL のドキュメン
ト を参照してください。

database.sslpassword  database.sslkey で指定されたファイルから
クライアントの秘密鍵にアクセスするためのパ
スワード。詳細は PostgreSQL のドキュメント
を参照してください。

database.sslrootcert  サーバーが検証されるルート証明書が含まれる
ファイルへのパス。詳細は PostgreSQL のド
キュメント を参照してください。

database.tcpKeepAlive true TCP keep-alive プローブを有効にして、データ
ベース接続がまだ有効であることを確認しま
す。詳細は PostgreSQL のドキュメント を参
照してください。

tombstones.on.delete true 削除削除 イベントの後に廃棄 (tombstone) イベン
トが続くかどうかを制御します。

true: 削除操作は、削除削除 イベントと後続の破棄
(tombstone) イベントで表されます。

false: 削除削除イベントのみ出力されます。

log compaction がトピックで有効になっている
場合には、ソースレコードの削除後に廃棄
(tombstone) イベントを出力すると (デフォル
ト動作)、Kafka は削除された行のキーに関連す
るすべてのイベントを完全に削除できます。

column.truncate.to._lengt
h_.chars

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。変更イベントレコードでは、これらの列の
値がプロパティー名の 長さ長さ によって指定され
る文字数よりも長い場合は切り捨てられます。
単一の設定で、異なる長さを持つ複数のプロパ
ティーを指定できます。長さは正の整数である
必要があります（例： 
+column.truncate.to.20.chars ）。
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column.mask.with._lengt
h_.chars

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。変更イベント値では、指定のテーブルコラ
ムの値は アスタリスクアスタリスク (*)文字の長さに置き換
えられます。単一の設定で、異なる長さを持つ
複数のプロパティーを指定できます。長さは正
の整数またはゼロでなければなりません。ゼロ
を指定すると、コネクターは値を空の文字列に
置き換えます。

column.mask.hash.hashA
lgorithm.with.salt.salt

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。生成される変更イベントレコードでは、指
定された列の値は仮名に置き換えられます。

仮名は、指定された hashAlgorithm と salt を
適用すると得られるハッシュ化された値で構成
されます。使用されるハッシュ関数に基づい
て、参照整合性は維持され、列値は仮名に置き
換えられます。サポートされるハッシュ関数
は、Java Cryptography Architecture Standard
Algorithm Name Documentationの
MessageDigest section に説明されています。

以下の例では、CzQMA0cB5K が無作為に選
択された salt になります。

column.mask.hash.SHA-
256.with.salt.CzQMA0cB5K = 
inventory.orders.customerName, 
inventory.shipment.customerName

必要な場合は、仮名は自動的に列の長さに短縮
されます。コネクター設定には、異なるハッ
シュアルゴリズムと salt を指定する複数のプロ
パティーを含めることができます。

使用される hashAlgorithm、選択された salt、
および実際のデータセットによっては、結果と
して得られるデータセットが完全にマスクされ
ないことがあります。
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column.propagate.source
.type

該当なし該当なし 列の完全修飾名と一致する正規表現のコンマ区
切りリスト (任意)。列の完全修飾名の形式
は、databaseName.tableName.columnName
または
databaseName.schemaName.tableName.col
umnName です。

コネクターは指定された各列に対して、列の元
の型と元の長さをパラメーターとして、出力さ
れた変更レコードの対応するフィールドスキー
マに追加します。以下の追加されたスキーマパ
ラメーターは、元の型名と可変幅型の元の長さ
を伝播します。

__debezium.source.column.type + 
__debezium.source.column.length + 
__debezium.source.column.scale

このプロパティーは、シンクデータベースの対
応するコラムのサイズを適切に調整する場合に
便利です。

datatype.propagate.sourc
e.type

該当なし該当なし 一部の列のデータベース固有のデータ型名と一
致する正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。
完全修飾データ型名の形式
は、databaseName.tableName.typeName ま
たは
databaseName.schemaName.tableName.typ
eName です。

これらのデータタイプでは、コネクターは出力
された変更レコードの対応するフィールドス
キーマにパラメーターを追加します。追加され
たパラメーターは、列の元の型と長さを指定し
ます。

__debezium.source.column.type + 
__debezium.source.column.length + 
__debezium.source.column.scale

これらのパラメーターは、それぞれ可変幅型の
列の元の型名と長さを伝播します。このプロパ
ティーは、シンクデータベースの対応する列の
サイズを適切に調整するのに便利です。

PostgreSQL 固有のデータ型名のリスト を参照
してください。
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message.key.columns 空の文字列空の文字列 テーブルの列名と一致する正規表現が含まれる
テーブルのセミコロン区切りのリスト。コネク
ターは、一致する列の値を Kafka トピックに送
信する変更イベントレコードのキーフィールド
にマップします。これは、テーブルにプライマ
リーキーがない場合や、プライマリーキーでは
ないフィールドに応じて Kafka トピックで変更
イベントレコードを順序付けする場合に便利で
す。

セミコロンでエントリーを区切ります。完全修
飾テーブル名とその正規表現の間にコロンを挿
入します。形式は次のようになります。

schema-name.table-name :_regexp_;…

例：

schemaA.table_a:regex_1;schemaB.tabl
e_b:regex_2;schemaC.table_c:regex_3

If table_a has a id column, また、regex_1 は 
^i （ iで始まるすべての列と一致する）で、コ
ネクターは table_a 'sid 列の値を、コネクター
が Kafka に送信する変更イベントのキーフィー
ルドにマップします。
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publication.autocreate.m
ode

all_tables pgoutput プラグインを使用して 変更をスト
リーミングする場合にのみ適用されます。この
設定は、パブリケーションの作成がどのように
機能するかを決定します。可能な設定: 

all_tables - コネクターはパブリケーションが
存在すればそれを使用します。パブリケーショ
ンが存在しない場合は、コネクターが変更を
キャプチャーするデータベースのすべてのテー
ブルに対してパブリケーションを作成します。
レプリケーションを実行する権限を持つデータ
ベースユーザーには、パブリケーションを作成
する権限も必要です。これは CREATE 
PUBLICATION <publication_name> FOR 
ALL TABLES;.

disabledで許可されます。コネクターはパブ
リケーションの作成を試みません。レプリケー
ションを実行するよう設定されたデータベース
管理者またはユーザーは、コネクターを実行す
る前にパブリケーションを作成する必要があり
ます。コネクターがパブリケーションを見つけ
られない場合は、コネクターは例外をスロー
し、停止します。

filtered: パブリケーションが存在する場合、コ
ネクターはそれを使用します。パブリケーショ
ンが存在しない場合、コネクターは 
database.exclude.list、、schema.include.l
ist、、schema.exclude.list、および、および 
table.include. list コネクター設定プロパコネクター設定プロパ
ティーティー によって指定された現在のフィルター
設定と一致するテーブルの新しいパブリケー
ションを作成します。例： CREATE 
PUBLICATION <publication_name> FOR 
TABLE <tbl1, tbl2, tbl3>

binary.handling.mode bytes バイナリー (bytea) 列を変更イベントで表す方
法を指定します。

bytes はバイナリーデータをバイト配列として
表します。

base64 はバイナリーデータを base64 でエン
コードされた文字列として表します。

hex は、バイナリーデータを 16 進エンコード
(base16) 文字列として表します。
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truncate.handling.mode bytes TRUNCATE イベントを伝播すべきかどうか
を指定します (Postgr 11 以降で pgoutput プラ
グインを使用する場合のみ利用可能)。

skip を指定すると、これらのイベントが省略
されます (デフォルト)。

include を指定すると、これらのイベントが含
まれます。

切り捨て切り捨て (truncate) イベントの構造とそれら
の順序付けセマンティクスについては、切り捨切り捨
てて (truncate) イベント を参照してください。
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クターの設定で指定する必要はほとんどありません。クターの設定で指定する必要はほとんどありません。
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snapshot.mode Initial コネクターの起動時にスナップショットを
実行する基準を指定します。

initial - コネクターは、論理サーバー名に
対してオフセットが記録されていない場合
のみスナップショットを実行します。

always - コネクターはコネクターが開始す
るたびにスナップショットを実行します。

never - コネクターはスナップショットを
実行しません。このようにコネクターを設
定したすると、起動時の動作は次のように
なります。Kafka オフセットトピックに以
前保存された LSN がある場合、コネクター
はその位置から変更をストリーミングを続
行します。保存された LSN がない場合、コ
ネクターはサーバーで PostgreSQL の論理
レプリケーションスロットが作成された時
点で変更のストリーミングを開始しま
す。never スナップショットモードは、対
象のすべてのデータが WAL に反映されてい
る場合にのみ便利です。

initial_only - コネクターは初期スナップ
ショットを実行して、その後停止し、後続
の変更を処理しません。

の エクスポートエクスポート 済み - コネクターはレプ
リケーションスロットが作成された時点に
基づいてスナップショットを実行します。
これは、ロックのない方法でスナップ
ショットを実行するのに最適です。

スナップショットモード設定の参照表 に
は、詳細が記載されています。

snapshot.include.collecti
on.list

table.include.listに指定
したすべてのテーブル

snapshot. mode がスナップショットを作
成せずに、table.include.list で指定され
たスキーマの名前と一致する正規表現のコ
ンマ区切りリスト（任意）。
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snapshot.lock.timeout.ms 10000 スナップショットの実行時に、テーブル
ロックを取得するまで待つ最大時間 (ミリ秒
単位) を指定する正の整数値。コネクターが
この期間にテーブルロックを取得できない
と、スナップショットは失敗します。詳細
は「 コネクターによるスナップショットの
実行 方法」を参照してください。

snapshot.select.statemen
t.overrides]

 スナップショットに含まれるテーブル行を
制御します。このプロパティーはスナップ
ショットにのみ影響します。これは、論理
デコードプラグインによって生成されるイ
ベントには影響を与えませ
ん。databaseName.tableName の形式で
完全修飾テーブル名のコンマ区切りリスト
を指定します。

指定するテーブルごとに、別の設定プロパ
ティー( 
snapshot.select.statement.overrides.
DB_NAME.TABLE_NAME. 
snapshot.select.statement.overrides.
customers.orders )も指定します。この
プロパティーを、スナップショットに必要
な行のみを取得する SELECT ステートメ
ントに設定します。コネクターがスナップ
ショットを実行すると、この SELECT ス
テートメントを実行してそのテーブルから
データを取得します。

これらのプロパティーを設定するユース
ケースとしては、大規模な追加専用のテー
ブルが挙げられます。スナップショットを
開始する場所や、以前のスナップショット
が中断された場合にスナップショットを再
開する場所を設定する SELECT ステート
メントを指定できます。

event.processing.failure.h
andling.mode

fail イベントの処理中にコネクターが例外に反
応する方法を指定します。

fail は例外を伝播し、問題のあるイベント
のオフセットを示し、コネクターを停止さ
せます。

warn は問題のあるイベントのオフセット
をログに記録し、そのイベントを省略し、
処理を継続します。

skip は問題のあるイベントを省略し、処理
を継続します。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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max.queue.size 20240 ブロッキングキューの最大サイズの正の整
数値。コネクターは、Kafka に書き込む前
にストリーミングレプリケーションから受
信される変更イベントをブロッキング
キューに配置します。このキューは、たと
えば Kafka へのレコードの書き込みが遅い
場合や Kafka が利用できない場合などに
バックプレシャーを提供できます。

max.batch.size 10240 コネクターが処理するイベントの各バッチ
の最大サイズを指定する正の整数値。

max.queue.size.in.bytes 0 ブロッキングキューの最大サイズ (バイト単
位) の long 値。この機能はデフォルトで無
効になっています。正の long 値が設定され
ると有効になります。

poll.interval.ms 1000 コネクターがイベントのバッチの処理を開
始する前に、新しい変更イベントの発生を
待つ期間をミリ秒単位で指定する正の整数
値。デフォルトは 1000 ミリ秒 (1 秒) です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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include.unknown.datatyp
es

false コネクターがデータタイプが不明なフィー
ルドを見つけたときのコネクターの動作を
指定します。コネクターが変更イベントか
らフィールドを省略し、警告をログに記録
するのがデフォルトの動作です。

変更イベントにフィールドの不透明なバイ
ナリー表現を含める場合は、このプロパ
ティーを true に設定します。これにより、
コンシューマーはフィールドをデコードで
きます。binary handling mode プロパ
ティーを設定すると、正確な表現を制御で
きます。

注記注記

include.unknown.datat
ypes がが true に設定されに設定され
ている場合、コンシューている場合、コンシュー
マーはマーは 後方互換性の問題
が発生するリスクがありま
す。リリース間でデータ
ベース固有のバイナリー表
現の変更があるだけでな
く、最終的にデータ型が
Debezium によってサポー
トされる場合、データ型は
論理型でダウンストリーム
に送信され、コンシュー
マーによる調整が必要にな
ります。通常、サポートさ
れていないデータ型が検出
された場合は、機能リクエ
ストを作成して、サポート
を追加できるようにしま
す。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

318

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#postgresql-property-binary-handling-mode


database.initial.statement
s

 データベースへの JDBC 接続を確立すると
きにコネクターが実行する SQL ステートメ
ントのセミコロン区切りリスト。セミコロ
ンを区切り文字としてではなく、文字とし
て使用する場合は、2 つの連続したセミコ
ロン ;; を指定します。

コネクターは JDBC 接続を独自の判断で確
立する可能性があります。そのため、この
プロパティーはセッションパラメーターの
みの設定に便利です。また、DML ステート
メントの実行には適していません。

トランザクションログを読み取るコネク
ションを作成する場合、コネクターはこれ
らのステートメントを実行しません。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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heartbeat.interval.ms 0 コネクターがハートビートメッセージを
Kafka トピックに送信する頻度を制御しま
す。デフォルトの動作では、コネクターは
ハートビートメッセージを送信しません。

ハートビートメッセージは、コネクターが
データベースから変更イベントを受信して
いるかどうかを監視するのに便利です。
ハートビートメッセージは、コネクターの
再起動時に再送信する必要がある変更イベ
ントの数を減らすのに役立つ可能性があり
ます。ハートビートメッセージを送信する
には、このプロパティーを、ハートビート
メッセージの間隔をミリ秒単位で示す正の
整数に設定します。

追跡されるデータベースに多くの更新があ
る場合にハートビートメッセージが必要に
なりますが、一部の更新のみがコネクター
の変更をキャプチャーするテーブルおよび
スキーマに関連します。この場合、コネク
ターは通常どおりにデータベーストランザ
クションログから読み取りしますが、変更
レコードを Kafka に出力することはほとん
どありません。つまり、オフセットの更新
は Kafka にコミットされず、コネクターに
は最新の LSN をデータベースに送信する機
会はありません。データベースは、コネク
ターによってすでに処理されたイベントが
含まれる WAL ファイルを保持します。ハー
トビートメッセージを送信すると、コネク
ターは最新の 取得された LSN をデータベー
スに送信できます。これにより、データ
ベースは不必要になった WAL ファイルに
よって使用されるディスク領域を解放でき
ます。

heartbeat.topics.prefix __debezium-heartbeat コネクターがハートビートメッセージを送
信するトピックの名前を制御します。ト
ピック名のパターンは次のようになりま
す。

<heartbeat.topics.prefix>.<server.name>

たとえば、データベースサーバー名が 
fulfillment の場合、デフォルトのトピック
名は __debezium-heartbeat.fulfillment
になります。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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heartbeat.action.query  コネクターがハートビートメッセージを送
信するときにコネクターがソースデータ
ベースで実行するクエリーを指定します。

これは、「 WAL ディスク領域の消費 」で
説明されている状況を解決するのに役立ち
ます。この場合、トラフィックの多いデー
タベースと同じホストにあるトラフィック
が少ないデータベースから変更をキャプ
チャーすることで、Debezium が WAL レ
コードを処理しないようにし、よってデー
タベースで WAL の位置を受け入れます。こ
の状況に対処するには、トラフィックの少
ないデータベースでハートビートテーブル
を作成し、このプロパティーをそのテーブ
ルにレコードを挿入するステートメントに
設定します (例: 

INSERT INTO test_heartbeat_table 
(text) VALUES ('test_heartbeat')

)。これにより、コネクターはトラフィック
の少ないデータベースから変更を受信し、
LSN を受け入れでき、データベースホスト
でバインドされていない WAL が増加しない
ようにします。

schema.refresh.mode columns_diff テーブルのインメモリースキーマの更新を
トリガーする条件を指定します。

columns_diff は最も安全なモードです。
インメモリースキーマがデータベーステー
ブルの水ーまと常に同期されるようにしま
す。

columns_diff_exclude_unchanged_t
oast は、未変更の TOASTable データのみ
が不一致の原因である場合を除き、受信
メッセージから派生するスキーマに不一致
があれば、インメモリースキーマキャッ
シュを更新するようコネクターに指示しま
す。

この設定は、ほとんど更新の対象とならな
い TOASTed データが頻繁に更新される
テーブルがある場合に、コネクターのパ
フォーマンスを大幅に向上できます。ただ
し、TOASTable 列がテーブルから削除され
ると、インメモリースキーマが古い状態に
なる可能性があります。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.delay.ms  コネクターの起動時にスナップショットを
実行するまでコネクターが待つ必要がある
間隔 (ミリ秒単位)。クラスターで複数のコ
ネクターを起動する場合、このプロパ
ティーは、コネクターのリバランスが行わ
れる原因となるスナップショットの中断を
防ぐのに役立ちます。

snapshot.fetch.size 10240 スナップショットの実行中、コネクターは
行のバッチでテーブルの内容を読み取りま
す。このプロパティーは、バッチの行の最
大数を指定します。

slot.stream.params  設定された論理デコードプラグインに渡す
パラメーターのセミコロン区切りリスト。
たとえば、add-
tables=public.table,public.table2;incl
ude-lsn=true になりますになります。

sanitize.field.names コネクター設定 がが 
key.converter または 
value.converter プロパ
ティーを Avro コンバーター
に設定する場合は True。

そうでない場合はそうでない場合は false
に設定します。

Avro の命名要件 に準拠するためにフィール
ド名がサニタイズされるかどうかを示しま
す。

slot.max.retries 6 レプリケーションスロットへの接続に失敗
した場合に、連続して接続を試行する最大
回数です。

slot.retry.delay.ms 10000 （10 秒） コネクターがレプリケーションスロットへ
の接続に失敗した場合に再試行を行う間隔
(ミリ秒単位)。

toasted.value.placeholder __debezium_unavailabl
e_value

コネクターが提供する定数を指定して、元
の値がデータベースによって提供されてい
ない Toast 化された値であることを示しま
す。toasted. value.placeholder の設定が 
hex: で始まる場合、残りの文字列は 16 進
数でエンコードされたオクテットを表しま
す。詳細は 、「Toast 化された値 」を参照
してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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provide.transaction.meta
data

false コネクターがトランザクション境界でイベ
ントを生成し、トランザクションメタデー
タで変更イベントエンベロープを強化する
かどうかを決定します。これを行う場合は 
true を指定します。詳細は、「 トランザク
ションメタデータ 」を参照してください。

retriable.restart.connecto
r.wait.ms

10000 (10 秒) 再試行可能なエラーが発生した後にコネク
ターを再起動するまで待機する時間 (ミリ秒
単位) 。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

パススルーコネクター設定プロパティーパススルーコネクター設定プロパティー

      コネクターは、コネクターは、Kafka プロデューサーおよびコンシューマーの作成時に使用されるプロデューサーおよびコンシューマーの作成時に使用される パススルーパススルー 設定設定
プロパティーもサポートします。プロパティーもサポートします。
     

     Kafka プロデューサーおよびコンシューマーのすべての設定プロパティーについては、必ずプロデューサーおよびコンシューマーのすべての設定プロパティーについては、必ず Kafka 
ドキュメントドキュメント を参照してください。を参照してください。PostgreSQL コネクターはコネクターは 新しいコンシューマー設定プロパ新しいコンシューマー設定プロパ
ティーティー を使用します。を使用します。
    

7.7. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターのパフォーマンスの監視コネクターのパフォーマンスの監視

    Debezium PostgreSQL コネクターは、コネクターは、Zookeeper、、Kafka、および、および Kafka Connect によって提供によって提供
されるされる JMX メトリクスの組み込みサポートに加えて、メトリクスの組み込みサポートに加えて、2 種類のメトリクスを提供します。種類のメトリクスを提供します。
   

      スナップスナップ ショットメトリクスショットメトリクス は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情は、スナップショットの実行中にコネクター操作に関する情
報を提供します。報を提供します。
     

      メトリクスのストリーミングメトリクスのストリーミング は、コネクターが変更をキャプチャーし、変更イベントレは、コネクターが変更をキャプチャーし、変更イベントレ
コードをストリーミングするときにコネクター操作に関する情報を提供します。コードをストリーミングするときにコネクター操作に関する情報を提供します。
     

    Debezium モニタリングのドキュメントモニタリングのドキュメント では、では、JMX を使用してこれらのメトリクスを公開する方法を使用してこれらのメトリクスを公開する方法
の詳細を提供します。の詳細を提供します。
   

7.7.1. PostgreSQL データベースのスナップショット作成時のデータベースのスナップショット作成時の Debezium の監視の監視

     MBean はは debezium.postgres:type=connector-
metrics,context=snapshot,server=<database.server.name> です。です。
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属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取りした最
後のスナップショットイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの空き容量。

TotalTableCount int スナップショットに含まれて
いるテーブルの合計数。

RemainingTableCount int スナップショットによってま
だコピーされていないテーブ
ルの数。

SnapshotRunning boolean スナップショットが起動され
たかどうか。

SnapshotAborted boolean スナップショットが中断され
たかどうか。

SnapshotCompleted boolean スナップショットが完了した
かどうか。
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SnapshotDurationInSeconds Long スナップショットが完了した
かどうかに関わらず、これま
でスナップショットにかかっ
た時間 (秒単位)。

RowsScanned map<String, Long> スナップショットの各テーブ
ルに対してスキャンされる行
数が含まれるマップ。テーブ
ルは、処理中に増分がマップ
に追加されます。スキャンさ
れた 10,000 行ごとに、テー
ブルの完成時に更新されま
す。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単
位)。max.queue.size.in.by
tes が正の long 値で渡された
場合に有効になります。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

7.7.2. Debezium PostgreSQL コネクターレコードストリーミングの監視コネクターレコードストリーミングの監視

     MBean はは debezium.postgres:type=connector-
metrics,context=streaming,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取られた最
後のストリーミングイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。
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NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int ストリーマーとメイン Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int ストリーマーとメインの
Kafka Connect ループの間で
イベントを渡すために使用さ
れるキューの空き容量。

Connected boolean コネクターが現在データベー
スサーバーに接続されている
かどうかを示すフラグ。

MilliSecondsBehindSource Long 最後の変更イベントのタイム
スタンプとそれを処理するコ
ネクターとの間の期間 (ミリ
秒単位)。この値は、データ
ベースサーバーとコネクター
が稼働しているマシンのク
ロック間の差異に対応しま
す。

NumberOfCommittedTransactions Long コミットされた処理済みトラ
ンザクションの数。

SourceEventPosition map<String, String> 最後に受信したイベントの位
置。

LastTransactionId 文字列文字列 最後に処理されたトランザク
ションのトランザクション識
別子。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単位)。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明
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7.8. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターによる障害および問題の処理方法コネクターによる障害および問題の処理方法

    Debezium は、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システは、複数のアップストリームデータベースのすべての変更をキャプチャーする分散システ
ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に操作している場合や、慎重に管ムであり、イベントの見逃しや損失は発生しません。システムが正常に操作している場合や、慎重に管
理されている場合は、理されている場合は、Debezium は変更イベントレコードごとには変更イベントレコードごとに 1 度だけ度だけ 配信します。配信します。
   

    障害が発生しても、システムはイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更イ障害が発生しても、システムはイベントを失いません。ただし、障害から復旧している間は、変更イ
ベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、ベントが繰り返えされる可能性があります。このような正常でない状態では、Debezium はは Kafka と同と同
様に、変更イベントを様に、変更イベントを 少なくとも少なくとも 1 回回 配信します。配信します。
   

    詳細は以下を参照してください。詳細は以下を参照してください。
   

      設定および起動エラー設定および起動エラー
     

      PostgreSQL が使用不可能になるが使用不可能になる
     

      クラスターの障害クラスターの障害
     

      Kafka Connect のプロセスは正常に停止するのプロセスは正常に停止する
     

      Kafka Connect プロセスのクラッシュプロセスのクラッシュ
     

      Kafka が使用不可能になるが使用不可能になる
     

      コネクターの一定期間の停止コネクターの一定期間の停止
     

設定および起動エラー設定および起動エラー

     以下の状況では、起動時にコネクターが失敗し、エラーまたは例外がログに記録され、実行が停止以下の状況では、起動時にコネクターが失敗し、エラーまたは例外がログに記録され、実行が停止
されます。されます。
    

      コネクターの設定が無効である。コネクターの設定が無効である。
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      指定の接続パラメーターを使用してコネクターを指定の接続パラメーターを使用してコネクターを PostgreSQL に接続できない。に接続できない。
     

      コネクターはコネクターは (LSN を使用してを使用して) PostgreSQL WAL の以前に記録された位置から再起動さの以前に記録された位置から再起動さ
れ、れ、PostgreSQL ではその履歴が利用できなくなります。ではその履歴が利用できなくなります。
     

    このような場合、エラーメッセージには問題の詳細が含まれ、推奨される回避策も含まれることがあこのような場合、エラーメッセージには問題の詳細が含まれ、推奨される回避策も含まれることがあ
ります。設定の修正したり、ります。設定の修正したり、PostgreSQL の問題に対処した後、コネクターを再起動します。の問題に対処した後、コネクターを再起動します。
   

PostgreSQL が使用不可能になるが使用不可能になる

     コネクターの実行中、接続先のコネクターの実行中、接続先の PostgreSQL サーバーが、さまざまな理由で使用できなくなる可能サーバーが、さまざまな理由で使用できなくなる可能
性があります。この場合、コネクターはエラーで失敗し、停止します。サーバーが再び使用できるよう性があります。この場合、コネクターはエラーで失敗し、停止します。サーバーが再び使用できるよう
になったら、コネクターを再起動します。になったら、コネクターを再起動します。
    

    PostgreSQL コネクターは、最後に処理されたオフセットをコネクターは、最後に処理されたオフセットを PostgreSQL LSN の形式で外部に保存の形式で外部に保存
します。コネクターが再起動し、サーバーインスタンスに接続すると、コネクターはサーバーと通信します。コネクターが再起動し、サーバーインスタンスに接続すると、コネクターはサーバーと通信
し、その特定のオフセットからストリーミングを続行します。このオフセットは、し、その特定のオフセットからストリーミングを続行します。このオフセットは、Debezium レプリレプリ
ケーションスロットがそのままの状態である限り利用できます。プライマリーサーバーでレプリケーケーションスロットがそのままの状態である限り利用できます。プライマリーサーバーでレプリケー
ションスロットを削除しないでください。削除するとデータが失われます。スロットが削除された場合ションスロットを削除しないでください。削除するとデータが失われます。スロットが削除された場合
の障害例は、次のセクションを参照してください。の障害例は、次のセクションを参照してください。
   

クラスターの障害クラスターの障害

     PostgreSQL はリリースはリリース 12 より、より、プライマリーサーバー上でのみプライマリーサーバー上でのみ論理レプリケーションスロットを論理レプリケーションスロットを
許可するようになりました。つまり、許可するようになりました。つまり、Debezium PostgreSQL コネクターをデータベースクラスターのコネクターをデータベースクラスターの
アクティブなプライマリーサーバーのみにポイントできます。また、レプリケーションスロット自体はアクティブなプライマリーサーバーのみにポイントできます。また、レプリケーションスロット自体は
レプリカに伝播されません。プライマリーサーバーがダウンした場合は、新しいプライマリーを昇格すレプリカに伝播されません。プライマリーサーバーがダウンした場合は、新しいプライマリーを昇格す
る必要があります。る必要があります。
    

    新しいプライマリーには、新しいプライマリーには、pgoutput プラグインが使用するように設定されたレプリケーションスプラグインが使用するように設定されたレプリケーションス
ロットと、変更をキャプチャーするデータベースが必要です。その後でのみ、コネクターが新しいサーロットと、変更をキャプチャーするデータベースが必要です。その後でのみ、コネクターが新しいサー
バーを示すようにし、コネクターを再起動することができます。バーを示すようにし、コネクターを再起動することができます。
   

    フェイルオーバーが発生した場合は重要な注意点があります。レプリケーションスロットがそのままフェイルオーバーが発生した場合は重要な注意点があります。レプリケーションスロットがそのまま
の状態で、データを損失していないことを確認するまでの状態で、データを損失していないことを確認するまで Debezium を一時停止する必要があります。を一時停止する必要があります。
フェイルオーバー後に以下を行います。フェイルオーバー後に以下を行います。
   

      アプリケーションがアプリケーションが新しい新しいプライマリーに書き込みする前に、プライマリーに書き込みする前に、Debezium のレプリケーショのレプリケーショ
ンスロットを再作成するプロセスが必要です。これは重要です。このプロセスがないと、アプンスロットを再作成するプロセスが必要です。これは重要です。このプロセスがないと、アプ
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リケーションが変更イベントを見逃す可能性があります。リケーションが変更イベントを見逃す可能性があります。
     

      古いプライマリーが失敗する前古いプライマリーが失敗する前に、に、Debezium がスロットのすべての変更を読み取りできるがスロットのすべての変更を読み取りできる
ことを確認する必要があることがあります。ことを確認する必要があることがあります。
     

    失われた変更があるかどうかを確認し、取り戻すための信頼できる方法の失われた変更があるかどうかを確認し、取り戻すための信頼できる方法の 1 つは、障害が発生したプつは、障害が発生したプ
ライマリーのバックアップを、障害が発生する直前まで復旧することです。これは管理が難しい場合がライマリーのバックアップを、障害が発生する直前まで復旧することです。これは管理が難しい場合が
ありますが、レプリケーションスロットで未使用の変更があるかどうかを確認することができます。ありますが、レプリケーションスロットで未使用の変更があるかどうかを確認することができます。
   

Kafka Connect のプロセスは正常に停止するのプロセスは正常に停止する

     Kafka Connect が分散モードで実行され、が分散モードで実行され、Kafka Connect プロセスが正常に停止した場合を想定しプロセスが正常に停止した場合を想定し
ます。ます。Kafka Connect はそのプロセスをシャットダウンする前に、プロセスのコネクタータスクをそのはそのプロセスをシャットダウンする前に、プロセスのコネクタータスクをその
グループの別のグループの別の Kafka Connect プロセスに移行します。新しいコネクタータスクは、以前のタスクがプロセスに移行します。新しいコネクタータスクは、以前のタスクが
停止した場所でプロセスを開始します。コネクタータスクが正常に停止され、新しいプロセスで再起動停止した場所でプロセスを開始します。コネクタータスクが正常に停止され、新しいプロセスで再起動
されるまでの間、プロセスに短い遅延が発生します。されるまでの間、プロセスに短い遅延が発生します。
    

Kafka Connect プロセスのクラッシュプロセスのクラッシュ

     Kafka Connector プロセスが予期せず停止した場合、最後に処理されたオフセットを記録せずに、プロセスが予期せず停止した場合、最後に処理されたオフセットを記録せずに、
実行中のコネクタータスクが終了します。実行中のコネクタータスクが終了します。Kafka Connect が分散モードで実行されている場合は、が分散モードで実行されている場合は、
Kafka Connect は他のプロセスでこれらのコネクタータスクを再起動します。ただし、は他のプロセスでこれらのコネクタータスクを再起動します。ただし、PostgreSQL 
コネクターは、以前のプロセスで最後にコネクターは、以前のプロセスで最後に記録された記録されたオフセットから再開します。つまり、新しい代替タオフセットから再開します。つまり、新しい代替タ
スクによって、クラッシュの直前に処理された同じ変更イベントが生成される可能性があります。重複スクによって、クラッシュの直前に処理された同じ変更イベントが生成される可能性があります。重複
するイベントの数は、オフセットのフラッシュ期間とクラッシュの直前のデータ変更の量によって異なするイベントの数は、オフセットのフラッシュ期間とクラッシュの直前のデータ変更の量によって異な
ります。ります。
    

    障害からの復旧中に一部のイベントが重複された可能性があるため、コンシューマーは常に重複され障害からの復旧中に一部のイベントが重複された可能性があるため、コンシューマーは常に重複され
たイベントがある可能性を想定する必要があります。たイベントがある可能性を想定する必要があります。Debezium の変更はべき等であるため、一連のイの変更はべき等であるため、一連のイ
ベントは常に同じ状態になります。ベントは常に同じ状態になります。
   

    各変更イベントレコードでは各変更イベントレコードでは Debezium コネクターは、イベント発生時のコネクターは、イベント発生時の PostgreSQL サーバー時サーバー時
間、サーバートランザクションの間、サーバートランザクションの ID、トランザクションの変更が書き込まれたログ先行書き込みの位置、トランザクションの変更が書き込まれたログ先行書き込みの位置
など、イベント発生元に関するソース固有の情報を挿入します。コンシューマーは、など、イベント発生元に関するソース固有の情報を挿入します。コンシューマーは、LSN を重点としてを重点として
この情報を追跡し、イベントが重複しているかどうかを判断します。この情報を追跡し、イベントが重複しているかどうかを判断します。
   

Kafka が使用不可能になるが使用不可能になる

     変更イベントはコネクターによって生成されるため、変更イベントはコネクターによって生成されるため、Kafka Connect フレームワークは、フレームワークは、Kafka ププ
ロデューサーロデューサー API を使用してこれらのイベントを記録します。を使用してこれらのイベントを記録します。Kafka Connect は、は、Kafka Connect 設設
定で指定した頻度で、これらの変更イベントにある最新のオフセットを記録します。定で指定した頻度で、これらの変更イベントにある最新のオフセットを記録します。Kafka ブローカーブローカー
が利用できなくなった場合、コネクターを実行しているが利用できなくなった場合、コネクターを実行している Kafka Connect プロセスはプロセスは Kafka ブローカーブローカー
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への再接続を繰り返し試みます。つまり、コネクタータスクは接続が再確立されるまで一時停止しまへの再接続を繰り返し試みます。つまり、コネクタータスクは接続が再確立されるまで一時停止しま
す。接続が再確立されると、コネクターは停止した場所から再開します。す。接続が再確立されると、コネクターは停止した場所から再開します。
    

コネクターの一定期間の停止コネクターの一定期間の停止

     コネクターが正常に停止された場合、データベースを引き続き使用できます。変更はすべてコネクターが正常に停止された場合、データベースを引き続き使用できます。変更はすべて 
PostgreSQL WAL に記録されます。コネクターが再起動すると、停止した場所で変更のストリーミンに記録されます。コネクターが再起動すると、停止した場所で変更のストリーミン
グが再開されます。つまり、コネクターが停止した間に発生したデータベースのすべての変更に対してグが再開されます。つまり、コネクターが停止した間に発生したデータベースのすべての変更に対して
変更イベントレコードが生成されます。変更イベントレコードが生成されます。
    

    適切に設定された適切に設定された Kafka クラスターは大量のスループットを処理できます。クラスターは大量のスループットを処理できます。Kafka Connect はは 
Kafka のベストプラクティスに従って作成され、十分なリソースがあればのベストプラクティスに従って作成され、十分なリソースがあれば Kafka Connect コネクターコネクター
も非常に多くのデータベース変更イベントを処理できます。このため、も非常に多くのデータベース変更イベントを処理できます。このため、Debezium コネクターがしばらコネクターがしばら
く停止した後に再起動すると、停止中に発生したデータベースの変更に対して処理の遅れを取り戻す可く停止した後に再起動すると、停止中に発生したデータベースの変更に対して処理の遅れを取り戻す可
能性が非常に高くなります。遅れを取り戻すのに掛かる時間は、能性が非常に高くなります。遅れを取り戻すのに掛かる時間は、Kafka の機能やパフォーマンス、およの機能やパフォーマンス、およ
びび PostgreSQL のデータに加えられた変更の量によって異なります。のデータに加えられた変更の量によって異なります。
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第第8章章 SQL SERVER のの DEBEZIUM コネクターコネクター

   Debezium のの SQL Server コネクターは、コネクターは、SQL Server データベースのスキーマで発生する行レベルデータベースのスキーマで発生する行レベル
の変更をキャプチャーします。の変更をキャプチャーします。
  

   Debezium SQL Server コネクターとその使用に関する詳細は、以下を参照してください。コネクターとその使用に関する詳細は、以下を参照してください。
  

     「「Debezium SQL Server コネクターの概要」コネクターの概要」
    

     「「Debezium SQL Server コネクターの仕組み」コネクターの仕組み」
    

     「「Debezium SQL Server コネクターのデータ変更イベントの説明」コネクターのデータ変更イベントの説明」
    

     「「Debezium SQL Server コネクターによるデータ型のマッピング方法」コネクターによるデータ型のマッピング方法」
    

     「「Debezium コネクターを実行するためのコネクターを実行するための SQL Server の設定」の設定」
    

     「「Debezium SQL Server コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
    

     「スキーマ変更後のキャプチャーテーブルの更新」「スキーマ変更後のキャプチャーテーブルの更新」
    

     「「Debezium SQL Server コネクターのパフォーマンスの監視」コネクターのパフォーマンスの監視」
    

   Debezium SQL Server コネクターがコネクターが SQL Server データベースまたはクラスターに初めて接続するデータベースまたはクラスターに初めて接続する
と、データベースのスキーマの整合性スナップショットが作成されます。最初のスナップショットが完と、データベースのスキーマの整合性スナップショットが作成されます。最初のスナップショットが完
了すると、コネクターは了すると、コネクターは CDC に対して有効になっているに対して有効になっている SQL Server データベースにコミットされたデータベースにコミットされた 
INSERT、、UPDATE、または、または DELETE 操作の行レベルの変更を継続的にキャプチャーします。コネク操作の行レベルの変更を継続的にキャプチャーします。コネク
ターは、各データ変更操作のイベントを生成し、それらのイベントをターは、各データ変更操作のイベントを生成し、それらのイベントを Kafka トピックにストリーミングトピックにストリーミング
します。コネクターは、テーブルのすべてのイベントを専用のします。コネクターは、テーブルのすべてのイベントを専用の Kafka トピックにストリーミングしまトピックにストリーミングしま
す。その後、アプリケーションとサービスは、そのトピックからのデータ変更イベントレコードを使用す。その後、アプリケーションとサービスは、そのトピックからのデータ変更イベントレコードを使用
できます。できます。
  

8.1. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターの概要コネクターの概要
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    Debezium SQL Server コネクターは、コネクターは、SQL Server 2016 Service Pack 1 (SP1) およびそれ以降およびそれ以降 のの 
Standard エディションまたはエディションまたは Enterprise エディションで利用可能なエディションで利用可能な 変更データキャプチャー変更データキャプチャー (CDC) 
機能に基づいています。機能に基づいています。SQL Server のキャプチャープロセスでは、指定のデータベースおよびテーブのキャプチャープロセスでは、指定のデータベースおよびテーブ
ルを監視し、その変更をストアドプロシージャーファサードのある特別に作成されたルを監視し、その変更をストアドプロシージャーファサードのある特別に作成された 変更テーブル変更テーブル にに
格納します。格納します。
   

    Debezium SQL Server コネクターがデータベース操作の変更イベントレコードをキャプチャーできコネクターがデータベース操作の変更イベントレコードをキャプチャーでき
るようにするには、最初にるようにするには、最初に SQL Server データベースで変更データキャプチャーデータベースで変更データキャプチャー (CDC) を有効にするを有効にする
必要があります。データベースと、キャプチャーする各テーブルの両方で、必要があります。データベースと、キャプチャーする各テーブルの両方で、CDC を有効にする必要がを有効にする必要が
あります。ソースデータベースにあります。ソースデータベースに CDC を設定した後、コネクターはデータベースで発生する行レベルを設定した後、コネクターはデータベースで発生する行レベル
のの INSERT、、UPDATE、および、および DELETE 操作をキャプチャーできます。コネクターは、各ソーステー操作をキャプチャーできます。コネクターは、各ソーステー
ブルの各レコードを、そのテーブル専用のブルの各レコードを、そのテーブル専用の Kafka トピックに書き込みます。キャプチャーされたテーブトピックに書き込みます。キャプチャーされたテーブ
ルごとにルごとに 1 つのトピックが存在します。クライアントアプリケーションは、対象のデータベーステーブつのトピックが存在します。クライアントアプリケーションは、対象のデータベーステーブ
ルのルの Kafka トピックを読み取り、これらのトピックから使用する行レベルのイベントに対応できます。トピックを読み取り、これらのトピックから使用する行レベルのイベントに対応できます。
   

    コネクターがコネクターが SQL Server データベースまたはクラスターに初めて接続すると、変更をキャプチャーデータベースまたはクラスターに初めて接続すると、変更をキャプチャー
するように設定されたすべてのテーブルのスキーマの整合性スナップショットを作成し、この状態をするように設定されたすべてのテーブルのスキーマの整合性スナップショットを作成し、この状態を 
Kafka にストリーミングします。スナップショットの完了後、コネクターは発生する後続の行レベルのにストリーミングします。スナップショットの完了後、コネクターは発生する後続の行レベルの
変更を継続的にキャプチャーします。最初にすべてのデータの整合性のあるビューを確立することで、変更を継続的にキャプチャーします。最初にすべてのデータの整合性のあるビューを確立することで、
コネクターはスナップショットの実行中に行われた変更を失うことなく読み取りを続行します。コネクターはスナップショットの実行中に行われた変更を失うことなく読み取りを続行します。
   

    Debezium SQL Server コネクターはフォールトトラレントです。コネクターは変更を読み取り、イコネクターはフォールトトラレントです。コネクターは変更を読み取り、イ
ベントを生成するため、データベースログにイベントの位置を定期的に記録しますベントを生成するため、データベースログにイベントの位置を定期的に記録します (LSN / Log 
Sequence Number)。コネクターが何らかの理由で停止した場合。コネクターが何らかの理由で停止した場合 (通信障害、ネットワークの問題、ク通信障害、ネットワークの問題、ク
ラッシュなどラッシュなど)、コネクターは再起動後に最後に読み取りした場所から、コネクターは再起動後に最後に読み取りした場所から SQL Server CDC テーブルの読テーブルの読
み取りを再開します。み取りを再開します。
   

注記注記

     オフセットは定期的にコミットされます。変更イベントの発生時にはコミットされまオフセットは定期的にコミットされます。変更イベントの発生時にはコミットされま
せん。その結果、停止後に重複するイベントが生成される可能性があります。せん。その結果、停止後に重複するイベントが生成される可能性があります。
    

    フォールトトレランスはスナップショットにも適用されます。つまり、スナップショット中にコネクフォールトトレランスはスナップショットにも適用されます。つまり、スナップショット中にコネク
ターが停止した場合、コネクターは再起動時に新しいスナップショットを開始します。ターが停止した場合、コネクターは再起動時に新しいスナップショットを開始します。
   

8.2. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターの仕組みコネクターの仕組み

    Debezium SQL Server コネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップコネクターを最適に設定および実行するには、コネクターによるスナップ
ショットの実行方法、変更イベントのストリーム方法、ショットの実行方法、変更イベントのストリーム方法、Kafka トピック名の決定方法、およびメタデートピック名の決定方法、およびメタデー
タの使用方法を理解すると便利です。タの使用方法を理解すると便利です。
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    コネクターの仕組みに関する詳細は、以下のセクションを参照してください。コネクターの仕組みに関する詳細は、以下のセクションを参照してください。
   

      「「Debezium SQL Sever コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法」
     

      「「Debezium SQL Server コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法」コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法」
     

      「「Debezium SQL Server 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルトトピックのデフォルト
名」名」
     

      「「Debezium SQL Server コネクターによるスキーマ変更トピックの使用方法」コネクターによるスキーマ変更トピックの使用方法」
     

      「「Debezium SQL Server コネクターのデータ変更イベントの説明」コネクターのデータ変更イベントの説明」
     

      「トランザクション境界を表す「トランザクション境界を表す Debezium SQL Server コネクターによって生成されたイベコネクターによって生成されたイベ
ント」ント」
     

8.2.1. Debezium SQL Sever コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法

     SQL Server CDC は、データベースの変更履歴を完全に保存するようには設計されていません。は、データベースの変更履歴を完全に保存するようには設計されていません。
Debezium SQL Server コネクターでデータベースの現在の状態のベースラインを確立するためにコネクターでデータベースの現在の状態のベースラインを確立するために
は、は、snapshotting と呼ばれるプロセスを使用します。と呼ばれるプロセスを使用します。
    

     コネクターによるスナップショットの作成方法を設定できます。デフォルトでは、コネクターのスコネクターによるスナップショットの作成方法を設定できます。デフォルトでは、コネクターのス
ナップショットモードはナップショットモードは initial に設定されます。このに設定されます。この 最初のスナップショット最初のスナップショット モードに基づいて、コモードに基づいて、コ
ネクターが最初に起動すると、ネクターが最初に起動すると、データベースの最初のデータベースの最初の 整合性スナップショット整合性スナップショット が実行されますが実行されます。この。この
最初のスナップショットは、コネクターに設定された最初のスナップショットは、コネクターに設定された include およびおよび exclude プロパティーに一致するプロパティーに一致する
すべてのテーブルの構造とデータをキャプチャーします（例：すべてのテーブルの構造とデータをキャプチャーします（例： table.include.list、、column. 
include.list、、table.exclude.list など）。など）。
    

     コネクターがスナップショットを作成すると、以下のタスクを完了します。コネクターがスナップショットを作成すると、以下のタスクを完了します。
    

1. 
       キャプチャーするテーブルを決定します。キャプチャーするテーブルを決定します。
      

2. 
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       スナップショットの作成時に構造が変更されないように、スナップショットの作成時に構造が変更されないように、CDC が有効になっているが有効になっている SQL 
Server テーブルのロックを取得します。ロックのレベルは、テーブルのロックを取得します。ロックのレベルは、snapshot. isolation.mode 設定設定
オプションによって決定されます。オプションによって決定されます。
      

3. 
       サーバーのトランザクションログでの最大ログシーケンス番号サーバーのトランザクションログでの最大ログシーケンス番号 (LSN) の位置を読み取りまの位置を読み取りま
す。す。
      

4. 
       関連するテーブルすべての構造をキャプチャーします。関連するテーブルすべての構造をキャプチャーします。
      

5. 
       必要な場合は、ステップ必要な場合は、ステップ 2 で取得したロックを解放します。ほとんどの場合、ロックは短で取得したロックを解放します。ほとんどの場合、ロックは短
期間のみ保持されます。期間のみ保持されます。
      

6. 
       ステップステップ 3 で読み込まれたで読み込まれた LSN の位置に基づいてキャプチャーするの位置に基づいてキャプチャーする SQL Server ソースソース
テーブルとスキーマをスキャンし、テーブルの各行のテーブルとスキーマをスキャンし、テーブルの各行の READ イベントを生成し、テーブルのイベントを生成し、テーブルの 
Kafka トピックへイベントを書き込みます。トピックへイベントを書き込みます。
      

7. 
       コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。コネクターオフセットにスナップショットの正常な完了を記録します。
      

     作成された最初のスナップショットは、作成された最初のスナップショットは、CDC に対して有効になっているテーブルの各行の現在の状に対して有効になっているテーブルの各行の現在の状
態をキャプチャーします。このベースライン状態から、コネクターは発生した後続の変更をキャプ態をキャプチャーします。このベースライン状態から、コネクターは発生した後続の変更をキャプ
チャーします。チャーします。
    

8.2.2. Debezium SQL Server コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法

     コネクターが最初に起動すると、キャプチャーされたテーブルの構造のスナップショットを作成コネクターが最初に起動すると、キャプチャーされたテーブルの構造のスナップショットを作成
し、その情報を内部データベース履歴トピックに永続化します。その後、コネクターは各ソーステーブし、その情報を内部データベース履歴トピックに永続化します。その後、コネクターは各ソーステーブ
ルの変更テーブルを特定し、以下の手順を完了します。ルの変更テーブルを特定し、以下の手順を完了します。
    

1. 
       コネクターは、変更テーブルごとに、最後に保存された最大コネクターは、変更テーブルごとに、最後に保存された最大 LSN と現在の最大と現在の最大 LSN の間の間
に作成された変更をすべて読み取ります。に作成された変更をすべて読み取ります。
      

2. 
       コネクターは、コミットコネクターは、コミット LSN と変更と変更 LSN の値を基にして、読み取る変更を昇順で並び替の値を基にして、読み取る変更を昇順で並び替
えします。この並べ替えの順序により、変更はデータベースで発生した順序でえします。この並べ替えの順序により、変更はデータベースで発生した順序で Debezium にに
よって再生されるようになります。よって再生されるようになります。
      

3. 
       コネクターは、コミットコネクターは、コミット LSN および変更および変更 LSN をオフセットとしてをオフセットとして Kafka Connect に渡しに渡し
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ます。ます。
      

4. 
       コネクターは最大コネクターは最大 LSN を保存し、ステップを保存し、ステップ 1 からプロセスを再開します。からプロセスを再開します。
      

     再開後、コネクターは読み取った最後のオフセット再開後、コネクターは読み取った最後のオフセット (コミットおよび変更コミットおよび変更 LSN) から処理を再開しまから処理を再開しま
す。す。
    

     コネクターは、含まれるソーステーブルに対してコネクターは、含まれるソーステーブルに対して CDC が有効または無効化されているかどうかを検が有効または無効化されているかどうかを検
出し、その動作を調整することができます。出し、その動作を調整することができます。
    

8.2.3. Debezium SQL Server 変更イベントレコードを受信する変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名トピックのデフォルト名

     SQL Server コネクターは、特定のテーブルのすべてのコネクターは、特定のテーブルのすべての INSERT、、UPDATE、および、および DELETE 操作操作
のイベントを単一ののイベントを単一の Kafka トピックに書き込みます。デフォルトでは、トピックに書き込みます。デフォルトでは、Kafka トピック名はトピック名は 
serverName.schemaName.tableName の形式を取ります。以下のリストは、デフォルト名のコンポーの形式を取ります。以下のリストは、デフォルト名のコンポー
ネントの定義を示しています。ネントの定義を示しています。
    

serverName

        database.server.name 設定プロパティーによって指定されるコネクターの論理名。設定プロパティーによって指定されるコネクターの論理名。
       

schemaName

        変更イベントが発生したデータベーススキーマの名前。変更イベントが発生したデータベーススキーマの名前。
       

tableName

        変更イベントが発生したデータベーステーブルの名前。変更イベントが発生したデータベーステーブルの名前。
       

     たとえば、たとえば、合致すると合致すると、、SQL Server インストールの変更をキャプチャーするコネクターの設定の論インストールの変更をキャプチャーするコネクターの設定の論
理サーバー名があるとします。サーバーに、スキーマ名が理サーバー名があるとします。サーバーに、スキーマ名が dbo のインベントリーのインベントリー データベースがあデータベースがあ
り、データベースには、り、データベースには、製品製品、、product_on_hand、、お客様お客様、および、および オーダーオーダー が含まれるテーブルが含が含まれるテーブルが含
まれます。コネクターは以下のまれます。コネクターは以下の Kafka トピックにレコードをストリーミングします。トピックにレコードをストリーミングします。
    

       fulfillment.dbo.products
      

       fulfillment.dbo.products_on_hand
      

第第8章章 SQL SERVER のの DEBEZIUM コネクターコネクター

335



       fulfillment.dbo.customers
      

       fulfillment.dbo.orders
      

     デフォルトのトピック名が要件を満たさない場合は、カスタムトピック名を設定できます。カスタデフォルトのトピック名が要件を満たさない場合は、カスタムトピック名を設定できます。カスタ
ムトピック名を設定するには、論理トピックルーティングムトピック名を設定するには、論理トピックルーティング SMT に正規表現を指定します。論理トピッに正規表現を指定します。論理トピッ
クルーティングクルーティング SMT を使用してトピックの命名をカスタマイズする方法は、「を使用してトピックの命名をカスタマイズする方法は、「指定したトピックへの指定したトピックへの 
Debezium イベントレコードのルーティングイベントレコードのルーティング」を参照してください。」を参照してください。
    

8.2.4. Debezium SQL Server コネクターによるスキーマ変更トピックの使用方法コネクターによるスキーマ変更トピックの使用方法

     Debezium SQL Server コネクターは、コネクターは、CDC が有効になっている各テーブルに対して、データベーが有効になっている各テーブルに対して、データベー
ス履歴トピックにスキーマ変更の履歴を保存します。このトピックは内部コネクターの状態を反映するス履歴トピックにスキーマ変更の履歴を保存します。このトピックは内部コネクターの状態を反映する
ため、直接使用しないでください。アプリケーションがスキーマの変更に関する通知を必要とする場合ため、直接使用しないでください。アプリケーションがスキーマの変更に関する通知を必要とする場合
は、パブリックスキーマの変更トピックから情報を取得する必要があります。コネクターは、これらのは、パブリックスキーマの変更トピックから情報を取得する必要があります。コネクターは、これらの
イベントをすべてイベントをすべて <serverName> という名前のという名前の Kafka トピックに書き込みます。トピックに書き込みます。serverName はは、、
database.server.name 設定プロパティーに指定されたコネクターの名前になります。設定プロパティーに指定されたコネクターの名前になります。
    

警告警告

      コネクターがスキーマ変更トピックに出力するメッセージの形式は、初期の状コネクターがスキーマ変更トピックに出力するメッセージの形式は、初期の状
態であり、通知なしに変更される可能性があります。態であり、通知なしに変更される可能性があります。
     

     Debezium は、以下のイベントの発生時にスキーマ変更トピックにメッセージを出力します。は、以下のイベントの発生時にスキーマ変更トピックにメッセージを出力します。
    

       テーブルのテーブルの CDC を有効にします。を有効にします。
      

       テーブルのテーブルの CDC を無効にします。を無効にします。
      

       スキーマの進化手順スキーマの進化手順 に従って、に従って、CDCが有効になっているテーブルの構造を変更します。が有効になっているテーブルの構造を変更します。
      

     スキーマ変更トピックへのメッセージには、テーブルスキーマの論理表現が含まれます。以下に例スキーマ変更トピックへのメッセージには、テーブルスキーマの論理表現が含まれます。以下に例
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を示します。を示します。
    

{
  "schema": {
  ...
  },
  "payload": {
    "source": {
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "sqlserver",
      "name": "server1",
      "ts_ms": 1588252618953,
      "snapshot": "true",
      "db": "testDB",
      "schema": "dbo",
      "table": "customers",
      "change_lsn": null,
      "commit_lsn": "00000025:00000d98:00a2",
      "event_serial_no": null
    },
    "databaseName": "testDB", 1
    "schemaName": "dbo",
    "ddl": null, 2
    "tableChanges": [ 3
      {
        "type": "CREATE", 4
        "id": "\"testDB\".\"dbo\".\"customers\"", 5
        "table": { 6
          "defaultCharsetName": null,
          "primaryKeyColumnNames": [ 7
            "id"
          ],
          "columns": [ 8
            {
              "name": "id",
              "jdbcType": 4,
              "nativeType": null,
              "typeName": "int identity",
              "typeExpression": "int identity",
              "charsetName": null,
              "length": 10,
              "scale": 0,
              "position": 1,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "first_name",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "varchar",
              "typeExpression": "varchar",
              "charsetName": null,
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表表8.1 スキーマ変更トピックに出力されたメッセージのフィールドの説明スキーマ変更トピックに出力されたメッセージのフィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 databaseName
schemaName

変更が含まれるデータベースとスキーマを識別しま
す。

2 ddl SQL Server コネクターの場合は常に null です。そ
の他のコネクターでは、このフィールドにスキーマ
の変更を行う DDL が含まれます。この DDL は SQL
Server コネクターでは使用できません。

              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 2,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "last_name",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "varchar",
              "typeExpression": "varchar",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 3,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            },
            {
              "name": "email",
              "jdbcType": 12,
              "nativeType": null,
              "typeName": "varchar",
              "typeExpression": "varchar",
              "charsetName": null,
              "length": 255,
              "scale": null,
              "position": 4,
              "optional": false,
              "autoIncremented": false,
              "generated": false
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
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3 tableChanges DDL コマンドによって生成されるスキーマの変更が
含まれる 1 つ以上の項目の配列。

4 type 変更の種類を説明します。値は以下のいずれかにな
ります。

CREATE - table created

ALTER - テーブルの変更

DROP - table deleted

5 id 作成、変更、または破棄されたテーブルの完全な識
別子。

6 table 適用された変更後のテーブルメタデータを表しま
す。

7 primaryKeyColumnNames テーブルのプライマリーキーを構成する列のリス
ト。

8 columns 変更されたテーブルの各列のメタデータ。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

     コネクターがスキーマ変更トピックに送信するメッセージでは、キーはスキーマの変更が含まれるコネクターがスキーマ変更トピックに送信するメッセージでは、キーはスキーマの変更が含まれる
データベースの名前です。以下の例では、データベースの名前です。以下の例では、payload フィールドにキーが含まれます。フィールドにキーが含まれます。
    

8.2.5. Debezium SQL Server コネクターのデータ変更イベントの説明コネクターのデータ変更イベントの説明

{
  "schema": {
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "databaseName"
      }
    ],
    "optional": false,
    "name": "io.debezium.connector.sqlserver.SchemaChangeKey"
  },
  "payload": {
    "databaseName": "testDB"
  }
}
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     Debezium SQL Server コネクターは、行レベルのコネクターは、行レベルの INSERT、、UPDATE、、およびおよび DELETE 操作ごと操作ごと
にデータ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更にデータ変更イベントを生成します。各イベントにはキーと値が含まれます。キーと値の構造は、変更
されたテーブルによって異なります。されたテーブルによって異なります。
    

     Debezium およびおよび Kafka Connect は、は、イベントメッセージの継続的なストリームイベントメッセージの継続的なストリーム を中心として設計を中心として設計
されています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コンされています。ただし、これらのイベントの構造は時間の経過とともに変化する可能性があり、コン
シューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテンシューマーによる処理が困難になることがあります。これに対応するために、各イベントにはコンテン
ツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジストツのスキーマが含まれます。スキーマレジストリーを使用している場合は、コンシューマーがレジスト
リーからスキーマを取得するために使用できるスキーマリーからスキーマを取得するために使用できるスキーマ ID が含まれます。これにより、各イベントがが含まれます。これにより、各イベントが
自己完結型になります。自己完結型になります。
    

     以下のスケルトン以下のスケルトン JSON は、変更イベントの基本となるは、変更イベントの基本となる 4 つの部分を示しています。ただし、アプつの部分を示しています。ただし、アプ
リケーションで使用するために選択したリケーションで使用するために選択した Kafka Connect コンバーターの設定方法によって、変更イベコンバーターの設定方法によって、変更イベ
ントのこれらントのこれら 4 部分の表現が決定されます。部分の表現が決定されます。schema フィールドは、変更イベントが生成されるようにフィールドは、変更イベントが生成されるように
コンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれます。同様に、イベントキーおよびイベントペ
イロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれイロードは、変更イベントが生成されるようにコンバーターを設定した場合のみ変更イベントに含まれ
ます。ます。JSON コンバーターを使用し、変更イベントの基本となるコンバーターを使用し、変更イベントの基本となる 4 つの部分すべてを生成するように設つの部分すべてを生成するように設
定すると、変更イベントの構造は次のようになります。定すると、変更イベントの構造は次のようになります。
    

表表8.2 変更イベントの基本内容の概要変更イベントの基本内容の概要

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 最初の スキーマスキーマ フィールドはイベントキーの一部です。イベントキーの 
ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。
つまり、最初の schema フィールドは、変更されたテーブルのプライマ
リーキーの構造、またはテーブルにプライマリーキーがない場合は変更さ
れたテーブルの一意キーの構造を記述します。

message.key.columnsコネクター設定プロパティー を設定すると、
テーブルのプライマリーキーをオーバーライドできます。この場合、最初
の schema フィールドはそのプロパティーによって識別されるキーの構造
を記述します。

{
 "schema": { 1
   ...
  },
 "payload": { 2
   ...
 },
 "schema": { 3
   ...
 },
 "payload": { 4
   ...
 },
}
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2 payload 最初の payload フィールドはイベントキーの一部になります。前述の 
schema フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行のキー
が含まれます。

3 schema 2 つ目の スキーマスキーマ フィールドはイベント値の一部です。イベント値 のペのペ
イロードイロード 部分の内容を記述する Kafka Connect スキーマを指定します。つ
まり、2 つ目の スキーマはスキーマは 変更された行の構造を記述します。通常、この
スキーマには入れ子になったスキーマが含まれます。

4 payload 2 つ目の payload フィールドはイベント値の一部です。前述の schema
フィールドによって記述された構造を持ち、変更された行の実際のデータ
が含まれます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

     デフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同じ名デフォルトでは、コネクターによって、変更イベントレコードがイベントの元のテーブルと同じ名
前を持つトピックにストリーミングされます。前を持つトピックにストリーミングされます。トピック名トピック名 を参照してください。を参照してください。
    

警告警告

      SQL Server コネクターは、すべてのコネクターは、すべての Kafka Connect スキーマ名がスキーマ名が Avro スス
キーマ名の形式キーマ名の形式 に準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベッに準拠するようにします。つまり、論理サーバー名はアルファベッ
トまたはアンダースコアトまたはアンダースコア (a-z、、A-Z、または、または _) で始まる必要があります。論理サーで始まる必要があります。論理サー
バー名の残りの各文字と、データベース名とテーブル名の各文字は、アルファベッバー名の残りの各文字と、データベース名とテーブル名の各文字は、アルファベッ
ト、数字、またはアンダースコアト、数字、またはアンダースコア ( a-z、、A-Z、、0-9、または、または \_) でなければなりませでなければなりませ
ん。無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。ん。無効な文字がある場合は、アンダースコアに置き換えられます。
     

      論理サーバー名、データベース名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、論理サーバー名、データベース名、またはテーブル名に無効な文字が含まれ、
名前を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに名前を区別する唯一の文字が無効であると、無効な文字はすべてアンダースコアに
置き換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。置き換えられるため、予期せぬ競合が発生する可能性があります。
     

     変更イベントの詳細は、以下を参照してください。変更イベントの詳細は、以下を参照してください。
    

       「「Debezium SQL Server 変更イベントのキー」変更イベントのキー」
      

       「「Debezium SQL Server 変更イベントの値」変更イベントの値」
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8.2.5.1. Debezium SQL Server 変更イベントのキー変更イベントのキー

      変更イベントのキーには、変更されたテーブルのキーのスキーマと、変更された行の実際のキーの変更イベントのキーには、変更されたテーブルのキーのスキーマと、変更された行の実際のキーの
スキーマが含まれます。スキーマとそれに対応するペイロードの両方には、コネクターによってイベンスキーマが含まれます。スキーマとそれに対応するペイロードの両方には、コネクターによってイベン
トが作成された時点において、変更されたテーブルのプライマリーキートが作成された時点において、変更されたテーブルのプライマリーキー (または一意なキー制約または一意なキー制約) に存在に存在
した各列のフィールドが含まれます。した各列のフィールドが含まれます。
     

      以下の以下の 顧客顧客 テーブルについて考えてみましょう。この後に、このテーブルの変更イベントキーの例テーブルについて考えてみましょう。この後に、このテーブルの変更イベントキーの例
を示します。を示します。
     

テーブルの例テーブルの例

       

      

変更イベントキーの例変更イベントキーの例

       顧客顧客 テーブルへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキースキーマテーブルへの変更をキャプチャーするすべての変更イベントには、同じイベントキースキーマ
があります。があります。顧客顧客 テーブルに前述の定義がある限り、テーブルに前述の定義がある限り、顧客顧客 テーブルへの変更をキャプチャーする変更テーブルへの変更をキャプチャーする変更
イベントのキー構造は、イベントのキー構造は、JSON では以下のようになります。では以下のようになります。
      

CREATE TABLE customers (
  id INTEGER IDENTITY(1001,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);

{
    "schema": { 1
        "type": "struct",
        "fields": [ 2
            {
                "type": "int32",
                "optional": false,
                "field": "id"
            }
        ],
        "optional": false, 3
        "name": "server1.dbo.customers.Key" 4
    },
    "payload": { 5
        "id": 1004
    }
}
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表表8.3 変更イベントキーの説明変更イベントキーの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema キーのスキーマ部分は、キーの ペイロードペイロード 部分の内容を記述する Kafka
Connect スキーマを指定します。

2 fields 各フィールドの名前、タイプ、および必要かどうかなど、ペイロードペイロード で想
定される各フィールドを指定します。この例では、type int32 のの id といとい
う名前の必須フィールドがう名前の必須フィールドが 1 つありますつあります。

3 任意任意 イベントキーの payload フィールドに値が含まれる必要があるかどうかを
示します。この例では、キーのペイロードに値が必要です。テーブルにプ
ライマリーキーがない場合は、キーの payload フィールドの値は任意で
す。

4 server1.dbo.cus
tomers.Key

キーのペイロードの構造を定義するスキーマの名前。このスキーマは、変
更されたテーブルのプライマリーキーの構造を記述します。キースキーマ
名の形式は connector-name.database- schema-name.table-name .Key
です。この例では、以下のようになります。

server1 はこのイベントを生成したコネクターの名前です。

dbo は変更されたテーブルのデータベーススキーマです。

顧客顧客 は更新されたテーブルです。

5 payload この変更イベントが生成された行のキーが含まれます。この例では、キー
に 1 つの id フィールドが含まれ、値は 1004 です。

8.2.5.2. Debezium SQL Server 変更イベントの値変更イベントの値

      変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には変更イベントの値はキーよりも若干複雑です。キーと同様に、値には schema セクションとセクションと 
payload セクションがあります。セクションがあります。schema セクションには、ネストされたフィールドを含む、セクションには、ネストされたフィールドを含む、payload 
セクションのセクションの Envelope 構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する構造を記述するスキーマが含まれます。データを作成、更新、または削除する
操作のすべての変更イベントには、操作のすべての変更イベントには、Envelope 構造を持つ値構造を持つ値 payload があります。があります。
     

      変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょ変更イベントキーの例を紹介するために使用した、同じサンプルテーブルについて考えてみましょ
う。う。
     

      このテーブルへの変更に対する変更イベントの値部分には、以下の各イベント型について記述されこのテーブルへの変更に対する変更イベントの値部分には、以下の各イベント型について記述され

CREATE TABLE customers (
  id INTEGER IDENTITY(1001,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE
);
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ています。ています。
     

        作成作成イベントイベント
       

        更新更新イベントイベント
       

        削除削除イベントイベント
       

作成作成イベントイベント

       以下の例は、以下の例は、顧客顧客 テーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イテーブルのデータを作成する操作に対してコネクターによって生成される変更イ
ベントの値の部分を示しています。ベントの値の部分を示しています。
      

{
  "schema": { 1
    "type": "struct",
    "fields": [
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "id"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "first_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "last_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "email"
          }
        ],
        "optional": true,
        "name": "server1.dbo.customers.Value", 2
        "field": "before"
      },
      {
        "type": "struct",
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        "fields": [
          {
            "type": "int32",
            "optional": false,
            "field": "id"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "first_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "last_name"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "email"
          }
        ],
        "optional": true,
        "name": "server1.dbo.customers.Value",
        "field": "after"
      },
      {
        "type": "struct",
        "fields": [
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "version"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "connector"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "name"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": false,
            "field": "ts_ms"
          },
          {
            "type": "boolean",
            "optional": true,
            "default": false,
            "field": "snapshot"
          },
          {
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            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "db"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "schema"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": false,
            "field": "table"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "change_lsn"
          },
          {
            "type": "string",
            "optional": true,
            "field": "commit_lsn"
          },
          {
            "type": "int64",
            "optional": true,
            "field": "event_serial_no"
          }
        ],
        "optional": false,
        "name": "io.debezium.connector.sqlserver.Source", 3
        "field": "source"
      },
      {
        "type": "string",
        "optional": false,
        "field": "op"
      },
      {
        "type": "int64",
        "optional": true,
        "field": "ts_ms"
      }
    ],
    "optional": false,
    "name": "server1.dbo.customers.Envelope" 4
  },
  "payload": { 5
    "before": null, 6
    "after": { 7
      "id": 1005,
      "first_name": "john",
      "last_name": "doe",
      "email": "john.doe@example.org"
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表表8.4 作成作成 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 schema 値のペイロードの構造を記述する、値のスキーマ。変更イベントの値ス
キーマは、コネクターが特定のテーブルに生成するすべての変更イベント
で同じになります。

2 name スキーマスキーマ セクションで、各 name フィールドは、値のペイロードの
フィールドのスキーマを指定します。

server1.dbo.customers.Value はペイロードのbefore および after
フィールドのスキーマです。このスキーマは customers テーブルに固有
です。

before および after フィールドのスキーマ名はlogicalName.database-
schemaName.tableName.Value の形式を取るので、スキーマ名がデー
タベースで一意になるようにします。つまり、Avro コンバーター を使用す
る場合、各論理ソースの各テーブルの Avro スキーマには独自の進化と履歴
があります。

3 name io.debezium.connector.sqlserver.Source は、ペイロードの ソースソース
フィールドのフィールドの スキーマです。このスキーマは、SQL Server コネクターに
固有です。コネクターは生成するすべてのイベントにこれを使用します。

4 name server1.dbo.customers.Envelope は、ペイロードの全体的な構造のス
キーマです。server1 はコネクター名、db o はデータベーススキーマ
名、顧客顧客 はテーブルです。

    },
    "source": { 8
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "sqlserver",
      "name": "server1",
      "ts_ms": 1559729468470,
      "snapshot": false,
      "db": "testDB",
      "schema": "dbo",
      "table": "customers",
      "change_lsn": "00000027:00000758:0003",
      "commit_lsn": "00000027:00000758:0005",
      "event_serial_no": "1"
    },
    "op": "c", 9
    "ts_ms": 1559729471739 10
  }
}
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5 payload 値の実際のデータ。これは、変更イベントが提供する情報です。

イベントの JSON 表現はそれが記述する行よりもはるかに大きいように見
えることがあります。これは、JSON 表現にはメッセージのスキーマ部分
とペイロード部分を含める必要があるためです。ただし、Avro コンバー
ター を使用すると、コネクターが Kafka トピックにストリーミングする
メッセージのサイズを大幅に小さくすることができます。

6 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。この例では、op 
フィールドがフィールドが create の c になる場合、この変更イベントは新規コンテン
ツ用であるため、before フィールドは null になります。

7 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。この例で
は、after フィールドには新しい行の id、first_name、、 last_name、お、お
よびメールよびメール コラムコラム の値が含まれます。

8 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。このフィール
ドには、イベントの発生元、イベントの発生順序、およびイベントが同じ
トランザクションの一部であるかどうかなど、このイベントと他のイベン
トを比較するために使用できる情報が含まれています。ソースメタデータ
には以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

データベースおよびスキーマ名

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

イベントがスナップショットの一部であるか

新しい行が含まれるテーブルの名前

サーバーログオフセット

9 op コネクターによってイベントが生成される原因となった操作の型を記述す
る必須文字列。この例では、c は操作によって行が作成されたことを示して
います。有効な値は以下のとおりです。

c = create

u = update

d = delete

r = read（スナップショットのみに適用）

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明
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10 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。イベ
ントメッセージエンベロープでは、Kafka Connect タスクを実行している
JVM のシステムクロックを基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースにコミットされた
時刻を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と
比較することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅
延を判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

更新更新イベントイベント

       サンプルサンプル 顧客顧客 テーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルのテーブルの更新の変更イベントの値には、そのテーブルの 作成作成 イベントと同じスイベントと同じス
キーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイキーマがあります。同様に、イベント値のペイロードは同じ構造を持ちます。ただし、イベント値ペイ
ロードではロードでは 更新更新 イベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターがイベントに異なる値が含まれます。以下は、コネクターが 顧客顧客 テーブルの更新に対しテーブルの更新に対し
て生成するイベントの変更イベント値の例になります。て生成するイベントの変更イベント値の例になります。
      

{
  "schema": { ... },
  "payload": {
    "before": { 1
      "id": 1005,
      "first_name": "john",
      "last_name": "doe",
      "email": "john.doe@example.org"
    },
    "after": { 2
      "id": 1005,
      "first_name": "john",
      "last_name": "doe",
      "email": "noreply@example.org"
    },
    "source": { 3
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "sqlserver",
      "name": "server1",
      "ts_ms": 1559729995937,
      "snapshot": false,
      "db": "testDB",
      "schema": "dbo",
      "table": "customers",
      "change_lsn": "00000027:00000ac0:0002",
      "commit_lsn": "00000027:00000ac0:0007",
      "event_serial_no": "2"
    },
    "op": "u", 4
    "ts_ms": 1559729998706  5
  }
}
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表表8.5 更新更新 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。更新更新 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミット前に各テーブル列の
フィールドと、その列にあった値が含まれます。この例では、email 値は値は 
john.doe@example.org です 。。

2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。構造 の前後にの前後に  
比較して、この行への更新内容を判断できます。この例では、比較して、この行への更新内容を判断できます。この例では、メーメー
ルル の値はの値は noreply@example.org になります。になります。
         

          

3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。ソースフィーソースフィー
ルドルド 構造には create イベントと同じフィールドがありますが、一部の値が
異なります。たとえば、更新更新 イベントサンプルのオフセットは異なりま
す。ソースメタデータには以下が含まれています。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

データベースおよびスキーマ名

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

イベントがスナップショットの一部であるか

新しい行が含まれるテーブルの名前

サーバーログオフセット

event_serial_no フィールドは、同じコミットおよび変更 LSN を持つイ
ベントを区別します。このフィールドの値が 1 以外である場合の典型的な
状況：

更新によって更新によって SQL Server の CDC 変更テーブルに 2 つのイベント
が生成されるため、更新 イベントの値は 2 に設定されています
（詳細はソースドキュメントを参照してください）。最初のイベ
ントには古い値が含まれ、2 番目のイベントには新しい値が含まれ
ます。コネクターは最初のイベントの値を使用して 2 つ目のイベ
ントを作成します。コネクターは最初のイベントを破棄します。

プライマリーキーが更新されると、SQL Server は 2 つのイベント
を生成します。古いプライマリーキーを持つレコードを削除する
ための 削除削除 イベントと、新しいプライマリーキーを持つレコード
を追加するための 作成作成 イベント。どちらの操作も同じコミットお
よび変更 LSN を共有します。イベント番号はそれぞれ 1 と 2 で
す。

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。更新更新 イベント値の op フィールドの値
は u で、更新によってこの行が変更されたことを示します。
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5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。イベ
ントメッセージエンベロープでは、Kafka Connect タスクを実行している
JVM のシステムクロックを基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースにコミットされた
時刻を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と
比較することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅
延を判断できます。

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

注記注記

       行のプライマリーキー行のプライマリーキー/一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。一意キーの列を更新すると、行のキーの値が変更されます。
キーが変更されると、キーが変更されると、3 つつ のイベントがのイベントが Debezium によって出力されます。によって出力されます。3 つのイベつのイベ
ントとは、ントとは、削除削除 イベント、行の古いキーをイベント、行の古いキーを 持つ持つ 廃棄廃棄(tombstone) イベント、および行イベント、および行
の新しいキーを持つの新しいキーを持つ 作成作成 イベントです。イベントです。
      

削除削除 イベントイベント

       削除削除 変更イベントの値は、同じテーブルの変更イベントの値は、同じテーブルの 作成作成 およびおよび 更新更新 イベントと同じイベントと同じ スキーマスキーマ の部分になの部分にな
ります。サンプルります。サンプル 顧客顧客 テーブルのテーブルの 削除削除 イベントのイベントの ペイロードペイロード 部分は以下のようになります。部分は以下のようになります。
      

{
  "schema": { ... },
  },
  "payload": {
    "before": { <>
      "id": 1005,
      "first_name": "john",
      "last_name": "doe",
      "email": "noreply@example.org"
    },
    "after": null, 1
    "source": { 2
      "version": "1.5.4.Final",
      "connector": "sqlserver",
      "name": "server1",
      "ts_ms": 1559730445243,
      "snapshot": false,
      "db": "testDB",
      "schema": "dbo",
      "table": "customers",
      "change_lsn": "00000027:00000db0:0005",
      "commit_lsn": "00000027:00000db0:0007",
      "event_serial_no": "1"
    },
    "op": "d", 3
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表表8.6 削除削除 イベント値フィールドの説明イベント値フィールドの説明

項目項目 フィールド名フィールド名 説明説明

1 before イベント発生前の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の before フィールドには、データベースのコミットで削除される前に行に
あった値が含まれます。

2 after イベント発生後の行の状態を指定する任意のフィールド。削除削除 イベント値
の after フィールドは null で、行が存在しないことを示します。

3 source イベントのソースメタデータを記述する必須のフィールド。削除削除 イベント
値では、ソースフィールドのソースフィールドの 構造は、同じテーブルの 作成作成 および 更新更新
イベントと同じです。多くの ソースフィールドソースフィールド 値も同じです。削除削除 イベ
ント値の the ts_ms および pos フィールドの値や、その他の値が変更され
た可能性があります。ただし、削除削除 イベント値の ソースフィールドソースフィールド は同
じメタデータを提供します。

Debezium バージョン

コネクター型および名前

データベースおよびスキーマ名

データベースに変更が加えられた時点のタイムスタンプ

イベントがスナップショットの一部であるか

新しい行が含まれるテーブルの名前

サーバーログオフセット

4 op 操作の型を記述する必須の文字列。op フィールドの値は d で、この行が削
除されたことを示します。

5 ts_ms コネクターがイベントを処理した時間を表示する任意のフィールド。イベ
ントメッセージエンベロープでは、Kafka Connect タスクを実行している
JVM のシステムクロックを基にします。

source オブジェクトで、ts_ms は変更がデータベースに加えられた時間
を示します。payload.source.ts_ms の値を payload.ts_ms の値と比較
することにより、ソースデータベースの更新と Debezium との間の遅延を
判断できます。

      SQL Server コネクターイベントは、コネクターイベントは、Kafka ログコンパクションログコンパクション と動作するように設計されていまと動作するように設計されていま
す。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古いす。ログコンパクションにより、少なくとも各キーの最新のメッセージが保持される限り、一部の古い
メッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態メッセージを削除できます。これにより、トピックに完全なデータセットが含まれ、キーベースの状態
のリロードに使用できるようにするとともに、のリロードに使用できるようにするとともに、 Kafka がストレージ領域を確保できるようにします。がストレージ領域を確保できるようにします。
     

    "ts_ms": 1559730450205 4
  }
}
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廃棄廃棄 (tombstone) イベントイベント

       行が削除された場合でも、行が削除された場合でも、Kafka は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、は同じキーを持つ以前のメッセージをすべて削除できるため、削削
除除 イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、イベントの値はログコンパクションで動作します。ただし、Kafka が同じキーを持つすべてのメッが同じキーを持つすべてのメッ
セージを削除するには、メッセージの値がセージを削除するには、メッセージの値が null である必要があります。これを可能にするために、である必要があります。これを可能にするために、
Debezium のの SQL Server コネクターはコネクターは 削除削除 イベントを出力した後にイベントを出力した後に 、、 同じキーと同じキーと null 値を持つ特値を持つ特
別な廃棄別な廃棄(tombstone)イベントを出力します。イベントを出力します。
      

8.2.6. トランザクション境界を表すトランザクション境界を表す Debezium SQL Server コネクターによって生成されたイベントコネクターによって生成されたイベント

     Debezium は、トランザクション境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンリッチするイは、トランザクション境界を表し、データ変更イベントメッセージをエンリッチするイ
ベントを生成できます。ベントを生成できます。
    

     データベーストランザクションは、データベーストランザクションは、BEGIN キーワードとキーワードと END キーワードの間に囲まれているスキーワードの間に囲まれているス
テートメントブロックによって表されます。テートメントブロックによって表されます。Debezium は、すべてのトランザクションでは、すべてのトランザクションで BEGIN 区切区切
り文字とり文字と END 区切り文字のトランザクション境界イベントを生成します。トランザクション境界イベ区切り文字のトランザクション境界イベントを生成します。トランザクション境界イベ
ントには以下のフィールドが含まれます。ントには以下のフィールドが含まれます。
    

status

        BEGIN またはまたは END
       

id

        一意のトランザクション識別子の文字列表現。一意のトランザクション識別子の文字列表現。
       

event_count （（ END イベント用）イベント用）

        トランザクションによって出力されるイベントの合計数。トランザクションによって出力されるイベントの合計数。
       

data_collections （（ END イベント用）イベント用）

        指定のデータコレクションからの変更によって出力されたイベントの数を提供する指定のデータコレクションからの変更によって出力されたイベントの数を提供する data 
_collection とと event_count のペアの配列。のペアの配列。
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警告警告

      トランザクションの終了時をトランザクションの終了時を Debezium が確実に識別する方法はありません。が確実に識別する方法はありません。
そのため、トランザクションそのため、トランザクション END マーカーは、別のトランザクションの最初のイマーカーは、別のトランザクションの最初のイ
ベントが到着した後にのみ出力されます。これにより、トラフィックの少ないシスベントが到着した後にのみ出力されます。これにより、トラフィックの少ないシス
テムにおいてテムにおいて END マーカーが遅延する可能性があります。マーカーが遅延する可能性があります。
     

     以下の例は、典型的なトランザクション境界メッセージを示しています。以下の例は、典型的なトランザクション境界メッセージを示しています。
    

例例: SQL Server コネクタートランザクション境界イベントコネクタートランザクション境界イベント

      

     

     トランザクションイベントは、トランザクションイベントは、<database.server.name>.transaction という名前のトピックに書きという名前のトピックに書き
込まれます。込まれます。
    

8.2.6.1. 変更データイベントのエンリッチメント変更データイベントのエンリッチメント



{
  "status": "BEGIN",
  "id": "00000025:00000d08:0025",
  "event_count": null,
  "data_collections": null
}

{
  "status": "END",
  "id": "00000025:00000d08:0025",
  "event_count": 2,
  "data_collections": [
    {
      "data_collection": "testDB.dbo.tablea",
      "event_count": 1
    },
    {
      "data_collection": "testDB.dbo.tableb",
      "event_count": 1
    }
  ]
}
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      トランザクションメタデータを有効にすると、データトランザクションメタデータを有効にすると、データ message Envelope は新しいは新しい トランザクトランザク
ションション フィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベンフィールドでエンリッチされます。このフィールドは、複合フィールドの形式ですべてのイベン
トに関する情報を提供します。トに関する情報を提供します。
     

id

         一意のトランザクション識別子の文字列表現。一意のトランザクション識別子の文字列表現。
        

total_order

         トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶対位置。トランザクションによって生成されたすべてのイベントを対象とするイベントの絶対位置。
        

data_collection_order

         トランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とするイベントのデータコレクトランザクションによって出力されたすべてのイベントを対象とするイベントのデータコレク
ションごとの位置。ションごとの位置。
        

      以下の例は、典型的なメッセージの例を示しています。以下の例は、典型的なメッセージの例を示しています。
     

8.2.7. Debezium SQL Server コネクターによるデータ型のマッピング方法コネクターによるデータ型のマッピング方法

     Debezium SQL Server コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントを生成コネクターは、行が存在するテーブルのように構造化されたイベントを生成
して、テーブル行データへの変更を表します。各イベントには、行のコラム値を表すフィールドが含まして、テーブル行データへの変更を表します。各イベントには、行のコラム値を表すフィールドが含ま
れます。イベントが操作のコラム値を表す方法は、列のれます。イベントが操作のコラム値を表す方法は、列の SQL データ型によって異なります。このイベデータ型によって異なります。このイベ
ントで、コネクターは各ントで、コネクターは各 SQL Server データ型のフィールドをデータ型のフィールドを リテラル型リテラル型 とと セマンティック型セマンティック型 の両方の両方
にマップします。にマップします。
    

{
  "before": null,
  "after": {
    "pk": "2",
    "aa": "1"
  },
  "source": {
...
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": "1580390884335",
  "transaction": {
    "id": "00000025:00000d08:0025",
    "total_order": "1",
    "data_collection_order": "1"
  }
}
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     コネクターはコネクターは SQL Sever のデータ型をのデータ型を リテラルリテラル 型および型および セマンティックセマンティック 型の両方にマップできま型の両方にマップできま
す。す。
    

リテラル型リテラル型

        Kafka Connect スキーマタイプ、スキーマタイプ、INT 16 、、INT32、、INT64、、FLOAT32 、、BOOLEAN、、
STRING、、BYTES、、 およびおよび STRUCT を使用してを使用して、、  値をリテラルで表す値をリテラルで表す方法を記述し方法を記述し  ます。ます。
       

セマンティック型セマンティック型

        フィールドのフィールドの Kafka Connect スキーマの名前を使用して、スキーマの名前を使用して、Kafka Connect スキーマがフィースキーマがフィー
ルドのルドの 意味意味 をキャプチャーする方法を記述します。をキャプチャーする方法を記述します。
       

     データ型マッピングの詳細については、以下を参照してください。データ型マッピングの詳細については、以下を参照してください。
    

       基本型基本型
      

       時間値時間値
      

       10 進数値進数値
      

       タイムスタンプ値タイムスタンプ値
      

基本型基本型

      以下の表は、コネクターによる基本的な以下の表は、コネクターによる基本的な SQL Server データ型のマッピング方法を示しています。データ型のマッピング方法を示しています。
     

表表8.7 SQL Server コネクターによって使用されるデータ型マッピングコネクターによって使用されるデータ型マッピング

SQL Server のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スキーマ型スキーマ型) セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

BIT BOOLEAN 該当なし

TINYINT INT16 該当なし

SMALLINT INT16 該当なし

INT INT32 該当なし
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BIGINT INT64 該当なし

REAL FLOAT32 該当なし

FLOAT[(N)] FLOAT64 該当なし

CHAR[(N)] STRING 該当なし

VARCHAR[(N)] STRING 該当なし

TEXT STRING 該当なし

NCHAR[(N)] STRING 該当なし

NVARCHAR[(N)] STRING 該当なし

NTEXT STRING 該当なし

XML STRING io.debezium.data.Xml

XML ドキュメントの文字列表現が含まれま
す。

DATETIMEOFFSET[(P)] STRING io.debezium.time.ZonedTimestamp

タイムゾーン情報を含むタイムスタンプの文字
列表現。タイムゾーンは GMT です。

SQL Server のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スキーマ型スキーマ型) セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

     その他のデータ型マッピングは、以下のセクションで説明します。その他のデータ型マッピングは、以下のセクションで説明します。
    

     列のデフォルト値がある場合は、対応するフィールドの列のデフォルト値がある場合は、対応するフィールドの Kafka Connect スキーマに伝達されます。スキーマに伝達されます。
変更メッセージには、フィールドのデフォルト値が含まれます変更メッセージには、フィールドのデフォルト値が含まれます (明示的な列値が指定されていない場明示的な列値が指定されていない場
合合)。そのため、スキーマからデフォルト値を取得する必要はほとんどありません。。そのため、スキーマからデフォルト値を取得する必要はほとんどありません。
    

時間値時間値

      タイムゾーン情報が含まれるタイムゾーン情報が含まれる SQL Server のの DATETIMEOFFSET データ型以外に、他の時間タイプデータ型以外に、他の時間タイプ
はは time.precision.mode 設定プロパティーの値によって異なります。設定プロパティーの値によって異なります。time.precision.mode 設定プロパ設定プロパ
ティーがティーが adaptive （（ デフォルト）に設定されている場合、コネクターは列のデータ型の定義に基づいデフォルト）に設定されている場合、コネクターは列のデータ型の定義に基づい
て一時的な型のリテラル型とセマンティック型を決定し、イベントがデータベースの値て一時的な型のリテラル型とセマンティック型を決定し、イベントがデータベースの値 を正確にを正確に 表す表す
ようにします。ようにします。
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SQL Server のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スキーマ型スキーマ型) セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 io.debezium.time.Date

エポックからの日数を表します。

TIME(0), TIME(1), TIME(2), 
TIME(3)

INT32 io.debezium.time.Time

午前 0 時から経過した時間をミリ秒で表し、タ
イムゾーン情報は含まれません。

TIME(4), TIME(5), TIME(6) INT64 io.debezium.time.MicroTime

午前 0 時から経過した時間をマイクロ秒で表
し、タイムゾーン情報は含まれません。

TIME(7) INT64 io.debezium.time.NanoTime

午前 0 時から経過した時間をナノ秒で表し、タ
イムゾーン情報は含まれません。

DATETIME INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイ
ムゾーン情報は含まれません。

SMALLDATETIME INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイ
ムゾーン情報は含まれません。

DATETIME2(0), 
DATETIME2(1), 
DATETIME2(2), 
DATETIME2(3)

INT64 io.debezium.time.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイ
ムゾーン情報は含まれません。

DATETIME2(4), 
DATETIME2(5), 
DATETIME2(6)

INT64 io.debezium.time.MicroTimestamp

エポックからの経過時間をマイクロ秒で表し、
タイムゾーン情報は含まれません。

DATETIME2(7) INT64 io.debezium.time.NanoTimestamp

エポックからの経過時間をナノ秒で表し、タイ
ムゾーン情報は含まれません。

     time.precision.mode 設定プロパティーが設定プロパティーが connect に設定されている場合、コネクターは事前定義に設定されている場合、コネクターは事前定義
されたされた Kafka Connect の論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みのの論理型を使用します。これは、コンシューマーが組み込みの Kafka Connect 
の論理型のみを認識し、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。一方、の論理型のみを認識し、可変精度の時間値を処理できない場合に便利です。一方、SQL Server はマイはマイ
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クロ秒のクロ秒の 10 分の分の 1 の精度をサポートするため、の精度をサポートするため、接続接続 時間の精度モードでコネクターによって生成され時間の精度モードでコネクターによって生成され
たた イベントはイベントは、データベース列の少数秒の精度値が、データベース列の少数秒の精度値が 3 よりも大きい場合によりも大きい場合に 精度精度 が失われます。が失われます。
    

SQL Server のデータ型のデータ型 リテラル型リテラル型 (スス
キーマ型キーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名) および注記および注記

DATE INT32 org.apache.kafka.connect.data.Date

エポックからの日数を表します。

TIME([P]) INT64 org.apache.kafka.connect.data.Time

午前 0 時からの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。SQL Server では、範囲 が 0 - 7 の P
が許可され、マイクロ秒の 10 分の 1 の精度まで保存されま
すが、このモードは P > 3 時に精度が失われます。

DATETIME INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

SMALLDATETIME INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。

DATETIME2 INT64 org.apache.kafka.connect.data.Timestamp

エポックからの経過時間をミリ秒で表し、タイムゾーン情
報は含まれません。SQL Server では、範囲 が 0 - 7 の P
が許可され、マイクロ秒の 10 分の 1 の精度まで保存されま
すが、このモードは P > 3 時に精度が失われます。

タイムスタンプ値タイムスタンプ値

      DATETIME、、SMALLDATETIME およびおよび DATETIME2 タイプは、タイムゾーン情報のないタイムスタイプは、タイムゾーン情報のないタイムス
タンプを表します。このような列は、タンプを表します。このような列は、UTC を基にして同等のを基にして同等の Kafka Connect 値に変換されます。たと値に変換されます。たと
えば、「えば、「2018-06-20 15:13:16.945104」という」という DATETIME2 の値は「の値は「1529507596945104」という」という 
io.debezium.time.MicroTimestamp の値で表されます。の値で表されます。
     

     Kafka Connect およびおよび Debezium を実行しているを実行している JVM のタイムゾーンは、この変換には影響しなのタイムゾーンは、この変換には影響しな
いことに注意してください。いことに注意してください。
    

10 進数値進数値

      Debezium コネクターは、コネクターは、decimal.handling.mode コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー の設定にしたがっの設定にしたがっ
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てて 10 進数を処理します。進数を処理します。
     

decimal.handling.mode=precise

表表8.8 Mappings when decimal.handing.mode=precise

SQL Server 型型 リテラル型リテラル型
(スキーマ型スキーマ型)

セマンティック型セマンティック型 (スキーマ名スキーマ名)

NUMERIC[(P[,S])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal
スケールスケール スキーマパラメーターには、小数点を移動し
た桁数を表す整数が含まれます。

DECIMAL[(P[,S])] BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal
スケールスケール スキーマパラメーターには、小数点を移動し
た桁数を表す整数が含まれます。

SMALLMONEY BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal
スケールスケール スキーマパラメーターには、小数点を移動し
た桁数を表す整数が含まれます。

MONEY BYTES org.apache.kafka.connect.data.Decimal
スケールスケール スキーマパラメーターには、小数点を移動し
た桁数を表す整数が含まれます。

decimal.handling.mode=double

表表8.9 Mappings when decimal.handing.mode=double

SQL Server 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

NUMERIC[(M[,D])] FLOAT64 該当なし該当なし

DECIMAL[(M[,D])] FLOAT64 該当なし該当なし

SMALLMONEY[(M[,D])] FLOAT64 該当なし該当なし

MONEY[(M[,D])] FLOAT64 該当なし該当なし

decimal.handling.mode=string

表表8.10 Mappings when decimal.handing.mode=string

SQL Server 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

NUMERIC[(M[,D])] STRING 該当なし該当なし
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DECIMAL[(M[,D])] STRING 該当なし該当なし

SMALLMONEY[(M[,D])] STRING 該当なし該当なし

MONEY[(M[,D])] STRING 該当なし該当なし

SQL Server 型型 リテラル型リテラル型 セマンティック型セマンティック型

8.3. DEBEZIUM コネクターを実行するためのコネクターを実行するための SQL SERVER の設定の設定

    Debezium がが SQL Server テーブルから変更イベントをキャプチャーするには、必要な権限を持つテーブルから変更イベントをキャプチャーするには、必要な権限を持つ 
SQL Server の管理者が最初にクエリーを実行してデータベースでの管理者が最初にクエリーを実行してデータベースで CDC を有効にします。その後、管を有効にします。その後、管
理者は理者は Debezium がキャプチャーする各テーブルに対して、がキャプチャーする各テーブルに対して、CDC を有効にする必要があります。を有効にする必要があります。
   

    Debezium コネクターと使用するためのコネクターと使用するための SQL Server の設定に関する詳細は、以下を参照してくださの設定に関する詳細は、以下を参照してくださ
い。い。
   

      「「SQL Server データベースでのデータベースでの CDC の有効化」の有効化」
     

      「「SQL Server テーブルでのテーブルでの CDC の有効化」の有効化」
     

      「ユーザーが「ユーザーが CDC テーブルにアクセスできることの確認」テーブルにアクセスできることの確認」
     

      「「Azure 上の上の SQL Server」」
     

      「「SQL Server キャプチャージョブエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへキャプチャージョブエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへ
の影響」の影響」
     

      「「SQL Server のキャプチャージョブエージェントの設定パラメーター」のキャプチャージョブエージェントの設定パラメーター」
     

    CDC の適用後、の適用後、CDD が有効になっているテーブルにコミットされるが有効になっているテーブルにコミットされる INSERT、、UPDATE、、およびおよび 
DELETE 操作がすべてキャプチャーされます。その後、操作がすべてキャプチャーされます。その後、Debezium コネクターはこれらのイベントをコネクターはこれらのイベントを
キャプチャーしてキャプチャーして Kafka トピックに出力できます。トピックに出力できます。
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8.3.1. SQL Server データベースでのデータベースでの CDC の有効化の有効化

     テーブルのテーブルの CDC を有効にする前に、を有効にする前に、SQL Server データベースに対してデータベースに対して CDC を有効にする必要がを有効にする必要が
あります。あります。SQL Server 管理者は、システムストアドプロシージャーを実行して管理者は、システムストアドプロシージャーを実行して CDC を有効にしまを有効にしま
す。システムストアドプロシージャーは、す。システムストアドプロシージャーは、SQL Server Management Studio またはまたは Transact-SQL をを
使用すると実行できます。使用すると実行できます。
    

前提条件前提条件

       SQL Server のの sysadmin 固定サーバーロールのメンバーである。固定サーバーロールのメンバーである。
      

       データベースのデータベースの db_owner である。である。
      

       SQL Server Agent が稼働している。が稼働している。
      

注記注記

      SQL Server のの CDC 機能は、ユーザーが作成したテーブルでのみ発生する変更を処機能は、ユーザーが作成したテーブルでのみ発生する変更を処
理します。理します。SQL Server マスターマスター データベースでデータベースで CDC を有効にすることはできません。を有効にすることはできません。
     

手順手順

1. 
       SQL Server Management Studio のの View メニューからメニューから Template Explorer をクリックしをクリックし
ます。ます。
      

2. 
       Template Browser で、で、SQL Server Templates を展開します。を展開します。
      

3. 
       Change Data Capture > Configuration を展開した後、を展開した後、 Enable Database for CDC をクをク
リックします。リックします。
      

4. 
       テンプレートで、テンプレートで、USE ステートメントのステートメントの データベース名を、データベース名を、CDC に対して有効にするに対して有効にする
データベースの名前に置き換えます。データベースの名前に置き換えます。
      

5. 
       ストアドプロシージャーストアドプロシージャー sys.sp_cdc_enable_db を実行して、を実行して、CDC に対してデータベーに対してデータベー
スを有効にします。スを有効にします。
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       データベースがデータベースが CDC に対して有効化されると、に対して有効化されると、name cdc を持つスキーマとを持つスキーマと CDC ユーユー
ザー、メタデータテーブル、その他のシステムオブジェクトが作成されます。ザー、メタデータテーブル、その他のシステムオブジェクトが作成されます。
      

       以下の例は、データベース以下の例は、データベース MyDB に対してに対して CDC を有効にする方法を示しています。を有効にする方法を示しています。
      

例例: CDC テンプレートに対するテンプレートに対する SQL Server データベースの有効化データベースの有効化

        

       

8.3.2. SQL Server テーブルでのテーブルでの CDC の有効化の有効化

     SQL Server 管理者は、管理者は、Debezium がキャプチャーするソーステーブルで変更データキャプチャーがキャプチャーするソーステーブルで変更データキャプチャー 
(CDC) を有効にする必要があります。データベースがを有効にする必要があります。データベースが CDC に対してすでに有効になっている必要があに対してすでに有効になっている必要があ
ります。テーブルでります。テーブルで CDC を有効にするには、を有効にするには、SQL Server 管理者はストアドプロシージャー管理者はストアドプロシージャー 
sys.sp_cdc_enable_table をテーブルに対して実行します。ストアドプロシージャーは、をテーブルに対して実行します。ストアドプロシージャーは、SQL Server 
Management Studio またはまたは Transact-SQL を使用すると実行できます。キャプチャーするすべてのを使用すると実行できます。キャプチャーするすべての
テーブルに対してテーブルに対して SQL Server のの CDC を有効にする必要があります。を有効にする必要があります。
    

前提条件前提条件

       CDC がが SQL Server データベースで有効になっている。データベースで有効になっている。
      

       SQL Server Agent が稼働している。が稼働している。
      

       データベースのデータベースの db_owner 固定データベースロールのメンバーである。固定データベースロールのメンバーである。
      

手順手順

1. 
       SQL Server Management Studio のの View メニューからメニューから Template Explorer をクリックしをクリックし
ます。ます。
      

2. 

USE MyDB
GO
EXEC sys.sp_cdc_enable_db
GO
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1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 1 2

3 3 3 3 3 2 3

2. 
       Template Browser で、で、SQL Server Templates を展開します。を展開します。
      

3. 
       Change Data Capture > Configuration を展開した後、を展開した後、Enable Table Specifying 
Filegroup Option をクリックします。をクリックします。
      

4. 
       テンプレートで、テンプレートで、USE ステートメントのステートメントの テーブル名テーブル名 を、キャプチャーするテーブルの名を、キャプチャーするテーブルの名
前に置き換えます。前に置き換えます。
      

5. 
       ストアドプロシージャーストアドプロシージャー sys.sp_cdc_enable_table を実行します。を実行します。
      

       以下の例は、以下の例は、My Table テーブルに対してテーブルに対して CDC を有効にする方法を示しています。を有効にする方法を示しています。
      

例例: SQL Server テーブルに対するテーブルに対する CDC の有効化の有効化

        

       

      

         キャプチャーするテーブルの名前を指定します。キャプチャーするテーブルの名前を指定します。
        

       

         ソーステーブルのキャプチャーされた列でソーステーブルのキャプチャーされた列で SELECT パーミッションを付与するユーパーミッションを付与するユー
ザーを追加できるロールザーを追加できるロール MyRole を指定します。を指定します。sysadmin ロールまたはロールまたは db_owner ローロー
ルのユーザーも、指定した変更テーブルにアクセスできます。ルのユーザーも、指定した変更テーブルにアクセスできます。@role_name の値をの値を NULL 
に設定して、に設定して、sysadmin またはまたは db_owner のメンバーのみがキャプチャーされた情報に完のメンバーのみがキャプチャーされた情報に完
全にアクセスできるようにします。全にアクセスできるようにします。
        

       

USE MyDB
GO

EXEC sys.sp_cdc_enable_table
@source_schema = N'dbo',
@source_name   = N'MyTable', 1
@role_name     = N'MyRole',  2
@filegroup_name = N'MyDB_CT', 3
@supports_net_changes = 0
GO
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8.3.3. ユーザーがユーザーが CDC テーブルにアクセスできることの確認テーブルにアクセスできることの確認

     SQL Server 管理者は、システムストアドプロシージャを実行してデータベースまたはテーブルをク管理者は、システムストアドプロシージャを実行してデータベースまたはテーブルをク
エリーし、そのエリーし、その CDC 設定情報を取得できます。ストアドプロシージャーは、設定情報を取得できます。ストアドプロシージャーは、SQL Server 
Management Studio またはまたは Transact-SQL を使用すると実行できます。を使用すると実行できます。
    

前提条件前提条件

       キャプチャーインスタンスのキャプチャーされたすべての列に対してキャプチャーインスタンスのキャプチャーされたすべての列に対して SELECT 権限があ権限があ
る。る。db_owner データベースロールのメンバーは、定義されたすべてのキャプチャーインスタデータベースロールのメンバーは、定義されたすべてのキャプチャーインスタ
ンスの情報を表示できます。ンスの情報を表示できます。
      

       クエリーに含まれるテーブル情報に定義したゲーティングロールへのメンバーシップがあクエリーに含まれるテーブル情報に定義したゲーティングロールへのメンバーシップがあ
る。る。
      

手順手順

1. 
       SQL Server Management Studio のの View メニューからメニューから Object Explorer をクリックしまをクリックしま
す。す。
      

2. 
       Object Explorer からから Databases を展開し、を展開し、MyDB などのデータベースオブジェクトを展などのデータベースオブジェクトを展
開します。開します。
      

3. 
       Programmability > Stored Procedures > System Stored Procedures を展開します。を展開します。
      

4. 
       sys.sp_cdc_help_change_data_capture の手順を実行して、テーブルをクエリーしまの手順を実行して、テーブルをクエリーしま
す。す。
      

       クエリーは空の結果を返しません。クエリーは空の結果を返しません。
      

       以下の例では、データベース以下の例では、データベース MyDB で先に保存されたで先に保存された 
sys.sp_cdc_help_change_data_capture を実行します。を実行します。
      

例例: CDC 設定情報のテーブルのクエリー設定情報のテーブルのクエリー
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       クエリーは、クエリーは、CDC に対して有効になっているデータベースの各テーブルの設定情報を返に対して有効になっているデータベースの各テーブルの設定情報を返
し、呼び出し元のアクセスが許可される変更データが含まれます。結果が空の場合は、ユーし、呼び出し元のアクセスが許可される変更データが含まれます。結果が空の場合は、ユー
ザーにキャプチャーインスタンスとザーにキャプチャーインスタンスと CDC テーブルの両方にアクセスできる権限があることをテーブルの両方にアクセスできる権限があることを
確認します。確認します。
      

8.3.4. Azure 上の上の SQL Server

     Debezium SQL Server コネクターはコネクターは Azure のの SQL Server ではテストされていません。ではテストされていません。
    

8.3.5. SQL Server キャプチャージョブエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響キャプチャージョブエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響

     データベース管理者がソーステーブルに対して変更データキャプチャーを有効にすると、キャプデータベース管理者がソーステーブルに対して変更データキャプチャーを有効にすると、キャプ
チャージョブエージェントの実行が開始されます。エージェントは新しい変更イベントレコードをトラチャージョブエージェントの実行が開始されます。エージェントは新しい変更イベントレコードをトラ
ンザクションログから読み取り、イベントレコードを変更データテーブルに複製します。変更がソースンザクションログから読み取り、イベントレコードを変更データテーブルに複製します。変更がソース
テーブルにコミットされてから、対応する変更テーブルに変更が反映される間、常に短いレイテンシーテーブルにコミットされてから、対応する変更テーブルに変更が反映される間、常に短いレイテンシー
が間隔で発生します。この遅延間隔は、ソーステーブルで変更が発生したときから、が間隔で発生します。この遅延間隔は、ソーステーブルで変更が発生したときから、Debezium がそのがその
変更を変更を Apache Kafka にストリーミングできるようになるまでの差を表します。にストリーミングできるようになるまでの差を表します。
    

     データの変更に素早く対応する必要があるアプリケーションについては、ソースと変更テーブル間データの変更に素早く対応する必要があるアプリケーションについては、ソースと変更テーブル間
で密接に同期を維持するのが理想的です。キャプチャーエージェントを実行してできるだけ迅速に変更で密接に同期を維持するのが理想的です。キャプチャーエージェントを実行してできるだけ迅速に変更
イベントを継続的に処理すると、スループットが増加し、レイテンシーが減少するため、イベントの発イベントを継続的に処理すると、スループットが増加し、レイテンシーが減少するため、イベントの発
生後にほぼリアルタイムで新しいイベントレコードが変更テーブルに入力されることを想像するかもし生後にほぼリアルタイムで新しいイベントレコードが変更テーブルに入力されることを想像するかもし
れません。しかし、これは必ずしもそうであるとは限りません。同期を即時に行うとパフォーマンスにれません。しかし、これは必ずしもそうであるとは限りません。同期を即時に行うとパフォーマンスに
影響します。キャプチャージョブエージェントが新しいイベントレコードについてデータベースにクエ影響します。キャプチャージョブエージェントが新しいイベントレコードについてデータベースにクエ
リーを実行するたびに、データベースホストのリーを実行するたびに、データベースホストの CPU 負荷が増加します。サーバーへの負荷が増える負荷が増加します。サーバーへの負荷が増える
と、データベース全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があり、特にデータベースの使用がと、データベース全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があり、特にデータベースの使用が
ピークに達するときにトランザクションの効率が低下する可能性があります。ピークに達するときにトランザクションの効率が低下する可能性があります。
    

     データベースメトリクスを監視して、サーバーがキャプチャーエージェントのアクティビティーをデータベースメトリクスを監視して、サーバーがキャプチャーエージェントのアクティビティーを
サポートできなくなるレベルにデータベースが達した場合に認識できるようにすることが重要となりまサポートできなくなるレベルにデータベースが達した場合に認識できるようにすることが重要となりま
す。パフォーマンスの問題を認識した場合、データベースホストの全体的なす。パフォーマンスの問題を認識した場合、データベースホストの全体的な CPU 負荷を許容できるレ負荷を許容できるレ
イテンシーで調整するために、イテンシーで調整するために、SQL Server のキャプチャーエージェント設定を変更できます。のキャプチャーエージェント設定を変更できます。
    

USE MyDB;
GO
EXEC sys.sp_cdc_help_change_data_capture
GO
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8.3.6. SQL Server のキャプチャージョブエージェントの設定パラメーターのキャプチャージョブエージェントの設定パラメーター

     SQL Server では、キャプチャージョブエージェントの動作を制御するパラメーターはでは、キャプチャージョブエージェントの動作を制御するパラメーターは SQL Server 
テーブルテーブル msdb.dbo.cdc_jobs に定義されます。キャプチャージョブエージェントの実行中にパフォーに定義されます。キャプチャージョブエージェントの実行中にパフォー
マンスの問題が発生した場合は、マンスの問題が発生した場合は、sys .sp_cdc_change_job ストアドプロシージャーを実行し、新しいストアドプロシージャーを実行し、新しい
値を指定して、キャプチャージョブ設定を調整し、値を指定して、キャプチャージョブ設定を調整し、CPU の負荷を軽減します。の負荷を軽減します。
    

注記注記

      SQL Server のキャプチャージョブエージェントパラメーターの設定方法に関する具のキャプチャージョブエージェントパラメーターの設定方法に関する具
体的なガイダンスは、本書の範囲外となります。体的なガイダンスは、本書の範囲外となります。
     

     以下のパラメーターは、以下のパラメーターは、Debezium SQL Server コネクターと使用するキャプチャーエージェントのコネクターと使用するキャプチャーエージェントの
動作を変更する場合に最も重要になります。動作を変更する場合に最も重要になります。
    

pollinginterval

          キャプチャーエージェントがログスキャンのサイクルで待機する秒数を指定します。キャプチャーエージェントがログスキャンのサイクルで待機する秒数を指定します。
         

          値が大きいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。値が大きいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。
         

          値が値が 0 の場合は、スキャン間の待機時間を指定しません。の場合は、スキャン間の待機時間を指定しません。
         

          デフォルト値はデフォルト値は 5 です。です。
         

Maxtrans

          各ログスキャンサイクル中に処理するトランザクションの最大数を指定します。キャ各ログスキャンサイクル中に処理するトランザクションの最大数を指定します。キャ
プチャージョブが指定の数のトランザクションを処理した後、次のスキャンを開始する前にプチャージョブが指定の数のトランザクションを処理した後、次のスキャンを開始する前に 
pollinginterval で指定された期間一時停止します。で指定された期間一時停止します。
         

          値が小さいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。値が小さいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。
         

          デフォルト値はデフォルト値は 500 です。です。
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maxscans

          キャプチャージョブが、データベーストランザクションログの完全な内容のキャプキャプチャージョブが、データベーストランザクションログの完全な内容のキャプ
チャーを試みるスキャンサイクルの数の制限を指定します。チャーを試みるスキャンサイクルの数の制限を指定します。continuous パラメーターがパラメーターが 1 
に設定されている場合、ジョブはスキャンを再開する前にに設定されている場合、ジョブはスキャンを再開する前に ポーリング間隔が指定するポーリング間隔が指定する 期間期間
一時停止します。一時停止します。
         

          値が小さいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。値が小さいほど、データベースホストの負荷が減少し、レイテンシーが増加します。
         

          デフォルト値はデフォルト値は 10 です。です。
         

関連情報関連情報

       キャプチャーエージェントパラメーターの詳細は、キャプチャーエージェントパラメーターの詳細は、SQL Server のドキュメントを参照してのドキュメントを参照して
ください。ください。
      

8.4. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

    Debezium SQL Server コネクターをデプロイするには、コネクターファイルをコネクターをデプロイするには、コネクターファイルを Kafka Connect にに
追加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに追加し、コネクターを実行するカスタムコンテナーを作成して、続いてコネクター設定をコンテナーに
追加します。追加します。Debezium SQL Server コネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してくださコネクターのデプロイに関する詳細は、以下を参照してくださ
い。い。
   

      「「Debezium SQL Server コネクターのデプロイ」コネクターのデプロイ」
     

      「「Debezium SQL Server コネクター設定プロパティーの説明」コネクター設定プロパティーの説明」
     

8.4.1. Debezium SQL Server コネクターのデプロイコネクターのデプロイ

     Debezium SQL Server コネクターをデプロイするには、コネクターをデプロイするには、Debezium コネクターアーカイブが含まれコネクターアーカイブが含まれ
るカスタムるカスタム Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテコンテナーイメージをビルドし、続いてこのコンテナーイメージをコンテ
ナーレジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソースナーレジストリーにプッシュする必要があります。その後、以下のカスタムリソース (CR) を作成するを作成する
必要があります。必要があります。
    

       Kafka Connect インスタンスを定義するインスタンスを定義する KafkaConnect CR。。CR のの image プロパティープロパティー
は、は、Debezium コネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しまコネクターを実行するために作成するコンテナーイメージの名前を指定しま
す。このす。この CR を、を、Red Hat AMQ Streams がデプロイされているがデプロイされている OpenShift インスタンスに適インスタンスに適
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用します。用します。AMQ Streams は、は、Apache Kafka をを OpenShift に取り入れるに取り入れる Operator およびイおよびイ
メージを提供します。メージを提供します。
      

       Debezium SQL Server コネクターを定義するコネクターを定義する KafkaConnector CR。この。この CR をを 
KafkaConnect CR を適用するのと同じを適用するのと同じ OpenShift インスタンスに適用します。インスタンスに適用します。
      

前提条件前提条件

       SQL Server が稼働し、が稼働し、Debezium コネクターと連携するようにコネクターと連携するように SQL Server を設定する手を設定する手
順順 が完了済みである必要があります。が完了済みである必要があります。
      

       AMQ Streams がが OpenShift にデプロイされ、にデプロイされ、Apache Kafka およびおよび Kafka Connect を実を実
行している。詳細は、『行している。詳細は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』を参照して』を参照して
ください。ください。
      

       Podman またはまたは Docker がインストールされている。がインストールされている。
      

       Debezium コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（コネクターを実行するコンテナーを追加する予定のコンテナーレジストリー（ 
quay.io またはまたは docker.ioなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッなど）でコンテナーを作成および管理するアカウントおよびパーミッ
ションがある。ションがある。
      

手順手順

1. 
       Kafka Connect のの Debezium SQL Server コンテナーを作成します。コンテナーを作成します。
      

a. 
         Debezium SQL Server コネクターアーカイブコネクターアーカイブ をダウンロードします。をダウンロードします。
        

b. 
         Debezium SQL Server コネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインのコネクターアーカイブを展開して、コネクタープラグインの
ディレクトリー構造を作成します。以下に例を示します。ディレクトリー構造を作成します。以下に例を示します。
        

./my-plugins/
├── debezium-connector-sqlserver
│   ├── ...

c. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用するて使用する Docker ファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコファイルを作成します。たとえば、ターミナルウィンドウに以下のコ
マンドを入力します。マンドを入力します。my -plugins はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。はプラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
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1

2

 

           任意のファイル名を指定できます。任意のファイル名を指定できます。
          

 

           my-plugins は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。は、プラグインディレクトリーの名前に置き換えます。
          

         このコマンドは、現在のディレクトリーにこのコマンドは、現在のディレクトリーに debezium-container-for-sqlserver.yaml 
という名前のという名前の Docker ファイルを作成します。ファイルを作成します。
        

d. 
         前の手順で作成した前の手順で作成した debezium-container-for-sqlserver.yaml Docker ファイルからファイルから
コンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナルコンテナーイメージをビルドします。ファイルを含むディレクトリーから、ターミナル
ウィンドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。ウィンドウを開き、以下のコマンドのいずれかを入力します。
        

         上記のコマンドは、上記のコマンドは、debezium-container-for-sqlserver という名前のコンテナーイという名前のコンテナーイ
メージを構築します。メージを構築します。
        

e. 
         カスタムイメージをカスタムイメージを quay.io などのコンテナーレジストリーまたは内部のコンテナーなどのコンテナーレジストリーまたは内部のコンテナー
レジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイするレジストリーにプッシュします。コンテナーレジストリーは、イメージをデプロイする 
OpenShift インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行インスタンスで利用できる必要があります。以下のいずれかのコマンドを実行
します。します。
        

f. 
         新しい新しい Debezium SQL Server KafkaConnect カスタムリソースカスタムリソース (CR) を作成しまを作成しま
す。たとえば、以下の例のようにす。たとえば、以下の例のように アノテーションアノテーション およびイメージおよびイメージ プロパティーを指定するプロパティーを指定する 
dbz-connect.yaml という名前のという名前の KafkaConnect CR を作成します。を作成します。
        

cat <<EOF >debezium-container-for-sqlserver.yaml 1
FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./<my-plugins>/ /opt/kafka/plugins/ 2
USER 1001
EOF

podman build -t debezium-container-for-sqlserver:latest .

docker build -t debezium-container-for-sqlserver:latest .

podman push <myregistry.io>/debezium-container-for-sqlserver:latest

docker push <myregistry.io>/debezium-container-for-sqlserver:latest
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2

 

           metadata.annotations は、は、KafkaConnectors リソースがこのリソースがこの Kafka Connect 
クラスターでコネクターを設定するために使用されることをクラスターでコネクターを設定するために使用されることを Cluster Operator に示しに示し
ます。ます。
          

 

           spec.image は、は、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージのコネクターを実行するために作成したイメージの
名前を指定します。このプロパティーは、名前を指定します。このプロパティーは、Cluster Operator のの 
STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を上書きします。変数を上書きします。
          

g. 
         以下のコマンドを入力して、以下のコマンドを入力して、KafkaConnect CR をを OpenShift Kafka Connect 環境に環境に
適用します。適用します。
        

         このコマンドは、このコマンドは、Debezium コネクターを実行するために作成したイメージの名前をコネクターを実行するために作成したイメージの名前を
指定する指定する Kafka Connect インスタンスを追加します。インスタンスを追加します。
        

2. 
       Debezium SQL Server コネクターインスタンスを設定するコネクターインスタンスを設定する KafkaConnector カスタムリカスタムリ
ソースを作成します。ソースを作成します。
      

       コネクターの設定プロパティーを指定するコネクターの設定プロパティーを指定する a .yaml ファイルでファイルで Debezium SQL Server ココ
ネクターを設定します。コネクター設定は、ネクターを設定します。コネクター設定は、Debezium に対して、スキーマおよびテーブルのに対して、スキーマおよびテーブルの
サブセットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎサブセットにイベントを生成するよう指示する可能性があり、または機密性の高い、大きすぎ
る、または不必要な指定のコラムでる、または不必要な指定のコラムで Debezium が値を無視、マスク、または切り捨てするようが値を無視、マスク、または切り捨てするよう
にプロパティーを設定する可能性もあります。にプロパティーを設定する可能性もあります。
      

       以下の例では、以下の例では、port 1433 でで SQL サーバーホストサーバーホスト 192.168.99.100 に接続するに接続する Debezium 
コネクターを設定します。このホストにはコネクターを設定します。このホストには testDB という名前のデータベースがあり、という名前のデータベースがあり、顧客顧客 のの
名前が含まれるテーブルはサーバーの論理名名前が含まれるテーブルはサーバーの論理名 ですです。。
      

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: "true" 1
spec:
  #...
  image: debezium-container-for-sqlserver  2

oc create -f dbz-connect.yaml
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SQL Server fulfillment-connector.yaml

        

       

表表8.11 コネクター設定の説明コネクター設定の説明

項目項目 説明説明

1 Kafka Connect サービスに登録する場合のコネクターの名前。

2 この SQL Server コネクタークラスの名前。

3 SQL Server インスタンスのアドレス。

4 SQL Server インスタンスのポート番号。

5 SQL Server ユーザーの名前。

6 SQL Server ユーザーのパスワード。

7 変更をキャプチャーするデータベースの名前。

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: fulfillment-connector 1
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
  annotations:
    strimzi.io/use-connector-resources: 'true'
spec:
  class: io.debezium.connector.sqlserver.SqlServerConnector 2
  config:
    database.hostname: 192.168.99.100 3
    database.port: 1433 4
    database.user: debezium 5
    database.password: dbz 6
    database.dbname: testDB 7
    database.server.name: fullfullment 8
    database.include.list: dbo.customers 9
    database.history.kafka.bootstrap.servers: my-cluster-kafka-bootstrap:9092 10
    database.history.kafka.topic: dbhistory.fullfillment 11
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8 namespace を形成する SQL Server インスタンス/クラスターの論理名で、コネクター
が書き込む Kafka トピックの名前、Kafka Connect スキーマ名、および Arvo コンバー
ターが使用される場合に対応する Avro スキーマの namespace のすべてに使用されま
す。

9 Debezium が変更をキャプチャーする必要があるすべてのテーブルのリスト。

10 DDL ステートメントをデータベース履歴トピックに書き込み、復元するためにコネク
ターによって使用される Kafka ブローカーのリスト。

11 コネクターが DDL ステートメントを書き、復元するデータベース履歴トピックの名
前。このトピックは内部使用のみを目的としており、コンシューマーが使用しないよう
にしてください。

項目項目 説明説明

3. 
       Kafka Connect でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、でコネクターインスタンスを作成します。たとえば、KafkaConnector リリ
ソースをソースを fulfill ment-connector.yaml ファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しまファイルに保存した場合、以下のコマンドを実行しま
す。す。
      

       上記のコマンドは上記のコマンドは fulfill ment-connector を登録し、コネクターはを登録し、コネクターは KafkaConnector CR にに
定義されている定義されている testDB データベースに対して実行を開始します。データベースに対して実行を開始します。
      

4. 
       コネクターが作成され、起動されたことを確認します。コネクターが作成され、起動されたことを確認します。
      

a. 
         Kafka Connect ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変ログ出力を表示して、コネクターが作成され、指定データベースの変
更のキャプチャーが開始されたことを確認します。更のキャプチャーが開始されたことを確認します。
        

b. 
         ログの出力を確認し、ログの出力を確認し、Debezium が初回のスナップショットを実行することを確認しが初回のスナップショットを実行することを確認し
ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。ます。ログには、以下のメッセージと同様の出力が表示されます。
        

         コネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーするコネクターがエラーがなく正常に起動すると、コネクターが変更をキャプチャーする
各テーブルのトピックが作成されます。各テーブルのトピックが作成されます。CR のサンプルでは、のサンプルでは、include.list プロパティーにプロパティーに

oc apply -f fulfillment-connector.yaml

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/cluster=my-connect-cluster)

... INFO Starting snapshot for ...

... INFO Snapshot is using user 'debezium' ...
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指定されたテーブルのトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これ指定されたテーブルのトピックがあります。ダウンストリームアプリケーションは、これ
らのトピックをサブスクライブできます。らのトピックをサブスクライブできます。
        

c. 
         以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し以下のコマンドを実行して、コネクターによってトピックが作成されたことを検証し
ます。ます。
        

     Debezium SQL Server コネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストはコネクターに設定できる設定プロパティーの完全リストは SQL Server コネコネ
クタープロパティークタープロパティー を参照してください。を参照してください。
    

結果結果

      コネクターが起動すると、コネクターが設定されたコネクターが起動すると、コネクターが設定された SQL Server データベースのデータベースの 整合性スナップ整合性スナップ
ショットが実行ショットが実行 されます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を開始されます。その後、コネクターは行レベルの操作のデータ変更イベントの生成を開始
し、変更イベントレコードをし、変更イベントレコードを Kafka トピックにストリーミングします。トピックにストリーミングします。
     

8.4.2. Debezium SQL Server コネクター設定プロパティーの説明コネクター設定プロパティーの説明

     Debezium SQL Server コネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するためコネクターには、アプリケーションに適したコネクター動作を実現するため
に使用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。に使用できる設定プロパティーが多数あります。多くのプロパティーにはデフォルト値があります。
    

     プロパティーに関する情報は、以下のように構成されています。プロパティーに関する情報は、以下のように構成されています。
    

       必要なコネクター設定プロパティー必要なコネクター設定プロパティー
      

       高度なコネクター設定プロパティー高度なコネクター設定プロパティー
      

       Debezium がデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御するがデータベース履歴トピックから読み取るイベントを処理する方法を制御する 
データベース履歴コネクター設定プロパティーデータベース履歴コネクター設定プロパティー
      

         パススルーデータベース履歴プロパティーパススルーデータベース履歴プロパティー
        

       データベースドライバーの動作を制御するデータベースドライバーの動作を制御する パススルーデータベースドライバープロパパススルーデータベースドライバープロパ
ティーティー
      

oc get kafkatopics
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必要な必要な Debezium SQL Server コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

      以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は以下の設定プロパティーは、デフォルト値がない場合は必須必須です。です。
     

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

name  コネクターの一意名。同じ名前で再登録を試み
ると失敗します。(このプロパティーはすべて
の Kafka Connect コネクターに必要です)

connector.class  コネクターの Java クラスの名前。SQL Server
コネクターには、常に 
io.debezium.connector.sqlserver.SqlSer
verConnector の値を使用します。

tasks.max 1 このコネクターのために作成する必要のあるタ
スクの最大数。SQL Server コネクターは常に
単一のタスクを使用するため、この値を使用し
ません。そのため、デフォルト値は常に許容さ
れます。

database.hostname  SQL Server データベースサーバーの IP アドレ
スまたはホスト名。

database.port 1433 SQL Server データベースサーバーのポート番
号 (整数)。

database.user  SQL Server データベースサーバーへの接続時
に使用するユーザー名。

database.password  SQL Server データベースサーバーへの接続時
に使用するパスワード。

database.dbname  変更をストリーミングする SQL Server データ
ベースの名前。

database.server.name  Debezium がキャプチャーする SQL Server
データベースサーバーの namespace を識別お
よび提供する論理名。論理名は、他のコネク
ター全体で一意となる必要があります。これ
は、このコネクターから生成されるすべての
Kafka トピック名のプレフィックスとして使用
されるためです。英数字とアンダースコアのみ
を使用する必要があります。
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table.include.list  Debezium がキャプチャーするテーブルの完全
修飾テーブル識別子と一致する正規表現のコン
マ区切りリスト（任意）。table. include.list
に含まれていないテーブルはキャプチャーから
除外されます。各識別子の形式は
schemaName.tableName です。デフォルトで
は、コネクターは指定のスキーマのシステム以
外のテーブルをすべてキャプチャーしま
す。table.exclude.list と併用しないでくださ
い。

table.exclude.list  キャプチャーから除外するテーブルの完全修飾
テーブル識別子と一致する正規表現のコンマ区
切りリスト（任意）。Debezium は table. 
exclude.list に含まれていないテーブルをす
べてキャプチャーします。各識別子の形式は
schemaName.tableName で
す。table.include.list と併用しないでくださ
い。

column.include.list 空の文字列空の文字列 変更イベントメッセージの値に含まれる必要が
ある列の完全修飾名と一致する正規表現のコン
マ区切りリスト (任意)。列の完全修飾名の形式
は schemaName.tableName.columnName で
す。プライマリーキー列は、値に含まれていな
い場合でもイベントのキーに常に含まれること
に注意してください。column.exclude.list
プロパティーを設定しないでください。

column.exclude.list 空の文字列空の文字列 変更イベントメッセージの値から除外される必
要がある列の完全修飾名と一致する正規表現の
コンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾名の
形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。プライマリーキー列は、値から除外される
場合でもイベントのキーに常に含まれることに
注意してください。column.include.list プ
ロパティーを設定しないでください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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column.mask.hash.hashA
lgorithm.with.salt.salt

該当なし該当なし 文字ベースの列の完全修飾名と一致する正規表
現のコンマ区切りリスト (任意)。列の完全修飾
名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。生成される変更イベントレコードでは、指
定された列の値は仮名に置き換えられます。

仮名は、指定された hashAlgorithm と salt を
適用すると得られるハッシュ化された値で構成
されます。使用されるハッシュ関数に基づい
て、参照整合性は維持され、列値は仮名に置き
換えられます。サポートされるハッシュ関数
は、Java Cryptography Architecture Standard
Algorithm Name Documentationの
MessageDigest section に説明されています。

以下の例では、CzQMA0cB5K が無作為に選
択された salt になります。

column.mask.hash.SHA-
256.with.salt.CzQMA0cB5K = 
inventory.orders.customerName, 
inventory.shipment.customerName

必要な場合は、仮名は自動的に列の長さに短縮
されます。コネクター設定には、異なるハッ
シュアルゴリズムと salt を指定する複数のプロ
パティーを含めることができます。

使用される hashAlgorithm、選択された salt、
および実際のデータセットによっては、結果と
して得られるデータセットが完全にマスクされ
ないことがあります。

time.precision.mode adaptive 時間、日付、およびタイムスタンプは、異なる
精度の種類で表すことができます。これには、
適合性 （（ デフォルト値）は、データベース列
の型を基にして、ミリ秒、マイクロ秒、または
ナノ秒の精度値のいずれかを使用してデータ
ベースの値と全く同じ時間とタイムスタンプを
キャプチャーします。もしくは connect は、
Kafka Connect の Time、Date、および
Timestamp の組み込み表現を使用して、常に
時間とタイムスタンプ値を表し、データベース
列の精度に関わらず、ミリ秒の精度を使用しま
す。「 時間値 」を参照してください。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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decimal.handling.mode 正確性正確性 コネクターによる DECIMAL および 
NUMERIC 列の値の処理方法を指定します。

precise (デフォルト) はバイナリー形式で変更
イベントに表される java.math.BigDecimal
値を使用して正確に表します。

double は double値を使用して表します。精
度が失われる可能性はありますが、簡単に使用
できます。

string は値をフォーマットされた文字列とし
てエンコードします。簡単に使用できますが、
本来の型に関するセマンティック情報は失われ
ます。

include.schema.changes true コネクターがデータベーススキーマの変更を、
データベースサーバー ID と同じ名前の Kafka
トピックに公開するかどうかを指定するブール
値。各スキーマの変更は、データベース名が含
まれるキーと、スキーマ更新を記述する JSON
構造である値で記録されます。これは、コネク
ターがデータベース履歴を内部で記録する方法
には依存しません。デフォルトは true です。

tombstones.on.delete true 削除削除 イベントの後に廃棄 (tombstone) イベン
トが続くかどうかを制御します。

true: 削除操作は、削除削除 イベントと後続の破棄
(tombstone) イベントで表されます。

false: 削除削除イベントのみ出力されます。

log compaction がトピックで有効になっている
場合には、ソースレコードの削除後に廃棄
(tombstone) イベントを出力すると (デフォル
ト動作)、Kafka は削除された行のキーに関連す
るすべてのイベントを完全に削除できます。

column.truncate.to._lengt
h_.chars

該当なし該当なし フィールド値が指定された文字数より長い場合
に、変更イベントメッセージ値で値を省略する
必要がある文字ベースの列の完全修飾名と一致
する正規表現のコンマ区切りリスト (任意)。長
さが異なる複数のプロパティーを単一の設定で
使用できますが、それぞれの長さは正の整数で
ある必要があります。列の完全修飾名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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column.mask.with._lengt
h_.chars

該当なし該当なし 変更イベントメッセージで、指定された数のア
スタリスク(*)文字で構成されるフィールド値
に値を置き換える必要のある文字ベースの列の
完全修飾名と一致する正規表現のコンマ区切り
リスト（任意）。長さが異なる複数のプロパ
ティーを単一の設定で使用できますが、それぞ
れの長さは正の整数またはゼロである必要があ
ります。列の完全修飾名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。

column.propagate.source
.type

該当なし該当なし 出力された変更メッセージの該当するフィール
ドスキーマに元の型および長さをパラメーター
として追加する必要がある列の完全修飾名と一
致する、正規表現のコンマ区切りリスト (任
意)。スキーマパラメーター 
__debezium.source.column.type,__debe
zium.source.column.length および 
__debezium.source.column.scale は、そ
れぞれ元の型名と長さ（variable-width タイプ
の場合）を伝播するために使用されます。シン
クデータベースの対応する列を適切にサイズ調
整するのに便利です。列の完全修飾名の形式は
schemaName.tableName.columnName で
す。

datatype.propagate.sourc
e.type+

該当なし該当なし 出力された変更メッセージフィールドスキーマ
に元の型および長さをパラメーターとして追加
する必要がある列のデータベース固有のデータ
型名と一致する、正規表現のコンマ区切りリス
ト (任意)。スキーマパラメーター 
__debezium.source.column.type,__debe
zium.source.column.length および 
__debezium.source.column.scale は、そ
れぞれ元の型名と長さ（可変幅型）を伝播する
ために使用されます。シンクデータベースの対
応する列を適切にサイズ調整するのに便利で
す。完全修飾データ型名の形式は
schemaName.tableName.typeName で
す。SQL Server 固有のデータ型 のリストは、
「SQL Server データ型」を参照してくださ
い。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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message.key.columns 該当なし該当なし プライマリーキーをマップする完全修飾テーブ
ルおよび列と一致する正規表現のセミコロン区
切りリスト。
各項目（正規表現）は、カスタムキーを表すコ
ラムの カンマ区切りのカンマ区切りの <fully-qualified 
table>:<a comma-separated list と一致す
る必要があります。
完全修飾テーブルは schemaName.tableName
として定義できます。

binary.handling.mode bytes バイナリーバイナリー （バイナリー、varbinary）列を
変更イベントで表す方法を指定します。たとえ
ば、バイトはバイトは バイナリーデータをバイト配列
（デフォルト）で表します。base 64 はバイナ
リーデータを base64 でエンコードされた文字
列として表します。hex はバイナリーデータを
16 進エンコード(base16)文字列として表しま
す。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

高度な高度な SQL Server コネクター設定プロパティーコネクター設定プロパティー

      以下の以下の 高度な高度な 設定プロパティーには、ほとんどの状況で機能する適切なデフォルト設定があるた設定プロパティーには、ほとんどの状況で機能する適切なデフォルト設定があるた
め、コネクターの設定で指定する必要はほとんどありません。め、コネクターの設定で指定する必要はほとんどありません。
     

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

snapshot.mode Initial キャプチャーされたテーブルの構造 (および必
要に応じてデータ) の最初のスナップショット
を作成するモード。スナップショットが完了す
ると、コネクターはデータベースのやり直し
(redo) ログから変更イベントの読み取りを続行
します。以下の値がサポートされています。

initial: キャプチャーされたテーブル
の構造およびデータのスナップショッ
トを作成します。キャプチャーされた
テーブルからのデータの完全な表現を
トピックに入力する必要がある場合に
便利です。

initial_only: initial などの構造と
データのスナップショットを作成しま
すが、スナップショットの完了後に変
更のストリーミングに移行しません。

schema_only: キャプチャーされた
テーブルの構造のスナップショットを
作成します。今後発生する変更のみが
トピックに伝播される必要がある場合
に便利です。
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snapshot.include.collecti
on.list

table.include.listに指
定したすべてのテーブル

スナップショットの作成 に使用するに使用する table. 
include.list に含まれる 完全修飾テーブル完全修飾テーブル 名
(<db-name>.<schema-name>.<name>)の
名前と一致する正規表現のコンマ区切りリスト
（任意）。

snapshot.isolation.mode repeatable_read 使用されるトランザクション分離レベルと、
キャプチャー用に指定されたテーブルをコネク
ターがロックする期間を制御するモード。以下
の値がサポートされています。

read_uncommitted

read_committed

repeatable_read

スナップショットスナップショット

排他的排他的 （排他的排他的 モードは、繰り返し
可能な読み取り分離レベルを使用しま
すが、読み取りにはすべてのテーブル
で排他的ロックが使用されます）。

スナップショットスナップショット、read_committed モー
ド、および read_uncommitted モードは、
最初のスナップショットの実行中に他のトラン
ザクションによるテーブル行の更新を阻止しま
せん。exclusive および repeatable _read
モードは、同時更新を阻止します。

モードの選択は、データの整合性にも影響しま
す。排他的排他的 スナップショットスナップショット およびスナッ
プショットモードは、完全な整合性を保証しま
す。つまり、最初のスナップショットとログの
ストリーミングが履歴の線形を構成します。
repeatable _read モードおよび 
read_committed モードの場合、たとえば、
追加されたレコードが最初のスナップショット
で 1 回、ストリーミングフェーズで 1 回表示さ
れる可能性があります。しかし、この整合性レ
ベルはデータのミラーリングであれば問題ない
はずです。read_uncommitted には、データ
の整合性の保証が全くありません（一部のデー
タは損失または破損する可能性があります）。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

第第8章章 SQL SERVER のの DEBEZIUM コネクターコネクター

381



event.processing.failure.h
andling.mode

fail イベントの処理中にコネクターが例外に対応す
る方法を指定します。fail は例外 (問題のある
イベントのオフセットを示す) を伝達するた
め、コネクターが停止します。
warn を指定すると問題のあるイベントがス
キップされ、問題のあるイベントのオフセット
がログに記録されます。
skip を指定すると、問題のあるイベントがス
キップされます。

poll.interval.ms 1000 各反復処理の実行中に新しい変更イベントが表
示されるまでコネクターが待機する時間 (ミリ
秒単位) を指定する正の整数値。デフォルトは
1000 ミリ秒 (1 秒) です。

max.queue.size 8192 データベースログから読み取られた変更イベン
トが Kafka に書き込まれる前に配置される、ブ
ロッキングキューの最大サイズを指定する正の
整数値。このキューは、Kafka への書き込みが
遅い場合や Kafka が利用できない場合などに、
CDC テーブルリーダーにバックプレシャーを
提供できます。キューに発生するイベントは、
このコネクターによって定期的に記録されるオ
フセットには含まれません。デフォルトは
8192 で、max. batch.size プロパティーで指定
される最大バッチサイズよりも常に大きくする
必要があります。

max.batch.size 2048 このコネクターの反復処理中に処理される必要
があるイベントの各バッチの最大サイズを指定
する正の整数値。デフォルトは 2048 です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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heartbeat.interval.ms 0 ハートビートメッセージが送信される頻度を制
御します。
このプロパティーには、コネクターがメッセー
ジをハートビートトピックに送信する頻度を定
義する間隔 (ミリ秒単位) が含まれます。この
プロパティーは、コネクターがデータベースか
ら変更イベントを受信しているかどうかを確認
するために使用できます。また、長期に渡り変
更されるのはキャプチャーされていないテーブ
ルのレコードのみである場合は、ハートビート
メッセージを利用する必要があります。このよ
うな場合、コネクターはデータベースからログ
の読み取りを続行しますが、変更メッセージを
Kafka に出力しないため、オフセットの更新が
Kafka にコミットされません。これにより、コ
ネクターの再起動後に再送信される変更イベン
トが増える可能性があります。ハートビート
メッセージを送信しない場合は、このパラメー
ターを 0 に設定します。
デフォルトでは無効にされています。

heartbeat.topics.prefix __debezium-
heartbeat

ハートビートメッセージが送信されるトピック
の命名を制御します。
トピックの名前
は、<heartbeat.topics.prefix>.
<server.name> パターンに従って名前が付け
られます。

snapshot.delay.ms  コネクターの起動後、スナップショットを取得
するまで待機する間隔 (ミリ秒単位)。
クラスター内で複数のコネクターを開始する際
に スナップショットが中断されないようにす
るために使用でき、コネクターのリバランスが
実行される可能性があります。

snapshot.fetch.size 2000 スナップショットの実行中に各テーブルから 1
度に読み取る必要がある行の最大数を指定しま
す。コネクターは、このサイズの複数のバッチ
でテーブルの内容を読み取ります。デフォルト
は 2000 です。

query.fetch.size  指定のクエリーのデータベースのラウンドト
リップごとにフェッチされる行の数を指定しま
す。デフォルトは、JDBC ドライバーのデフォ
ルトのフェッチサイズです。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明
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snapshot.lock.timeout.ms 10000 スナップショットの実行時に、テーブルロック
を取得するまで待つ最大時間 (ミリ秒単位) を
指定する整数値。この時間間隔でテーブルロッ
クを取得できないと、スナップショットは失敗
します（ スナップショットも参照）。
0 に設定すると、ロックを取得できないとコネ
クターが即座に失敗します。値 -1 は無限の待
機を示します。

snapshot.select.statemen
t.overrides

 テーブルのどの行がスナップショットに含まれ
るかを制御します。
このプロパティーには、完全修飾テーブル
(SCHEMA_NAME.TABLE_NAME) のコンマ区
切りリストが含まれます。各テーブルの select
ステートメントは、id 
snapshot.select.statement.overrides.
[SCHEMA_NAME].[TABLE_NAME] で識別
される追加の設定プロパティーで指定されてい
ます。これらのプロパティーの値は、スナップ
ショットの実行中に特定のテーブルからデータ
を取得するときに使用する SELECT ステート
メントです。大規模な追加専用テーブルで可能大規模な追加専用テーブルで可能
なユースケースとしては、前のスナップショッなユースケースとしては、前のスナップショッ
トが中断された場合にスナップショットの開始トが中断された場合にスナップショットの開始
(再開再開) 点を設定することが挙げられます。点を設定することが挙げられます。
注記注記: この設定はスナップショットにのみ影響
します。ログの読み取り中にキャプチャーされ
たイベントは影響を受けません。

sanitize.field.names コネクター設定 がが 
key.converter またはまたは 
value を明示的に指定を明示的に指定
する場合はする場合は True。。
Avro を使用するパラを使用するパラ
メーターはメーターは、すべて 
false です。

Avro の命名要件に準拠するためにフィールド
名がサニタイズされるかどうか。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

384

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#sqlserver-snapshots


database.server.timezone  サーバーのタイムゾーン。

このプロパティーは、サーバー（実際にはゾー
ン化されていない）から取得したトランザク
ションのタイムスタンプ(ts_ms)のタイムゾー
ンを定義します。デフォルトでは、この値は設
定されません。SQL Server 2014 以前のバー
ジョンで実行する場合にのみ、プロパティーの
値を設定し、Debezium コネクターを実行して
いるデータベースサーバーと JVM は異なるタ
イムゾーンを使用します。

設定しない場合、デフォルトでは Debezium コ
ネクターを実行する仮想マシンのタイムゾーン
を使用します。この場合、SQL Server 2014 以
前のバージョンで実行し、サーバーとコネク
ターが異なるタイムゾーンを使用する場合、正
しくない ts_ms 値が生成されることがありま
す。
使用できる値には、「Z」、「UTC」、
「+02:00」などのオフセット値、「CET」な
どの短いゾーン ID、および 「Europe/Paris」
などの長いゾーン ID が含まれます。

provide.transaction.meta
data

false true に設定すると、Debezium はトランザク
ション境界でイベントを生成し、トランザク
ションメタデータでデータイベントエンベロー
プを強化します。

詳細は、「 トランザクションメタデータ 」を
参照してください。

retriable.restart.connecto
r.wait.ms

10000 (10 秒) 再試行可能なエラーが発生した後にコネクター
を再起動するまで待機する時間 (ミリ秒単位)。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

Debezium コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー

      Debezium では、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御するでは、コネクターがスキーマ履歴トピックと対話する方法を制御する 
database.history.* プロパティーのセットを提供します。プロパティーのセットを提供します。
     

     以下の表は、以下の表は、Debezium コネクターを設定するためのコネクターを設定するための database.history プロパティーについて説明プロパティーについて説明
しています。しています。
    

表表8.12 コネクターデータベース履歴設定プロパティーコネクターデータベース履歴設定プロパティー
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プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

database.history.kafka.topic  コネクターがデータベーススキーマの履歴を保存す
る Kafka トピックの完全名。

database.history.kafka.boots
trap.servers

 Kafka クラスターへの最初の接続を確立するために
コネクターが使用するホストとポートのペアの一
覧。このコネクションは、コネクターによって以前
に保存されたデータベーススキーマ履歴の取得や、
ソースデータベースから読み取られる各 DDL ステー
トメントの書き込みに使用されます。各ペアは、
Kafka Connect プロセスによって使用される同じ
Kafka クラスターを示す必要があります。

database.history.kafka.recov
ery.poll.interval.ms

100 永続化されたデータのポーリングが行われている間
にコネクターが起動/回復を待つ最大時間 (ミリ秒単
位) を指定する整数値。デフォルトは 100 ミリ秒で
す。

database.history.kafka.recov
ery.attempts

4 エラーでコネクターのリカバリーが失敗する前に、
コネクターが永続化された履歴データの読み取りを
試行する最大回数。データを受信しなかった後に待
機する最大時間は recovery. attempts x recovery. 
poll.interval.ms です。

database.history.skip.unpar
seable.ddl

false コネクターが不正または不明なデータベースのス
テートメントを無視するかどうか、または人が問題
を修正するために処理を停止するかどうかを指定す
るブール値。安全なデフォルトは false です。ス
キップは、binlog の処理中にデータの損失や分割を
引き起こす可能性があるため、必ず注意して使用す
る必要があります。

database.history.store.only.
monitored.tables.ddl

今後のリリースで削除される予定今後のリリースで削除される予定
ですです 。代わりに。代わりに 
database.history.store.only.
captured.tables.ddl を使用しを使用し
てください。てください。

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。
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database.history.store.only.
captured.tables.ddl

false コネクターがすべての DDL ステートメントを記録す
るかどうかを指定するブール値。

True は、変更が Debezium によってキャプチャーさ
れるテーブルに関連する DDL ステートメントのみを
記録します。変更がキャプチャーされるテーブルを
変更すると、不足しているデータが必要になる可能
性があるため、不足しているデータが必要になる可
能性があるため、注意して true に設定します。

安全なデフォルトは false です。

プロパティープロパティー デフォルトデフォルト 説明説明

プロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロプロデューサーおよびコンシューマークライアントを設定するためのパススルーデータベース履歴プロ
パティーパティー

      
Debezium はは Kafka プロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込みプロデューサーを使用して、データベース履歴トピックにスキーマ変更を書き込み
ます。同様に、コネクターの起動時に、ます。同様に、コネクターの起動時に、Kafka コンシューマーを使用してデータベース履歴トピックかコンシューマーを使用してデータベース履歴トピックか
ら読み取ります。ら読み取ります。database.history. producer.* およびおよび database.history.consumer.*  プレフィックスプレフィックス
で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、で始まるパススルー設定プロパティーのセットに値を割り当てて、Kafka プロデューサーおよびコンプロデューサーおよびコン
シューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータシューマークライアントの設定を定義します。パススループロデューサーおよびコンシューマーデータ
ベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントがベース履歴プロパティーは、以下の例のようにこれらのクライアントが Kafka ブローカーとの接続をセブローカーとの接続をセ
キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。キュリティー保護する方法など、さまざまな動作を制御します。
     

database.history.producer.security.protocol=SSL
database.history.producer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.producer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.producer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.producer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.producer.ssl.key.password=test1234

database.history.consumer.security.protocol=SSL
database.history.consumer.ssl.keystore.location=/var/private/ssl/kafka.server.keystore.jks
database.history.consumer.ssl.keystore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.truststore.location=/var/private/ssl/kafka.server.truststore.jks
database.history.consumer.ssl.truststore.password=test1234
database.history.consumer.ssl.key.password=test1234

     Debezium は、プロパティーをは、プロパティーを Kafka クライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取りクライアントに渡す前に、プロパティー名から接頭辞を取り
除きます。除きます。
    

     Kafka プロデューサー設定プロパティープロデューサー設定プロパティー およびおよび Kafka コンシューマー設定プロパティーコンシューマー設定プロパティー の詳細は、の詳細は、
Kafka のドキュメントを参照してください。のドキュメントを参照してください。
    

Debezium コネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティーコネクターパススルーデータベースドライバー設定プロパティー
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      Debezium コネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルーコネクターは、データベースドライバーのパススルー設定を提供します。パススルー
データベースプロパティーは、プレフィックスデータベースプロパティーは、プレフィックス database.* で始まります。たとえば、コネクターはで始まります。たとえば、コネクターは 
database.foobar=false などのプロパティーをなどのプロパティーを JDBC URL に渡します。に渡します。
     

     データベース履歴クライアントのパススループロパティーデータベース履歴クライアントのパススループロパティー の場合と同様に、の場合と同様に、Debezium はプロパはプロパ
ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。ティーからプレフィックスを取り除き、データベースドライバーに渡します。
    

8.5. スキーマ変更後のキャプチャーテーブルの更新スキーマ変更後のキャプチャーテーブルの更新

    SQL Server テーブルに対して変更データキャプチャーテーブルに対して変更データキャプチャー (CDC) が有効になっている場合、テーブルでが有効になっている場合、テーブルで
変更が行われると、イベントレコードがサーバーのキャプチャーテーブルに永続化されます。たとえ変更が行われると、イベントレコードがサーバーのキャプチャーテーブルに永続化されます。たとえ
ば、新しい列を追加するなどして、ソーステーブル変更の構造に変更を加えても、その変更は変更テーば、新しい列を追加するなどして、ソーステーブル変更の構造に変更を加えても、その変更は変更テー
ブルに動的に反映されません。キャプチャーテーブルが古いスキーマを使用し続ける限り、ブルに動的に反映されません。キャプチャーテーブルが古いスキーマを使用し続ける限り、Debezium 
コネクターはテーブルのデータ変更イベントを正しく出力できません。コネクターが変更イベントの処コネクターはテーブルのデータ変更イベントを正しく出力できません。コネクターが変更イベントの処
理を再開できるようにするには、介入してキャプチャーテーブルを更新する必要があります。理を再開できるようにするには、介入してキャプチャーテーブルを更新する必要があります。
   

    CDC をを SQL Server に実装する方法により、に実装する方法により、Debezium を使用してキャプチャーテーブルを更新すを使用してキャプチャーテーブルを更新す
ることはできません。キャプチャーテーブルを更新するには、ることはできません。キャプチャーテーブルを更新するには、1つが昇格された権限を持つつが昇格された権限を持つ SQL Server 
データベースオペレーターである必要があります。データベースオペレーターである必要があります。Debezium ユーザーとして、ユーザーとして、SQL Server データデータ
ベースベース operator とタスクを調整して、スキーマの更新を完了し、とタスクを調整して、スキーマの更新を完了し、Kafka トピックへのストリーミングトピックへのストリーミング
を復元する必要があります。を復元する必要があります。
   

    以下の方法のいずれかを使用すると、スキーマの変更後にキャプチャーテーブルを更新できます。以下の方法のいずれかを使用すると、スキーマの変更後にキャプチャーテーブルを更新できます。
   

      「スキーマの変更後のオフライン更新の実行」「スキーマの変更後のオフライン更新の実行」オフラインでスキーマの更新を行うと、オフラインでスキーマの更新を行うと、
Debezium コネクターの停止後にキャプチャーテーブルが更新されます。コネクターの停止後にキャプチャーテーブルが更新されます。
     

      「スキーマの変更後のオンライン更新の実行」「スキーマの変更後のオンライン更新の実行」オンラインでスキーマの更新を行うと、オンラインでスキーマの更新を行うと、
Debezium コネクターの稼働中にキャプチャーテーブルが更新されます。コネクターの稼働中にキャプチャーテーブルが更新されます。
     

    各手順には長所と短所があります。各手順には長所と短所があります。
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警告警告

     オンライン更新またはオフライン更新のどちらを使用する場合でも、同じソーオンライン更新またはオフライン更新のどちらを使用する場合でも、同じソー
ステーブルに後続のスキーマ更新を適用する前に、スキーマ更新プロセス全体を完ステーブルに後続のスキーマ更新を適用する前に、スキーマ更新プロセス全体を完
了する必要があります。手順を一度に実行できるようにするため、すべての了する必要があります。手順を一度に実行できるようにするため、すべての DDL 
をを 1 つのバッチで実行することがベストプラクティスとなります。つのバッチで実行することがベストプラクティスとなります。
    

注記注記

     CDC が有効になっているソーステーブルでは、一部のスキーマの変更がサポートさが有効になっているソーステーブルでは、一部のスキーマの変更がサポートさ
れていません。たとえば、れていません。たとえば、CDC がテーブルで有効になっている場合、がテーブルで有効になっている場合、SQL Server で列で列
の名前を変更したり、列型を変更すると、テーブルのスキーマを変更できません。の名前を変更したり、列型を変更すると、テーブルのスキーマを変更できません。
    

注記注記

     ソーステーブルの列をソーステーブルの列を NULL からから NOT NULL  に変更した後、に変更した後、SQL Server コネクコネク
ターは新しいキャプチャーインスタンスを作成するまで変更された情報を正しくキャプターは新しいキャプチャーインスタンスを作成するまで変更された情報を正しくキャプ
チャーすることができません。列指定の変更後に新しいキャプチャーテーブルを作成しチャーすることができません。列指定の変更後に新しいキャプチャーテーブルを作成し
ないと、コネクターによって出力される変更イベントレコードは列が任意であるかどうないと、コネクターによって出力される変更イベントレコードは列が任意であるかどう
かを正しく示しません。つまり、以前に任意（またはかを正しく示しません。つまり、以前に任意（または NULL）として定義された列は）として定義された列は 
NOT NULL として定義されていても、引き続き使用されます。同様に、必要（として定義されていても、引き続き使用されます。同様に、必要（NULL でで
はない）として定義された列は、はない）として定義された列は、NULLとして定義されているものの、その指定が保持さとして定義されているものの、その指定が保持さ
れますれます 。。
    

8.5.1. スキーマの変更後のオフライン更新の実行スキーマの変更後のオフライン更新の実行

     オフラインでスキーマを更新すると、最も安全にキャプチャーテーブルを更新できます。ただし、オフラインでスキーマを更新すると、最も安全にキャプチャーテーブルを更新できます。ただし、
オフラインでの更新は、高可用性を必要とするアプリケーションでは使用できないことがあります。オフラインでの更新は、高可用性を必要とするアプリケーションでは使用できないことがあります。
    

前提条件前提条件

       CDC が有効になっているが有効になっている SQL Server テーブルのスキーマに更新がコミット済みである。テーブルのスキーマに更新がコミット済みである。
      

       昇格された権限を持つ昇格された権限を持つ SQL Server データベースデータベース operator である。である。
      

手順手順

1. 
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1. 
       データベースを更新するアプリケーションを一時停止します。データベースを更新するアプリケーションを一時停止します。
      

2. 
       Debezium コネクターがストリーミングされていない変更イベントレコードをすべてストコネクターがストリーミングされていない変更イベントレコードをすべてスト
リーミングするまで待ちます。リーミングするまで待ちます。
      

3. 
       Debezium コネクターを停止します。コネクターを停止します。
      

4. 
       すべての変更をソーステーブルスキーマに適用します。すべての変更をソーステーブルスキーマに適用します。
      

5. 
       パラメーターパラメーター @capture_instance の一意の値での一意の値で sys.sp_cdc_enable_table を使用して、を使用して、
更新ソーステーブルの新しいキャプチャーテーブルを作成します。更新ソーステーブルの新しいキャプチャーテーブルを作成します。
      

6. 
       ステップステップ 1 で一時停止したアプリケーションを再開します。で一時停止したアプリケーションを再開します。
      

7. 
       Debezium コネクターを起動します。コネクターを起動します。
      

8. 
       Debezium コネクターが新しいキャプチャーテーブルからストリーミングを開始したらコネクターが新しいキャプチャーテーブルからストリーミングを開始したら 、、
@capture_instance パラメーターを古いキャプチャーインスタンス名に設定し、保存された手パラメーターを古いキャプチャーインスタンス名に設定し、保存された手
順順 sys.sp_cdc_disable_ table を実行して、古いキャプチャーテーブルを削除します。を実行して、古いキャプチャーテーブルを削除します。
      

8.5.2. スキーマの変更後のオンライン更新の実行スキーマの変更後のオンライン更新の実行

     オンラインでスキーマの更新を完了する手順は、オフラインでスキーマの更新を実行する手順よりオンラインでスキーマの更新を完了する手順は、オフラインでスキーマの更新を実行する手順より
も簡単です。また、アプリケーションやデータ処理のダウンタイムなしで完了できます。ただし、オンも簡単です。また、アプリケーションやデータ処理のダウンタイムなしで完了できます。ただし、オン
ラインでスキーマを更新すると、ソースデータベースでスキーマを更新した後、新しいキャプチャーイラインでスキーマを更新すると、ソースデータベースでスキーマを更新した後、新しいキャプチャーイ
ンスタンスを作成するまでに、処理の差が生じる可能性があります。この間、変更イベントは変更テーンスタンスを作成するまでに、処理の差が生じる可能性があります。この間、変更イベントは変更テー
ブルの古いインスタンスによって引き続きキャプチャーされ、古いテーブルに保存された変更データブルの古いインスタンスによって引き続きキャプチャーされ、古いテーブルに保存された変更データ
は、以前のスキーマの構造を保持します。たとえば、新しい列をソーステーブルに追加した場合は、新は、以前のスキーマの構造を保持します。たとえば、新しい列をソーステーブルに追加した場合は、新
しいキャプチャーテーブルの準備が整う前に生成された変更イベントには新しい列のフィールドは含ましいキャプチャーテーブルの準備が整う前に生成された変更イベントには新しい列のフィールドは含ま
れません。アプリケーションがこのような移行期間を許容しない場合、オフラインでスキーマの更新をれません。アプリケーションがこのような移行期間を許容しない場合、オフラインでスキーマの更新を
行うことが推奨されます。行うことが推奨されます。
    

前提条件前提条件

       CDC が有効になっているが有効になっている SQL Server テーブルのスキーマに更新がコミット済みである。テーブルのスキーマに更新がコミット済みである。
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       昇格された権限を持つ昇格された権限を持つ SQL Server データベースデータベース operator である。である。
      

手順手順

1. 
       すべての変更をソーステーブルスキーマに適用します。すべての変更をソーステーブルスキーマに適用します。
      

2. 
       パラメーターパラメーター @capture_instance の一意の値での一意の値で sys.sp_cdc_enable_table ストアドプロストアドプロ
シージャーを実行して、更新ソーステーブルの新しいキャプチャーテーブルを作成します。シージャーを実行して、更新ソーステーブルの新しいキャプチャーテーブルを作成します。
      

3. 
       Debezium が新しいキャプチャーテーブルからストリーミングを開始したらが新しいキャプチャーテーブルからストリーミングを開始したら 、、
@capture_instance パラメーターを古いキャプチャーインスタンス名に設定して、パラメーターを古いキャプチャーインスタンス名に設定して、sys 
.sp_cdc_disable_ table ストアドプロシージャーを実行することで、古いキャプチャーテーブストアドプロシージャーを実行することで、古いキャプチャーテーブ
ルを削除できます。ルを削除できます。
      

例例: データベーススキーマの変更後のオンラインスキーマ更新の実行データベーススキーマの変更後のオンラインスキーマ更新の実行

      以下の例は、以下の例は、顧客顧客 ソーステーブルにソーステーブルに phone_number 列を追加した後に、変更テーブルでオンライ列を追加した後に、変更テーブルでオンライ
ンスキーマの更新を完了する方法を示しています。ンスキーマの更新を完了する方法を示しています。
     

1. 
       以下のクエリーを実行して以下のクエリーを実行して phone_number フィールドを追加して、フィールドを追加して、顧客顧客 ソーステーブルソーステーブル
のスキーマを変更します。のスキーマを変更します。
      

2. 
       sys.sp_cdc_enable_table ストアドプロシージャーを実行して、新しいキャプチャーインストアドプロシージャーを実行して、新しいキャプチャーイン
スタンスを作成します。スタンスを作成します。
      

3. 
       以下のクエリーを実行して、新しいデータを以下のクエリーを実行して、新しいデータを 顧客顧客 テーブルに挿入します。テーブルに挿入します。
      

ALTER TABLE customers ADD phone_number VARCHAR(32);

EXEC sys.sp_cdc_enable_table @source_schema = 'dbo', @source_name = 
'customers', @role_name = NULL, @supports_net_changes = 0, @capture_instance = 
'dbo_customers_v2';
GO

INSERT INTO customers(first_name,last_name,email,phone_number) VALUES 
('John','Doe','john.doe@example.com', '+1-555-123456');
GO
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       Kafka Connect ログは、以下のメッセージのようなエントリーで設定の更新を報告しまログは、以下のメッセージのようなエントリーで設定の更新を報告しま
す。す。
      

       最終的に、最終的に、phone_number フィールドはスキーマに追加され、その値はフィールドはスキーマに追加され、その値は Kafka トピックにトピックに
書き込まれるメッセージに表示されます。書き込まれるメッセージに表示されます。
      

4. 
       sys.sp_cdc_disable_table ストアドプロシージャーを実行して、古いキャプチャーインスストアドプロシージャーを実行して、古いキャプチャーインス
タンスを削除します。タンスを削除します。
      

connect_1    | 2019-01-17 10:11:14,924 INFO   ||  Multiple capture instances present for 
the same table: Capture instance "dbo_customers" 
[sourceTableId=testDB.dbo.customers, 
changeTableId=testDB.cdc.dbo_customers_CT, startLsn=00000024:00000d98:0036, 
changeTableObjectId=1525580473, stopLsn=00000025:00000ef8:0048] and Capture 
instance "dbo_customers_v2" [sourceTableId=testDB.dbo.customers, 
changeTableId=testDB.cdc.dbo_customers_v2_CT, startLsn=00000025:00000ef8:0048, 
changeTableObjectId=1749581271, stopLsn=NULL]   
[io.debezium.connector.sqlserver.SqlServerStreamingChangeEventSource]
connect_1    | 2019-01-17 10:11:14,924 INFO   ||  Schema will be changed for 
ChangeTable [captureInstance=dbo_customers_v2, 
sourceTableId=testDB.dbo.customers, 
changeTableId=testDB.cdc.dbo_customers_v2_CT, startLsn=00000025:00000ef8:0048, 
changeTableObjectId=1749581271, stopLsn=NULL]   
[io.debezium.connector.sqlserver.SqlServerStreamingChangeEventSource]
...
connect_1    | 2019-01-17 10:11:33,719 INFO   ||  Migrating schema to ChangeTable 
[captureInstance=dbo_customers_v2, sourceTableId=testDB.dbo.customers, 
changeTableId=testDB.cdc.dbo_customers_v2_CT, startLsn=00000025:00000ef8:0048, 
changeTableObjectId=1749581271, stopLsn=NULL]   
[io.debezium.connector.sqlserver.SqlServerStreamingChangeEventSource]

...
     {
        "type": "string",
        "optional": true,
        "field": "phone_number"
     }
...
    "after": {
      "id": 1005,
      "first_name": "John",
      "last_name": "Doe",
      "email": "john.doe@example.com",
      "phone_number": "+1-555-123456"
    },

EXEC sys.sp_cdc_disable_table @source_schema = 'dbo', @source_name = 
'dbo_customers', @capture_instance = 'dbo_customers';
GO
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8.6. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターのパフォーマンスの監視コネクターのパフォーマンスの監視

    Debezium SQL Server コネクターは、コネクターは、Zookeeper、、Kafka、および、および Kafka Connect によって提供さによって提供さ
れるれる JMX メトリクスの組み込みサポートに加えて、メトリクスの組み込みサポートに加えて、3 種類のメトリクスを提供します。コネクターは種類のメトリクスを提供します。コネクターは
以下のメトリクスを提供します。以下のメトリクスを提供します。
   

      スナップショットの実行時にコネクターを監視するための、スナップショットの実行時にコネクターを監視するための、スナップショットメトリクススナップショットメトリクス。。
     

      CDC テーブルデータの読み取り時にコネクターを監視するための、テーブルデータの読み取り時にコネクターを監視するための、ストリーミングメトリストリーミングメトリ
クスクス。。
     

      コネクターのスキーマ履歴の状態を監視するための、コネクターのスキーマ履歴の状態を監視するための、スキーマ履歴メトリクススキーマ履歴メトリクス。。
     

    JMX 経由で前述のメトリクスを公開する方法については、経由で前述のメトリクスを公開する方法については、Debezium の監視に関するドキュメントの監視に関するドキュメント 
を参照してください。を参照してください。
   

8.6.1. Debezium SQL Server コネクターのスナップショットメトリクスコネクターのスナップショットメトリクス

     MBean はは debezium.sql_server:type=connector-
metrics,context=snapshot,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取りした最
後のスナップショットイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。
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MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int snapshotter とメインの Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの空き容量。

TotalTableCount int スナップショットに含まれて
いるテーブルの合計数。

RemainingTableCount int スナップショットによってま
だコピーされていないテーブ
ルの数。

SnapshotRunning boolean スナップショットが起動され
たかどうか。

SnapshotAborted boolean スナップショットが中断され
たかどうか。

SnapshotCompleted boolean スナップショットが完了した
かどうか。

SnapshotDurationInSeconds Long スナップショットが完了した
かどうかに関わらず、これま
でスナップショットにかかっ
た時間 (秒単位)。

RowsScanned map<String, Long> スナップショットの各テーブ
ルに対してスキャンされる行
数が含まれるマップ。テーブ
ルは、処理中に増分がマップ
に追加されます。スキャンさ
れた 10,000 行ごとに、テー
ブルの完成時に更新されま
す。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単
位)。max.queue.size.in.by
tes が正の long 値で渡された
場合に有効になります。

属性属性 型型 説明説明
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CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

8.6.2. Debezium SQL Server コネクターのストリーミングメトリクスコネクターのストリーミングメトリクス

     MBean はは debezium.sql_server:type=connector-
metrics,context=streaming,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

LastEvent 文字列文字列 コネクターが読み取られた最
後のストリーミングイベン
ト。

MilliSecondsSinceLastEvent Long コネクターが最新のイベント
を読み取りおよび処理してか
らの経過時間 (ミリ秒単位)。

TotalNumberOfEventsSeen Long 前回の開始またはリセット以
降にコネクターで確認された
イベントの合計数。

NumberOfEventsFiltered Long コネクターに設定された
include/exclude リストのフィ
ルタリングルールによって
フィルターされたイベントの
数。

MonitoredTables string[] コネクターによって監視され
るテーブルの一覧。

QueueTotalCapacity int ストリーマーとメイン Kafka
Connect ループの間でイベン
トを渡すために使用される
キューの長さ。

QueueRemainingCapacity int ストリーマーとメインの
Kafka Connect ループの間で
イベントを渡すために使用さ
れるキューの空き容量。

Connected boolean コネクターが現在データベー
スサーバーに接続されている
かどうかを示すフラグ。
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MilliSecondsBehindSource Long 最後の変更イベントのタイム
スタンプとそれを処理するコ
ネクターとの間の期間 (ミリ
秒単位)。この値は、データ
ベースサーバーとコネクター
が稼働しているマシンのク
ロック間の差異に対応しま
す。

NumberOfCommittedTransactions Long コミットされた処理済みトラ
ンザクションの数。

SourceEventPosition map<String, String> 最後に受信したイベントの位
置。

LastTransactionId 文字列文字列 最後に処理されたトランザク
ションのトランザクション識
別子。

MaxQueueSizeInBytes Long キューの最大バッファー (バ
イト単位)。

CurrentQueueSizeInBytes Long キュー内のレコードの現在の
データ (バイト単位)。

属性属性 型型 説明説明

8.6.3. Debezium SQL Server コネクターのスキーマ履歴メトリクスコネクターのスキーマ履歴メトリクス

     MBean はは debezium.sql_server:type=connector-metrics,context=schema-
history,server=<database.server.name> です。です。
    

属性属性 型型 説明説明

Status 文字列文字列 データベース履歴の状態 を説を説
明する明する 
STOPPED、RECOVERIN
G （ストレージからの履歴の
回復）の 1 つ。

RecoveryStartTime Long リカバリーが開始された時点
のエポック秒の時間。

ChangesRecovered Long リカバリーフェーズ中に読み
取られた変更の数。
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ChangesApplied Long リカバリーおよびランタイム
中に適用されるスキーマ変更
の合計数。

MilliSecondsSinceLast 
RecoveredChange

Long 最後の変更が履歴ストアから
復元された時点からの経過時
間 (ミリ秒単位)。

MilliSecondsSinceLast AppliedChange Long 最後の変更が適用された時点
からの経過時間 (ミリ秒単
位)。

LastRecoveredChange 文字列文字列 履歴ストアから復元された最
後の変更の文字列表現。

LastAppliedChange 文字列文字列 最後に適用された変更の文字
列表現。

属性属性 型型 説明説明
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第第9章章 DEBEZIUM の監視の監視

   Zookeeper およびおよび Kafka の提供するの提供する JMX メトリクスを使用して、メトリクスを使用して、Debezium を監視することができを監視することができ
ます。これらのメトリクスを使用するには、ます。これらのメトリクスを使用するには、Zookeeper、、Kafka、および、および Kafka Connect サービスのサービスの
起動時にメトリクスを有効にする必要があります。起動時にメトリクスを有効にする必要があります。JMX を有効にするには、正しい環境変数を設定すを有効にするには、正しい環境変数を設定す
る必要があります。る必要があります。
  

注記注記

    同じマシン上で複数のサービスを実行している場合は、サービスごとに異なる同じマシン上で複数のサービスを実行している場合は、サービスごとに異なる JMX 
ポートを使用するようにしてください。ポートを使用するようにしてください。
   

9.1. DEBEZIUM コネクターを監視するためのメトリクスコネクターを監視するためのメトリクス

    Kafka、、Zookeeper、および、および Kafka Connect に組み込まれたに組み込まれた JMX メトリクスのサポートに加えて、メトリクスのサポートに加えて、
それぞれのコネクターには動作を監視するための追加のメトリクスが用意されています。それぞれのコネクターには動作を監視するための追加のメトリクスが用意されています。
   

      MySQL コネクターメトリクスコネクターメトリクス
     

      MongoDB コネクターメトリクスコネクターメトリクス
     

      Postgre SQL コネクターのメトリクスコネクターのメトリクス
     

      SQL Server コネクターメトリクスコネクターメトリクス
     

      Db2 コネクターメトリクスコネクターメトリクス
     

9.2. ローカルインストールでのローカルインストールでの JMX の有効化の有効化

    Zookeeper、、Kafka、および、および Kafka Connect では、各サービスの起動時に適切な環境変数を設定しでは、各サービスの起動時に適切な環境変数を設定し
てて JMX を有効にします。を有効にします。
   

9.2.1. Zookeeper JMX 環境変数環境変数

     Zookeeper にはには JMX のサポートが組み込まれています。ローカルインストールを使用してのサポートが組み込まれています。ローカルインストールを使用して  
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Zookeeper を実行する場合、を実行する場合、z kServer.sh スクリプトは以下の環境変数を認識します。スクリプトは以下の環境変数を認識します。
    

JMXPORT

        JMX を有効にし、を有効にし、JMX に使用するポート番号を指定します。値は、に使用するポート番号を指定します。値は、JVM パラメーターパラメーター -
Dcom.sun.management.jmxremote.port=$JMXPORT を指定するために使用されます。を指定するために使用されます。
       

JMXAUTH

        接続時に接続時に JMX クライアントがパスワード認証を使用する必要があるかどうかを定義しまクライアントがパスワード認証を使用する必要があるかどうかを定義しま
す。す。true またはまたは false のいずれかにする必要がありますのいずれかにする必要があります。デフォルトは。デフォルトは false です。値は、です。値は、JVM パパ
ラメーターラメーター -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=$JMXAUTH を指定するために使用を指定するために使用
されます。されます。
       

JMXSSL

        JMX クライアントがクライアントが SSL/TLS を使用して接続するかどうかを定義します。を使用して接続するかどうかを定義します。true またはまたは false 
のいずれかにする必要がありますのいずれかにする必要があります。デフォルトは。デフォルトは false です。値は、です。値は、JVM パラメーターパラメーター -
Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=$JMXSSL を指定するために使用されます。を指定するために使用されます。
       

JMXLOG4J

        Log4J JMX MBean を無効にする必要があるかどうかを定義します。を無効にする必要があるかどうかを定義します。true （デフォルト）また（デフォルト）また
はは false のいずれかに設定する必要があります。デフォルトはのいずれかに設定する必要があります。デフォルトは true です。この値は、です。この値は、JVM パラメーパラメー
ターター -Dzookeeper.jmx.log4j.disable=$JMXLOG4J を指定するために使用されます。を指定するために使用されます。
       

9.2.2. Kafka JMX 環境変数環境変数

     ローカルインストールを使用してローカルインストールを使用して Kafka を実行する場合、を実行する場合、kafka -server-start.sh スクリプトは以下スクリプトは以下
の環境変数を認識します。の環境変数を認識します。
    

JMX_PORT

        JMX を有効にし、を有効にし、JMX に使用するポート番号を指定します。値は、に使用するポート番号を指定します。値は、JVM パラメーターパラメーター -
Dcom.sun.management.jmxremote.port=$JMX_PORT を指定するために使用されます。を指定するために使用されます。
       

KAFKA_JMX_OPTS

        JMX オプション。起動時に直接オプション。起動時に直接 JVM に渡されます。デフォルトのオプションは次のとおりでに渡されます。デフォルトのオプションは次のとおりで
す。す。
       

          -Dcom.sun.management.jmxremote
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          -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
         

          -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
         

9.2.3. Kafka Connect JMX 環境変数環境変数

     ローカルインストールを使用してローカルインストールを使用して Kafka を実行する場合、を実行する場合、connect-distributed.sh スクリプトは以スクリプトは以
下の環境変数を認識します。下の環境変数を認識します。
    

JMX_PORT

        JMX を有効にし、を有効にし、JMX に使用するポート番号を指定します。値は、に使用するポート番号を指定します。値は、JVM パラメーターパラメーター -
Dcom.sun.management.jmxremote.port=$JMX_PORT を指定するために使用されます。を指定するために使用されます。
       

KAFKA_JMX_OPTS

        JMX オプション。起動時に直接オプション。起動時に直接 JVM に渡されます。デフォルトのオプションは次のとおりでに渡されます。デフォルトのオプションは次のとおりで
す。す。
       

          -Dcom.sun.management.jmxremote
         

          -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
         

          -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
         

9.3. OPENSHIFT 上での上での DEBEZIUM の監視の監視

    OpenShift でで Debezium を使用している場合、を使用している場合、JMX ポートをポートを 9999 で開放することでで開放することで JMX メトリクメトリク
スを取得できます。詳細は、『スを取得できます。詳細は、『Using AMQ Streams on OpenShift』の「』の「JMX Options」を参照して」を参照して
ください。ください。
   

    また、また、Prometheus およびおよび Grafana を使用してを使用して JMX メトリクスを監視することができます。詳細メトリクスを監視することができます。詳細
は、『は、『Deploying and Upgrading AMQ Streams on OpenShift』の「』の「Setting up metrics and 
dashboards for AMQ Streams」を参照してください。」を参照してください。
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第第10章章 DEBEZIUM のログ機能のログ機能

   Debezium のコネクターには、さまざまなログ機能が組み込まれています。ログの設定を変更して、のコネクターには、さまざまなログ機能が組み込まれています。ログの設定を変更して、
ログに表示するメッセージやログの送信先を制御することができます。ログに表示するメッセージやログの送信先を制御することができます。(Kafka、、Kafka Connect、およ、およ
びび Zookeeper と同様にと同様に) Debezium はは Java のの Log4j ログフレームワークを使用します。ログフレームワークを使用します。
  

   デフォルトでは、コネクターは起動時に大量の有用な情報を生成しますが、その後コネクターがソーデフォルトでは、コネクターは起動時に大量の有用な情報を生成しますが、その後コネクターがソー
スのデータベースとシンクロすると、ほとんどログを生成しません。コネクターが正常に動作しているスのデータベースとシンクロすると、ほとんどログを生成しません。コネクターが正常に動作している
場合はこれで十分ですが、コネクターが予期せぬ動作を示す場合には十分ではない可能性があります。場合はこれで十分ですが、コネクターが予期せぬ動作を示す場合には十分ではない可能性があります。
そのような場合は、コネクターがしていることそのような場合は、コネクターがしていること/していないことを記述したより詳細なログメッセージをしていないことを記述したより詳細なログメッセージを
生成するように、ログのレベルを変更することができます。生成するように、ログのレベルを変更することができます。
  

10.1. DEBEZIUM ログの概念ログの概念

    ログ機能を設定する前に、ログ機能を設定する前に、Log4J のの ロガーロガー、、ログレベルログレベル、および、および アペンダーアペンダー について理解しておくについて理解しておく
必要があります。必要があります。
   

ロガーロガー

     アプリケーションによって生成される各ログメッセージは特定のアプリケーションによって生成される各ログメッセージは特定の ロガーロガー に送信されます（例：に送信されます（例： 
io.debezium.connector.mysql）。ロガーは階層構造を取ります。たとえば、）。ロガーは階層構造を取ります。たとえば、io 
.debezium.connector.mysql ロガーは、ロガーは、io .debezium ロガーの子であるロガーの子である io.debezium.connector ロロ
ガーガー の子です。階層最上位のの子です。階層最上位の ルートロガールートロガー は、それより下位のすべてのロガーのデフォルトロガー設は、それより下位のすべてのロガーのデフォルトロガー設
定を定義します。定を定義します。
    

ログレベルログレベル

     アプリケーションによって生成されるすべてのログメッセージには、固有のアプリケーションによって生成されるすべてのログメッセージには、固有の ログレベルログレベル も設定されも設定され
る。る。
    

1. 
      ERROR - エラー、例外、およびその他の重要な問題エラー、例外、およびその他の重要な問題
     

2. 
      WARN - 問題および問題問題および問題
     

3. 
      INFO - ステータスおよび一般的なアクティビティー（通常は低ボリューム）ステータスおよび一般的なアクティビティー（通常は低ボリューム）
     

4. 
      DEBUG - 予期しない動作の診断に役立つより詳細なアクティビティー予期しない動作の診断に役立つより詳細なアクティビティー
     

5. 
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1 1

2 2

5. 
      TRACE - 非常に詳細なアクティビティー（通常は非常に詳細な動作）非常に詳細なアクティビティー（通常は非常に詳細な動作）
     

アペンダーアペンダー

     アペンダーアペンダー とは、基本的にログメッセージの書き込み先を指します。それぞれのアペンダーは、そとは、基本的にログメッセージの書き込み先を指します。それぞれのアペンダーは、そ
のログメッセージのフォーマットを制御します。これにより、ログメッセージの外観をより詳細に制御のログメッセージのフォーマットを制御します。これにより、ログメッセージの外観をより詳細に制御
することができます。することができます。
    

    ログ機能を設定するには、希望する各ロガーのレベルおよびそれらのログメッセージが書き込まれるログ機能を設定するには、希望する各ロガーのレベルおよびそれらのログメッセージが書き込まれる
アペンダーを指定します。ロガーは階層構造を取るため、ルートロガーの設定は、それより下位のすべアペンダーを指定します。ロガーは階層構造を取るため、ルートロガーの設定は、それより下位のすべ
てのロガーのデフォルトとして機能します。ただし、子のてのロガーのデフォルトとして機能します。ただし、子の (または下位のまたは下位の) ロガーをオーバーライドするロガーをオーバーライドする
ことができます。ことができます。
   

10.2. デフォルトのデフォルトの DEBEZIUM ログ設定ログ設定

    Kafka Connect プロセスでプロセスで Debezium コネクターを実行している場合、コネクターを実行している場合、Kafka Connect はは Kafka イイ
ンストールのンストールの Log4j 設定ファイル（例：設定ファイル（例： /opt/kafka/config/connect-log4j.properties）を使用します。）を使用します。
デフォルトでは、このファイルには以下の設定が含まれています。デフォルトでは、このファイルには以下の設定が含まれています。
   

connect-log4j.properties

     

    

  

      デフォルトのロガー設定を定義するルートロガー。デフォルトでは、ロガーにはデフォルトのロガー設定を定義するルートロガー。デフォルトでは、ロガーには 
INFO、、WARN、および、および ERROR メッセージが含まれます。これらのログメッセージはメッセージが含まれます。これらのログメッセージは stdout アア
ペンダーに書き込まれます。ペンダーに書き込まれます。
     

  

      stdout アペンダーは、ログメッセージを（ファイルではなく）コンソールに書き込みます。アペンダーは、ログメッセージを（ファイルではなく）コンソールに書き込みます。
     

  

log4j.rootLogger=INFO, stdout  1

log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender  2
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout  3
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=[%d] %p %m (%c)%n  4
...
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3 3

4 4

  

      stdout アペンダーは、パターン一致アルゴリズムを使用してログメッセージをフォーマットしアペンダーは、パターン一致アルゴリズムを使用してログメッセージをフォーマットし
ます。ます。
     

  

      stdout アペンダーのパターン（詳細はアペンダーのパターン（詳細は Log4j ドキュメントを参照してくださいドキュメントを参照してください ）。）。
     

    他のロガーを設定しない限り、他のロガーを設定しない限り、Debezium が使用するすべてのロガーはが使用するすべてのロガーは rootLogger 設定を継承しま設定を継承しま
す。す。
   

10.3. DEBEZIUM ログの設定ログの設定

    デフォルトでは、デフォルトでは、Debezium コネクターはコネクターは INFO、、WARN、および、および ERROR メッセージをすべてコンメッセージをすべてコン
ソールに書き込みます。ただし、以下の方法でこの設定を変更することができます。ソールに書き込みます。ただし、以下の方法でこの設定を変更することができます。
   

      ログレベルを変更するログレベルを変更する
     

      マッピングされた診断コンテキストを追加するマッピングされた診断コンテキストを追加する
     

注記注記

     他の方法を使用して、他の方法を使用して、Log4j によるによる Debezium のログを設定することができます。詳のログを設定することができます。詳
細については、アペンダーを設定および使用し、特定の宛先にログメッセージを送信す細については、アペンダーを設定および使用し、特定の宛先にログメッセージを送信す
る方法についてのチュートリアルを検索してください。る方法についてのチュートリアルを検索してください。
    

10.3.1. Debezium ログのレベルの変更ログのレベルの変更

     デフォルトのデフォルトの Debezium ログレベルで、コネクターが正常かどうかを判断するのに十分な情報が得ログレベルで、コネクターが正常かどうかを判断するのに十分な情報が得
られます。ただし、コネクターが正常でない場合は、そのログレベルを変更して問題のトラブルシューられます。ただし、コネクターが正常でない場合は、そのログレベルを変更して問題のトラブルシュー
ティングを行うことができます。ティングを行うことができます。
    

     一般に、一般に、Debezium コネクターは、ログメッセージを生成しているコネクターは、ログメッセージを生成している Java クラスの完全修飾名と一致クラスの完全修飾名と一致
する名前のロガーにログメッセージを送信します。する名前のロガーにログメッセージを送信します。Debezium では、パッケージを使用して、類似またでは、パッケージを使用して、類似また
は関連する機能のコードを取りまとめます。つまり、特定パッケージ内の特定クラスまたは全クラスのは関連する機能のコードを取りまとめます。つまり、特定パッケージ内の特定クラスまたは全クラスの
すべてのログメッセージを制御することができます。すべてのログメッセージを制御することができます。
    

手順手順

第第10章章 DEBEZIUM のログ機能のログ機能

403

https://logging.apache.org/log4j/1.2/apidocs/org/apache/log4j/PatternLayout.html


1

2

3 4

手順手順

1. 
       log4j.properties ファイルを開きます。ファイルを開きます。
      

2. 
       コネクターのロガーを設定します。コネクターのロガーを設定します。
      

       この例では、この例では、MySQL コネクターのロガーおよびコネクターによって使用されるデータベーコネクターのロガーおよびコネクターによって使用されるデータベー
ス履歴実装のロガーを設定し、それらをス履歴実装のロガーを設定し、それらを DEBUG レベルのメッセージに設定します。レベルのメッセージに設定します。
      

log4j.properties

        

       

 

         DEBUG、、INFO、、WARN 、および、および ERROR メッセージをメッセージを stdout アペンダーに送信アペンダーに送信
するようにするように io.debezium.connector.mysql という名前のロガーを設定します。という名前のロガーを設定します。
        

 

         DEBUG、、INFO、、WARN 、および、および ERROR メッセージをメッセージを stdout アペンダーに送信アペンダーに送信
するようにするように io.debezium.relational.history という名前のロガーを設定します。という名前のロガーを設定します。
        

  

         additivity を無効にします。これにより、ログメッセージが親ロガーのアペンダーにを無効にします。これにより、ログメッセージが親ロガーのアペンダーに
送信されなくなります送信されなくなります (これにより、複数のアペンダーを使用する際に、ログメッセージこれにより、複数のアペンダーを使用する際に、ログメッセージ
が重複して表示されるのを防ぐことができますが重複して表示されるのを防ぐことができます)。。
        

3. 
       必要に応じて、コネクター内のクラスの特定サブセットのログレベルを変更します。必要に応じて、コネクター内のクラスの特定サブセットのログレベルを変更します。
      

       コネクター全体のログレベルを上げるとログがより煩雑になり、状況を把握するのが困難コネクター全体のログレベルを上げるとログがより煩雑になり、状況を把握するのが困難

...
log4j.logger.io.debezium.connector.mysql=DEBUG, stdout  1
log4j.logger.io.debezium.relational.history=DEBUG, stdout  2

log4j.additivity.io.debezium.connector.mysql=false  3
log4j.additivity.io.debezium.relational.history=false  4
...
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になる場合があります。このような場合は、トラブルシューティングを行う問題に関連するクになる場合があります。このような場合は、トラブルシューティングを行う問題に関連するク
ラスのサブセットのログレベルだけを変更することができます。ラスのサブセットのログレベルだけを変更することができます。
      

a. 
         コネクターのログレベルをコネクターのログレベルを DEBUG またはまたは TRACE のいずれかに設定します。のいずれかに設定します。
        

b. 
         コネクターのログメッセージを確認します。コネクターのログメッセージを確認します。
        

         トラブルシューティングを行う問題に関連するログメッセージを探します。それぞれトラブルシューティングを行う問題に関連するログメッセージを探します。それぞれ
のログメッセージの末尾には、メッセージを生成したのログメッセージの末尾には、メッセージを生成した Java クラスの名前が表示されます。クラスの名前が表示されます。
        

c. 
         コネクターのログレベルをコネクターのログレベルを INFO に戻します。に戻します。
        

d. 
         識別したそれぞれの識別したそれぞれの Java クラスのロガーを設定します。クラスのロガーを設定します。
        

         たとえば、たとえば、MySQL コネクターがコネクターが binlog を処理する際にいくつかのイベントをスキッを処理する際にいくつかのイベントをスキッ
プする理由が不明なシナリオを考えてみます。コネクター全体でプする理由が不明なシナリオを考えてみます。コネクター全体で DEBUG またはまたは TRACE 
ロギングをオンにするのではなく、コネクターのログレベルをロギングをオンにするのではなく、コネクターのログレベルを INFO に維持してから、に維持してから、
binlog を読み取るクラスにのみを読み取るクラスにのみ DEBUG またはまたは TRACE を設定できます。を設定できます。
        

log4j.properties

          

         

10.3.2. Debezium のマッピングされた診断コンテキストの追加のマッピングされた診断コンテキストの追加

     ほとんどのほとんどの Debezium コネクターコネクター (およびおよび Kafka Connect ワーカーワーカー) は、複数のスレッドを使用しは、複数のスレッドを使用し
てさまざまな動作を実行します。そのために、ログファイルを探し、特定の論理動作のログメッセージてさまざまな動作を実行します。そのために、ログファイルを探し、特定の論理動作のログメッセージ
だけを識別するのが困難な場合があります。容易にログメッセージを探すことができるように、だけを識別するのが困難な場合があります。容易にログメッセージを探すことができるように、

...
log4j.logger.io.debezium.connector.mysql=INFO, stdout
log4j.logger.io.debezium.connector.mysql.BinlogReader=DEBUG, stdout
log4j.logger.io.debezium.relational.history=INFO, stdout

log4j.additivity.io.debezium.connector.mysql=false
log4j.additivity.io.debezium.relational.history=false
log4j.additivity.io.debezium.connector.mysql.BinlogReader=false
...
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Debezium にはそれぞれのスレッドの追加情報を提供するさまざまなにはそれぞれのスレッドの追加情報を提供するさまざまな マッピングされた診断コンテキスマッピングされた診断コンテキス
トト (MDC) が用意されています。が用意されています。
    

     Debezium では、以下のでは、以下の MDC プロパティーを利用することができます。プロパティーを利用することができます。
    

dbz.connectorType

        コネクタータイプの短縮エイリアスたとえば、コネクタータイプの短縮エイリアスたとえば、MySql、、Mongo、、Postgres などがあります。などがあります。
同じ同じ タイプタイプ のコネクターに関連付けられたすべてのスレッドは同じ値を使用するので、これを使用のコネクターに関連付けられたすべてのスレッドは同じ値を使用するので、これを使用
して、特定タイプのコネクターによって生成されたすべてのログメッセージを探すことができまして、特定タイプのコネクターによって生成されたすべてのログメッセージを探すことができま
す。す。
       

dbz.connectorName

        コネクターの設定で定義されているコネクターまたはデータベースサーバーの名前コネクターの設定で定義されているコネクターまたはデータベースサーバーの名前 たとえばたとえば 、、 
product、、serverA などがあります。特定のなどがあります。特定の コネクターインスタンスコネクターインスタンス に関連付けられたすべてのスに関連付けられたすべてのス
レッドは同じ値を使用するので、あるコネクターインスタンスによって生成されたすべてのログレッドは同じ値を使用するので、あるコネクターインスタンスによって生成されたすべてのログ
メッセージを探すことができます。メッセージを探すことができます。
       

dbz.connectorContext

        コネクターのタスク内で実行されている別のスレッドとして実行されている動作の短縮名コネクターのタスク内で実行されている別のスレッドとして実行されている動作の短縮名 たとたと
えば、えば、main、、binlog 、、snapshot などがあります。コネクターが特定のリソースなどがあります。コネクターが特定のリソース (テーブルやコレテーブルやコレ
クション等クション等) にスレッドを割り当てる場合、そのリソースの名前が使用されることがあります。コネにスレッドを割り当てる場合、そのリソースの名前が使用されることがあります。コネ
クターに関連付けられたスレッドごとに異なる値を使用するので、この特定の動作に関連付けられクターに関連付けられたスレッドごとに異なる値を使用するので、この特定の動作に関連付けられ
たすべてのログメッセージを探すことができます。たすべてのログメッセージを探すことができます。
       

     コネクターのコネクターの MDC を有効にするには、を有効にするには、log4j.properties ファイルでアペンダーを設定します。ファイルでアペンダーを設定します。
    

手順手順

1. 
       log4j.properties ファイルを開きます。ファイルを開きます。
      

2. 
       サポートされているサポートされている Debezium MDC プロパティーのいずれかを使用するようにアペンプロパティーのいずれかを使用するようにアペン
ダーを設定します。ダーを設定します。
      

       以下の例では、以下の例では、stdout アペンダーは、これらのアペンダーは、これらの MDC プロパティーを使用するように設定プロパティーを使用するように設定
されます。されます。
      

log4j.properties
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       前述の例の設定では、以下の出力のようなログメッセージが生成されます。前述の例の設定では、以下の出力のようなログメッセージが生成されます。
      

       ログの各行には、コネクターのタイプ（ログの各行には、コネクターのタイプ（MySQL などなど ））、コネクターの名前、コネクターの名前(db server1)、、
およびスレッドの動作およびスレッドの動作（例：（例： snapshot）が含まれます。）が含まれます。
      

10.4. OPENSHIFT でのでの DEBEZIUM ログログ

    OpenShift でで Debezium を使用している場合、を使用している場合、Kafka Connect ロガーを使用してロガーを使用して Debezium ロガーロガー
およびログレベルを設定することができます。およびログレベルを設定することができます。Kafka Connect スキーマでのロギングプロパティーの設スキーマでのロギングプロパティーの設
定に関する詳細は、「定に関する詳細は、「Using AMQ Streams on OpenShift」を参照してください。」を参照してください。
   

...
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p  
%X{dbz.connectorType}|%X{dbz.connectorName}|%X{dbz.connectorContext}  %m   
[%c]%n
...

...
2017-02-07 20:49:37,692 INFO   MySQL|dbserver1|snapshot  Starting snapshot for 
jdbc:mysql://mysql:3306/?
useInformationSchema=true&nullCatalogMeansCurrent=false&useSSL=false&useUnic
ode=true&characterEncoding=UTF-8&characterSetResults=UTF-
8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull with user 'debezium'   
[io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader]
2017-02-07 20:49:37,696 INFO   MySQL|dbserver1|snapshot  Snapshot is using user 
'debezium' with these MySQL grants:   
[io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader]
2017-02-07 20:49:37,697 INFO   MySQL|dbserver1|snapshot   GRANT SELECT, 
RELOAD, SHOW DATABASES, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* 
TO 'debezium'@'%'   [io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader]
...
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第第11章章 アプリケーション用アプリケーション用 DEBEZIUM コネクターの設定コネクターの設定

   Debezium コネクターのデフォルトの動作がアプリケーションに適していない場合、以下のコネクターのデフォルトの動作がアプリケーションに適していない場合、以下の 
Debezium 機能を使用して必要な動作を設定することができます。機能を使用して必要な動作を設定することができます。
  

Kafka Connect 自動トピック作成自動トピック作成

      Connect が実行時にトピックを作成し、トピックの名前に基づいて構成設定をトピックに適用が実行時にトピックを作成し、トピックの名前に基づいて構成設定をトピックに適用
するのを許可します。するのを許可します。
     

Avro シリアライゼーションシリアライゼーション

      Debezium PostgreSQL、、MongoDB、または、または SQL Server コネクターがコネクターが Avro を使用してメッを使用してメッ
セージのキーと値をシリアライズする設定をサポートします。これにより、変更イベントレコードセージのキーと値をシリアライズする設定をサポートします。これにより、変更イベントレコード
のコンシューマーがレコードスキーマの変更に容易に適応できるようにします。のコンシューマーがレコードスキーマの変更に容易に適応できるようにします。
     

CloudEvents コンバーターコンバーター

      Debezium コネクターがコネクターが CloudEvents 仕様に準拠する変更イベントレコードを出力できるよう仕様に準拠する変更イベントレコードを出力できるよう
にします。にします。
     

11.1. KAFKA CONNECT 自動トピック作成のカスタマイズ自動トピック作成のカスタマイズ

    Kafka には、トピックを自動的に作成するメカニズムがには、トピックを自動的に作成するメカニズムが 2 つ用意されています。つ用意されています。Kafka ブローカーのブローカーの
自動トピック作成を有効にすることができます。また、自動トピック作成を有効にすることができます。また、Kafka 2.6.0 以降では、以降では、Kafka Connect のトのト
ピック作成を有効にすることもできます。ピック作成を有効にすることもできます。Kafka ブローカーはブローカーは auto.create.topics.enable プロパプロパ
ティーを使用して自動トピック作成を制御します。ティーを使用して自動トピック作成を制御します。Kafka Connect では、では、topic.creation.enable プロプロ
パティーはパティーは Kafka Connect がトピックの作成がトピックの作成 を許可するかどうかを指定します。いずれの場合も、プを許可するかどうかを指定します。いずれの場合も、プ
ロパティーのデフォルト設定ではトピックの自動作成が有効です。ロパティーのデフォルト設定ではトピックの自動作成が有効です。
   

    トピックの自動作成が有効な場合、トピックの自動作成が有効な場合、Debezium ソースコネクターがまだルーティング先トピックが存ソースコネクターがまだルーティング先トピックが存
在しないテーブルの変更イベントレコードを出力すると、イベントレコードが在しないテーブルの変更イベントレコードを出力すると、イベントレコードが Kafka に取り込まれる際に取り込まれる際
にトピックが実行時に作成されます。にトピックが実行時に作成されます。
   

ブローカーとブローカーと Kafka Connect での自動トピック作成の違いでの自動トピック作成の違い

     ブローカーが作成するトピックは、ブローカーが作成するトピックは、1 つのデフォルト設定の共有に制限されます。ブローカーは、異つのデフォルト設定の共有に制限されます。ブローカーは、異
なるトピックまたはトピックのセットに一意の設定を適用することはできません。対照的に、なるトピックまたはトピックのセットに一意の設定を適用することはできません。対照的に、Kafka 
Connect では、トピックの作成時に任意のさまざまな設定を適用し、では、トピックの作成時に任意のさまざまな設定を適用し、Debezium コネクター設定で指定コネクター設定で指定
したレプリケーション係数、パーティション数、およびその他のトピック固有の設定を定義することがしたレプリケーション係数、パーティション数、およびその他のトピック固有の設定を定義することが
できます。コネクター設定はトピック作成グループのセットを定義し、トピック設定のプロパティーできます。コネクター設定はトピック作成グループのセットを定義し、トピック設定のプロパティー
セットを各グループに関連付けます。セットを各グループに関連付けます。
    

    ブローカー設定とブローカー設定と Kafka Connect 設定は、互いに独立しています。ブローカーでトピック作成を無設定は、互いに独立しています。ブローカーでトピック作成を無
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効にしたかどうかに関係なく、効にしたかどうかに関係なく、Kafka Connect はトピックを作成することができます。ブローカーとはトピックを作成することができます。ブローカーと 
Kafka Connect の両方でトピックの自動作成を有効にするとの両方でトピックの自動作成を有効にすると Connect の設定が優先され、の設定が優先され、Kafka 
Connect のいずれの設定も適用されない場合に限り、ブローカーはトピックを作成します。のいずれの設定も適用されない場合に限り、ブローカーはトピックを作成します。
   

    詳細については、以下のトピックを参照してください。詳細については、以下のトピックを参照してください。
   

      「「Kafka ブローカーの自動トピック作成の無効化」ブローカーの自動トピック作成の無効化」
     

      「「Kafka Connect の自動トピック作成の設定」の自動トピック作成の設定」
     

      「自動的に作成されたトピックの設定」「自動的に作成されたトピックの設定」
     

      「トピック作成グループ」「トピック作成グループ」
     

      「トピック作成グループの設定プロパティー」「トピック作成グループの設定プロパティー」
     

      「「Debezium デフォルトトピック作成グループ設定の指定」デフォルトトピック作成グループ設定の指定」
     

      「「Debezium カスタムトピック作成グループ設定の指定」カスタムトピック作成グループ設定の指定」
     

      「「Debezium カスタムトピック作成グループの登録」カスタムトピック作成グループの登録」
     

11.1.1. Kafka ブローカーの自動トピック作成の無効化ブローカーの自動トピック作成の無効化

     デフォルトでは、トピックがまだ存在しない場合、デフォルトでは、トピックがまだ存在しない場合、Kafka ブローカー設定によりブローカーは実行ブローカー設定によりブローカーは実行
時にトピックを作成することができます。ブローカーによって作成されたトピックにカスタムプロパ時にトピックを作成することができます。ブローカーによって作成されたトピックにカスタムプロパ
ティーを設定することはできません。ティーを設定することはできません。2.6.0 より前のバージョンのより前のバージョンの Kafka を使用し、特定の設定でトを使用し、特定の設定でト
ピックを作成する場合は、ブローカーの自動トピック作成を無効にし、手動またはカスタムデプロイプピックを作成する場合は、ブローカーの自動トピック作成を無効にし、手動またはカスタムデプロイプ
ロセスのいずれにより明示的にトピックを作成する必要があります。ロセスのいずれにより明示的にトピックを作成する必要があります。
    

手順手順

       ブローカー設定で、ブローカー設定で、auto.create.topics.enable の値をの値を false に設定します。に設定します。
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11.1.2. Kafka Connect の自動トピック作成の設定の自動トピック作成の設定

     Kafka Connect の自動トピック作成は、の自動トピック作成は、topic.creation.enable プロパティーによって制御されまプロパティーによって制御されま
す。以下の例のように、プロパティーのデフォルト値はす。以下の例のように、プロパティーのデフォルト値は true で、トピックの自動作成を有効にしまで、トピックの自動作成を有効にしま
す。す。
    

topic.creation.enable = true

     topic.creation.enable プロパティーの設定は、プロパティーの設定は、Connect クラスター内のすべてのワーカーに適用さクラスター内のすべてのワーカーに適用さ
れます。れます。
    

     Kafka Connect の自動トピック作成では、トピックの作成時にの自動トピック作成では、トピックの作成時に Kafka Connect が適用する設定プロが適用する設定プロ
パティーを定義する必要があります。トピックグループを定義してパティーを定義する必要があります。トピックグループを定義して Debezium コネクター設定でトピッコネクター設定でトピッ
クの設定プロパティーを指定し、続いてそれぞれのグループに適用するプロパティーを指定します。コクの設定プロパティーを指定し、続いてそれぞれのグループに適用するプロパティーを指定します。コ
ネクター設定では、デフォルトのトピック作成グループ、およびオプションでネクター設定では、デフォルトのトピック作成グループ、およびオプションで 1 つまたは複数のカスタつまたは複数のカスタ
ムトピック作成グループを定義します。カスタムトピック作成グループは、トピック名パターンのリスムトピック作成グループを定義します。カスタムトピック作成グループは、トピック名パターンのリス
トを使用してグループの設定が適用されるトピックを指定します。トを使用してグループの設定が適用されるトピックを指定します。
    

     Kafka Connect がどのようにトピックをトピック作成グループと照合するかについての詳細は、がどのようにトピックをトピック作成グループと照合するかについての詳細は、
「「トピック作成グループトピック作成グループ」を参照してください。設定プロパティーがどのようにグループに割り当てら」を参照してください。設定プロパティーがどのようにグループに割り当てら
れるかについての詳細は、「れるかについての詳細は、「トピック作成グループの設定プロパティートピック作成グループの設定プロパティー」を参照してください。」を参照してください。
    

     デフォルトでは、デフォルトでは、Kafka Connect が作成するトピックは、が作成するトピックは、server. schema.table パターンに基づいパターンに基づい
て名前が付けられます（例：て名前が付けられます（例： dbserver.myschema.inventory ）。）。
    

手順手順

       Kafka Connect がトピックを自動的に作成しないようにするには、以下の例のように、がトピックを自動的に作成しないようにするには、以下の例のように、
Kafka Connect カスタムリソースでカスタムリソースで topic.creation.enable の値をの値を false に設定します。に設定します。
      

注記注記

apiVersion: kafka.strimzi.io/kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster

...

spec:
  config:
    topic.creation.enable: "false"
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注記注記

      Kafka Connect 自動トピック作成では、少なくとも自動トピック作成では、少なくとも デフォルトのデフォルトの トピック作成グトピック作成グ
ループに対してループに対して replication.factor およびおよび partitions プロパティーを設定する必要がありプロパティーを設定する必要があり
ます。グループは、ます。グループは、Kafka ブローカーのデフォルト値から必要なプロパティーの値を取ブローカーのデフォルト値から必要なプロパティーの値を取
得することができます。得することができます。
     

11.1.3. 自動的に作成されたトピックの設定自動的に作成されたトピックの設定

     Kafka Connect でトピックを自動的に作成するには、トピックの作成時に適用する設定プロパでトピックを自動的に作成するには、トピックの作成時に適用する設定プロパ
ティーに関するソースコネクターからの情報が必要です。それぞれのティーに関するソースコネクターからの情報が必要です。それぞれの Debezium コネクターの設定で、コネクターの設定で、
トピックの作成を制御するプロパティーを定義します。トピックの作成を制御するプロパティーを定義します。Kafka Connect がコネクターから出力されるイがコネクターから出力されるイ
ベントレコード用のトピックを作成すると、作成されるトピックは該当するグループから設定を取得しベントレコード用のトピックを作成すると、作成されるトピックは該当するグループから設定を取得し
ます。この設定は、そのコネクターによって出力されたイベントレコードにのみ適用されます。ます。この設定は、そのコネクターによって出力されたイベントレコードにのみ適用されます。
    

11.1.3.1. トピック作成グループトピック作成グループ

      トピックプロパティーのセットが、トピック作成グループに関連付けられます。少なくとも、トピックプロパティーのセットが、トピック作成グループに関連付けられます。少なくとも、デデ
フォルトのフォルトの トピック作成グループを定義し、その設定プロパティーを指定する必要があります。それ以トピック作成グループを定義し、その設定プロパティーを指定する必要があります。それ以
外に、オプションとして外に、オプションとして 1 つまたは複数のカスタムトピック作成グループを定義し、それぞれに一意のつまたは複数のカスタムトピック作成グループを定義し、それぞれに一意の
プロパティーを指定することができます。プロパティーを指定することができます。
     

      カスタムトピック作成グループを作成する場合、トピック名パターンに基づいて各グループにメンカスタムトピック作成グループを作成する場合、トピック名パターンに基づいて各グループにメン
バートピックを定義します。各グループに含めるトピックまたはグループから除外するトピックを記述バートピックを定義します。各グループに含めるトピックまたはグループから除外するトピックを記述
する命名パターンを指定することができます。する命名パターンを指定することができます。include およびおよび exclude プロパティーには、トピック名プロパティーには、トピック名
パターンを定義する正規表現のコンマ区切りリストが含まれます。たとえば、パターンを定義する正規表現のコンマ区切りリストが含まれます。たとえば、db server1.inventory 文文
字列で始まるすべてのトピックをグループに含まれるようにするには、その字列で始まるすべてのトピックをグループに含まれるようにするには、その 
topic.creation.inventory.include プロパティーの値をプロパティーの値を dbserver1\\.inventory\\.* に設定します。に設定します。
     

注記注記

       カスタムトピックグループにカスタムトピックグループに include およびおよび exclude プロパティーの両方を指定すプロパティーの両方を指定す
ると、除外ルールが優先され、包含ルールが上書きされます。ると、除外ルールが優先され、包含ルールが上書きされます。
      

11.1.3.2. トピック作成グループの設定プロパティートピック作成グループの設定プロパティー

      デフォルトのデフォルトの トピック作成グループと各カスタムグループは、一意の設定プロパティーのセットにトピック作成グループと各カスタムグループは、一意の設定プロパティーのセットに
関連付けられます。任意の関連付けられます。任意の Kafka トピックレベルの設定プロパティートピックレベルの設定プロパティー をグループの設定に含めることをグループの設定に含めること
ができます。たとえば、トピックグループにができます。たとえば、トピックグループに 古いトピックセグメントのクリーンアップポリシー古いトピックセグメントのクリーンアップポリシー、、保持保持
時間時間、または、または トピックの圧縮タイプトピックの圧縮タイプ を指定することができます。少なくとも、作成するトピックの設を指定することができます。少なくとも、作成するトピックの設
定を記述するプロパティーの最小セットを定義する必要があります。定を記述するプロパティーの最小セットを定義する必要があります。
     

第第11章章 アプリケーション用アプリケーション用 DEBEZIUM コネクターの設定コネクターの設定

411

https://kafka.apache.org/documentation/#topicconfigs
https://kafka.apache.org/documentation/#topicconfigs_cleanup.policy
https://kafka.apache.org/documentation/#topicconfigs_retention.ms
https://kafka.apache.org/documentation/#topicconfigs_compression.type


      カスタムグループが登録されていない場合や、登録されるグループのカスタムグループが登録されていない場合や、登録されるグループの include パターンが、作成すパターンが、作成す
るトピックの名前と一致しない場合、るトピックの名前と一致しない場合、Kafka Connect はデフォルトはデフォルト グループの設定を使用してトピッグループの設定を使用してトピッ
クを作成します。クを作成します。
     

      トピック設定に関する一般的な情報は、『トピック設定に関する一般的な情報は、『Debezium のの OpenShift へのインストール』の「へのインストール』の「 Kafka 
トピック作成に関する推奨事項トピック作成に関する推奨事項 」を参照してください。」を参照してください。
     

11.1.3.3. Debezium デフォルトトピック作成グループ設定の指定デフォルトトピック作成グループ設定の指定

      Kafka Connect の自動トピック作成を使用するためには、デフォルトのトピック作成グループを作の自動トピック作成を使用するためには、デフォルトのトピック作成グループを作
成し、その設定を定義する必要があります。デフォルトのトピック作成グループの設定は、カスタムト成し、その設定を定義する必要があります。デフォルトのトピック作成グループの設定は、カスタムト
ピック作成グループのピック作成グループの include list パターンに一致しない名前のトピックに適用されます。パターンに一致しない名前のトピックに適用されます。
     

前提条件前提条件

        Kafka Connect カスタムリソースでは、カスタムリソースでは、metadata.annotations のの use-connector-
resources 値は、クラスター値は、クラスター Operator がが KafkaConnector カスタムリソースを使用してクラカスタムリソースを使用してクラ
スター内のコネクターを設定するように指定します。以下は例になります。スター内のコネクターを設定するように指定します。以下は例になります。
       

手順手順

        topic.creation.default グループのプロパティーを定義するには、以下の例のように、コネグループのプロパティーを定義するには、以下の例のように、コネ
クターカスタムリソースのクターカスタムリソースの spec.config に追加します。に追加します。
       

 ...
    metadata:
      name: my-connect-cluster
      annotations: strimzi.io/use-connector-resources: "true"
 ...

apiVersion: kafka.strimzi.io/kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: inventory-connector
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
spec:
...

   config:
...
    topic.creation.default.replication.factor: 3  1
    topic.creation.default.partitions: 10  2
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        デフォルトのグループデフォルトのグループ の設定には、すべてのの設定には、すべての Kafka トピックレベルの設定プロパティートピックレベルの設定プロパティー 
を含めることができます。を含めることができます。
       

表表11.1 デフォルトのデフォルトの トピック作成グループのコネクター設定トピック作成グループのコネクター設定

項目項目 説明説明

1 topic.creation.default.replication.factor は、デフォルトグループによって作成されるトピッ
クのレプリケーション係数を定義します。
replication.factor グループの場合 default の設定は必須ですが、カスタムグループの場合は任
意です。カスタムグループは、設定されていない場合にデフォルトのグループ設定されていない場合にデフォルトのグループ の値にフォー
ルバックします。-1 を使用して、Kafka ブローカーのデフォルト値を使用します。

2 topic.creation.default.partitions は、デフォルトグループによって作成されるトピックのパー
ティション数を定義します。
default グループの場合 partitions の設定は必須ですが、カスタムグループの場合は任意です。
カスタムグループは、設定されていない場合にデフォルトのグループ設定されていない場合にデフォルトのグループ の値にフォールバック
します。-1 を使用して、Kafka ブローカーのデフォルト値を使用します。

3 topic.creation.default.cleanup.policy は、トピックレベルの 設定パラメーター の
cleanup.policy プロパティーにマッピングされ、ログ保持ポリシーを定義します。

4 topic.creation.default.compression .typeは、トピックレベルのは、トピックレベルの 設定パラメーターの設定パラメーターの 
compression.type  プロパティーにマッピングされ、ハードディスク上でのメッセージの圧縮方
法を定義します。

注記注記

       カスタムグループは、必要なカスタムグループは、必要な replication.factor およびおよび partitions プロパティーに対プロパティーに対
してのみ、してのみ、デフォルトのグループデフォルトのグループ 設定にフォールバックします。カスタムトピックグ設定にフォールバックします。カスタムトピックグ
ループの設定が他のプロパティーを定義しない場合、ループの設定が他のプロパティーを定義しない場合、デフォルトグループデフォルトグループ に指定されるに指定される
値は適用されません。値は適用されません。
      

11.1.3.4. Debezium カスタムトピック作成グループ設定の指定カスタムトピック作成グループ設定の指定

      複数のカスタムトピックグループを、それぞれ個別の設定で定義することができます。複数のカスタムトピックグループを、それぞれ個別の設定で定義することができます。
     

手順手順

        カスタムトピックグループを定義するには、コネクターカスタムリソースのカスタムトピックグループを定義するには、コネクターカスタムリソースの spec.config 
にに topic.creation.<group_name>.include プロパティーを追加し、その後にカスタムグループプロパティーを追加し、その後にカスタムグループ

    topic.creation.default.cleanup.policy: compact  3
    topic.creation.default.compression.type: lz4  4
...
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のトピックに適用する設定プロパティーを追加します。のトピックに適用する設定プロパティーを追加します。
       

        以下の例は、カスタムトピック作成グループ以下の例は、カスタムトピック作成グループ インベントリーおよびインベントリーおよび applicationlogs を定を定
義するカスタムリソースの抜粋を示しています。義するカスタムリソースの抜粋を示しています。
       

表表11.2 カスタムインベントリーおよびカスタムインベントリーおよび application logs トピック作成グループのコネクター設定トピック作成グループのコネクター設定

項目項目 説明説明

1 インベントリーグループの設定 を定義しますを定義します。
replication.factor および partitions プロパティーはカスタムグループの場合は任意です。値が
設定されていない場合、カスタムグループは デフォルトグループデフォルトグループ に設定された値にフォール
バックします。Kafka ブローカーに設定された値を使用するには、値を -1 に設定します。

2 topic.creation.inventory .include は、は、dbserver1.inventory で始まるすべてので始まるすべての トピック
に一致する正規表現を定義します。インベントリーグループに定義された設定は 、、 指定した正規
表現に一致する名前のトピックにのみ適用されます。

3 applicationlogs グループの設定を定義します。
replication.factor および partitions プロパティーはカスタムグループの場合は任意です。値が
設定されていない場合、カスタムグループは デフォルトグループデフォルトグループ に設定された値にフォール
バックします。Kafka ブローカーに設定された値を使用するには、値を -1 に設定します。

apiVersion: kafka.strimzi.io/kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: inventory-connector
...
spec:
...

   config:
... 1
    topic.creation.inventory.include: dbserver1\\.inventory\\.*  2
    topic.creation.inventory.partitions: 20
    topic.creation.inventory.cleanup.policy: compact
    topic.creation.inventory.delete.retention.ms: 7776000000

    3
    topic.creation.applicationlogs.include: dbserver1\\.logs\\.applog-.* 4
    topic.creation.applicationlogs.exclude": dbserver1\\.logs\\.applog-old-.*  5
    topic.creation.applicationlogs.replication.factor: 1
    topic.creation.applicationlogs.partitions: 20
    topic.creation.applicationlogs.cleanup.policy: delete
    topic.creation.applicationlogs.retention.ms: 7776000000
    topic.creation.applicationlogs.compression.type: lz4
...
...
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4 topic.creation.applicationlogs.include は、db server1.logs.applog- で始まるすべてのト
ピックに一致する正規表現を定義します。applicationlogs グループに定義された設定は、指定
した正規表現に一致する名前のトピックにのみ適用されます。exclude プロパティーもこのグ
ループに対して定義されているため、include 正規表現に一致するトピックは、その exclude プ
ロパティーによってさらに制限される可能性があります。

5 topic.creation.applicationlogs.exclude は、db server1.logs.applog-old- で始まるすべて
のトピックに一致する正規表現を定義します。applicationlogs グループに定義された設定は、
指定した正規表現 に一致しないに一致しない 名前のトピックにのみ適用されます。include プロパティーもこ
のグループに対して定義されているため、applicationlogs グループの設定は、指定した 
include 正規表現を含め正規表現を含め、指定した 除外除外 正規表現 に一致しないに一致しない 名前のトピックにのみ適用され
ます。

項目項目 説明説明

11.1.3.5. Debezium カスタムトピック作成グループの登録カスタムトピック作成グループの登録

      カスタムトピック作成グループの設定を指定したら、グループを登録します。カスタムトピック作成グループの設定を指定したら、グループを登録します。
     

手順手順

        topic.creation.groups プロパティーをコネクターカスタムリソースに追加して、カスタムプロパティーをコネクターカスタムリソースに追加して、カスタム
グループを登録し、カスタムトピック作成グループのコンマ区切りリストを指定します。グループを登録し、カスタムトピック作成グループのコンマ区切りリストを指定します。
       

        カスタムトピック作成グループカスタムトピック作成グループ インベントリーおよびインベントリーおよび applicationlogs を登録するコネクを登録するコネク
ターカスタムリソースの抜粋を以下に示します。ターカスタムリソースの抜粋を以下に示します。
       

設定の完了設定の完了

       以下の例は、以下の例は、インベントリーおよびインベントリーおよび applicationlogs カスタムトピック作成グループカスタムトピック作成グループ の設定を含むの設定を含む
完了した設定を示しています。完了した設定を示しています。
      

apiVersion: kafka.strimzi.io/kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: inventory-connector
...
spec:
...

   config:
     topic.creation.groups: inventory,applicationlogs

...
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例例: デフォルトのトピック作成グループおよびデフォルトのトピック作成グループおよび 2 つのカスタムグループの設定つのカスタムグループの設定

       

      

11.2. AVRO シリアライゼーションを使用するシリアライゼーションを使用する DEBEZIUM コネクターの設定コネクターの設定

    Debezium コネクターはコネクターは Kafka Connect のフレームワークで動作し、変更イベントレコードを生成のフレームワークで動作し、変更イベントレコードを生成
することでデータベース内の各行レベルの変更をキャプチャーします。それぞれの変更イベントレコーすることでデータベース内の各行レベルの変更をキャプチャーします。それぞれの変更イベントレコー
ドについて、ドについて、Debezium コネクターは以下のアクションを完了します。コネクターは以下のアクションを完了します。
   

1. 
      設定された変換を適用する。設定された変換を適用する。
     

2. 
      設定された設定された Kafka Connect コンバーターコンバーター を使用して、レコードのキーと値をバイナリー形を使用して、レコードのキーと値をバイナリー形
式にシリアライズする。式にシリアライズする。
     

3. 

apiVersion: kafka.strimzi.io/kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: inventory-connector
...
spec:
...

   config:
...
    topic.creation.default.replication.factor: 3,
    topic.creation.default.partitions: 10,
    topic.creation.default.cleanup.policy: compact
    topic.creation.default.compression.type: lz4
    topic.creation.groups: inventory,applicationlogs
    topic.creation.inventory.include: dbserver1\\.inventory\\.*
    topic.creation.inventory.partitions: 20
    topic.creation.inventory.cleanup.policy: compact
    topic.creation.inventory.delete.retention.ms: 7776000000
    topic.creation.applicationlogs.include: dbserver1\\.logs\\.applog-.*
    topic.creation.applicationlogs.exclude": dbserver1\\.logs\\.applog-old-.*
    topic.creation.applicationlogs.replication.factor: 1
    topic.creation.applicationlogs.partitions: 20
    topic.creation.applicationlogs.cleanup.policy: delete
    topic.creation.applicationlogs.retention.ms: 7776000000
    topic.creation.applicationlogs.compression.type: lz4
...
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3. 
      レコードを正しいレコードを正しい Kafka トピックに書き込む。トピックに書き込む。
     

    個々の個々の Debezium コネクターインスタンスごとにコンバーターを指定することができます。コネクターインスタンスごとにコンバーターを指定することができます。Kafka 
Connect は、レコードのキーと値をは、レコードのキーと値を JSON ドキュメントにシリアライズするドキュメントにシリアライズする JSON コンバーターを提コンバーターを提
供します。デフォルトの動作では、供します。デフォルトの動作では、JSON コンバーターはレコードのメッセージスキーマを含めるのコンバーターはレコードのメッセージスキーマを含めるの
で、それぞれのレコードが非常に冗長になります。『で、それぞれのレコードが非常に冗長になります。『 Debezium スタートガイドスタートガイド 』には、ペイロード』には、ペイロード
とスキーマの両方が含まれる場合にレコードがどのように見えるかが示されています。レコードをとスキーマの両方が含まれる場合にレコードがどのように見えるかが示されています。レコードを 
JSON でシリアライズする場合は、以下のコネクター設定プロパティーをでシリアライズする場合は、以下のコネクター設定プロパティーを false に設定することを検討に設定することを検討
してください。してください。
   

      key.converter.schemas.enable
     

      value.converter.schemas.enable
     

    これらのプロパティーをこれらのプロパティーを false に設定すると、各レコードから詳細なスキーマ情報が除外されます。に設定すると、各レコードから詳細なスキーマ情報が除外されます。
   

    あるいは、あるいは、Apache Avro を使用してレコードのキーと値をシリアライズすることもできます。を使用してレコードのキーと値をシリアライズすることもできます。Avro 
のバイナリー形式はコンパクトで効率的です。のバイナリー形式はコンパクトで効率的です。Avro スキーマを使用すると、それぞれのレコードが正スキーマを使用すると、それぞれのレコードが正
しい構造を持つようにすることができます。しい構造を持つようにすることができます。Avro のスキーマ進化メカニズムにより、スキーマを進化のスキーマ進化メカニズムにより、スキーマを進化
させることが可能です。変更されたデータベーステーブルの構造と一致するように各レコードのスキーさせることが可能です。変更されたデータベーステーブルの構造と一致するように各レコードのスキー
マを動的に生成するこのメカニズムは、マを動的に生成するこのメカニズムは、Debezium コネクターに不可欠です。時間の経過と共に、同じコネクターに不可欠です。時間の経過と共に、同じ 
Kafka トピックに書き込まれる変更イベントレコードが、同じスキーマの別バージョンとなる場合があトピックに書き込まれる変更イベントレコードが、同じスキーマの別バージョンとなる場合があ
ります。ります。Avro シリアライゼーションを使用すると、変更イベントレコードのコンシューマーはレコーシリアライゼーションを使用すると、変更イベントレコードのコンシューマーはレコー
ドスキーマの変化に容易に対応することができます。ドスキーマの変化に容易に対応することができます。
   

    Apache Avro シリアライゼーションを使用するには、シリアライゼーションを使用するには、Avro メッセージスキーマおよびそのバージョメッセージスキーマおよびそのバージョ
ンを管理するスキーマレジストリーをデプロイする必要があります。このレジストリーの設定は、ンを管理するスキーマレジストリーをデプロイする必要があります。このレジストリーの設定は、Red 
Hat Integration - Service Registryのドキュメントを参照してください。のドキュメントを参照してください。
   

11.2.1. Service Registry の概要の概要

     Red Hat Integration - Service Registry は、は、Avro と共に動作する以下のコンポーネントを提供しまと共に動作する以下のコンポーネントを提供しま
す。す。
    

       Debezium コネクター設定で指定することができるコネクター設定で指定することができる Avro コンバーター。このコンバーコンバーター。このコンバー
ターは、ターは、Kafka Connect スキーマをスキーマを Avro スキーマにマッピングします。続いて、コンバースキーマにマッピングします。続いて、コンバー
ターはターは Avro スキーマを使用してレコードのキーと値をスキーマを使用してレコードのキーと値を Avro のコンパクトなバイナリー形式にのコンパクトなバイナリー形式に
シリアライズします。シリアライズします。
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       API および以下の項目を追跡するスキーマレジストリー。および以下の項目を追跡するスキーマレジストリー。
      

         Kafka トピックで使用されるトピックで使用される Avro スキーマ。スキーマ。
        

         Avro コンバーターが生成したコンバーターが生成した Avro スキーマを送信する先。スキーマを送信する先。
        

       Avro スキーマはこのレジストリーに保管されるため、各レコードには小さなスキーマはこのレジストリーに保管されるため、各レコードには小さな スキーマ識スキーマ識
別子別子 だけを含める必要があります。これにより、各レコードが非常にコンパクトになります。だけを含める必要があります。これにより、各レコードが非常にコンパクトになります。
Kafka などなど I/O 律速のシステムの場合、これはプロデューサーおよびコンシューマーのトータ律速のシステムの場合、これはプロデューサーおよびコンシューマーのトータ
ルスループットが向上することを意味します。ルスループットが向上することを意味します。
      

       Kafka プロデューサーおよびコンシューマー用プロデューサーおよびコンシューマー用 Avro Serdes (シリアライザーシリアライザー/デシリアラデシリアラ
イザーイザー)。変更イベントレコードを使用するために作成する。変更イベントレコードを使用するために作成する Kafka コンシューマーアプリケーコンシューマーアプリケー
ションは、ションは、Avro Serdes を使用して変更イベントレコードをデシリアライズすることができまを使用して変更イベントレコードをデシリアライズすることができま
す。す。
      

     Debezium でで Service Registry を使用するには、を使用するには、Debezium コネクターを実行するのに使用していコネクターを実行するのに使用してい
るる Kafka Connect コンテナーイメージにコンテナーイメージに Service Registry コンバーターおよびその依存関係を追加しコンバーターおよびその依存関係を追加し
ます。ます。
    

注記注記

      Service Registry プロジェクトは、プロジェクトは、JSON コンバーターも提供します。このコンバーコンバーターも提供します。このコンバー
ターは、メッセージが冗長ではないというメリットを持つのに加えて、人間が判読できターは、メッセージが冗長ではないというメリットを持つのに加えて、人間が判読でき
るる JSON を扱うことができます。メッセージ自体にはスキーマ情報は含まれず、スキーを扱うことができます。メッセージ自体にはスキーマ情報は含まれず、スキー
ママ ID だけが含まれます。だけが含まれます。
     

注記注記

      Service Registry によって提供されるコンバーターを使用するには、によって提供されるコンバーターを使用するには、a 
picurio.registry.url を指定する必要がありますを指定する必要があります。。
     

11.2.2. Avro シリアライゼーションを使用するシリアライゼーションを使用する Debezium コネクターのデプロイの概要コネクターのデプロイの概要

     Avro シリアライゼーションを使用するシリアライゼーションを使用する Debezium コネクターをデプロイするには、以下のコネクターをデプロイするには、以下の 3 つの主つの主
要タスクを完了する必要があります。要タスクを完了する必要があります。
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1. 
       『『 Getting Started with Service Registry 』の手順に従って』の手順に従って Red Hat Integration - 
Service Registry インスタンスをデプロイする。インスタンスをデプロイする。
      

2. 
       Service Registry Kafka Connectors のの zip ファイルをダウンロードしてファイルをダウンロードして Debezium コネコネ
クターのディレクトリーに展開し、クターのディレクトリーに展開し、Avro コンバーターをインストールする。コンバーターをインストールする。
      

3. 
       以下のように設定プロパティーを設定して、以下のように設定プロパティーを設定して、Avro シリアライゼーションを使用するようにシリアライゼーションを使用するように 
Debezium コネクターインスタンスを設定する。コネクターインスタンスを設定する。
      

key.converter=io.apicurio.registry.utils.converter.AvroConverter
key.converter.apicurio.registry.url=http://apicurio:8080/api
key.converter.apicurio.registry.global-
id=io.apicurio.registry.utils.serde.strategy.GetOrCreateIdStrategy
value.converter=io.apicurio.registry.utils.converter.AvroConverter
value.converter.apicurio.registry.url=http://apicurio:8080/api
value.converter.apicurio.registry.global-
id=io.apicurio.registry.utils.serde.strategy.GetOrCreateIdStrategy

     内部的には、内部的には、Kafka Connect は常には常に JSON キーキー/値コンバーターを使用して設定およびオフセットを値コンバーターを使用して設定およびオフセットを
保管します。保管します。
    

11.2.3. Debezium コンテナーでコンテナーで Avro を使用するコネクターのデプロイを使用するコネクターのデプロイ

     ご使用の環境で、提供されたご使用の環境で、提供された Debezium コンテナーを使用して、コンテナーを使用して、Avro シリアライゼーションを使用シリアライゼーションを使用
するする Debezium コネクターをデプロイしなければならない場合があります。コネクターをデプロイしなければならない場合があります。Debezium 用のカスタム用のカスタム 
Kafka Connect コンテナーイメージをビルドし、コンテナーイメージをビルドし、Avro コンバーターを使用するようにコンバーターを使用するように Debezium コネコネ
クターを設定するには、以下の手順を完了します。クターを設定するには、以下の手順を完了します。
    

前提条件前提条件

       コンテナーを作成および管理するのに十分な権限と共にコンテナーを作成および管理するのに十分な権限と共に Docker をインストールしていをインストールしてい
る。る。
      

       Avro シリアライゼーションと共にデプロイするシリアライゼーションと共にデプロイする Debezium コネクタープラグインをダウコネクタープラグインをダウ
ンロードしている。ンロードしている。
      

手順手順

1. 
       Service Registry のインスタンスをデプロイします。以下を実行する方法については、のインスタンスをデプロイします。以下を実行する方法については、
『『Getting Started with Service Registry』を参照してください。』を参照してください。
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         Service Registry のインストールのインストール
        

         AMQ Streams のインストールのインストール
        

         AMQ Streams ストレージのセットアップストレージのセットアップ
        

2. 
       Debezium コネクターのアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディレクトリーコネクターのアーカイブを展開して、コネクタープラグインのディレクトリー
構造を作成します。複数の構造を作成します。複数の Debezium コネクターのアーカイブをダウンロードして展開した場コネクターのアーカイブをダウンロードして展開した場
合、作成されるディレクトリー構造は以下の例のようになります。合、作成されるディレクトリー構造は以下の例のようになります。
      

tree ./my-plugins/
./my-plugins/
├── debezium-connector-mongodb
|   ├── ...
├── debezium-connector-mysql
│   ├── ...
├── debezium-connector-postgres
│   ├── ...
└── debezium-connector-sqlserver
    ├── ...

3. 
       Avro シリアライゼーションを使用するように設定するシリアライゼーションを使用するように設定する Debezium コネクターが含まれるコネクターが含まれる
ディレクトリーにディレクトリーに Avro コンバーターを追加します。コンバーターを追加します。
      

a. 
         Red Hat Integration のダウンロードサイトのダウンロードサイト に移動し、に移動し、Service Registry Kafka 
Connect のの zip ファイルをダウンロードします。ファイルをダウンロードします。
        

b. 
         目的の目的の Debezium コネクターディレクトリーにアーカイブを展開します。コネクターディレクトリーにアーカイブを展開します。
        

       複数のタイプの複数のタイプの Debezium コネクターをコネクターを Avro シリアライゼーションを使用するように設シリアライゼーションを使用するように設
定するには、該当するそれぞれのコネクタータイプのディレクトリーにアーカイブを展開しま定するには、該当するそれぞれのコネクタータイプのディレクトリーにアーカイブを展開しま
す。それぞれのディレクトリーにアーカイブを抽出するとファイルが重複しますが、これによす。それぞれのディレクトリーにアーカイブを抽出するとファイルが重複しますが、これによ
り依存関係の競合が生じる可能性がなくなります。り依存関係の競合が生じる可能性がなくなります。
      

4. 
       Avro コンバーターを使用するように設定するコンバーターを使用するように設定する Debezium コネクターを実行するためのカコネクターを実行するためのカ
スタムイメージを作成して公開します。スタムイメージを作成して公開します。
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a. 
         registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0 をベースイメージとしをベースイメージとし
て使用して、新しいて使用して、新しい Dockerfile を作成します。以下の例のを作成します。以下の例の my-plugins を、実際のプラグを、実際のプラグ
インディレクトリーの名前に置き換えてください。インディレクトリーの名前に置き換えてください。
        

FROM registry.redhat.io/amq7/amq-streams-kafka-28-rhel8:1.8.0
USER root:root
COPY ./my-plugins/ /opt/kafka/plugins/
USER 1001

         Kafka Connect は、コネクターの実行を開始する前に、は、コネクターの実行を開始する前に、/opt/kafka/plugins ディレクディレク
トリーにあるサードパーティープラグインをロードします。トリーにあるサードパーティープラグインをロードします。
        

b. 
         docker コンテナーイメージをビルドします。たとえば、前のステップで作成したコンテナーイメージをビルドします。たとえば、前のステップで作成した  
docker ファイルをファイルを debezium-container-with-avro として保存した場合は、以下のコマンとして保存した場合は、以下のコマン
ドを実行します。ドを実行します。
        

         docker build -t debezium-container-with-avro:latest
        

c. 
         カスタムイメージをコンテナーレジストリーにプッシュします。例を以下に示しまカスタムイメージをコンテナーレジストリーにプッシュします。例を以下に示しま
す。す。
        

         docker push <myregistry.io>/debezium-container-with-avro:latest
        

d. 
         新しいコンテナーイメージを示します。次のいずれかを行います。新しいコンテナーイメージを示します。次のいずれかを行います。
        

           KafkaConnect カスタムリソースのカスタムリソースの KafkaConnect.spec.image プロパティーをプロパティーを
編集します。このプロパティーが設定されている場合、このプロパティーは編集します。このプロパティーが設定されている場合、このプロパティーは Cluster 
Operator のの STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を上書きします。変数を上書きします。
その例を以下に示します。その例を以下に示します。
          

           install/cluster-operator/050-Deployment-strimzi-cluster-operator.yaml ファファ
イルでイルで STRIMZI_DEFAULT_KAFKA_CONNECT_IMAGE 変数を編集して新しいコン変数を編集して新しいコン

apiVersion: kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnect
metadata:
  name: my-connect-cluster
spec:
  #...
  image: debezium-container-with-avro
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テナーイメージを示すように、テナーイメージを示すように、Cluster Operator を再インストールします。このファを再インストールします。このファ
イルを編集する場合は、これをイルを編集する場合は、これを OpenShift クラスターに適用する必要があります。クラスターに適用する必要があります。
          

5. 
       Avro コンバーターを使用するように設定されたそれぞれのコンバーターを使用するように設定されたそれぞれの Debezium コネクターをデプコネクターをデプ
ロイします。それぞれのロイします。それぞれの Debezium コネクターについて、以下の設定を行います。コネクターについて、以下の設定を行います。
      

a. 
         Debezium コネクターインスタンスを作成します。以下のコネクターインスタンスを作成します。以下の inventory-
connector.yaml ファイルの例では、ファイルの例では、Avro コンバーターを使用するように設定されたコンバーターを使用するように設定された 
MySQL コネクターインスタンスを定義するコネクターインスタンスを定義する KafkaConnector カスタムリソースを作成しカスタムリソースを作成し
ます。ます。
        

b. 
         コネクターインスタンスを適用します。以下に例を示します。コネクターインスタンスを適用します。以下に例を示します。
        

         oc apply -f inventory-connector.yaml
        

         これによりこれにより inventory-connector が登録され、コネクターがが登録され、コネクターが インベントリーインベントリー データデータ
ベースに対して実行が開始されます。ベースに対して実行が開始されます。
        

apiVersion: kafka.strimzi.io/kafka.strimzi.io/v1beta2
kind: KafkaConnector
metadata:
  name: inventory-connector
  labels:
    strimzi.io/cluster: my-connect-cluster
spec:
  class: io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector
  tasksMax: 1
  config:
    database.hostname: mysql
    database.port: 3306
    database.user: debezium
    database.password: dbz
    database.server.id: 184054
    database.server.name: dbserver1
    database.include.list: inventory
    database.history.kafka.bootstrap.servers: my-cluster-kafka-bootstrap:9092
    database.history.kafka.topic: schema-changes.inventory
    key.converter: io.apicurio.registry.utils.converter.AvroConverter
    key.converter.apicurio.registry.url: http://apicurio:8080/api
    key.converter.apicurio.registry.global-id: 
io.apicurio.registry.utils.serde.strategy.GetOrCreateIdStrategy
    value.converter: io.apicurio.registry.utils.converter.AvroConverter
    value.converter.apicurio.registry.url: http://apicurio:8080/api
    value.converter.apicurio.registry.global-id: 
io.apicurio.registry.utils.serde.strategy.GetOrCreateIdStrategy
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6. 
       コネクターが作成され、指定されたデータベース内の変更の追跡を開始したことを確認しコネクターが作成され、指定されたデータベース内の変更の追跡を開始したことを確認し
ます。コネクターインスタンスは、ます。コネクターインスタンスは、Kafka Connect のログ出力（例：のログ出力（例： inventory-connector のの
開始）を監視して確認できます。開始）を監視して確認できます。
      

a. 
         Kafka Connect のログ出力を表示します。のログ出力を表示します。
        

b. 
         ログの出力を確認し、初回のスナップショットが実行されたことを確認します。以下ログの出力を確認し、初回のスナップショットが実行されたことを確認します。以下
のような行が表示されるはずです。のような行が表示されるはずです。
        

         スナップショットは、複数のステップを経て作成されます。スナップショットは、複数のステップを経て作成されます。
        

oc logs $(oc get pods -o name -l strimzi.io/name=my-connect-cluster-connect)

...
2020-02-21 17:57:30,801 INFO Starting snapshot for jdbc:mysql://mysql:3306/?
useInformationSchema=true&nullCatalogMeansCurrent=false&useSSL=false&use
Unicode=true&characterEncoding=UTF-8&characterSetResults=UTF-
8&zeroDateTimeBehavior=CONVERT_TO_NULL&connectTimeout=30000 with user 
'debezium' with locking mode 'minimal' 
(io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-mysqlconnector-
dbserver1-snapshot]
2020-02-21 17:57:30,805 INFO Snapshot is using user 'debezium' with these MySQL 
grants: (io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-
mysqlconnector-dbserver1-snapshot]
...

...
2020-02-21 17:57:30,822 INFO Step 0: disabling autocommit, enabling repeatable 
read transactions, and setting lock wait timeout to 10 
(io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-mysqlconnector-
dbserver1-snapshot]
2020-02-21 17:57:30,836 INFO Step 1: flush and obtain global read lock to prevent 
writes to database (io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-
mysqlconnector-dbserver1-snapshot]
2020-02-21 17:57:30,839 INFO Step 2: start transaction with consistent snapshot 
(io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-mysqlconnector-
dbserver1-snapshot]
2020-02-21 17:57:30,840 INFO Step 3: read binlog position of MySQL primary 
server (io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-
mysqlconnector-dbserver1-snapshot]
2020-02-21 17:57:30,843 INFO   using binlog 'mysql-bin.000003' at position '154' 
and gtid '' (io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-
mysqlconnector-dbserver1-snapshot]
...
2020-02-21 17:57:34,423 INFO Step 9: committing transaction 
(io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-mysqlconnector-
dbserver1-snapshot]
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         スナップショットの完了後、スナップショットの完了後、Debezium は変更イベントのは変更イベントの インベントリーインベントリー データデータ
ベースのベースの binlog の変更の追跡を開始します。の変更の追跡を開始します。
        

11.2.4. Avro の名前の要件についての名前の要件について

     Avro のの ドキュメントドキュメント に記載されているように、名前は以下のルールに従う必要があります。に記載されているように、名前は以下のルールに従う必要があります。
    

       [A-Za-z_] で開始するで開始する
      

       その後その後 、、[A-Za-z0-9_] 文字のみが含まれる文字のみが含まれる
      

     Debezium は、対応するは、対応する Avro フィールドのベースとして列の名前を使用します。これにより、列のフィールドのベースとして列の名前を使用します。これにより、列の
名前も名前も Avro の命名規則に従わないと、シリアライズ中に問題が発生する可能性があります。各の命名規則に従わないと、シリアライズ中に問題が発生する可能性があります。各 
Debezium コネクターは、コネクターは、Avro ルールにルールに Avro ルールに準拠していない場合に、ルールに準拠していない場合に、true に設定可能な設に設定可能な設
定プロパティー定プロパティー sanitize.field.names を提供します。を提供します。sanitize .field.names をを true に設定すると、実際に設定すると、実際
にスキーマを変更することなく、にスキーマを変更することなく、conformant 以外のフィールドをシリアライズすることができます。以外のフィールドをシリアライズすることができます。
    

11.3. CLOUDEVENTS フォーマットでのフォーマットでの DEBEZIUM 変更イベントレコードの出力変更イベントレコードの出力

    CloudEvents は、共通の方法でイベントデータを記述するための仕様です。その目的は、サービは、共通の方法でイベントデータを記述するための仕様です。その目的は、サービ
ス、プラットフォーム、およびシステム間の相互運用性を提供することです。ス、プラットフォーム、およびシステム間の相互運用性を提供することです。Debezium では、では、

2020-02-21 17:57:34,424 INFO Completed snapshot in 00:00:03.632 
(io.debezium.connector.mysql.SnapshotReader) [debezium-mysqlconnector-
dbserver1-snapshot]
...

...
2020-02-21 17:57:35,584 INFO Transitioning from the snapshot reader to the binlog 
reader (io.debezium.connector.mysql.ChainedReader) [task-thread-inventory-
connector-0]
2020-02-21 17:57:35,613 INFO Creating thread debezium-mysqlconnector-
dbserver1-binlog-client (io.debezium.util.Threads) [task-thread-inventory-
connector-0]
2020-02-21 17:57:35,630 INFO Creating thread debezium-mysqlconnector-
dbserver1-binlog-client (io.debezium.util.Threads) [blc-mysql:3306]
Feb 21, 2020 5:57:35 PM com.github.shyiko.mysql.binlog.BinaryLogClient connect
INFO: Connected to mysql:3306 at mysql-bin.000003/154 (sid:184054, cid:5)
2020-02-21 17:57:35,775 INFO Connected to MySQL binlog at mysql:3306, starting 
at binlog file 'mysql-bin.000003', pos=154, skipping 0 events plus 0 rows 
(io.debezium.connector.mysql.BinlogReader) [blc-mysql:3306]
...
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MongoDB、、MySQL、、PostgreSQL、または、または SQL Server コネクターを設定して、コネクターを設定して、CloudEvents 仕様仕様
に準拠した変更イベントレコードを出力することができます。に準拠した変更イベントレコードを出力することができます。
   

重要重要

     CloudEvents フォーマットでの変更イベントレコードの出力は、テクノロジープレフォーマットでの変更イベントレコードの出力は、テクノロジープレ
ビュー機能です。テクノロジープレビューの機能は、ビュー機能です。テクノロジープレビューの機能は、Red Hat の実稼働環境のサービスの実稼働環境のサービス
レベルアグリーメントレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるたではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるた
め、め、Red Hat はテクノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しませはテクノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しませ
ん。テクノロジープレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機ん。テクノロジープレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機
能のテストやフィードバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の能のテストやフィードバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の
詳細は、「詳細は、「テクノロジプレビュー機能のサポート範囲テクノロジプレビュー機能のサポート範囲」を参照してください。」を参照してください。
    

    CloudEvents 仕様は、以下の項目を定義します。仕様は、以下の項目を定義します。
   

      標準化されたイベント属性のセット標準化されたイベント属性のセット
     

      カスタム属性を定義するためのルールカスタム属性を定義するためのルール
     

      イベントフォーマットをイベントフォーマットを JSON やや Avro 等のシリアライズした表現にマッピングするため等のシリアライズした表現にマッピングするため
のエンコード規則のエンコード規則
     

      Apache Kafka、、HTTP、または、または AMQP 等のトランスポート層のプロトコルバインディング等のトランスポート層のプロトコルバインディング
     

    CloudEvents 仕様に準拠する変更イベントレコードを出力するように仕様に準拠する変更イベントレコードを出力するように Debezium コネクターを設定コネクターを設定
するために、するために、Debezium はは Kafka Connect メッセージコンバーターであるメッセージコンバーターである 
io.debezium.converters.CloudEventsConverter を提供します。を提供します。
   

    現時点では、構造化マッピングモードだけがサポートされています。現時点では、構造化マッピングモードだけがサポートされています。CloudEvents 変更イベントエ変更イベントエ
ンベロープはンベロープは JSON またはまたは Avro にすることができ、それぞれのエンベロープタイプはにすることができ、それぞれのエンベロープタイプは データ形式データ形式 とと
してして JSON またはまたは Avro をサポートします。今後のをサポートします。今後の Debezium リリースでは、バイナリーマッピングリリースでは、バイナリーマッピング
モードがサポートされる計画です。モードがサポートされる計画です。
   

    CloudEvents フォーマットでの変更イベントの出力に関する情報は、以下のように整理されます。フォーマットでの変更イベントの出力に関する情報は、以下のように整理されます。
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      「「CloudEvents フォーマットでのフォーマットでの Debezium 変更イベントレコードの例」変更イベントレコードの例」
     

      「「Debezium CloudEvents コンバーターの設定例」コンバーターの設定例」
     

      「「Debezium CloudEvents コンバーターの設定オプション」コンバーターの設定オプション」
     

    Avro 使用の詳細については、以下を参照してください。使用の詳細については、以下を参照してください。
   

      Avro シリアライゼーションシリアライゼーション
     

      Apicurio Registry
     

11.3.1. CloudEvents フォーマットでのフォーマットでの Debezium 変更イベントレコードの例変更イベントレコードの例

     以下の例は、以下の例は、PostgreSQL コネクターから出力されるコネクターから出力される CloudEvents 変更イベントレコードを示して変更イベントレコードを示して
います。この例では、います。この例では、PostgreSQL コネクターはコネクターは CloudEvents フォーマットエンベロープフォーマットエンベロープ およびデーおよびデー
タタ 形式として形式として JSON を使用するように設定されています。を使用するように設定されています。
    

{
  "id" : "name:test_server;lsn:29274832;txId:565",   1
  "source" : "/debezium/postgresql/test_server",     2
  "specversion" : "1.0",                             3
  "type" : "io.debezium.postgresql.datachangeevent", 4
  "time" : "2020-01-13T13:55:39.738Z",               5
  "datacontenttype" : "application/json",            6
  "iodebeziumop" : "r",                              7
  "iodebeziumversion" : "1.5.4.Final",        8
  "iodebeziumconnector" : "postgresql",
  "iodebeziumname" : "test_server",
  "iodebeziumtsms" : "1578923739738",
  "iodebeziumsnapshot" : "true",
  "iodebeziumdb" : "postgres",
  "iodebeziumschema" : "s1",
  "iodebeziumtable" : "a",
  "iodebeziumtxId" : "565",
  "iodebeziumlsn" : "29274832",
  "iodebeziumxmin" : null,
  "iodebeziumtxid": "565",                           9
  "iodebeziumtxtotalorder": "1",
  "iodebeziumtxdatacollectionorder": "1",
  "data" : {                                         10

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

426

https://access.redhat.com/documentation/ja-jp/red_hat_integration/2021.q3/html-single/debezium_user_guide/index#configuring-debezium-connectors-to-use-avro-serialization
https://github.com/Apicurio/apicurio-registry


1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5

6

7

8

9

   

       変更イベントの内容に基づいてコネクターが変更イベントに生成する一意の変更イベントの内容に基づいてコネクターが変更イベントに生成する一意の ID。。
      

   

       イベントのソース。コネクター設定のイベントのソース。コネクター設定の database. server.name プロパティーで指定されたプロパティーで指定された
データベースの論理名です。データベースの論理名です。
      

   

       CloudEvents 仕様のバージョン。仕様のバージョン。
      

   

       変更イベントを生成したコネクタータイプ。このフィールドの形式は変更イベントを生成したコネクタータイプ。このフィールドの形式は 
io.debezium.CONNECTOR_TYPE.datachangeevent です。です。CONNECTOR_TYPE の値はの値は 
mongodb、、mysql、、postgresql 、、 またはまたは sqlserver です。です。
      

  

       ソースデータベースの変更時刻。ソースデータベースの変更時刻。
      

 

       データデータ 属性のコンテンツタイプ（この例では属性のコンテンツタイプ（この例では JSON）を記述します。それ以外には）を記述します。それ以外には Avro のみのみ
有効です。有効です。
      

 

       操作の操作の ID。許容値は、。許容値は、read、、c (create )、、update のの u、または、または delete のの d です。です。
      

 

       Debezium 変更イベントから認識される変更イベントから認識される すべてのソースすべてのソース 属性は、属性名に属性は、属性名に iodebezium 接頭接頭
辞辞 を使用してを使用して CloudEvents エクステンション属性にマッピングされます。エクステンション属性にマッピングされます。
      

 

    "before" : null,
    "after" : {
      "pk" : 1,
      "name" : "Bob"
    }
  }
}
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10

1

2

       コネクターで有効にすると、コネクターで有効にすると、Debezium 変更イベントから認識される変更イベントから認識される 各トランザクション各トランザクション 属属
性は、属性名に性は、属性名に iodebeziumtx 接頭辞を使用して接頭辞を使用して CloudEvents エクステンション属性にマッピンエクステンション属性にマッピン
グされます。グされます。
      

 

       実際のデータ変更。操作およびコネクターによっては、データに以前実際のデータ変更。操作およびコネクターによっては、データに以前 またはまたは  パッチパッチ フィールフィール
ドが含まれることがあります。ドが含まれることがあります。
      

     以下の例も、以下の例も、PostgreSQL コネクターから出力されるコネクターから出力される CloudEvents 変更イベントレコードを示して変更イベントレコードを示して
います。この例では、います。この例では、PostgreSQL コネクターはコネクターは CloudEvents フォーマットエンベロープとしてフォーマットエンベロープとして 
JSON を使用するように設定されていますが、今回はコネクターはを使用するように設定されていますが、今回はコネクターは データ形式にデータ形式に Avro を使用するようを使用するよう
に設定されています。に設定されています。
    

 

       data 属性に属性に Avro バイナリーデータが含まれていることを示します。バイナリーデータが含まれていることを示します。
      

 

       Avro データが準拠するスキーマのデータが準拠するスキーマの URI。。
      

 

{
  "id" : "name:test_server;lsn:33227720;txId:578",
  "source" : "/debezium/postgresql/test_server",
  "specversion" : "1.0",
  "type" : "io.debezium.postgresql.datachangeevent",
  "time" : "2020-01-13T14:04:18.597Z",
  "datacontenttype" : "application/avro",            1
  "dataschema" : "http://my-registry/schemas/ids/1", 2
  "iodebeziumop" : "r",
  "iodebeziumversion" : "1.5.4.Final",
  "iodebeziumconnector" : "postgresql",
  "iodebeziumname" : "test_server",
  "iodebeziumtsms" : "1578924258597",
  "iodebeziumsnapshot" : "true",
  "iodebeziumdb" : "postgres",
  "iodebeziumschema" : "s1",
  "iodebeziumtable" : "a",
  "iodebeziumtxId" : "578",
  "iodebeziumlsn" : "33227720",
  "iodebeziumxmin" : null,
  "iodebeziumtxid": "578",
  "iodebeziumtxtotalorder": "1",
  "iodebeziumtxdatacollectionorder": "1",
  "data" : "AAAAAAEAAgICAg=="                        3
}
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3

1

 

       data 属性には、属性には、base64 でエンコードされたでエンコードされた Avro バイナリーデータが含まれます。バイナリーデータが含まれます。
      

     また、また、envelope およびおよび data 属性に属性に Avro を使用することもできます。を使用することもできます。
    

11.3.2. Debezium CloudEvents コンバーターの設定例コンバーターの設定例

     Debezium コネクター設定でコネクター設定で io.debezium.converters.CloudEventsConverter を設定します。次のを設定します。次の
特性を持つ変更イベントレコードを出力するように特性を持つ変更イベントレコードを出力するように CloudEvents コンバーターを設定する方法を以下コンバーターを設定する方法を以下
の例に示します。の例に示します。
    

       エンベロープとしてエンベロープとして JSON を使用する。を使用する。
      

       http://my-registry/schemas/ids/1 のスキーマレジストリーを使用して、のスキーマレジストリーを使用して、データデータ 属性をバ属性をバ
イナリーイナリー Avro データとしてシリアライズする。データとしてシリアライズする。
      

 

       json はデフォルトであるため、はデフォルトであるため、serializer .type の指定は任意です。の指定は任意です。
      

     CloudEvents コンバーターはコンバーターは Kafka レコードの値を変換します。レコードのキーを操作する場合レコードの値を変換します。レコードのキーを操作する場合
は、同じコネクター設定では、同じコネクター設定で key.converter を指定できます。たとえば、を指定できます。たとえば、StringConverter、、Long 
Converter、、JsonConverter 、または、または AvroConverter を指定できます。を指定できます。
    

11.3.3. Debezium CloudEvents コンバーターの設定オプションコンバーターの設定オプション

     CloudEvent コンバーターを使用するようにコンバーターを使用するように Debezium コネクターを設定する場合、以下のオプコネクターを設定する場合、以下のオプ
ションを指定することができます。ションを指定することができます。
    

表表11.3 CloudEvents コンバーター設定オプションの説明コンバーター設定オプションの説明

...
"value.converter": "io.debezium.converters.CloudEventsConverter",
"value.converter.serializer.type" : "json",          1
"value.converter.data.serializer.type" : "avro",
"value.converter.avro.schema.registry.url": "http://my-registry/schemas/ids/1"
...
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オプション デフォルト 詳細

serializer.type json CloudEvents エンベロープ構造に使用するエン
コーディングタイプ。値は json またはまたは a vro 
にすることができますにすることができます。

data.serializer.type json data 属性に使用するエンコーディングタイ
プ。値は json またはまたは a vro にすることがでにすることがで
きますきます。

json. ... 該当なし JSON を使用する際に、ベースとなるコンバー
ターに渡される任意の設定オプション。json.
プレフィックスが削除されます。

avro. ... 該当なし Avro を使用する際に、ベースとなるコンバー
ターに渡される任意の設定オプション。avro.
プレフィックスが削除されます。たとえば、
Avro データデータ の場合は、av 
ro.schema.registry.url オプションを指定し
ます。

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

430



第第12章章 APACHE KAFKA で交換されたメッセージを修正するためのトランスフォームの適用で交換されたメッセージを修正するためのトランスフォームの適用

   Debezium には、変更イベントレコードを修正するために使用できるいくつかのシングルメッセージには、変更イベントレコードを修正するために使用できるいくつかのシングルメッセージ
変換変換(SMT)があります。があります。Apache Kafka にレコードを送信する前に、レコードを修正する変換を適用すにレコードを送信する前に、レコードを修正する変換を適用す
るようにコネクターを構成することができます。また、るようにコネクターを構成することができます。また、Debezium SMT をシンクコネクターに適用しをシンクコネクターに適用し
て、コネクターがて、コネクターが Kafka トピックから読み込む前にレコードを修正することもできます。トピックから読み込む前にレコードを修正することもできます。
  

   特定のメッセージのみに選択的に変換を適用特定のメッセージのみに選択的に変換を適用したい場合は、したい場合は、SMT を適用する条件を定義するを適用する条件を定義する Kafka 
Connect プレディケートを設定することができます。プレディケートを設定することができます。
  

   Debezium は以下のは以下の SMT を提供しています。を提供しています。
  

トピックルータートピックルーター SMT

      元のトピック名に適用される正規表現に基づいて、変更イベントレコードを特定のトピックに再元のトピック名に適用される正規表現に基づいて、変更イベントレコードを特定のトピックに再
ルーティングします。ルーティングします。
     

コンテンツベースルーターコンテンツベースルーター SMT

      イベントの内容に基づいて、指定された変更イベントのレコードを再送します。イベントの内容に基づいて、指定された変更イベントのレコードを再送します。
     

メッセージフィルターリングメッセージフィルターリング SMT

      イベントレコードのサブセットを宛先のイベントレコードのサブセットを宛先の Kafka トピックに伝搬することができます。この変換トピックに伝搬することができます。この変換
では、イベントレコードの内容に基づいて、コネクターが発信する変更イベントレコードに正規表では、イベントレコードの内容に基づいて、コネクターが発信する変更イベントレコードに正規表
現を適用します。式にマッチしたレコードのみが対象のトピックに書き込まれます。その他の記録現を適用します。式にマッチしたレコードのみが対象のトピックに書き込まれます。その他の記録
は無視されます。は無視されます。
     

新記録の状態抽出新記録の状態抽出 SMT

      Debezium の変更イベントレコードの複雑な構造をシンプルなフォーマットにフラット化しまの変更イベントレコードの複雑な構造をシンプルなフォーマットにフラット化しま
す。構造を簡略化することで、元の構造を消費できないシンクコネクターでの処理が可能になります。構造を簡略化することで、元の構造を消費できないシンクコネクターでの処理が可能になりま
す。す。
     

送信トレイ送信トレイ (Outbox) イベントルーターイベントルーター SMT

      複数のサービス間での安全で信頼性の高いデータ交換を可能にするアウトボックスパターンのサ複数のサービス間での安全で信頼性の高いデータ交換を可能にするアウトボックスパターンのサ
ポートを提供します。ポートを提供します。
     

12.1. SMT 述語を使用した変換の選択的適用述語を使用した変換の選択的適用

    コネクターに単一メッセージ変換コネクターに単一メッセージ変換 (SMT) を設定する場合、変換の述語を定義できます。述語は、コを設定する場合、変換の述語を定義できます。述語は、コ
ネクターが処理するメッセージのサブセットに変換を条件的に適用する方法を指定します。ネクターが処理するメッセージのサブセットに変換を条件的に適用する方法を指定します。Debezium 
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などのソースコネクターまたはシンクコネクターに対して設定する変換に、述語を割り当てることがでなどのソースコネクターまたはシンクコネクターに対して設定する変換に、述語を割り当てることがで
きます。きます。
   

12.1.1. SMT 述語について述語について

     Debezium は、は、Kafka Connect がレコードをがレコードを Kafka トピックに保存する前に、イベントレコードをトピックに保存する前に、イベントレコードを
変更するために使用できるさまざまな単一メッセージ変換変更するために使用できるさまざまな単一メッセージ変換 (SMT) を提供します。デフォルトでは、を提供します。デフォルトでは、
Debezium コネクターにこれらのコネクターにこれらの SMT のいずれかを設定する場合、のいずれかを設定する場合、Kafka Connect はコネクターが出はコネクターが出
力するすべてのレコードに変換を適用します。ただし、共通の特性を共有する変更イベントメッセージ力するすべてのレコードに変換を適用します。ただし、共通の特性を共有する変更イベントメッセージ
のサブセットだけを変更するように、変換を選択的に適用したい場合があります。のサブセットだけを変更するように、変換を選択的に適用したい場合があります。
    

     たとえば、たとえば、Debezium コネクターでは、特定のテーブルからのイベントメッセージまたは特定のコネクターでは、特定のテーブルからのイベントメッセージまたは特定の
ヘッダーキーが含まれるイベントメッセージでのみ変換を実行する必要がある場合があります。ヘッダーキーが含まれるイベントメッセージでのみ変換を実行する必要がある場合があります。
Apache Kafka 2.6 以降を実行する環境では、変換に述語ステートメントを追加して、特定のレコード以降を実行する環境では、変換に述語ステートメントを追加して、特定のレコード
だけにだけに SMT を適用するようにを適用するように Kafka Connect に指示できます。述語では、に指示できます。述語では、Kafka Connect が処理すが処理す
る各メッセージを評価するために使用する条件を指定します。る各メッセージを評価するために使用する条件を指定します。Debezium コネクターが変更イベントコネクターが変更イベント
メッセージを出力すると、メッセージを出力すると、Kafka Connect はメッセージを設定済みの述語条件に対して確認します。イはメッセージを設定済みの述語条件に対して確認します。イ
ベントメッセージで条件が満たされる場合、ベントメッセージで条件が満たされる場合、Kafka Connect は変換を適用し、メッセージをは変換を適用し、メッセージを Kafka トト
ピックに書き込みます。条件に一致しないメッセージは、そのままピックに書き込みます。条件に一致しないメッセージは、そのまま Kafka に送信されます。に送信されます。
    

     この状況は、シンクコネクターこの状況は、シンクコネクター SMT に定義する述語に類似しています。コネクターはに定義する述語に類似しています。コネクターは Kafka トピットピッ
クからメッセージを読み取り、クからメッセージを読み取り、Kafka Connect はメッセージを述語条件に対して評価します。メッセーはメッセージを述語条件に対して評価します。メッセー
ジが条件と一致する場合、ジが条件と一致する場合、Kafka Connect は変換を適用し、メッセージをシンクコネクターに渡しまは変換を適用し、メッセージをシンクコネクターに渡しま
す。す。
    

     述語を定義したら、それを再利用し、複数の変換に適用できます。述語には、述語を反転するため述語を定義したら、それを再利用し、複数の変換に適用できます。述語には、述語を反転するため
に使用できるに使用できる negate オプションも含まれ、述語の条件が述語ステートメントで定義される条件オプションも含まれ、述語の条件が述語ステートメントで定義される条件 に一致に一致
しないしない レコードにのみ適用されます。レコードにのみ適用されます。negate オプションを使用して、条件の否定に基づく他の変換でオプションを使用して、条件の否定に基づく他の変換で
述語をペアにすることができます。述語をペアにすることができます。
    

述語要素述語要素

      述語には、以下の要素が含まれます。述語には、以下の要素が含まれます。
     

       述語述語 の接頭辞の接頭辞
      

       エイリアス（例：エイリアス（例： isOutboxTable））
      

       Type（例：（例： 
org.apache.kafka.connect.transforms.predicates.TopicNameMatches））Kafka Connect 
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は、デフォルトの述語型のセットを提供します。これは、独自のカスタム述語を定義することは、デフォルトの述語型のセットを提供します。これは、独自のカスタム述語を定義すること
で補足できます。で補足できます。
      

       条件ステートメントと追加の設定プロパティー条件ステートメントと追加の設定プロパティー (述語の型述語の型 (正規表現の命名パターンなど正規表現の命名パターンなど) 
によるによる)
      

デフォルトの述語型デフォルトの述語型

      デフォルトでは、以下の述語型を利用できます。デフォルトでは、以下の述語型を利用できます。
     

HasHeaderKey

        Kafka Connect が評価するイベントメッセージのヘッダーのキー名を指定します。述語は、指が評価するイベントメッセージのヘッダーのキー名を指定します。述語は、指
定された名前を持つヘッダーキーが含まれるレコードを定された名前を持つヘッダーキーが含まれるレコードを true と評価します。と評価します。
       

RecordIsTombstone

        Kafka 廃棄廃棄 レコードとマッチします。述語は、レコードとマッチします。述語は、null 値を持つレコードに対して値を持つレコードに対して true に評価さに評価さ
れます。この述語をフィルターれます。この述語をフィルター SMT と組み合わせて使用して廃棄レコードを削除します。この述語と組み合わせて使用して廃棄レコードを削除します。この述語
には設定パラメーターはありません。には設定パラメーターはありません。
       

        Kafka のの tombstone は、は、0 バイト、バイト、null ペイロードを持つキーを持つレコードです。ペイロードを持つキーを持つレコードです。
Debezium コネクターがソースデータベースで削除操作を処理すると、コネクターは削除操作に対コネクターがソースデータベースで削除操作を処理すると、コネクターは削除操作に対
してして 2 つの変更イベントを出力します。つの変更イベントを出力します。
       

          データベースレコードの以前の値を提供する削除操作データベースレコードの以前の値を提供する削除操作("op" : "d")イベント。イベント。
         

          同じキーで同じキーで null 値を持つトームストーンイベント。値を持つトームストーンイベント。
         

          tombstone は、行の削除マーカーを表します。は、行の削除マーカーを表します。ログコンパクションログコンパクション がが Kafka に対しに対し
て有効になっている場合、コンパクト時にて有効になっている場合、コンパクト時に Kafka はは tombstone と同じキーを共有するすべと同じキーを共有するすべ
てのイベントを削除します。ログコンパクションは、トピックのてのイベントを削除します。ログコンパクションは、トピックの delete.retention.ms 設定設定
によって制御される圧縮間隔を使用して定期的に行われます。によって制御される圧縮間隔を使用して定期的に行われます。
         

          廃棄廃棄 (tombstone) イベントを出力しないようにイベントを出力しないように Debezium を設定するを設定する  ことは可能でことは可能で
すが、ログコンパクション中に想定される動作を維持するためにすが、ログコンパクション中に想定される動作を維持するために Debezium がが tombstone 
を出力するのを許可することを推奨します。を出力するのを許可することを推奨します。tombstone を抑制することにより、ログコンを抑制することにより、ログコン
パクション中に削除されたキーのレコードをパクション中に削除されたキーのレコードを Kafka が削除しなくなります。お使いの環境が削除しなくなります。お使いの環境
にに tombstones を処理できないシンクコネクターが含まれる場合、シンクコネクターをを処理できないシンクコネクターが含まれる場合、シンクコネクターを 
RecordIsTombstone 述語で述語で SMT を使用するように設定し、を使用するように設定し、tombstone レコードをフィルレコードをフィル
ターできます。ターできます。
         

第第12章章 APACHE KAFKA で交換されたメッセージを修正するためのトランスフォームの適用で交換されたメッセージを修正するためのトランスフォームの適用

433

https://kafka.apache.org/documentation#compaction
https://kafka.apache.org/documentation#topicconfigs_delete.retention.ms


TopicNameMatches

        Kafka Connect が照合するトピックの名前を指定する正規表現。トピック名が指定の正規表現が照合するトピックの名前を指定する正規表現。トピック名が指定の正規表現
と一致するコネクターレコードの場合、述語はと一致するコネクターレコードの場合、述語は true になります。この述語を使用して、ソーステーになります。この述語を使用して、ソーステー
ブルの名前に基づいてレコードにブルの名前に基づいてレコードに SMT を適用します。を適用します。
       

その他のリソースその他のリソース

       KIP-585: Filter and Conditional SMTs
      

       Kafka Connect 述語の述語の Apache Kafka ドキュメントドキュメント
      

12.1.2. SMT 述語の定義述語の定義

     デフォルトでは、デフォルトでは、Kafka Connect はは Debezium コネクター設定の各単一メッセージ変換を、コネクター設定の各単一メッセージ変換を、
Debezium から受け取るすべての変更イベントレコードに適用します。から受け取るすべての変更イベントレコードに適用します。Apache Kafka 2.6 以降では、以降では、
Kafka Connect による変換の適用方法を制御するコネクター設定で変換にによる変換の適用方法を制御するコネクター設定で変換に SMT 述語を定義できます。述語を定義できます。
述語ステートメントは、述語ステートメントは、Kafka Connect がが Debezium によって出力されるイベントレコードに変換をによって出力されるイベントレコードに変換を
適用する条件を定義します。適用する条件を定義します。Kafka Connect は述語ステートメントを評価し、は述語ステートメントを評価し、SMT を選択的に、述語を選択的に、述語
で定義される条件に一致するレコードのサブセットに適用します。で定義される条件に一致するレコードのサブセットに適用します。Kafka Connect 述語の設定は、変換述語の設定は、変換
の設定と似ています。述語エイリアスを指定し、エイリアスを変換に関連付け、述語の型および設定をの設定と似ています。述語エイリアスを指定し、エイリアスを変換に関連付け、述語の型および設定を
定義します。定義します。
    

前提条件前提条件

       Debezium 環境が環境が Apache Kafka 2.6 以降を実行している。以降を実行している。
      

       SMT がが Debezium コネクター用に設定されている。コネクター用に設定されている。
      

手順手順

1. 
       Debezium コネクター設定で、コネクター設定で、predicates パラメーターの述語エイリアスを指定しますパラメーターの述語エイリアスを指定します
（例：（例： IsOutboxTable ）。）。
      

2. 
       コネクター設定の変換エイリアスに述語エイリアスを追加して、条件付きに適用する変換コネクター設定の変換エイリアスに述語エイリアスを追加して、条件付きに適用する変換
に述語エイリアスを関連付けます。に述語エイリアスを関連付けます。
      

transforms.<TRANSFORM_ALIAS>.predicate=<PREDICATE_ALIAS>
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       以下は例になります。以下は例になります。
      

transforms.outbox.predicate=IsOutboxTable

3. 
       型を指定し、設定パラメーターの値を指定して述語を設定します。型を指定し、設定パラメーターの値を指定して述語を設定します。
      

a. 
         型には、型には、Kafka Connect で使用できる以下のデフォルト型のいずれかを指定します。で使用できる以下のデフォルト型のいずれかを指定します。
        

           HasHeaderKey
          

           RecordIsTombstone
          

           TopicNameMatches
          

           以下は例になります。以下は例になります。
          

predicates.IsOutboxTable.type=org.apache.kafka.connect.predicates.TopicNameMatch

b. 
         TopicNameMatch またはまたは HasHeaderKey 述語の場合は、一致するトピックまたは述語の場合は、一致するトピックまたは
ヘッダー名の正規表現を指定します。ヘッダー名の正規表現を指定します。
        

         以下は例になります。以下は例になります。
        

predicates.IsOutboxTable.pattern=outbox.event.*

4. 
       条件を無効にする場合は、条件を無効にする場合は、negate キーワードをキーワードを 変換エイリアスに追加し、これを変換エイリアスに追加し、これを true にに
設定します。設定します。
      

       以下は例になります。以下は例になります。
      

transforms.outbox.negate=true

       前述のプロパティーは、述語がマッチするレコードセットを反転し、前述のプロパティーは、述語がマッチするレコードセットを反転し、Kafka Connect は述は述
語で指定された条件に一致しないレコードに変換を適用するようにします。語で指定された条件に一致しないレコードに変換を適用するようにします。
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例例: 送信トレイイベントルーターの変換用の送信トレイイベントルーターの変換用の TopicNameMatch 述語述語

      以下の例は、送信トレイイベントルーターが送信トレイイベントルーターが以下の例は、送信トレイイベントルーターが送信トレイイベントルーターが Kafka outbox. 
event.order トピックに出力するメッセージにのみ変換するトピックに出力するメッセージにのみ変換する Debezium コネクター設定を示していまコネクター設定を示していま
す。す。
     

     TopicNameMatch 述語は述語は送信トレイテーブル送信トレイテーブル(outbox.event.*)からのメッセージに対してのみからのメッセージに対してのみ true 
に評価されるため、変換はに評価されるため、変換はデータベースの他のテーブルから送信されるメッセージには適用されませデータベースの他のテーブルから送信されるメッセージには適用されませ
ん。ん。
    

transforms=outbox
transforms.outbox.predicate=IsOutboxTable
transforms.outbox.type=io.debezium.transforms.outbox.EventRouter
predicates=IsOutboxTable
predicates.IsOutboxTable.type=org.apache.kafka.connect.predicates.TopicNameMatch
predicates.IsOutboxTable.pattern=outbox.event.*

12.1.3. 廃棄廃棄 (tombstone) イベントの無視イベントの無視

     Debezium が廃棄が廃棄 (tombstone) イベントを生成するかどうかや、イベントを生成するかどうかや、Kafka がそれらを保持する期間をがそれらを保持する期間を
制御できます。データパイプラインによっては、制御できます。データパイプラインによっては、Debezium がが tombstone イベントを生成しないようイベントを生成しないよう
に、コネクターのに、コネクターの tombstones.on.delete プロパティーを設定する必要がある場合があります。プロパティーを設定する必要がある場合があります。
    

     Debezium がが tombstone を出力できるようにするかどうかは、トピックがどのように環境で使用さを出力できるようにするかどうかは、トピックがどのように環境で使用さ
れるかと、シンクコンシューマーの特性によって異なります。一部のシンクコネクターは、廃棄れるかと、シンクコンシューマーの特性によって異なります。一部のシンクコネクターは、廃棄 
(tombstone) イベントに依存してダウンストリームデータストアからレコードを削除します。シンクコイベントに依存してダウンストリームデータストアからレコードを削除します。シンクコ
ネクターが廃棄ネクターが廃棄 (tombstone) レコードに依存してダウンストリームデータストアのレコードを削除すレコードに依存してダウンストリームデータストアのレコードを削除す
るタイミングを示す場合は、るタイミングを示す場合は、Debezium がそれらを出力するように設定します。がそれらを出力するように設定します。
    

     tombstone を生成するようにを生成するように Debezium を設定する場合、シンクコネクターが廃棄を設定する場合、シンクコネクターが廃棄 (tombstone) 
イベントを受信するように追加の設定が必要になります。ログコンパクション中にイベントを受信するように追加の設定が必要になります。ログコンパクション中に Kafka がイベントがイベント
メッセージを削除する前に、コネクターがイベントメッセージを読み取るために、トピックの保持ポリメッセージを削除する前に、コネクターがイベントメッセージを読み取るために、トピックの保持ポリ
シーを設定する必要があります。圧縮前にトピックがシーを設定する必要があります。圧縮前にトピックが tombstone を保持する期間は、トピックのを保持する期間は、トピックの 
delete.retention.ms プロパティーによって制御されます。プロパティーによって制御されます。
    

     デフォルトでは、コネクターのデフォルトでは、コネクターの tombstones.on.delete プロパティーはプロパティーは true に設定され、各削除イに設定され、各削除イ
ベントの後にコネクターがベントの後にコネクターが tombstone を生成するようにします。を生成するようにします。Debezium がトームストームストーがトームストームストー
ンレコードをンレコードを Kafka トピックに保存するのを防ぐために、プロパティーをトピックに保存するのを防ぐために、プロパティーを false に設定すると、に設定すると、
tombstone レコードがないことで、意図しない結果が生じる可能性があります。レコードがないことで、意図しない結果が生じる可能性があります。Kafka はログコンパはログコンパ
クション時にクション時に tombstone に依存して、削除されたキーに関連するレコードを削除します。に依存して、削除されたキーに関連するレコードを削除します。
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     Debezium がが tombstones を出力しないように、を出力しないように、null 値でレコードを処理できないシンクコネク値でレコードを処理できないシンクコネク
ターまたはダウンストリームのターまたはダウンストリームの Kafka コンシューマーをサポートする必要がある場合は、コンシューマーをサポートする必要がある場合は、Usering 
IsTombstone 述語タイプを使用する述語を使用してコネクターに述語タイプを使用する述語を使用してコネクターに SMT を設定して、コンシューマーのを設定して、コンシューマーの
読み取り前に読み取り前に tombstone メッセージを削除することを検討してください。メッセージを削除することを検討してください。
    

手順手順

       Debezium が削除されたデータベースレコードのが削除されたデータベースレコードの tombstone イベントを出力するのを防ぐイベントを出力するのを防ぐ
には、コネクターオプションには、コネクターオプション tombstones.on.delete をを false に設定します。に設定します。
      

       以下は例になります。以下は例になります。
      

“tombstones.on.delete”: “false”

12.2. 指定したトピックへの指定したトピックへの DEBEZIUM イベントレコードのルーティングイベントレコードのルーティング

    データ変更イベントが含まれるそれぞれのデータ変更イベントが含まれるそれぞれの Kafka レコードは、デフォルトのルーティング先トピッレコードは、デフォルトのルーティング先トピッ
クを持ちます。必要に応じて、レコードがクを持ちます。必要に応じて、レコードが Kafka Connect コンバーターに到達する前に、指定したトコンバーターに到達する前に、指定したト
ピックにレコードを再ルーティングすることができます。そのために、ピックにレコードを再ルーティングすることができます。そのために、Debezium ではトピックルーではトピックルー
ティング単一メッセージ変換ティング単一メッセージ変換 (SMT) を利用することができます。を利用することができます。Debezium コネクターのコネクターの Kafka 
Connect 設定でこの変換を設定します。設定オプションにより、以下の項目を指定することができま設定でこの変換を設定します。設定オプションにより、以下の項目を指定することができま
す。す。
   

      再ルーティングするレコードを識別するための式。再ルーティングするレコードを識別するための式。
     

      ルーティング先トピックに解決する式。ルーティング先トピックに解決する式。
     

      宛先トピックに再ルーティングされるレコード間でキーの一意性を確保する方法。宛先トピックに再ルーティングされるレコード間でキーの一意性を確保する方法。
     

    変換の設定により必要な動作が得られるようにするのは、ユーザー側の範疇です。変換の設定により必要な動作が得られるようにするのは、ユーザー側の範疇です。Debezium は、変は、変
換の設定により得られる動作を検証しません。換の設定により得られる動作を検証しません。
   

    トピックルーティング変換はトピックルーティング変換は Kafka Connect SMT です。です。
   

    詳細は以下のセクションを参照してください。詳細は以下のセクションを参照してください。
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      「指定したトピックに「指定したトピックに Debezium レコードをルーティングするユースケース」レコードをルーティングするユースケース」
     

      「複数テーブルの「複数テーブルの Debezium レコードをレコードを 1 つのトピックにルーティングする例」つのトピックにルーティングする例」
     

      「同一トピックにルーティングされる「同一トピックにルーティングされる Debezium レコード間でのキーの一意性確保」レコード間でのキーの一意性確保」
     

      「「Debezium トピックルーティング変換設定用のオプション」トピックルーティング変換設定用のオプション」
     

12.2.1. 指定したトピックに指定したトピックに Debezium レコードをルーティングするユースケースレコードをルーティングするユースケース

     Debezium コネクターのデフォルト動作では、それぞれの変更イベントレコードは、名前がデータコネクターのデフォルト動作では、それぞれの変更イベントレコードは、名前がデータ
ベースおよび変更が加えられたテーブルの名前から作られるトピックに送信されます。つまり、トピッベースおよび変更が加えられたテーブルの名前から作られるトピックに送信されます。つまり、トピッ
クはクは 1 つの物理テーブルのレコードを受け取ります。トピックが複数の物理テーブルのレコードを受けつの物理テーブルのレコードを受け取ります。トピックが複数の物理テーブルのレコードを受け
取るようにするには、取るようにするには、Debezium コネクターを設定してレコードをそのトピックに再ルーティングするコネクターを設定してレコードをそのトピックに再ルーティングする
必要があります。必要があります。
    

論理テーブル論理テーブル

      論理テーブルは、複数の物理テーブルのレコードを論理テーブルは、複数の物理テーブルのレコードを 1 つのトピックにルーティングする場合の一般つのトピックにルーティングする場合の一般
的なユースケースです。論理テーブル内には、すべて同じスキーマを持つ複数の物理テーブルがありま的なユースケースです。論理テーブル内には、すべて同じスキーマを持つ複数の物理テーブルがありま
す。たとえば、シャーディングされたテーブルのスキーマは同一です。論理テーブルは、す。たとえば、シャーディングされたテーブルのスキーマは同一です。論理テーブルは、db 
_shard1.my_table およびおよび db_shard2.my_table  のの 2 つ以上のシャードテーブルで構成されます。テーつ以上のシャードテーブルで構成されます。テー
ブルは異なるシャードにあり物理的に別個のものですが、ブルは異なるシャードにあり物理的に別個のものですが、1 つにまとまり論理テーブルを形成します。つにまとまり論理テーブルを形成します。
任意のシャード内のテーブルの変更イベントレコードを、同じトピックに再ルーティングすることがで任意のシャード内のテーブルの変更イベントレコードを、同じトピックに再ルーティングすることがで
きます。きます。
     

パーティションで分割されたパーティションで分割された PostgreSQL テーブルテーブル

      Debezium PostgreSQL コネクターがパーティションで分割されたテーブルの変更をキャプチャーコネクターがパーティションで分割されたテーブルの変更をキャプチャー
する場合、デフォルトの動作では、変更イベントレコードはパーティションごとに異なるトピックにする場合、デフォルトの動作では、変更イベントレコードはパーティションごとに異なるトピックに
ルーティングされます。すべてのパーティションからのレコードをルーティングされます。すべてのパーティションからのレコードを 1 つのトピックに出力するには、トつのトピックに出力するには、ト
ピックルーティングピックルーティング SMT を設定します。パーティションで分割されたテーブルの各キーは必ず一意でを設定します。パーティションで分割されたテーブルの各キーは必ず一意で
あるため、キーの一意性を確保するためにあるため、キーの一意性を確保するために SMT がキーフィールドを追加しないようにがキーフィールドを追加しないように 
key.enforce.uniqueness=false を設定します。デフォルトの動作では、キーフィールドが追加されまを設定します。デフォルトの動作では、キーフィールドが追加されま
す。す。
     

12.2.2. 複数テーブルの複数テーブルの Debezium レコードをレコードを 1 つのトピックにルーティングする例つのトピックにルーティングする例

     複数の物理テーブルの変更イベントレコードを同じトピックにルーティングするには、複数の物理テーブルの変更イベントレコードを同じトピックにルーティングするには、Debezium 
コネクターのコネクターの Kafka Connect 設定でトピックルーティング変換を設定します。トピックルーティング設定でトピックルーティング変換を設定します。トピックルーティング 
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SMT を設定するには、以下の項目を決定する正規表現を指定する必要があります。を設定するには、以下の項目を決定する正規表現を指定する必要があります。
    

       レコードをルーティングするテーブル。これらのテーブルのスキーマは、すべて同一でなレコードをルーティングするテーブル。これらのテーブルのスキーマは、すべて同一でな
ければなりません。ければなりません。
      

       ルーティング先トピックの名前。ルーティング先トピックの名前。
      

     たとえば、たとえば、a .properties ファイルの設定は以下のようになります。ファイルの設定は以下のようになります。
    

transforms=Reroute
transforms.Reroute.type=io.debezium.transforms.ByLogicalTableRouter
transforms.Reroute.topic.regex=(.*)customers_shard(.*)
transforms.Reroute.topic.replacement=$1customers_all_shards

topic.regex

        変更イベントレコードを特定のトピックにルーティングする必要があるかどうかを決定するた変更イベントレコードを特定のトピックにルーティングする必要があるかどうかを決定するた
めに、変換がそれぞれのレコードに適用する正規表現を指定します。めに、変換がそれぞれのレコードに適用する正規表現を指定します。
       

        この例では、正規表現この例では、正規表現 (.*)customers_shard(.*) は、は、workers _shard 文字列を含むテーブルに文字列を含むテーブルに
対する変更のレコードと一致します。この場合、以下の名前のテーブルのレコードが再ルーティン対する変更のレコードと一致します。この場合、以下の名前のテーブルのレコードが再ルーティン
グされます。グされます。
       

        myserver.mydb.customers_shard1
 myserver.mydb.customers_shard2
 myserver.mydb.customers_shard3
       

topic.replacement

        ルーティング先トピックの名前を表す正規表現を指定します。変換により、マッチする各レルーティング先トピックの名前を表す正規表現を指定します。変換により、マッチする各レ
コードがこの式で識別されるトピックにルーティングされます。この例では、上記コードがこの式で識別されるトピックにルーティングされます。この例では、上記 3 つのシャーつのシャー
ディングされたテーブルのレコードがディングされたテーブルのレコードが myserver.mydb.customers_all_shards トピックにルーティトピックにルーティ
ングされます。ングされます。
       

12.2.3. 同一トピックにルーティングされる同一トピックにルーティングされる Debezium レコード間でのキーの一意性確保レコード間でのキーの一意性確保

     Debezium の変更イベントキーは、テーブルのプライマリーキーを構成するテーブル列を使用しまの変更イベントキーは、テーブルのプライマリーキーを構成するテーブル列を使用しま
す。複数の物理テーブルのレコードをす。複数の物理テーブルのレコードを 1 つのトピックにルーティングするには、それらの全テーブルにつのトピックにルーティングするには、それらの全テーブルに
渡ってイベントキーが一意でなければなりません。ただし、それぞれの物理テーブルは、そのテーブル渡ってイベントキーが一意でなければなりません。ただし、それぞれの物理テーブルは、そのテーブル
内でのみ一意なプライマリーキーを持つことができます。たとえば、内でのみ一意なプライマリーキーを持つことができます。たとえば、myserver 
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.mydb.customers_shard1 テーブルの行は、テーブルの行は、myserver .mydb.customers_shard2 テーブルの行と同テーブルの行と同
じキー値を持つ可能性があります。じキー値を持つ可能性があります。
    

     変更イベントレコードが同じトピックにルーティングされる全テーブルに渡ってそれぞれのイベン変更イベントレコードが同じトピックにルーティングされる全テーブルに渡ってそれぞれのイベン
トキーが必ず一意になるように、トピックルーティング変換は変更イベントキーにフィールドを挿入しトキーが必ず一意になるように、トピックルーティング変換は変更イベントキーにフィールドを挿入し
ます。デフォルトでは、挿入されるフィールドの名前はます。デフォルトでは、挿入されるフィールドの名前は __dbz__physicalTableIdentifier です。挿入さです。挿入さ
れるフィールドの値は、デフォルトのルーティング先トピックの名前です。れるフィールドの値は、デフォルトのルーティング先トピックの名前です。
    

     必要に応じて、別のフィールドをキーに挿入するようにトピックルーティング変換を設定すること必要に応じて、別のフィールドをキーに挿入するようにトピックルーティング変換を設定すること
ができます。これには、ができます。これには、key.field.name オプションを指定し、既存のプライマリーキーフィールド名とオプションを指定し、既存のプライマリーキーフィールド名と
競合しないフィールド名に設定します。以下は例になります。競合しないフィールド名に設定します。以下は例になります。
    

transforms=Reroute
transforms.Reroute.type=io.debezium.transforms.ByLogicalTableRouter
transforms.Reroute.topic.regex=(.*)customers_shard(.*)
transforms.Reroute.topic.replacement=$1customers_all_shards
transforms.Reroute.key.field.name=shard_id

     この例では、この例では、shard_id フィールドをルーティングされたレコードのキー構造に追加します。フィールドをルーティングされたレコードのキー構造に追加します。
    

     キーの新しいフィールドの値を調整する場合は、以下の両方のオプションを設定します。キーの新しいフィールドの値を調整する場合は、以下の両方のオプションを設定します。
    

key.field.regex

        1 つまたは複数の文字グループをキャプチャーするために、変換がデフォルトのルーティングつまたは複数の文字グループをキャプチャーするために、変換がデフォルトのルーティング
先トピックの名前に適用する正規表現を指定します。先トピックの名前に適用する正規表現を指定します。
       

key.field.replacement

        キャプチャーされるこれらのグループに関して、挿入されるキーフィールドの値を決定するたキャプチャーされるこれらのグループに関して、挿入されるキーフィールドの値を決定するた
めの正規表現を指定します。めの正規表現を指定します。
       

     以下は例になります。以下は例になります。
    

transforms.Reroute.key.field.regex=(.*)customers_shard(.*)
transforms.Reroute.key.field.replacement=$2

     この設定では、デフォルトのルーティング先トピックの名前を以下のように仮定します。この設定では、デフォルトのルーティング先トピックの名前を以下のように仮定します。
    

     myserver.mydb.customers_shard1
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 myserver.mydb.customers_shard2
 myserver.mydb.customers_shard3
    

     変換では、変換では、2 番目にキャプチャーされたグループの値であるシャード番号が、キーの新しいフィール番目にキャプチャーされたグループの値であるシャード番号が、キーの新しいフィール
ドの値として使用されます。この例では、挿入されるキーフィールドの値はドの値として使用されます。この例では、挿入されるキーフィールドの値は 1、、2、、 またはまたは 3 になりまになりま
す。す。
    

     テーブルにグローバルに一意のキーが含まれ、キー構造を変更する必要がない場合は、テーブルにグローバルに一意のキーが含まれ、キー構造を変更する必要がない場合は、key. 
enforce.uniqueness オプションをオプションを false に設定することができます。に設定することができます。
    

...
transforms.Reroute.key.enforce.uniqueness=false
...

12.2.4. トピックルーティング変換を選択的に適用するオプショントピックルーティング変換を選択的に適用するオプション

     データベースの変更の発生時にデータベースの変更の発生時に Debezium コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、
コネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージコネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージ
など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、SMT が処理するようにが処理するように
設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処
理するように、理するように、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。
    

     以下の方法のいずれかを使用して、以下の方法のいずれかを使用して、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。
    

       変換用の変換用の SMT 述語を設定する述語を設定する。。
      

       SMT のの topic.regex 設定オプションを使用する。設定オプションを使用する。
      

12.2.5. Debezium トピックルーティング変換設定用のオプショントピックルーティング変換設定用のオプション

     以下の表は、トピックルーティング以下の表は、トピックルーティング SMT の設定オプションを説明しています。の設定オプションを説明しています。
    

表表12.1 トピックルーティングトピックルーティング SMT の設定オプションの設定オプション

オプションオプション デフォルトデフォルト 説明説明
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topic.regex  変更イベントレコードを特定のトピックにルー
ティングする必要があるかどうかを決定するた
めに、変換がそれぞれのレコードに適用する正
規表現を指定します。

topic.replacement  ルーティング先トピックの名前を表す正規表現
を指定します。変換により、マッチする各レ
コードがこの式で識別されるトピックにルー
ティングされます。この式は、topic.regex に
指定する正規表現によってキャプチャーされる
グループを参照できます。グループを参照する
には、$1、、$ 2 などを指定します。

key.enforce .uniqueness true レコードの変更イベントキーにフィールドを追
加するかどうかを定義します。キーフィールド
を追加することで、変更イベントレコードが同
じトピックにルーティングされる全テーブルに
渡って、それぞれのイベントキーの一意性が確
保されます。この設定は、同じキーを持つが異
なるソーステーブルに由来するレコードの変更
イベントの競合を防ぐのに役立ちます。

変換でキーフィールドを追加する必要がない場
合は、false を指定します。たとえば、パー
ティションで分割された PostgreSQL テーブル
から 1 つのトピックにレコードをルーティング
する場合は、一意の鍵がパーティション化され
た PostgreSQL テーブルで保証されるた
め、key.enforce.uniqueness=false を設定
できます。

key.field.name __dbz__physicalTabl
eIdentifier

変更イベントキーに追加されるフィールドの名
前。このフィールドの値により、元のテーブル
名が識別されます。SMT がこのフィールドを
追加するには、key.enforce.uniqueness がが 
true （デフォルト）である必要がありま（デフォルト）である必要がありま
すす。

key.field.regex  1 つまたは複数の文字グループをキャプチャー
するために、変換がデフォルトのルーティング
先トピックの名前に適用する正規表現を指定し
ます。SMT がこの式を適用するに
は、key.enforce.uniqueness がデフォルがデフォル
トのトの true である必要がありますである必要があります。

key.field .replacement  key. field.regex に指定された式によってに指定された式によって
キャプチャーされるグループに関して、挿キャプチャーされるグループに関して、挿
入されるキー入されるキー フィールドの値を決定するため
の正規表現を指定します。SMT がこの式を適
用するには、key.enforce.uniqueness がデがデ
フォルトのフォルトの true である必要がありますである必要があります。

オプションオプション デフォルトデフォルト 説明説明
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12.3. イベントの内容に応じた変更イベントレコードのトピックへのルーティングイベントの内容に応じた変更イベントレコードのトピックへのルーティング

    デフォルトでは、デフォルトでは、Debezium はテーブルから読み取るすべての変更イベントをはテーブルから読み取るすべての変更イベントを 1 つの静的なトピックつの静的なトピック
にストリーミングします。ただし、イベントの内容に応じて、選択したイベントを別のトピックに再にストリーミングします。ただし、イベントの内容に応じて、選択したイベントを別のトピックに再
ルーティングする必要がある状況が考えられます。メッセージをその内容に基づいてルーティングするルーティングする必要がある状況が考えられます。メッセージをその内容に基づいてルーティングする
プロセスは、プロセスは、コンテンツベースのルーティングコンテンツベースのルーティング メッセージングパターンで説明されています。このパメッセージングパターンで説明されています。このパ
ターンをターンを Debezium に適用するには、コンテンツベースのルーティングに適用するには、コンテンツベースのルーティング 単一メッセージ変換単一メッセージ変換 (SMT) をを
使用して、イベントごとに評価される式を記述します。イベントがどのように評価されるかに応じて、使用して、イベントごとに評価される式を記述します。イベントがどのように評価されるかに応じて、
SMT はイベントメッセージを元の宛先トピックにルーティングするか、あるいは式で指定したトピッはイベントメッセージを元の宛先トピックにルーティングするか、あるいは式で指定したトピッ
クに再ルーティングします。クに再ルーティングします。
   

重要重要

     Debezium コンテンツベースのルーティングコンテンツベースのルーティング SMT はテクノロジープレビュー機能ではテクノロジープレビュー機能で
す。テクノロジープレビューの機能は、す。テクノロジープレビューの機能は、Red Hat の実稼働環境のサービスレベルアグの実稼働環境のサービスレベルアグ
リーメントリーメント (SLA) ではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるため、ではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるため、Red 
Hat はテクノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しません。テクはテクノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しません。テク
ノロジープレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテスノロジープレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテス
トやフィードバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の詳細は、トやフィードバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の詳細は、
「「テクノロジプレビュー機能のサポート範囲テクノロジプレビュー機能のサポート範囲」を参照してください。」を参照してください。
    

    カスタムカスタム SMT を作成してルーティングロジックをエンコードするのにを作成してルーティングロジックをエンコードするのに Java を使用することは可能を使用することは可能
ですが、カスタムコーディングされたですが、カスタムコーディングされた SMT の使用にはデメリットがあります。以下は例になります。の使用にはデメリットがあります。以下は例になります。
   

      変換を事前にコンパイルし、それを変換を事前にコンパイルし、それを Kafka Connect にデプロイする必要がある。にデプロイする必要がある。
     

      変更が生じるたびにコードの再コンパイルおよび再デプロイが必要になり、運用の柔軟性が変更が生じるたびにコードの再コンパイルおよび再デプロイが必要になり、運用の柔軟性が
失われる。失われる。
     

    コンテンツベースのルーティングコンテンツベースのルーティング SMT は、は、JSR 223 (Scripting for the Java™ Platform) と統合すると統合する
スクリプト言語をサポートしています。スクリプト言語をサポートしています。
   

    Debezium には、には、JSR 223 API の実装は同梱されていません。の実装は同梱されていません。Debezium で式言語を使用するには、で式言語を使用するには、
その言語のその言語の JSR 223 スクリプトエンジンの実装をダウンロードし、言語実装で使用されるその他のスクリプトエンジンの実装をダウンロードし、言語実装で使用されるその他の 
JAR ファイルと共にファイルと共に Debezium コネクタープラグインのディレクトリーに追加する必要があります。コネクタープラグインのディレクトリーに追加する必要があります。
たとえば、たとえば、Groovy 3 の場合は、の場合は、https://groovy-lang.org/ からそのからその JSR 223 実装をダウンロードする実装をダウンロードする
ことができます。ことができます。GraalVM JavaScript のの JSR 223 実装は、実装は、https://github.com/graalvm/graaljs からから
入手することができます。入手することができます。
   

12.3.1. Debezium コンテンツベースのルーティングコンテンツベースのルーティング SMT の設定の設定
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     セキュリティ上の理由から、コンテンツベースのルーティングセキュリティ上の理由から、コンテンツベースのルーティング SMT はは Debezium コネクターアーカコネクターアーカ
イブには含まれていません。代わりに、別のアーティファクトイブには含まれていません。代わりに、別のアーティファクト debezium-scripting-1.5.4.Final.tar.gz 
で提供されます。で提供されます。Debezium コネクタープラグインでコンテンツベースのルーティングコネクタープラグインでコンテンツベースのルーティング SMT を使用すを使用す
るには、るには、Kafka Connect 環境に環境に SMT アーティファクトを明示的に追加する必要があります。アーティファクトを明示的に追加する必要があります。
    

重要重要

      ルーティングルーティング SMT がが Kafka Connect インスタンスに追加されると、インスタンスインスタンスに追加されると、インスタンス
にコネクターを追加できる任意のユーザーはスクリプト式を実行することができます。にコネクターを追加できる任意のユーザーはスクリプト式を実行することができます。
許可されたユーザーだけがスクリプト式を実行できるようにするには、ルーティング許可されたユーザーだけがスクリプト式を実行できるようにするには、ルーティング 
SMT を追加する前に、を追加する前に、Kafka Connect インスタンスおよびその設定インターフェースをインスタンスおよびその設定インターフェースを
セキュアにする必要があります。セキュアにする必要があります。
     

手順手順

1. 
       ブラウザーからブラウザーから Red Hat Integration のダウンロードサイトのダウンロードサイト を開き、を開き、Debezium スクリプスクリプ
トト SMT アーカイブアーカイブ(dezium-scripting-1.5.4.Final.tar.gz)をダウンロードします。をダウンロードします。
      

2. 
       アーカイブのコンテンツをアーカイブのコンテンツを Kafka Connect 環境の環境の Debezium プラグインのディレクトプラグインのディレクト
リーに展開します。リーに展開します。
      

3. 
       JSR-223 スクリプトエンジンの実装を取得し、そのコンテンツをスクリプトエンジンの実装を取得し、そのコンテンツを Kafka Connect 環境の環境の 
Debezium プラグインのディレクトリーに追加します。プラグインのディレクトリーに追加します。
      

4. 
       Kafka Connect プロセスを再起動し、新しいプロセスを再起動し、新しい JAR ファイルを取得します。ファイルを取得します。
      

     Groovy 言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。
    

       groovy
      

       groovy-json (optional)
      

       groovy-jsr223
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     JavaScript 言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。
    

       graalvm.js
      

       graalvm.js.scriptengine
      

12.3.2. 例例: Debezium コンテンツベースルーティングの基本設定コンテンツベースルーティングの基本設定

     イベントの内容に基づいて変更イベントレコードをルーティングするようにイベントの内容に基づいて変更イベントレコードをルーティングするように Debezium コネクターコネクター
を設定するには、コネクターのを設定するには、コネクターの Kafka Connect 設定で設定で ContentBasedRouter SMT を設定します。を設定します。
    

     コンテンツベースのルーティングコンテンツベースのルーティング SMT 設定では、絞り込みの条件を定義する正規表現を指定する必設定では、絞り込みの条件を定義する正規表現を指定する必
要があります。設定で、ルーティングの条件を定義する正規表現を作成します。式は、イベントレコー要があります。設定で、ルーティングの条件を定義する正規表現を作成します。式は、イベントレコー
ドを評価するためのパターンを定義します。また、パターンにマッチするイベントをルーティングするドを評価するためのパターンを定義します。また、パターンにマッチするイベントをルーティングする
宛先トピックの名前も指定します。指定するパターンで、テーブルの挿入、更新、または削除操作など宛先トピックの名前も指定します。指定するパターンで、テーブルの挿入、更新、または削除操作など
のイベントタイプを指定する場合もあります。特定の列または行の値を照合するパターンを定義するこのイベントタイプを指定する場合もあります。特定の列または行の値を照合するパターンを定義するこ
ともできます。ともできます。
    

     たとえば、すべての更新たとえば、すべての更新(u) レコードを更新レコードを更新 トピックに再ルーティングするには、コネクター設定にトピックに再ルーティングするには、コネクター設定に
以下の設定を追加します。以下の設定を追加します。
    

...
transforms=route
transforms.route.type=io.debezium.transforms.ContentBasedRouter
transforms.route.language=jsr223.groovy
transforms.route.topic.expression=value.op == 'u' ? 'updates' : null
...

     上記の例では、上記の例では、Groovy 式言語の使用を指定しています。式言語の使用を指定しています。
    

     パターンにマッチしないレコードは、デフォルトのトピックにルーティングされます。パターンにマッチしないレコードは、デフォルトのトピックにルーティングされます。
    

12.3.3. Debezium コンテンツベースルーティングの式で使用される変数コンテンツベースルーティングの式で使用される変数

     Debezium は、特定の変数をは、特定の変数を SMT の評価コンテキストにバインドします。ルーティング先を制御すの評価コンテキストにバインドします。ルーティング先を制御す
るための条件を指定する式を作成する場合、るための条件を指定する式を作成する場合、SMT はこれらの変数の値を検索して解釈し、式の条件をはこれらの変数の値を検索して解釈し、式の条件を
評価することができます。評価することができます。
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     以下の表に、以下の表に、Debezium がコンテンツベースのルーティングがコンテンツベースのルーティング SMT の評価コンテキストにバインドすの評価コンテキストにバインドす
る変数のリストを示します。る変数のリストを示します。
    

表表12.2 コンテンツベースルーティングの式で使用される変数コンテンツベースルーティングの式で使用される変数

名前名前 説明説明 タイプタイプ

key メッセージのキー。 org.apache.kafka.connect .data 
.Struct

value メッセージの値。 org.apache.kafka.connect .data 
.Struct

keySchema メッセージのキーのスキーマ。 org.apache.kafka.connect .data 
.Schema

valueSchema メッセージの値のスキーマ。 org.apache.kafka.connect .data 
.Schema

topic ルーティング先トピックの名前。 文字列

ヘッダーヘッダー メッセージヘッダーの Java マッピ
ング。キーフィールドはヘッダー名
です。headers 変数は以下のプロ
パティーを公開します。

値値 （タイプは Object）

スキーマスキーマ （org 
.apache.kafka .connect 
.data .Schemaタイプ）

java.util.Map <String,  io.debezium 
.transforms .scripting 
.RecordHeader>

     式は、その変数に対して任意のメソッドを呼び出すことができます。式は、式は、その変数に対して任意のメソッドを呼び出すことができます。式は、SMT がメッセージをどがメッセージをど
のように処理するかを定義するブール値に解決する必要があります。式のルーティング条件がのように処理するかを定義するブール値に解決する必要があります。式のルーティング条件が true とと
評価されると、メッセージは保持されます。ルーティング条件が評価されると、メッセージは保持されます。ルーティング条件が false と評価されると、メッセージはと評価されると、メッセージは
削除されます。削除されます。
    

     式がそれ以外の効果を及ぼすことは許されません。つまり、式が渡す変数を変更することは許され式がそれ以外の効果を及ぼすことは許されません。つまり、式が渡す変数を変更することは許され
ません。ません。
    

12.3.4. コンテンツベースのルーティング変換を選択的に適用するオプションコンテンツベースのルーティング変換を選択的に適用するオプション

     データベースの変更の発生時にデータベースの変更の発生時に Debezium コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、
コネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージコネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージ
など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、SMT が処理するようにが処理するように
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設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処
理するように、理するように、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。以下の方を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。以下の方
法のいずれかを使用して、法のいずれかを使用して、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。
    

       変換用の変換用の SMT 述語を設定する述語を設定する。。
      

       SMT のの topic.regex 設定オプションを使用する。設定オプションを使用する。
      

12.3.5. 他のスクリプト言語によるコンテンツベースのルーティング条件の設定他のスクリプト言語によるコンテンツベースのルーティング条件の設定

     コンテンツベースのルーティング条件を記述する方法は、使用するスクリプト言語によって異なりコンテンツベースのルーティング条件を記述する方法は、使用するスクリプト言語によって異なり
ます。たとえば、ます。たとえば、基本設定の例基本設定の例 に示すように、式言語としてに示すように、式言語として Groovy を使用する場合、以下の式はすべを使用する場合、以下の式はすべ
て更新て更新(u)レコードを更新レコードを更新 トピックに再ルーティングトピックに再ルーティング し、他のレコードをデフォルトのトピックにルーし、他のレコードをデフォルトのトピックにルー
ティングします。ティングします。
    

     他の言語では、同じ条件を表すのに異なる方法が使用されます。他の言語では、同じ条件を表すのに異なる方法が使用されます。
    

ヒントヒント

     Debezium MongoDB コネクターはコネクターは after およびおよび patch フィールドを構造体ではなくシリアライズさフィールドを構造体ではなくシリアライズさ
れたれた JSON ドキュメントとして出力します。ドキュメントとして出力します。MongoDB コネクターでフィルターコネクターでフィルター 
ContentBasedRouting SMT を使用するには、まずを使用するには、まず ExtractNewDocumentState SMT を適用してを適用して
フィールドを解放する必要があります。フィールドを解放する必要があります。
    

     式の中で式の中で JSON パーサを使用する方法もあります。たとえば、式言語にパーサを使用する方法もあります。たとえば、式言語に Groovy を使用する場を使用する場
合、合、groovy-json アーティファクトをクラスパスに追加し、その後にアーティファクトをクラスパスに追加し、その後に （（new 
groovy.json.JsonSlurper（））（））.parseText(value.after).last_name == 'Kretchmar' などの式を追加しなどの式を追加し
ます。ます。
    

JavaScript

      式言語に式言語に JavaScript を使用する場合、以下の例のようにを使用する場合、以下の例のように Struct#get（）（） メソッドを呼び出してコメソッドを呼び出してコ
ンテンツベースのルーティング条件を指定できます。ンテンツベースのルーティング条件を指定できます。
     

JavaScript with Graal.js

value.op == 'u' ? 'updates' : null

value.get('op') == 'u' ? 'updates' : null
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      JavaScript with Graal.js を使用してコンテンツベースのルーティング条件を作成する場合、を使用してコンテンツベースのルーティング条件を作成する場合、
Groovy で使用する方法と類似の方法を使用します。以下は例になります。で使用する方法と類似の方法を使用します。以下は例になります。
     

12.3.6. コンテンツベースのルーティング変換設定用のオプションコンテンツベースのルーティング変換設定用のオプション

プロパティー デフォルト 説明

topic.regex  イベントのルーティング先トピックの名前を評
価するオプションの正規表現で、条件ロジック
を適用するかどうかを決定します。ルーティン
グ先トピックの名前が topic.regex の値と一
致する場合、変換はイベントをトピックに渡す
前に条件ロジックを適用します。トピックの名
前が topic.regex の値と一致しない場合、
SMT は変更されていないトピックにイベント
を渡します。

language  式を記述する言語。jsr223. （例： 
jsr223.groovy ）または jsr223.graal.js で始
まる必要があります。Debezium では、JSR
223 API (「Scripting for the Java ™
Platform」) によるブートストラップだけがサ
ポートされます。

topic.expression  すべてのメッセージに対して評価される
式。String 値に対して評価する必要があり、
null 以外がメッセージを新しいトピックに再
ルーティングし、null 値の場合はメッセージ
をデフォルトのトピックにルーティングしま
す。

null.handling.mode 保持保持 変換が null (tombstone)メッセージを処理する
方法を指定します。以下のオプションのいずれ
かを指定することができます。

保持保持
(デフォルト) メッセージを通過させます。

drop
メッセージを完全に削除します。

evaluate
メッセージに条件ロジックを適用します。

12.4. DEBEZIUM 変更イベントレコードの絞り込み変更イベントレコードの絞り込み

    デフォルトでは、デフォルトでは、Debezium は受信するすべてのデータ変更イベントをは受信するすべてのデータ変更イベントを Kafka ブローカーに配信しブローカーに配信し

value.op == 'u' ? 'updates' : null
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ます。ただし、プロデューサーから出力されるイベントのサブセットだけが必要となるケースがほとんます。ただし、プロデューサーから出力されるイベントのサブセットだけが必要となるケースがほとん
どです。該当するレコードだけを処理できるように、どです。該当するレコードだけを処理できるように、Debezium ではでは フィルターフィルター 単一メッセージ変換単一メッセージ変換 
(SMT) を利用することができます。を利用することができます。
   

重要重要

     Debezium フィルターフィルター SMT はテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレはテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレ
ビューの機能は、ビューの機能は、Red Hat の実稼働環境のサービスレベルアグリーメントの実稼働環境のサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサではサ
ポートされず、機能的に完全ではないことがあるため、ポートされず、機能的に完全ではないことがあるため、Red Hat はテクノロジープレはテクノロジープレ
ビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しません。テクノロジープレビューの機ビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しません。テクノロジープレビューの機
能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテストやフィードバックの収能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテストやフィードバックの収
集を可能にするために提供されます。サポート範囲の詳細は、「集を可能にするために提供されます。サポート範囲の詳細は、「テクノロジプレビューテクノロジプレビュー
機能のサポート範囲機能のサポート範囲」を参照してください。」を参照してください。
    

    カスタムカスタム SMT を作成してフィルターロジックをエンコードするのにを作成してフィルターロジックをエンコードするのに Java を使用することは可能でを使用することは可能で
すが、カスタムコーディングされたすが、カスタムコーディングされた SMT の使用にはデメリットがあります。以下は例になります。の使用にはデメリットがあります。以下は例になります。
   

      変換を事前にコンパイルし、それを変換を事前にコンパイルし、それを Kafka Connect にデプロイする必要がある。にデプロイする必要がある。
     

      変更が生じるたびにコードの再コンパイルおよび再デプロイが必要になり、運用の柔軟性が変更が生じるたびにコードの再コンパイルおよび再デプロイが必要になり、運用の柔軟性が
失われる。失われる。
     

    フィルターフィルター SMT は、は、JSR 223 (Scripting for the Java™ Platform) と統合するスクリプト言語をサと統合するスクリプト言語をサ
ポートしています。ポートしています。
   

    Debezium には、には、JSR 223 API の実装は同梱されていません。の実装は同梱されていません。Debezium で式言語を使用するには、で式言語を使用するには、
その言語のその言語の JSR 223 スクリプトエンジンの実装をダウンロードし、言語実装で使用されるその他のスクリプトエンジンの実装をダウンロードし、言語実装で使用されるその他の 
JAR ファイルと共にファイルと共に Debezium コネクタープラグインのディレクトリーに追加する必要があります。コネクタープラグインのディレクトリーに追加する必要があります。
たとえば、たとえば、Groovy 3 の場合は、の場合は、https://groovy-lang.org/ からそのからその JSR 223 実装をダウンロードする実装をダウンロードする
ことができます。ことができます。GraalVM JavaScript のの JSR223 実装は、実装は、https://github.com/graalvm/graaljs からから
入手することができます。入手することができます。
   

12.4.1. Debezium フィルターフィルター SMT の設定の設定

     セキュリティー上の理由から、フィルターセキュリティー上の理由から、フィルター SMT はは Debezium コネクターアーカイブには含まれていコネクターアーカイブには含まれてい
ません。代わりに、別のアーティファクトません。代わりに、別のアーティファクト debezium-scripting-1.5.4.Final.tar.gz で提供されます。で提供されます。
Debezium コネクタープラグインでフィルターコネクタープラグインでフィルター SMT を使用するには、を使用するには、Kafka Connect 環境に環境に SMT 
アーティファクトを明示的に追加する必要があります。アーティファクトを明示的に追加する必要があります。
    

重要重要
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重要重要

      フィルターフィルター SMT がが Kafka Connect インスタンスに追加されると、インスタンスにインスタンスに追加されると、インスタンスに
コネクターを追加できる任意のユーザーはスクリプト式を実行することができます。許コネクターを追加できる任意のユーザーはスクリプト式を実行することができます。許
可されたユーザーだけがスクリプト式を実行できるようにするには、フィルター可されたユーザーだけがスクリプト式を実行できるようにするには、フィルター SMT をを
追加する前に、追加する前に、Kafka Connect インスタンスおよびその設定インターフェースをセキュインスタンスおよびその設定インターフェースをセキュ
アにする必要があります。アにする必要があります。
     

手順手順

1. 
       ブラウザーからブラウザーから Red Hat Integration のダウンロードサイトのダウンロードサイト を開き、を開き、Debezium スクリプスクリプ
トト SMT アーカイブアーカイブ(dezium-scripting-1.5.4.Final.tar.gz)をダウンロードします。をダウンロードします。
      

2. 
       アーカイブのコンテンツをアーカイブのコンテンツを Kafka Connect 環境の環境の Debezium プラグインのディレクトプラグインのディレクト
リーに展開します。リーに展開します。
      

3. 
       JSR-223 スクリプトエンジンの実装を取得し、そのコンテンツをスクリプトエンジンの実装を取得し、そのコンテンツを Kafka Connect 環境の環境の 
Debezium プラグインのディレクトリーに追加します。プラグインのディレクトリーに追加します。
      

4. 
       Kafka Connect プロセスを再起動し、新しいプロセスを再起動し、新しい JAR ファイルを取得します。ファイルを取得します。
      

     Groovy 言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。
    

       groovy
      

       groovy-json (optional)
      

       groovy-jsr223
      

     JavaScript 言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。言語には、クラスパスに以下のライブラリーが必要です。
    

       graalvm.js
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       graalvm.js.scriptengine
      

12.4.2. 例例: Debezium フィルターフィルター SMT の基本設定の基本設定

     Debezium コネクターのコネクターの Kafka Connect 設定でフィルター変換を設定します。設定で、ビジネス設定でフィルター変換を設定します。設定で、ビジネス
ルールに基づくフィルター条件を定義して、対象のイベントを指定します。フィルタールールに基づくフィルター条件を定義して、対象のイベントを指定します。フィルター SMT がイベンがイベン
トストリームを処理すると、設定されたフィルター条件に対して各イベントを評価します。フィルタートストリームを処理すると、設定されたフィルター条件に対して各イベントを評価します。フィルター
条件の基準を満たすイベントのみがブローカーに渡されます。条件の基準を満たすイベントのみがブローカーに渡されます。
    

     変更イベントレコードをフィルターするように変更イベントレコードをフィルターするように Debezium コネクターを設定するには、コネクターを設定するには、Debezium 
コネクターのコネクターの Kafka Connect 設定で設定で Filter SMT を設定します。フィルターを設定します。フィルター SMT の設定には、フィルの設定には、フィル
ター条件を定義する正規表現を指定する必要があります。ター条件を定義する正規表現を指定する必要があります。
    

     たとえば、コネクター設定に以下の設定を追加します。たとえば、コネクター設定に以下の設定を追加します。
    

...
transforms=filter
transforms.filter.type=io.debezium.transforms.Filter
transforms.filter.language=jsr223.groovy
transforms.filter.condition=value.op == 'u' && value.before.id == 2
...

     上記の例では、上記の例では、Groovy 式言語の使用を指定しています。正規表現の式言語の使用を指定しています。正規表現の value.op == 'u' && 
value.before.id == 2 は、は、ID 値が値が 2 と等しいと等しい update(u)レコードを表すものを除きレコードを表すものを除き 、、 すべてのメッすべてのメッ
セージを削除します。セージを削除します。
    

12.4.3. フィルターの式で使用される変数フィルターの式で使用される変数

     Debezium は、特定の変数をフィルターは、特定の変数をフィルター SMT の評価コンテキストにバインドします。フィルター条の評価コンテキストにバインドします。フィルター条
件を指定する式を作成する場合、件を指定する式を作成する場合、Debezium が評価コンテキストにバインドする変数を使用することがが評価コンテキストにバインドする変数を使用することが
できます。変数をバインドすることで、できます。変数をバインドすることで、Debezium はは SMT が式の条件を評価する際に変数の値を検索が式の条件を評価する際に変数の値を検索
して解釈できるようにします。して解釈できるようにします。
    

     以下の表に、以下の表に、Debezium がフィルターがフィルター SMT の評価コンテキストにバインドする変数のリストを示しの評価コンテキストにバインドする変数のリストを示し
ます。ます。
    

表表12.3 フィルターの式で使用される変数フィルターの式で使用される変数
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名前名前 説明説明 タイプタイプ

key メッセージのキー。 org.apache.kafka.connect .data 
.Struct

value メッセージの値。 org.apache.kafka.connect.data 
.Struct

keySchema メッセージのキーのスキーマ。 org.apache.kafka.connect .data 
.Schema

valueSchema メッセージの値のスキーマ。 org.apache.kafka.connect .data 
.Schema

topic ルーティング先トピックの名前。 文字列

ヘッダーヘッダー メッセージヘッダーの Java マッピ
ング。キーフィールドはヘッダー名
です。headers 変数は以下のプロ
パティーを公開します。

値値 （タイプは Object）

スキーマスキーマ （org 
.apache.kafka .connect 
.data .Schemaタイプ）

java.util.Map <String, 
io.debezium.transforms .scripting 
.RecordHeader>

     式は、その変数に対して任意のメソッドを呼び出すことができます。式は、式は、その変数に対して任意のメソッドを呼び出すことができます。式は、SMT がメッセージをどがメッセージをど
のように処理するかを定義するブール値に解決する必要があります。式のフィルター条件がのように処理するかを定義するブール値に解決する必要があります。式のフィルター条件が true と評と評
価されると、メッセージは保持されます。フィルター条件が価されると、メッセージは保持されます。フィルター条件が false と評価されると、メッセージは削除と評価されると、メッセージは削除
されます。されます。
    

     式がそれ以外の効果を及ぼすことは許されません。つまり、式が渡す変数を変更することは許され式がそれ以外の効果を及ぼすことは許されません。つまり、式が渡す変数を変更することは許され
ません。ません。
    

12.4.4. フィルター変換を選択的に適用するオプションフィルター変換を選択的に適用するオプション

     データベースの変更の発生時にデータベースの変更の発生時に Debezium コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、
コネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージコネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージ
など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、SMT が処理するようにが処理するように
設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処
理するように、理するように、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。以下の方を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。以下の方
法のいずれかを使用して、法のいずれかを使用して、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。
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       変換用の変換用の SMT 述語を設定する述語を設定する。。
      

       SMT のの topic.regex 設定オプションを使用する。設定オプションを使用する。
      

12.4.5. 他のスクリプト言語によるフィルター条件の設定他のスクリプト言語によるフィルター条件の設定

     フィルター条件を記述する方法は、使用するスクリプト言語によって異なります。フィルター条件を記述する方法は、使用するスクリプト言語によって異なります。
    

     たとえば、たとえば、基本設定の例基本設定の例 に示すように、式言語としてに示すように、式言語として Groovy を使用する場合、以下の式はを使用する場合、以下の式は id 値が値が 
2 に設定された更新レコードを除くすべてのメッセージを削除します。に設定された更新レコードを除くすべてのメッセージを削除します。
    

     他の言語では、同じ条件を表すのに異なる方法が使用されます。他の言語では、同じ条件を表すのに異なる方法が使用されます。
    

ヒントヒント

     Debezium MongoDB コネクターはコネクターは after およびおよび patch フィールドを構造体ではなくシリアライズさフィールドを構造体ではなくシリアライズさ
れたれた JSON ドキュメントとして出力します。ドキュメントとして出力します。MongoDB コネクターでフィルターコネクターでフィルター SMT を使用するにを使用するに
は、まずは、まず ExtractNewDocumentState SMT を適用してフィールドを解放する必要があります。を適用してフィールドを解放する必要があります。
    

     式の中で式の中で JSON パーサを使用する方法もあります。たとえば、式言語にパーサを使用する方法もあります。たとえば、式言語に Groovy を使用する場を使用する場
合、合、groovy-json アーティファクトをクラスパスに追加し、その後にアーティファクトをクラスパスに追加し、その後に （（new 
groovy.json.JsonSlurper（））（））.parseText(value.after).last_name == 'Kretchmar' などの式を追加しなどの式を追加し
ます。ます。
    

JavaScript

      式言語に式言語に JavaScript を使用する場合、以下の例のようにを使用する場合、以下の例のように Struct#get（）（） メソッドを呼び出してメソッドを呼び出して
フィルター条件を指定できます。フィルター条件を指定できます。
     

JavaScript with Graal.js

      JavaScript with Graal.js を使用してフィルター条件を定義する場合、を使用してフィルター条件を定義する場合、Groovy で使用する方法と類で使用する方法と類
似の方法を使用します。以下は例になります。似の方法を使用します。以下は例になります。
     

value.op == 'u' && value.before.id == 2

value.get('op') == 'u' && value.get('before').get('id') == 2
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12.4.6. フィルター変換設定用のオプションフィルター変換設定用のオプション

     以下の表に、フィルター以下の表に、フィルター SMT で使用することができる設定オプションのリストを示します。で使用することができる設定オプションのリストを示します。
    

表表12.4 フィルターフィルター SMT の設定オプションの設定オプション

プロパティー デフォルト 説明

topic.regex  イベントのルーティング先トピックの名前を評
価するオプションの正規表現で、フィルターロ
ジックを適用するかどうかを決定します。ルー
ティング先トピックの名前が topic.regex の
値と一致する場合は、変換はイベントをトピッ
クに渡す前にフィルターロジックを適用しま
す。トピックの名前が topic.regex の値と一
致しない場合、SMT は変更されていないト
ピックにイベントを渡します。

language  式を記述する言語。jsr223. （例： 
jsr223.groovy ）または jsr223.graal.js で始
まる必要があります。Debezium では、JSR
223 API (「Scripting for the Java ™
Platform」) によるブートストラップだけがサ
ポートされます。

condition  すべてのメッセージに対して評価される式。
ブール値に評価する必要があり、true の場合は
メッセージ を維持しを維持し、false の場合は 削除し削除し
ますます。

null.handling.mode 保持保持 変換が null (tombstone)メッセージを処理する
方法を指定します。以下のオプションのいずれ
かを指定することができます。

保持保持
(デフォルト) メッセージを通過させます。

drop
メッセージを完全に削除します。

evaluate
メッセージにフィルター条件を適用しま
す。

12.5. DEBEZIUM 変更イベントからの状態の変更イベントからの状態の 後の後の ソースレコードの抽出ソースレコードの抽出

    Debezium のデータ変更イベントは、さまざまな情報を提供する複雑な構造を持ちます。のデータ変更イベントは、さまざまな情報を提供する複雑な構造を持ちます。Debezium 
の変更イベントを伝えるの変更イベントを伝える Kafka レコードには、このすべての情報が含まれています。ただし、レコードには、このすべての情報が含まれています。ただし、Kafka エエ

value.op == 'u' && value.before.id == 2
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コシステムの一部では、フィールド名と値のフラットな構造のコシステムの一部では、フィールド名と値のフラットな構造の Kafka レコードが要求されます。この種レコードが要求されます。この種
のレコードを提供するために、のレコードを提供するために、Debezium ではイベントフラット化単一メッセージ変換ではイベントフラット化単一メッセージ変換 (SMT) を利用を利用
することができます。することができます。Debezium の変更イベントが含まれるの変更イベントが含まれる Kafka レコードよりも単純なフォーマットレコードよりも単純なフォーマット
のの Kafka レコードをコンシューマーが要求する場合に、この変換を設定します。レコードをコンシューマーが要求する場合に、この変換を設定します。
   

    イベントフラット化変換はイベントフラット化変換は Kafka Connect SMT です。です。
   

    この変換は、この変換は、SQL データベースコネクターでのみ利用することができます。データベースコネクターでのみ利用することができます。
   

    詳細は以下のセクションを参照してください。詳細は以下のセクションを参照してください。
   

      「「Debezium 変更イベントの構造について」変更イベントの構造について」
     

      「「Debezium イベントフラット化変換の動作」イベントフラット化変換の動作」
     

      「「Debezium イベントフラット化変換の設定」イベントフラット化変換の設定」
     

      「「Kafka レコードにレコードに Debezium メタデータを追加する例」メタデータを追加する例」
     

      「「Debezium イベントフラット化変換設定用のオプション」イベントフラット化変換設定用のオプション」
     

12.5.1. Debezium 変更イベントの構造について変更イベントの構造について

     Debezium は、複雑な構造を持つデータ変更イベントを生成します。それぞれイベントは、以下のは、複雑な構造を持つデータ変更イベントを生成します。それぞれイベントは、以下の 3 
つの部分で構成されます。つの部分で構成されます。
    

       以下の項目が含まれるメタデータ以下の項目が含まれるメタデータ (ただし、これらに限定されませんただし、これらに限定されません)
      

         変更を加えた操作変更を加えた操作
        

         データベースや変更が加えられたテーブルの名前などのソース情報データベースや変更が加えられたテーブルの名前などのソース情報
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         変更が加えられた時刻のタイムスタンプ変更が加えられた時刻のタイムスタンプ
        

         (任意の項目任意の項目) トランザクション情報トランザクション情報
        

       変更前の行データ変更前の行データ
      

       変更後の行データ変更後の行データ
      

     たとえば、たとえば、UPDATE 変更イベントの構造の一部は以下のようになります。変更イベントの構造の一部は以下のようになります。
    

     この複雑なフォーマットは、システムで発生する変更に関するほとんどの情報を提供します。しかこの複雑なフォーマットは、システムで発生する変更に関するほとんどの情報を提供します。しか
し、その他のコネクターやし、その他のコネクターや Kafka エコシステムの他の要素では、通常、以下のような単純なフォーマッエコシステムの他の要素では、通常、以下のような単純なフォーマッ
トのデータが要求されます。トのデータが要求されます。
    

     コンシューマーが必要とするコンシューマーが必要とする Kafka レコードのフォーマットを提供するには、イベントフラット化レコードのフォーマットを提供するには、イベントフラット化 
SMT を設定します。を設定します。
    

12.5.2. Debezium イベントフラット化変換の動作イベントフラット化変換の動作

{
 "op": "u",
 "source": {
  ...
 },
 "ts_ms" : "...",
 "before" : {
  "field1" : "oldvalue1",
  "field2" : "oldvalue2"
 },
 "after" : {
  "field1" : "newvalue1",
  "field2" : "newvalue2"
 }
}

{
 "field1" : "newvalue1",
 "field2" : "newvalue2"
}
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     イベントフラット化イベントフラット化 SMT は、は、Kafka レコードのレコードの Debezium 変更イベントから変更イベントから after フィールドを抽フィールドを抽
出します。出します。SMT は、元の変更イベントをは、元の変更イベントを after フィールドのみに置き換え、単純なフィールドのみに置き換え、単純な Kafka レコードをレコードを
作成します。作成します。
    

     Debezium コネクターまたはコネクターまたは Debezium コネクターから出力されるメッセージを使用するシンクココネクターから出力されるメッセージを使用するシンクコ
ネクターに、イベントフラット化ネクターに、イベントフラット化 SMT を設定することができます。シンクコネクターにイベントフを設定することができます。シンクコネクターにイベントフ
ラット化を設定するメリットは、ラット化を設定するメリットは、Apache Kafka に保存されるレコードにに保存されるレコードに Debezium の変更イベント全の変更イベント全
体が含まれることです。体が含まれることです。SMT を元のコネクターまたはシンクコネクターに適用するかどうかの判断を元のコネクターまたはシンクコネクターに適用するかどうかの判断
は、特定のユースケースによります。は、特定のユースケースによります。
    

     以下の操作のいずれかを実行するように変換を設定することができます。以下の操作のいずれかを実行するように変換を設定することができます。
    

       変更イベントからのメタデータを簡素化した変更イベントからのメタデータを簡素化した Kafka レコードに追加する。デフォルト動作レコードに追加する。デフォルト動作
では、では、SMT はメタデータを追加しません。はメタデータを追加しません。
      

       ストリームにストリームに DELETE 操作の変更イベントが含まれる操作の変更イベントが含まれる Kafka レコードを保持します。ほとレコードを保持します。ほと
んどのコンシューマーが処理できないため、んどのコンシューマーが処理できないため、SMT はは DELETE 操作変更イベントの操作変更イベントの Kafka レレ
コードを破棄することです。コードを破棄することです。
      

     データベースデータベース DELETE 操作が原因で、操作が原因で、Debezium はは 2 つのつの Kafka レコードを生成します。レコードを生成します。
    

       "op": "d"、、  前の前の 行データ、その他のフィールドを含むレコード。行データ、その他のフィールドを含むレコード。
      

       削除された行と削除された行と null の値と同じキーを持つトームストーンレコード。このレコードはの値と同じキーを持つトームストーンレコード。このレコードは 
Apache Kafka のマーカーです。これは、のマーカーです。これは、ログコンパクションログコンパクション によりこのキーを持つすべてのによりこのキーを持つすべての
レコードが削除されることを意味します。レコードが削除されることを意味します。
      

     前述の前述の 行行 データが含まれるレコードをドロップする代わりに、イベントフラット化データが含まれるレコードをドロップする代わりに、イベントフラット化 SMT を設定しを設定し
て以下のいずれかを行うように設定できます。て以下のいずれかを行うように設定できます。
    

       レコードをストリームに維持し、これをレコードをストリームに維持し、これを "value": "null" フィールドのみを持つように編集フィールドのみを持つように編集
します。します。
      

       レコードをストリームに維持し、追加されたレコードをストリームに維持し、追加された "__deleted": "true" エントリーでエントリーで before 
フィールドに含まれていたキーフィールドに含まれていたキー/値のペアが含まれる値のペアが含まれる 値値 フィールドを持つように編集します。フィールドを持つように編集します。
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     同様に、トゥームストーンレコードをドロップする代わりに、イベントフラット化同様に、トゥームストーンレコードをドロップする代わりに、イベントフラット化 SMT を設定してを設定して
トゥームストーンレコードをストリームに維持することができます。トゥームストーンレコードをストリームに維持することができます。
    

12.5.3. Debezium イベントフラット化変換の設定イベントフラット化変換の設定

     コネクターの設定にコネクターの設定に SMT 設定の詳細を追加して、設定の詳細を追加して、Kafka Connect ソースコネクターまたはシンクコソースコネクターまたはシンクコ
ネクターにネクターに Debezium イベントフラット化イベントフラット化 SMT を設定します。を設定します。a .properties ファイルでデフォルトのファイルでデフォルトの
動作を取得するには、以下のように指定します。動作を取得するには、以下のように指定します。
    

transforms=unwrap,...
transforms.unwrap.type=io.debezium.transforms.ExtractNewRecordState

     Kafka Connect コネクター設定の場合は、コネクター設定の場合は、Kafka Connect がが SMT を適用する順序でを適用する順序で transforms= 
をコンマ区切りに、をコンマ区切りに、SMT エイリアスを設定できます。エイリアスを設定できます。
    

     以下の以下の .properties の例では、複数のイベントフラット化の例では、複数のイベントフラット化 SMT オプションを設定しています。オプションを設定しています。
    

transforms=unwrap,...
transforms.unwrap.type=io.debezium.transforms.ExtractNewRecordState
transforms.unwrap.drop.tombstones=false
transforms.unwrap.delete.handling.mode=rewrite
transforms.unwrap.add.fields=table,lsn

drop.tombstones=false

        DELETE 操作のトームストーンレコードをイベントストリームに保持します。操作のトームストーンレコードをイベントストリームに保持します。
       

delete.handling.mode=rewrite

        DELETE 操作の場合は、変更イベントに含まれていた操作の場合は、変更イベントに含まれていた value フィールドをフラット化してフィールドをフラット化して 
Kafka レコードを編集します。レコードを編集します。value フィールドには、フィールドには、before フィールドに含まれていたキーフィールドに含まれていたキー/値の値の
ペアが直接含まれます。ペアが直接含まれます。SMT はは __deleted を追加し、これをを追加し、これを true に設定します。以下に例を示しに設定します。以下に例を示し
ます。ます。
       

add.fields=table,lsn

        テーブルテーブル およびおよび lsn フィールドの変更イベントメタデータを簡素化したフィールドの変更イベントメタデータを簡素化した Kafka レコードに追加レコードに追加
します。します。

"value": {
  "pk": 2,
  "cola": null,
  "__deleted": "true"
}
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12.5.4. Kafka レコードにレコードに Debezium メタデータを追加する例メタデータを追加する例

     イベントフラット化イベントフラット化 SMT では、元の変更イベントメタデータを簡素化したでは、元の変更イベントメタデータを簡素化した Kafka レコードに追加すレコードに追加す
ることができます。たとえば、簡素化したレコードのヘッダーまたは値に、次のいずれかの項目を含めることができます。たとえば、簡素化したレコードのヘッダーまたは値に、次のいずれかの項目を含め
ることができます。ることができます。
    

       変更を加えた操作のタイプ変更を加えた操作のタイプ
      

       データベースまたは変更が加えられたテーブルの名前データベースまたは変更が加えられたテーブルの名前
      

       Postgres LSN フィールド等のコネクター固有のフィールドフィールド等のコネクター固有のフィールド
      

     簡素化した簡素化した Kafka レコードのヘッダーにメタデータを追加するには、レコードのヘッダーにメタデータを追加するには、add.header オプションを指定オプションを指定
します。簡素化したします。簡素化した Kafka レコードの値にメタデータレコードの値にメタデータ を追加するには、を追加するには、add.fields オプションを指定オプションを指定
します。これらのオプションには、それぞれ変更イベントフィールド名のコンマ区切りリストを設定しします。これらのオプションには、それぞれ変更イベントフィールド名のコンマ区切りリストを設定し
ます。スペースは指定しないでください。フィールド名が重複している場合、それらのフィールドのます。スペースは指定しないでください。フィールド名が重複している場合、それらのフィールドの 1 
つのメタデータを追加するには、フィールドと共に構造体を指定します。以下は例になります。つのメタデータを追加するには、フィールドと共に構造体を指定します。以下は例になります。
    

transforms=unwrap,...
transforms.unwrap.type=io.debezium.transforms.ExtractNewRecordState
transforms.unwrap.add.fields=op,table,lsn,source.ts_ms
transforms.unwrap.add.headers=db
transforms.unwrap.delete.handling.mode=rewrite

     この設定では、簡素化したこの設定では、簡素化した Kafka レコードには以下のような内容が含まれます。レコードには以下のような内容が含まれます。
    

     また、簡素化したまた、簡素化した Kafka レコードにはレコードには __db ヘッダーが含まれます。ヘッダーが含まれます。
    

     簡素化した簡素化した Kafka レコードでは、レコードでは、SMT はメタデータフィールド名の前にダブルアンダースコアを追はメタデータフィールド名の前にダブルアンダースコアを追

{
 ...
 "__op" : "c",
 "__table": "MY_TABLE",
 "__lsn": "123456789",
 "__source_ts_ms" : "123456789",
 ...
}
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加します。また、構造体を指定すると、加します。また、構造体を指定すると、SMT は構造体名とフィールド名の間にアンダースコアを挿入は構造体名とフィールド名の間にアンダースコアを挿入
します。します。
    

     DELETE 操作用の簡素化した操作用の簡素化した Kafka レコードにメタデータを追加するにレコードにメタデータを追加するに
は、は、delete.handling.mode=rewrite も設定する必要がありますも設定する必要があります。。
    

12.5.5. イベントフラット化変換を選択的に適用するオプションイベントフラット化変換を選択的に適用するオプション

     データベースの変更の発生時にデータベースの変更の発生時に Debezium コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、
コネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージコネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージ
など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、SMT が処理するようにが処理するように
設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処
理するように、理するように、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。
    

     SMT を選択的に適用する方法は、「を選択的に適用する方法は、「 変換用の変換用の SMT 述語の設定」を参照し述語の設定」を参照し てください。てください。
    

12.5.6. Debezium イベントフラット化変換設定用のオプションイベントフラット化変換設定用のオプション

     次の表で、イベントフラット化次の表で、イベントフラット化 SMT を設定する際に指定することのできるオプションを説明しまを設定する際に指定することのできるオプションを説明しま
す。す。
    

表表12.5 イベントフラット化イベントフラット化 SMT 設定オプションの説明設定オプションの説明

オプションオプション デフォルトデフォルト 説明説明

drop.tombstones true Debezium は、各 DELETE 操作のトームス
トーンレコードを生成します。デフォルト動作
では、イベントフラット化 SMT はストリーム
からトゥームストーンレコードを削除します。
tombstone レコードをストリームに維持するに
は、drop.tombstones=false を指定しま
す。
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delete.handling .mode drop Debezium は、各 DELETE 操作の変更イベン
トレコードを生成します。デフォルト動作で
は、イベントフラット化 SMT はストリームか
らこれらのレコードを削除します。DELETE
操作の Kafka レコードをストリームに残すに
は、delete.handling.modeをnone または 
rewrite に設定します。

ストリームに変更イベントの記録を残す場合
は、none を指定します。レコードには 
"value": "null" のみが含まれます。

rewrite を指定して変更イベントのレコードを
ストリームに残し、レコードを編集し
て、beforeフィールドにあったキーと値のペ
アを含む value フィールドを持ち、さらに 
__deleted: true を value に追加します。こ
れは、レコードが削除されていることを示す別
の方法です。

rewrite を指定すると、DELETE 操作の更新
された簡素化したレコードだけで、削除された
レコードを追跡することができます。
Debezium コネクターが作成するトゥームス
トーンレコードをドロップするデフォルトの動
作を受け入れることを検討できます。

route.by.field  行データを使用してレコードをルーティングす
るトピックを決定するには、このオプションを
after フィールド属性に設定します。SMT は、
指定した after フィールド属性の値にマッチす
る名前のトピックにレコードをルーティングし
ます。DELETE 操作の場合は、このオプショ
ンを before フィールド属性に設定します。

たとえば、設定が 
route.by.field=destination の場合、名前が 
after.destination の値のトピックにレコード
がルーティングされます。Debezium コネク
ターのデフォルト動作では、名前がデータベー
スおよび変更が加えられたテーブルの名前で構
成されるトピックに、それぞれの変更イベント
レコードが送信されます。

シンクコネクターにイベントフラット化 SMT
を設定する場合、このオプションを設定する
と、ルーティング先トピックの名前が簡素化し
た変更イベントレコードで更新されるデータ
ベーステーブルの名前に優先する場合に役立ち
ます。トピック名がユースケースに適さない場
合は、route. by.field を設定してイベントを再
ルーティングすることができます。

オプションオプション デフォルトデフォルト 説明説明
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add.fields.prefix __ (ダブルアンダースコ
ア)

このオプションの文字列を設定して、フィール
ドにプレフィックスを設定します。

add.fields  このオプションをメタデータフィールドのコン
マ区切りリスト (スペースなし) に設定し、簡
素化した Kafka レコードの値に追加します。
フィールド名が重複している場合、それらの
フィールドの 1 つのメタデータを追加するに
は、フィールドと共に構造体を指定します (例: 
source.ts_ms)。

オプションとして、<field name>:<new 
field name> でフィールド名を上書きするこ
とができます。例えば、以下のように、新しい
フィールド名は version:VERSION, 
connector:CONNECTOR, 
source.ts_ms:EVENT_TIMESTAMP のよ
うになります。new field name は、大文字と
小文字が区別されることに注意してください。

SMT が簡素化したレコードの値にメタデータ
フィールドを追加する場合、それぞれのメタ
データフィールド名の前にダブルアンダースコ
アが追加されます。構造体の指定に関して、
SMT は構造体名とフィールド名の間にもアン
ダースコアを挿入します。

変更イベントレコードにないフィールドを指定
した場合でも、SMT はレコードの値にその
フィールドを追加します。

add.headers.prefix __ (ダブルアンダースコ
ア)

このオプションの文字列を設定して、ヘッダー
にプレフィックスを設定します。

オプションオプション デフォルトデフォルト 説明説明
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add.headers  このオプションをメタデータフィールドのコン
マ区切りリスト (スペースなし) に設定し、簡
素化した Kafka レコードのヘッダーに追加しま
す。フィールド名が重複している場合、それら
のフィールドの 1 つのメタデータを追加するに
は、フィールドと共に構造体を指定します (例: 
source.ts_ms)。

オプションとして、<field name>:<new 
field name> でフィールド名を上書きするこ
とができます。例えば、以下のように、新しい
フィールド名は version:VERSION, 
connector:CONNECTOR, 
source.ts_ms:EVENT_TIMESTAMP のよ
うになります。new field name は、大文字と
小文字が区別されることに注意してください。

SMT が簡素化したレコードのヘッダーにメタ
データフィールドを追加する場合、それぞれの
メタデータフィールド名の前にダブルアンダー
スコアが追加されます。構造体の指定に関し
て、SMT は構造体名とフィールド名の間にも
アンダースコアを挿入します。

変更イベントレコードにないフィールドを指定
した場合、SMT はヘッダーにそのフィールド
を追加しません。

オプションオプション デフォルトデフォルト 説明説明

12.6. 送信トレイパターンを使用する送信トレイパターンを使用する DEBEZIUM コネクターの設定コネクターの設定

    送信トレイパターンを使用することで、複数の送信トレイパターンを使用することで、複数の (マイクロマイクロ) サービス間で安全かつ確実にデータを交サービス間で安全かつ確実にデータを交
換することができます。送信トレイパターンの実装により、サービスの内部状態換することができます。送信トレイパターンの実装により、サービスの内部状態 (通常はそのデータ通常はそのデータ
ベースに永続化されるベースに永続化される) と同じデータを必要とするサービスで使用されるイベントの状態との間に不整と同じデータを必要とするサービスで使用されるイベントの状態との間に不整
合が生じるのを防ぐことができます。合が生じるのを防ぐことができます。
   

    Debezium アプリケーションに送信トレイパターンを実装するには、アプリケーションに送信トレイパターンを実装するには、Debezium コネクターを以下のコネクターを以下の
ように設定します。ように設定します。
   

      送信トレイテーブルの変更をキャプチャーする送信トレイテーブルの変更をキャプチャーする
     

      Debezium 送信トレイイベントルーター単一メッセージ変換送信トレイイベントルーター単一メッセージ変換 (SMT) を適用するを適用する
     

    送信トレイ送信トレイ SMT を適用するように設定されたを適用するように設定された Debezium コネクターは、送信トレイテーブルで生じコネクターは、送信トレイテーブルで生じ
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た変更だけをキャプチャーする必要があります。詳細は、「た変更だけをキャプチャーする必要があります。詳細は、「 変換を選択的に適用するオプション」を変換を選択的に適用するオプション」を 
参照してください。参照してください。
   

    コネクターが複数の送信トレイテーブルの変更をキャプチャーすることができるのは、それぞれの送コネクターが複数の送信トレイテーブルの変更をキャプチャーすることができるのは、それぞれの送
信トレイテーブルが同じ構造を持つ場合に限ります。信トレイテーブルが同じ構造を持つ場合に限ります。
   

重要重要

     Debezium 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーターSMT はテクノロジープレビュー機能です。テはテクノロジープレビュー機能です。テ
クノロジープレビューの機能は、クノロジープレビューの機能は、Red Hat の実稼働環境のサービスレベルアグリーメンの実稼働環境のサービスレベルアグリーメン
トト (SLA) ではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるため、ではサポートされず、機能的に完全ではないことがあるため、Red Hat はテクはテク
ノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しません。テクノロジープノロジープレビュー機能を実稼働環境に実装することは推奨しません。テクノロジープ
レビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテストやフィーレビューの機能は、最新の技術をいち早く提供して、開発段階で機能のテストやフィー
ドバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の詳細は、「ドバックの収集を可能にするために提供されます。サポート範囲の詳細は、「テクノロテクノロ
ジプレビュー機能のサポート範囲ジプレビュー機能のサポート範囲」を参照してください。」を参照してください。
    

    送信トレイパターンが有用な理由およびその動作については、「送信トレイパターンが有用な理由およびその動作については、「Reliable Microservices Data 
Exchange With the Outbox Pattern」を参照してください。」を参照してください。
   

注記注記

     送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT は、は、MongoDB コネクターをサポートコネクターをサポート しませんしません。。
    

    詳細は以下のセクションを参照してください。詳細は以下のセクションを参照してください。
   

      「「Debezium 送信トレイメッセージの例」送信トレイメッセージの例」
     

      「「Debezium 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT が要求する送信トレイテーブルの構造」が要求する送信トレイテーブルの構造」
     

      「「Debezium 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT の基本設定」の基本設定」
     

      「「Debezium 送信トレイメッセージでのペイロードフォーマットとしての送信トレイメッセージでのペイロードフォーマットとしての Avro の使用」の使用」
     

      「「Debezium 送信トレイメッセージへの追加フィールドの出力」送信トレイメッセージへの追加フィールドの出力」
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      「送信トレイイベントルーター変換設定用のオプション」「送信トレイイベントルーター変換設定用のオプション」
     

12.6.1. Debezium 送信トレイメッセージの例送信トレイメッセージの例

     Debezium 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT の設定方法を理解するには、以下のの設定方法を理解するには、以下の Debezium 送信ト送信ト
レイメッセージの例を検討してください。レイメッセージの例を検討してください。
    

     送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT を適用するように設定されたを適用するように設定された Debezium コネクターは、以下のよコネクターは、以下のよ
うなうな Debezium のオリジナルメッセージを変換して上記のメッセージを生成します。のオリジナルメッセージを変換して上記のメッセージを生成します。
    

# Kafka Topic: outbox.event.order
# Kafka Message key: "1"
# Kafka Message Headers: "id=4d47e190-0402-4048-bc2c-89dd54343cdc"
# Kafka Message Timestamp: 1556890294484
{
  "{\"id\": 1, \"lineItems\": [{\"id\": 1, \"item\": \"Debezium in Action\", \"status\": \"ENTERED\", 
\"quantity\": 2, \"totalPrice\": 39.98}, {\"id\": 2, \"item\": \"Debezium for Dummies\", \"status\": 
\"ENTERED\", \"quantity\": 1, \"totalPrice\": 29.99}], \"orderDate\": \"2019-01-31T12:13:01\", 
\"customerId\": 123}"
}

# Kafka Message key: "406c07f3-26f0-4eea-a50c-109940064b8f"
# Kafka Message Headers: ""
# Kafka Message Timestamp: 1556890294484
{
  "before": null,
  "after": {
    "id": "406c07f3-26f0-4eea-a50c-109940064b8f",
    "aggregateid": "1",
    "aggregatetype": "Order",
    "payload": "{\"id\": 1, \"lineItems\": [{\"id\": 1, \"item\": \"Debezium in Action\", \"status\": 
\"ENTERED\", \"quantity\": 2, \"totalPrice\": 39.98}, {\"id\": 2, \"item\": \"Debezium for 
Dummies\", \"status\": \"ENTERED\", \"quantity\": 1, \"totalPrice\": 29.99}], \"orderDate\": 
\"2019-01-31T12:13:01\", \"customerId\": 123}",
    "timestamp": 1556890294344,
    "type": "OrderCreated"
  },
  "source": {
    "version": "1.5.4.Final",
    "connector": "postgresql",
    "name": "dbserver1-bare",
    "db": "orderdb",
    "ts_usec": 1556890294448870,
    "txId": 584,
    "lsn": 24064704,
    "schema": "inventory",
    "table": "outboxevent",
    "snapshot": false,
    "last_snapshot_record": null,
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     Debezium 送信トレイメッセージの例は、送信トレイメッセージの例は、デフォルトの送信トレイイベントルーター設定デフォルトの送信トレイイベントルーター設定 に基づいに基づい
ています。ここでは、送信トレイテーブル構造および集約に基づくイベントルーティングを想定していています。ここでは、送信トレイテーブル構造および集約に基づくイベントルーティングを想定してい
ます。デフォルトの設定オプションの値を変更することにより、ます。デフォルトの設定オプションの値を変更することにより、SMT の動作をカスタマイズできまの動作をカスタマイズできま
す。す。
    

12.6.2. Debezium 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT が要求する送信トレイテーブルの構造が要求する送信トレイテーブルの構造

     デフォルトの送信トレイイベントルーターデフォルトの送信トレイイベントルーター SMT 設定を適用するには、送信トレイテーブルに以下の設定を適用するには、送信トレイテーブルに以下の
列がなければなりません。列がなければなりません。
    

Column        |          Type          | Modifiers
--------------+------------------------+-----------
id            | uuid                   | not null
aggregatetype | character varying(255) | not null
aggregateid   | character varying(255) | not null
type          | character varying(255) | not null
payload       | jsonb                  |

表表12.6 要求される送信トレイテーブル列の説明要求される送信トレイテーブル列の説明

列列 結果結果

id イベントの一意の ID が含まれます。送信トレイメッセージでは、この値は
ヘッダーです。たとえば、重複するメッセージを削除するために、この ID
を使用することができます。

イベントの一意の ID を別の outbox テーブルの列から取得するには、コネ
クター設定で table.field.event.id SMT オプションを設定します。

    "xmin": null
  },
  "op": "c",
  "ts_ms": 1556890294484
}
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aggregatetype コネクターが送信トレイメッセージを出力するトピックの名前に SMT が追
加する値が含まれます。デフォルトの動作では、この値は 
route.topic.replacement SMTオプションのデフォルトの 
${routedByValue} 変数を置き換えます。

たとえば、デフォルト設定では route.by.field SMT オプションは 
aggregatetype に設定され、route.topic.replacement SMT オプション
は outbox.event.${routedByValue} に設定されます。アプリケーション
が送信トレイテーブルに 2 つのレコードを追加するとします。最初のレ
コードでは、aggregatetype 列の値は 顧客顧客 です。2 番目のレコードで
は、aggregatetype 列の値は順番に なりますなります。コネクターは最初のレ
コードを outbox. event.customers トピックに出力します。コネクター
は、2 番目のレコードを outbox.event.orders トピックに出力します。

別の送信トレイテーブル列からこの値を取得するには、コネクター設定で 
route.by.field SMT オプション を設定します。

aggregateid ペイロードの ID を提供するイベントのキーが含まれます。SMT は、この値
を出力される送信トレイメッセージのキーとして使用します。これは、
Kafka パーティションで正しい順序を維持するのに重要です。

イベントキーを別の送信トレイテーブルの列から取得するには、コネク
ター構成でtable.field.event.key SMT オプションを設定します。

type イベントを分類または整理するのに役立つユーザー定義の値。

payload イベント自体を表します。デフォルトの構造は JSON です。このフィール
ドの内容は、以下のいずれかです。

送信トレイメッセージ ペイロードペイロード の一部。

eventType を含む他のメタデータを含む他のメタデータ がヘッダーとして配信され
る場合、ペイロードはエンベロープにカプセル化なしでメッセー
ジ自体になります。

別の送信トレイテーブル列からイベントペイロードを取得するには、コネ
クター設定で table.field.event.payload SMT オプション を設定します。

列列 結果結果

12.6.3. Debezium 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT の基本設定の基本設定

     送信トレイパターンをサポートするように送信トレイパターンをサポートするように Debezium コネクターを設定するには、コネクターを設定するには、Outbox 
.EventRouter SMT を設定します。たとえば、を設定します。たとえば、a .properties ファイルの基本設定は以下のようになりまファイルの基本設定は以下のようになりま
す。す。
    

transforms=outbox,...
transforms.outbox.type=io.debezium.transforms.outbox.EventRouter

12.6.4. 送信トレイイベントルーター変換を選択的に適用するオプション送信トレイイベントルーター変換を選択的に適用するオプション
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     データベースの変更の発生時にデータベースの変更の発生時に Debezium コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、コネクターが出力する変更イベントメッセージの他に、
コネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージコネクターはハートビートメッセージやスキーマ変更およびトランザクションのメタデータメッセージ
など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、など、他の型のメッセージも出力します。これらの他のメッセージの構造は、SMT が処理するようにが処理するように
設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処設計されている変更イベントメッセージの構造とは異なるため、目的のデータ変更メッセージのみを処
理するように、理するように、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。以下の方を選択的に適用するようにコネクターを設定することが推奨されます。以下の方
法のいずれかを使用して、法のいずれかを使用して、SMT を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。を選択的に適用するようにコネクターを設定できます。
    

       変換用の変換用の SMT 述語を設定する述語を設定する。。
      

       SMT のの route.topic.regex 設定オプションを使用する。設定オプションを使用する。
      

12.6.5. Debezium 送信トレイメッセージでのペイロードフォーマットとしての送信トレイメッセージでのペイロードフォーマットとしての Avro の使用の使用

     送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT は、任意のペイロードフォーマットをサポートします。送信トレは、任意のペイロードフォーマットをサポートします。送信トレ
イテーブルのイテーブルの ペイロードペイロード 列値が透過的に渡されます。列値が透過的に渡されます。JSON を使用する代わりに、を使用する代わりに、Avro を使用するこを使用するこ
ともできます。これは、メッセージフォーマットの管理や、送信トレイイベントスキーマの後方互換性ともできます。これは、メッセージフォーマットの管理や、送信トレイイベントスキーマの後方互換性
を維持した進化の確保に役立ちます。を維持した進化の確保に役立ちます。
    

     送信トレイメッセージペイロード用にソースアプリケーションがどのように送信トレイメッセージペイロード用にソースアプリケーションがどのように Avro フォーマットのコフォーマットのコ
ンテンツを生成するかは、本ドキュメントの範囲外です。ンテンツを生成するかは、本ドキュメントの範囲外です。KafkaAvroSerializer クラスを使用してクラスを使用して 
GenericRecord インスタンスをシリアライズすることが考えられます。インスタンスをシリアライズすることが考えられます。Kafka メッセージの値が正確メッセージの値が正確
なな Avro バイナリーデータとなるようにするには、以下の設定をコネクターに適用します。バイナリーデータとなるようにするには、以下の設定をコネクターに適用します。
    

transforms=outbox,...
transforms.outbox.type=io.debezium.transforms.outbox.EventRouter
value.converter=io.debezium.converters.ByteBufferConverter

     デフォルトでは、デフォルトでは、ペイロードペイロード 列値（列値（Avro データ）は、唯一のメッセージ値でデータ）は、唯一のメッセージ値で
す。す。ByteBufferConverter を値コンバーターとして設定すると、を値コンバーターとして設定すると、ペイロードペイロード 列値をそのまま列値をそのまま Kafka 
メッセージ値に伝播します。メッセージ値に伝播します。
    

     ハートビート、トランザクションメタデータ、またはスキーマ変更イベントを出力するようにハートビート、トランザクションメタデータ、またはスキーマ変更イベントを出力するように 
Debezium コネクターを設定することができますコネクターを設定することができます (サポートはコネクターによって異なりますサポートはコネクターによって異なります)。これら。これら
のイベントはのイベントは ByteBufferConverter でシリアライズできないため、コンバーターがこれらのイベントでシリアライズできないため、コンバーターがこれらのイベント
のシリアライズ方法を認識するように追加の設定を指定する必要があります。以下の設定は、スキーマのシリアライズ方法を認識するように追加の設定を指定する必要があります。以下の設定は、スキーマ
なしでなしで Apache Kafka JsonConverter を使用する方法を示しています。を使用する方法を示しています。
    

transforms=outbox,...
transforms.outbox.type=io.debezium.transforms.outbox.EventRouter
value.converter=io.debezium.converters.ByteBufferConverter
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value.converter.delegate.converter.type=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter.delegate.converter.type.schemas.enable=false

     delegate Converter 実装は、実装は、delegate.converter.type オプションで指定します。コンバーターで追オプションで指定します。コンバーターで追
加の設定オプションが必要な場合は、加の設定オプションが必要な場合は、schema .enable=false を使用して上記のスキーマの無効化なを使用して上記のスキーマの無効化な
ど、それらを指定することもできます。ど、それらを指定することもできます。
    

12.6.6. Debezium 送信トレイメッセージへの追加フィールドの出力送信トレイメッセージへの追加フィールドの出力

     送信トレイテーブルに含まれる列の値を、出力される送信トレイメッセージに追加することができ送信トレイテーブルに含まれる列の値を、出力される送信トレイメッセージに追加することができ
ます。たとえば、ます。たとえば、aggregatetype 列に列に purchase-order の値がある送信トレイテーブルと、別の列の値がある送信トレイテーブルと、別の列 
eventType （順序が作成され、（順序が作成され、順序が作成され順序を指定）について考えてみましょう。順序が作成され順序を指定）について考えてみましょう。 eventType 
列の値を送信トレイメッセージのヘッダーに出力するには、以下のように列の値を送信トレイメッセージのヘッダーに出力するには、以下のように SMT を設定します。を設定します。
    

transforms=outbox,...
transforms.outbox.type=io.debezium.transforms.outbox.EventRouter
transforms.outbox.table.fields.additional.placement=type:header:eventType

     eventType 列の値を送信トレイメッセージエンベロープに出力するには、以下のように列の値を送信トレイメッセージエンベロープに出力するには、以下のように SMT を設定を設定
します。します。
    

transforms=outbox,...
transforms.outbox.type=io.debezium.transforms.outbox.EventRouter
transforms.outbox.table.fields.additional.placement=type:envelope:eventType

12.6.7. 送信トレイイベントルーター変換設定用のオプション送信トレイイベントルーター変換設定用のオプション

     次の表で、送信トレイイベントルーター次の表で、送信トレイイベントルーター SMT に指定することのできるオプションを説明します。表に指定することのできるオプションを説明します。表
のの グループグループ 列は、列は、Kafka の設定オプションクラスを示しています。の設定オプションクラスを示しています。
    

表表12.7 送信トレイイベントルーター送信トレイイベントルーター SMT 設定オプションの説明設定オプションの説明

オプションオプション デフォルトデフォルト グルーグルー
ププ

説明説明

table.field.event.id id 表 一意のイベント ID が含まれる送信トレイ
テーブル列を指定します。

table.field.event.key aggregateid 表 イベントキーが含まれる送信トレイテー
ブル列を指定します。この列に値が含ま
れる場合、SMT はその値を出力される送
信トレイメッセージのキーとして使用し
ます。これは、Kafka パーティションで
正しい順序を維持するのに重要です。
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table.field.event.timestam
p

 表 デフォルトでは、出力される送信トレイ
メッセージのタイムスタンプは、
Debezium イベントのタイムスタンプで
す。送信トレイメッセージで別のタイム
スタンプを使用するには、このオプショ
ンを出力される送信トレイメッセージに
使用するタイムスタンプが含まれる送信
トレイテーブル列に設定します。

table.field.event.payload payload 表 イベントペイロードが含まれる送信トレ
イテーブル列を指定します。

table.field.event.payload.i
d

aggregateid 表 ペイロード ID が含まれる送信トレイテー
ブル列を指定します。

table.fields.additional.pla
cement

 テーブ
ル、エ
ンベ
ロープ

送信トレイメッセージのヘッダーまたは
エンベロープに追加する 1 つまたは複数
の送信トレイテーブル列を指定します。
ペアのコンマ区切りリストを指定しま
す。それぞれのペアで、列の名前および
値をヘッダーとエンベロープのどちらに
含めるかを指定します。ペア内の値はコ
ロンで区切ります。以下に例を示しま
す。

id:header,my-field:envelope

列のエイリアスを指定するには、3 番目
の値としてエイリアスが含まれるトリオ
を指定します。以下に例を示します。

id:header,my-field:envelope:my-
alias

2 つ目の値は配置で、常に ヘッダーまたヘッダーまた
はは エンベロープエンベロープ である必要がありま
す。

設定例は、「 Debezium 送信トレイメッ
セージへの追加フィールドの 出力」を参
照してください。

table.field.event.schema.v
ersion

 テーブ
ル、ス
キーマ

このオプションを設定すると、Kafka
Connect スキーマ Javadoc で説明されて
いるように、その値がスキーマバージョ
ンとして使用されます。

オプションオプション デフォルトデフォルト グルーグルー
ププ

説明説明
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route.by.field aggregatetype ルー
ター

送信トレイテーブルの列の名前を指定し
ます。デフォルトの動作では、この列の
値が、コネクターが送信トレイメッセー
ジを出力するトピックの名前の一部にな
ります。例は、要求さ れる送信トレイ
テーブルの説明 にあります。

route.topic.regex (?
<routedByValue
>.*)

ルー
ター

送信トレイ SMT が RegexRouter で送信
トレイテーブルレコードに適用する正規
表現を指定します。この正規表現
は、route.topic.replacement SMT オ
プションの設定の一部です。

デフォルトの動作では、SMT は 
route.topic.replacement SMT オプ
ションの設定でデフォルトの 
${routedByValue} 変数を、 
route.by.field 送信トレイ SMT オプショ
ンの設定に置き換えます。

route.topic.replacement outbox.event 
.${routedByValu
e}

ルー
ター

コネクターが送信トレイメッセージを出
力するトピックの名前を指定します。デ
フォルトのトピック名は outbox .event 
です。です。 その後に、送信トレイテーブルレ
コードの aggregatetype 列の値が含ま
れます。たとえば、aggregatetype の
値が 顧客顧客 の場合には、トピック名は 
outbox.event.customers になりま
す。

トピック名を変更するには、次の操作を
行います。

route.by.field オプションを異
なる列に設定します。

route.topic.regex オプション
を、別の正規表現に設定しま
す。

route.tombstone.on.empt
y.payload

false ルー
ター

空または null ペイロードによってコネク
ターが廃棄(tombstone)イベントを出力
するかどうかを示します。

オプションオプション デフォルトデフォルト グルーグルー
ププ

説明説明
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debezium.op.invalid.beha
vior

warn Debezi
um

送信トレイテーブルに UPDATE 操作が
ある場合の SMT の動作を決定します。設
定可能な値は以下のとおりです。

warn: SMT はログに警告を記録
し、次の送信トレイテーブルレ
コードに進みます。

error: SMT はログにエラーを記
録し、次の送信トレイテーブル
レコードに進みます。

fatal: SMT はエラーをログに記
録し、コネクターは処理を停止
します。

送信トレイテーブルのすべての変更
は、INSERT 操作であると想定されま
す。つまり、送信トレイテーブルは
キューとして機能し、送信トレイテーブ
ルのレコードに対する更新は許可されま
せん。SMT は、送信トレイテーブルで 
DELETE 操作を自動的にフィルターしま
す。

オプションオプション デフォルトデフォルト グルーグルー
ププ

説明説明

     改訂日時：改訂日時： 2022-07-30 09:07:42 +1000
    

Red Hat Integration 2021.Q3 Debezium ユーザーガイドユーザーガイド

472


	目次
	前書き
	多様性を受け入れるオープンソースの強化

	第1章 DEBEZIUM の概要
	1.1. DEBEZIUM の機能
	1.2. DEBEZIUM アーキテクチャーの説明

	第2章 必要なカスタムリソースのアップグレード
	第3章 DB2 の DEBEZIUM コネクター
	3.1. DEBEZIUM DB2 コネクターの概要
	3.2. DEBEZIUM DB2 コネクターの仕組み
	3.2.1. Debezium Db2 コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法
	3.2.2. Debezium Db2 コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法
	3.2.3. Debezium Db2 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名
	3.2.4. Debezium Db2 コネクターのスキーマ変更トピック
	3.2.5. トランザクション境界を表す Debezium Db2 コネクターによって生成されたイベント

	3.3. DEBEZIUM DB2 コネクターのデータ変更イベントの説明
	3.3.1. Debezium Db2 変更イベントのキーについて
	3.3.2. Debezium Db2 変更イベントの値

	3.4. DEBEZIUM DB2 コネクターによるデータ型のマッピング方法
	3.5. DEBEZIUM コネクターを実行するための DB2 の設定
	3.5.1. 変更データキャプチャーの Db2 テーブルの設定
	3.5.2. Db2 キャプチャーエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響
	3.5.3. DB2 キャプチャーエージェントの設定パラメーター

	3.6. DEBEZIUM DB2 コネクターのデプロイ
	3.6.1. Debezium Db2 コネクターのデプロイ
	3.6.2. Debezium Db2 コネクター設定プロパティーの説明

	3.7. DEBEZIUM DB2 コネクターのパフォーマンスの監視
	3.7.1. Db2 データベースのスナップショット作成時の Debezium の監視
	3.7.2. Debezium Db2 コネクターレコードストリーミングの監視
	3.7.3. Debezium Db2 コネクターのスキーマ履歴の監視

	3.8. DEBEZIUM DB2 コネクターの管理
	3.9. DEBEZIUM コネクターでのキャプチャーモードの DB2 テーブルのスキーマの更新
	3.9.1. Debezium Db2 コネクターでのオフラインスキーマ更新の実行
	3.9.2. Debezium Db2 コネクターでのオンラインスキーマ更新の実行


	第4章 MONGODB の DEBEZIUM コネクター
	4.1. DEBEZIUM MONGODB コネクターの概要
	4.2. DEBEZIUM MONGODB コネクターの仕組み
	4.2.1. Debezium コネクターでサポートされる MongoDB トポロジー
	4.2.2. Debezium MongoDB コネクターがレプリカセットおよびシャードクラスターに論理名を使用する方法
	4.2.3. Debezium MongoDB コネクターのスナップショット実行方法
	4.2.4. Debezium MongoDB コネクターが変更イベントレコードをストリーミングする方法
	4.2.5. Debezium MongoDB 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名
	4.2.6. イベントキーが Debezium MongoDB コネクターのトピックパーティショニングを制御する方法
	4.2.7. トランザクション境界を表す Debezium MongoDB コネクターによって生成されたイベント

	4.3. DEBEZIUM MONGODB コネクターのデータ変更イベントの説明
	4.3.1. Debezium MongoDB 変更イベントのキー
	4.3.2. Debezium MongoDB 変更イベントの値

	4.4. DEBEZIUM コネクターと連携する MONGODB の設定
	4.5. DEBEZIUM MONGODB コネクターのデプロイ
	4.5.1. Debezium MongoDB コネクターのデプロイ
	4.5.2. Debezium Db2 コネクター設定プロパティーの説明

	4.6. DEBEZIUM MONGODB コネクターのパフォーマンスの監視
	4.6.1. MongoDB スナップショット時の Debezium の監視
	4.6.2. Debezium MongoDB コネクターレコードストリーミングの監視

	4.7. DEBEZIUM MONGODB コネクターによる障害および問題の処理方法

	第5章 MYSQL の DEBEZIUM コネクター
	5.1. DEBEZIUM MYSQL コネクターの仕組み
	5.1.1. Debezium コネクターでサポートされる MySQL トポロジー
	5.1.2. Debezium MySQL コネクターによるデータベーススキーマの変更の処理方法
	5.1.3. Debezium MySQL コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法
	5.1.4. Debezium MySQL コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法
	5.1.5. Debezium MySQL 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名

	5.2. DEBEZIUM MYSQL コネクターのデータ変更イベントの説明
	5.2.1. Debezium MySQL 変更イベントのキー
	5.2.2. Debezium MySQL 変更イベントの値

	5.3. DEBEZIUM MYSQL コネクターによるデータ型のマッピング方法
	5.4. DEBEZIUM コネクターを実行するための MYSQL の設定
	5.4.1. Debezium コネクターの MySQL ユーザーの作成
	5.4.2. Debezium の MySQL binlog の有効化
	5.4.3. Debezium の MySQL グローバルトランザクション識別子の有効化
	5.4.4. Debezium の MySQL セッションタイムアウトの設定
	5.4.5. Debezium MySQL コネクターのクエリーログイベントの有効化

	5.5. DEBEZIUM MYSQL コネクターのデプロイ
	5.5.1. Debezium MySQL コネクターのデプロイ
	5.5.2. Debezium MySQL コネクター設定プロパティーの説明

	5.6. DEBEZIUM MYSQL コネクターのパフォーマンスの監視
	5.6.1. MySQL データベースのスナップショット作成時の Debezium の監視
	5.6.2. Debezium MySQL コネクターレコードストリーミングの監視
	5.6.3. Debezium MySQL コネクターのスキーマ履歴の監視

	5.7. DEBEZIUM MYSQL コネクターによる障害および問題の処理方法

	第6章 ORACLE 用 DEBEZIUM コネクター (開発者プレビュー)
	6.1. DEBEZIUM ORACLE コネクターの仕組み
	6.1.1. Debezium Oracle コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法
	6.1.2. Debezium Oracle 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名
	6.1.3. Debezium Oracle コネクターによるデータベーススキーマの変更の公開方法
	6.1.4. トランザクション境界を表す Debezium Oracle コネクターによって生成されたイベント
	6.1.4.1. 変更データイベントのエンリッチメント


	6.2. DEBEZIUM ORACLE コネクターのデータ変更イベントの説明
	6.2.1. Debezium Oracle コネクターの変更イベントのキー
	6.2.2. Debezium Oracle コネクターの変更イベントの値

	6.3. DEBEZIUM ORACLE コネクターによるデータ型のマッピング方法
	6.4. DEBEZIUM と連携する ORACLE の設定
	6.4.1. Debezium で使用できるように Oracle データベースの準備
	6.4.2. Debezium Oracle コネクター用の Oracle ユーザーの作成

	6.5. DEBEZIUM ORACLE コネクターのデプロイ
	6.5.1. Oracle JDBC ドライバーの取得
	6.5.2. Debezium Oracle コネクターのデプロイ
	6.5.3. Debezium Oracle コネクター設定プロパティーの説明

	6.6. DEBEZIUM ORACLE コネクターのパフォーマンスの監視
	6.6.1. Debezium Oracle コネクターのスナップショットメトリクス
	6.6.2. Debezium Oracle コネクターのストリーミングメトリクス
	6.6.3. Debezium Oracle コネクターのスキーマ履歴メトリクス

	6.7. DEBEZIUM ORACLE コネクターによる障害および問題の処理方法

	第7章 POSTGRESQL の DEBEZIUM コネクター
	7.1. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターの概要
	7.2. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターの仕組み
	7.2.1. PostgreSQL コネクターのセキュリティー
	7.2.2. Debezium PostgreSQL コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法
	7.2.3. Debezium PostgreSQL コネクターによる変更イベントレコードのストリーミング方法
	7.2.4. Debezium PostgreSQL の変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名
	7.2.5. Debezium PostgreSQL 変更イベントレコードのメタデータ
	7.2.6. トランザクション境界を表す Debezium PostgreSQL コネクターによって生成されたイベント

	7.3. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターのデータ変更イベントの説明
	7.3.1. Debezium PostgreSQL の変更イベントのキー
	7.3.2. Debezium PostgreSQL 変更イベントの値

	7.4. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターによるデータ型のマッピング方法
	7.5. DEBEZIUM コネクターを実行するための POSTGRESQL の設定
	7.5.1. Debezium pgoutput プラグインのレプリケーションスロットの設定
	7.5.2. Debezium コネクターの PostgreSQL パーミッションの設定
	7.5.3. Debezium が PostgreSQL パブリケーションを作成できるように権限を設定
	7.5.4. Debezium コネクターホストでのレプリケーションを許可するように PostgreSQL を設定
	7.5.5. Debezium WAL ディスク領域の消費を管理するための PostgreSQL の設定

	7.6. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターのデプロイメント
	7.6.1. Debezium PostgreSQL コネクターのデプロイ
	7.6.2. Debezium PostgreSQL コネクター設定プロパティーの説明

	7.7. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターのパフォーマンスの監視
	7.7.1. PostgreSQL データベースのスナップショット作成時の Debezium の監視
	7.7.2. Debezium PostgreSQL コネクターレコードストリーミングの監視

	7.8. DEBEZIUM POSTGRESQL コネクターによる障害および問題の処理方法

	第8章 SQL SERVER の DEBEZIUM コネクター
	8.1. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターの概要
	8.2. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターの仕組み
	8.2.1. Debezium SQL Sever コネクターによるデータベーススナップショットの実行方法
	8.2.2. Debezium SQL Server コネクターによる変更データテーブルの読み取り方法
	8.2.3. Debezium SQL Server 変更イベントレコードを受信する Kafka トピックのデフォルト名
	8.2.4. Debezium SQL Server コネクターによるスキーマ変更トピックの使用方法
	8.2.5. Debezium SQL Server コネクターのデータ変更イベントの説明
	8.2.5.1. Debezium SQL Server 変更イベントのキー
	8.2.5.2. Debezium SQL Server 変更イベントの値

	8.2.6. トランザクション境界を表す Debezium SQL Server コネクターによって生成されたイベント
	8.2.6.1. 変更データイベントのエンリッチメント

	8.2.7. Debezium SQL Server コネクターによるデータ型のマッピング方法

	8.3. DEBEZIUM コネクターを実行するための SQL SERVER の設定
	8.3.1. SQL Server データベースでの CDC の有効化
	8.3.2. SQL Server テーブルでの CDC の有効化
	8.3.3. ユーザーが CDC テーブルにアクセスできることの確認
	8.3.4. Azure 上の SQL Server
	8.3.5. SQL Server キャプチャージョブエージェント設定のサーバー負荷およびレイテンシーへの影響
	8.3.6. SQL Server のキャプチャージョブエージェントの設定パラメーター

	8.4. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターのデプロイ
	8.4.1. Debezium SQL Server コネクターのデプロイ
	8.4.2. Debezium SQL Server コネクター設定プロパティーの説明

	8.5. スキーマ変更後のキャプチャーテーブルの更新
	8.5.1. スキーマの変更後のオフライン更新の実行
	8.5.2. スキーマの変更後のオンライン更新の実行

	8.6. DEBEZIUM SQL SERVER コネクターのパフォーマンスの監視
	8.6.1. Debezium SQL Server コネクターのスナップショットメトリクス
	8.6.2. Debezium SQL Server コネクターのストリーミングメトリクス
	8.6.3. Debezium SQL Server コネクターのスキーマ履歴メトリクス


	第9章 DEBEZIUM の監視
	9.1. DEBEZIUM コネクターを監視するためのメトリクス
	9.2. ローカルインストールでの JMX の有効化
	9.2.1. Zookeeper JMX 環境変数
	9.2.2. Kafka JMX 環境変数
	9.2.3. Kafka Connect JMX 環境変数

	9.3. OPENSHIFT 上での DEBEZIUM の監視

	第10章 DEBEZIUM のログ機能
	10.1. DEBEZIUM ログの概念
	10.2. デフォルトの DEBEZIUM ログ設定
	10.3. DEBEZIUM ログの設定
	10.3.1. Debezium ログのレベルの変更
	10.3.2. Debezium のマッピングされた診断コンテキストの追加

	10.4. OPENSHIFT での DEBEZIUM ログ

	第11章 アプリケーション用 DEBEZIUM コネクターの設定
	11.1. KAFKA CONNECT 自動トピック作成のカスタマイズ
	11.1.1. Kafka ブローカーの自動トピック作成の無効化
	11.1.2. Kafka Connect の自動トピック作成の設定
	11.1.3. 自動的に作成されたトピックの設定
	11.1.3.1. トピック作成グループ
	11.1.3.2. トピック作成グループの設定プロパティー
	11.1.3.3. Debezium デフォルトトピック作成グループ設定の指定
	11.1.3.4. Debezium カスタムトピック作成グループ設定の指定
	11.1.3.5. Debezium カスタムトピック作成グループの登録


	11.2. AVRO シリアライゼーションを使用する DEBEZIUM コネクターの設定
	11.2.1. Service Registry の概要
	11.2.2. Avro シリアライゼーションを使用する Debezium コネクターのデプロイの概要
	11.2.3. Debezium コンテナーで Avro を使用するコネクターのデプロイ
	11.2.4. Avro の名前の要件について

	11.3. CLOUDEVENTS フォーマットでの DEBEZIUM 変更イベントレコードの出力
	11.3.1. CloudEvents フォーマットでの Debezium 変更イベントレコードの例
	11.3.2. Debezium CloudEvents コンバーターの設定例
	11.3.3. Debezium CloudEvents コンバーターの設定オプション


	第12章 APACHE KAFKA で交換されたメッセージを修正するためのトランスフォームの適用
	12.1. SMT 述語を使用した変換の選択的適用
	12.1.1. SMT 述語について
	12.1.2. SMT 述語の定義
	12.1.3. 廃棄 (tombstone) イベントの無視

	12.2. 指定したトピックへの DEBEZIUM イベントレコードのルーティング
	12.2.1. 指定したトピックに Debezium レコードをルーティングするユースケース
	12.2.2. 複数テーブルの Debezium レコードを 1 つのトピックにルーティングする例
	12.2.3. 同一トピックにルーティングされる Debezium レコード間でのキーの一意性確保
	12.2.4. トピックルーティング変換を選択的に適用するオプション
	12.2.5. Debezium トピックルーティング変換設定用のオプション

	12.3. イベントの内容に応じた変更イベントレコードのトピックへのルーティング
	12.3.1. Debezium コンテンツベースのルーティング SMT の設定
	12.3.2. 例: Debezium コンテンツベースルーティングの基本設定
	12.3.3. Debezium コンテンツベースルーティングの式で使用される変数
	12.3.4. コンテンツベースのルーティング変換を選択的に適用するオプション
	12.3.5. 他のスクリプト言語によるコンテンツベースのルーティング条件の設定
	12.3.6. コンテンツベースのルーティング変換設定用のオプション

	12.4. DEBEZIUM 変更イベントレコードの絞り込み
	12.4.1. Debezium フィルター SMT の設定
	12.4.2. 例: Debezium フィルター SMT の基本設定
	12.4.3. フィルターの式で使用される変数
	12.4.4. フィルター変換を選択的に適用するオプション
	12.4.5. 他のスクリプト言語によるフィルター条件の設定
	12.4.6. フィルター変換設定用のオプション

	12.5. DEBEZIUM 変更イベントからの状態の 後の ソースレコードの抽出
	12.5.1. Debezium 変更イベントの構造について
	12.5.2. Debezium イベントフラット化変換の動作
	12.5.3. Debezium イベントフラット化変換の設定
	12.5.4. Kafka レコードに Debezium メタデータを追加する例
	12.5.5. イベントフラット化変換を選択的に適用するオプション
	12.5.6. Debezium イベントフラット化変換設定用のオプション

	12.6. 送信トレイパターンを使用する DEBEZIUM コネクターの設定
	12.6.1. Debezium 送信トレイメッセージの例
	12.6.2. Debezium 送信トレイイベントルーター SMT が要求する送信トレイテーブルの構造
	12.6.3. Debezium 送信トレイイベントルーター SMT の基本設定
	12.6.4. 送信トレイイベントルーター変換を選択的に適用するオプション
	12.6.5. Debezium 送信トレイメッセージでのペイロードフォーマットとしての Avro の使用
	12.6.6. Debezium 送信トレイメッセージへの追加フィールドの出力
	12.6.7. 送信トレイイベントルーター変換設定用のオプション



