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ははははじじじじめめめめにににに

このマニュアルでは、Oracleのバックアップと回復について説明します。このマ
ニュアルでは、Recovery Managerユーティリティまたはオペレーティング・システ
ムのコマンドを使用してバックアップ、復元および回復の作業を行うために必要な概
念を説明し、個々の作業についても詳しく説明します。

注注注注意意意意 : この『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド 』では、
Oracle8i Standard Editionおよび Oracle8i Enterprise Editionの 2つの製品の特
徴と機能について説明します。Standard Editionと Enterprise Editionの基本
機能は同じですが、Enterprise Editionでのみ使用できる高度な機能がいくつ
か（一部はオプション）あります。たとえば、表領域の Point-in-Time回復を、
Recovery Managerにより自動的に実行するには、Enterprise Editionが必要で
す。 
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このこのこのこのママママニュニュニュニュアアアアルのルのルのルの構構構構成成成成
このマニュアルは、次の部と章で構成されています。

部部部部 / 章章章章 内内内内容容容容

第第第第 1部部部部  バッバッバッバッククククアップおよアップおよアップおよアップおよびびびび回復計画の回復計画の回復計画の回復計画の立立立立案案案案

第 1章「バックアップおよび回復」 バックアップおよび回復の概念、方法について、全般的な
概要を説明します。

第 2章「データ構造の管理」 バックアップおよび回復を実行する際の、制御ファイル、
オンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログの管
理方法を説明します。

第 3章「バックアップおよび回復計画の立案」 バックアップおよび回復計画を立案する際のガイドライン
を説明します。

第第第第 2部部部部 Recovery Managerの使の使の使の使用用用用方法方法方法方法

第 4章「Recovery Managerの概要」 Recovery Managerユーティリティの特徴と機能を説明し
ます。

第 5章「Recovery Managerのスタート・ガイド」 Recovery Managerを使用した起動方法と、リカバリ・カ
タログを使用すべきケースを説明します。さらに、各コマ
ンドの実行方法、ターゲット・データベースへの接続方法
についても説明します。

第 6章「Recovery Managerのメタデータの管理」 リカバリ・カタログまたは制御ファイルを使用した、
RMANメタデータの管理方法を説明します。

第 7章「Recovery Managerによるリストおよびレ
ポートの生成」

バックアップ、コピーおよびレポートのリストの生成方法
を説明します。このレポートはどのデータ・ファイルを
バックアップすべきか、どのバックアップが古くなってい
るか、さらに、特定の時点のデータベース・スキーマの構
造についても説明します。

第 8章「Recovery Managerでのバックアップおよび
コピーの作成」

Recovery Managerを使用した、データ・ファイル、制御
ファイル、アーカイブ REDOログのバックアップおよびイ
メージ・コピーの作成方法を説明します。

第 9章「Recovery Managerによる復元と回復」 データ・ファイル、制御ファイル、アーカイブ REDOログ
のバックアップおよびコピーを復元し、データ・ファイル
に対してメディア回復を実行する方法を説明します。

第 10章「Recovery Managerによる複製データベース
の作成」

ターゲット・データベースのデータ・ファイルのバック
アップを使用し、このデータベースの複製を、ローカル・
ホストまたはリモート・ホスト上に作成する方法を説明し
ます。
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対象対象対象対象読読読読者者者者
このマニュアルは、Oracleデータベース・システムのバックアップおよび復元、回復の各操
作を管理する DBAを対象としています。 

前提前提前提前提ととととなるなるなるなる知知知知識識識識
このマニュアルは、リレーショナル・データベースの概念およびデータベースの基本的な管
理方法に詳しい読者を対象として書かれています。また、Oracle製品の実行に使用するオペ
レーティング・システム環境をよく理解していることも前提になっています。 

表記表記表記表記規規規規則則則則
次の項目について、このマニュアルで使用する表記規則について説明します。

■ テキスト

第第第第 3部部部部 Recovery Managerリフリフリフリファァァァレンスレンスレンスレンス

第 11章「Recovery Managerのコマンド構文」 すべての RMANコマンドの、構文図、パラメータの説明
およびコードのサンプルが記載されています。

第 12章「リカバリ・カタログ・ビュー」 リカバリ・カタログで利用できるビューについて説明しま
す。

第第第第 4部部部部 バックアバックアバックアバックアッッッップおよび回プおよび回プおよび回プおよび回復復復復におけにおけにおけにおけるるるる O/Sコマンドのコマンドのコマンドのコマンドの使使使使用方法用方法用方法用方法 

第 13章「オペレーティング・システム環境でのバッ
クアップの実行」

オペレーティング・システムのバックアップを実行するた
めの手順を説明します。

第 14章「オペレーティング・システム環境での回復
の実行」

オペレーティング・システムのコマンドを使用してメディ
ア回復を実行するための手順を説明します。

第 15章「オペレーティング・システム環境での回復
シナリオ」

メディア回復実行の手順を、いくつかの実例を挙げて説明
します。

第 16章「スタンバイ・データベースの管理」 スタンバイ・データベースの計画、作成およびメンテナン
ス方法を説明します。

付録 A「Recovery Managerによる表領域の
Point-in-Time回復の実行」

表領域の Point-in-Time回復を、Recovery Managerを使用
して実行する場合の計画作成のガイドラインを示し、実際
の手順を説明します。

付録 B「オペレーティング・システム環境での表領域
の Point-in-Time回復の実行」

表領域の Point-in-Time回復を手動で実行する場合の計画作
成のガイドラインを示し、実際の手順を説明します。

部部部部 / 章章章章 内内内内容容容容
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■ 構文図および表記法

■ サンプル・コード

テテテテキキキキスススストトトト
この項では、テキスト中で使用される表記規則を説明します。 

英大文字英大文字英大文字英大文字
英文大文字は表領域名、初期化パラメータおよび SQLキーワードなど、注意が必要なもの
に使用します。 

たとえば、次のようになります。"プライベート・ロールバック・セグメントを作成する場
合は、その名前を init.ora ファイルの ROLLBACK_SEGMENTSパラメータに記述する必
要があります。この情報を確認するには、SQL*Plusで SHOW PARAMETER文を発行しま
す。"

イタリック文字イタリック文字イタリック文字イタリック文字
イタリック体の語句は SQLの変数または Recovery Managerの構文の変数を表します。

たとえば、次のようになります。"アーカイブ REDOログとは、オフラインでコピーされ
た、オンライン REDOログのことです。この機能を使用可能にするには、データベースを
ARCHIVELOGモードで実行する必要があります。Recovery Managerを使用している場合
は、archivelog like  '/oracle/archive/arc_*'サブ句を使えば、 backupコマンドにアーカイブ
REDOログを指定できます。"

太字太字太字太字 
テキスト内の太字の語句は、Recovery Managerのキーワードまたはオペレーティング・シ
ステム固有のコマンドを表します。 

たとえば、次のようになります。"データベースをバックアップするには、Recovery 
Managerの backupコマンドを使用します。同様にして、ファイルをコピーする場合は
UNIXの cpコマンドを使用します。"

クーリエ文字クーリエ文字クーリエ文字クーリエ文字 
ファイル名およびディレクトリはクーリエ・フォントで示します。コード例の前のテキスト
中のクーリエ文字は、そのコード例で使用されるファイル名またはキーワードを示します。

たとえば、次のようになります。"このコマンドで表領域 tbs_1 がバックアップされます。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup tablespace tbs_1;
}
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Recovery Manager のののの構構構構文図お文図お文図お文図およよよよび表記び表記び表記び表記法法法法
Recovery Managerの構文規則は、11-2ページの「このリファレンス・マニュアルでの表記
法」を参照してください。

ココココードードードード例例例例 
SQL、SQL*Plusおよび Recovery Managerのコマンドと構文は、クーリエ・フォントで示
し、各段落の本文からは間隔を置いて記述します。たとえば、次のようになります。

INSERT INTO emp (empno, ename) VALUES (1000, 'SMITH'); 
ALTER TABLESPACE users ADD DATAFILE 'users2.ora' SIZE 50K; 
run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
}

コマンド行から RMANを実行する場合のコマンド・プロンプトは RMAN>となります。
SQL*Plusのコマンド行からコマンドを実行する場合のプロンプトは SQL> となります。こ
れらのプロンプトは、混乱の防止に必要な場合のみコード例に示します。

SQL、SQL*Plusおよび RMANのコマンドは、異なったプラットフォームのさまざまな環境
で実行できます。このマニュアルは、できるだけ一般的なドキュメンテーションの提供を指
向したものとなっています。つまり、特定のオペレーティング・システムまたはインタ
フェースでの使用を想定したものではありません。ただし、構文が O/Sレベルでどのよう
に作用するかを示して説明することが必要な場合もあります。そのような場合、このマニュ
アルでは、UNIXのコマンド行インタフェースを実例に使用し、O/Sのプロンプトを表す場
合は%を使用します。たとえば、次のようになります。

% rman target / rcvcat rman/rman@inst2
RMAN> startup

このこのこのこのママママニュニュニュニュアアアアルのルのルのルの使使使使用方用方用方用方法法法法
このマニュアルを読む前に、必ず次のマニュアルを読んでください。

■ 『Oracle8i 概要』の初めの部分。Oracleの概念および用語など、このマニュアルの内容
の基礎となる情報が記載されています。『Oracle8i 概要』のその他の章には、Oracleの
アーキテクチャおよび機能についてのさらに詳しい説明があります。 

■ 『Oracle8i 管理者ガイド』の、制御ファイル、オンライン REDOログおよびアーカイブ
REDOログの管理に関する章。

参照する機会の多いリファレンス・ガイドは次のとおりです。

■ 『Oracle8i SQL リファレンス』

■ 『Oracle8i リファレンス・マニュアル』
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第第第第 I部部部部

  ババババックックックックアアアアッッッッププププおよおよおよおよびびびび回復回復回復回復計計計計画の画の画の画の立立立立案案案案





バックアップおよび
1

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび回回回回復復復復

この章では、バックアップおよび回復の基礎となるデータベースの概念を紹介します。この
章の目的は、全般的な概要を説明することです。バックアップおよび回復の概念の詳細は、
後の各章で説明します。

取り上げる項目は次のとおりです。

■ バックアップおよび回復

■ バックアップおよび回復の実行時に重要となるデータ構造

■ バックアップ計画の基本の理解

■ 回復計画の基本の理解
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バックアップおよび回復
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププおよおよおよおよびびびび回復回復回復回復
簡単にいえば、バックアップ（backup）とは、データのコピーのことです。このコピーに
は、制御ファイルやデータ・ファイルなどの、データベースの重要な部分が含まれていま
す。バックアップは、予期しないデータの損害およびアプリケーション・エラーに対処する
ものです。オリジナルのデータが失われても、バックアップを使用すると元通りにできま
す。 

バックアップは、物理バックアップ（physical backups）と論理バックアップ（logical 
backups）に分類されます。物理データベース・ファイルのコピーを物理バックアップと呼
びますが、このマニュアルはその説明を第一の目的としています。これに対し、Oracle 
Exportユーティリティを使用して抽出し、バイナリ・ファイルに格納したデータで構成され
るものを論理バックアップと呼びます。論理バックアップは物理バックアップの補完に使用
します。物理バックアップを作成するには、Oracle8i Recovery Managerユーティリティま
たは O/Sのユーティリティを使用します。

物理バックアップの復元（restore）とは、これを再構築し、Oracle Serverが使用できる状態
にすることです。復元されたデータ・ファイルの回復（recovery）とは、REDOレコード
（redo record）（バックアップの実行後にデータベースに加えた変更の記録）を使用して、
データ・ファイルを更新することです。Recovery Manager（RMAN）を使用している場合
は、復元されたデータ・ファイルの回復に、増分バックアップ（incremental backup）を使
用することもできます。増分バックアップとは、変更されたデータ・ブロックのみで構成さ
れるデータ・ファイルのバックアップのことです。 

インスタンス障害が発生した場合、Oracleは自動的にクラッシュ回復（crash recovery）お
よびインスタンス回復（instance recovery）を実行します。インスタンス回復では、2つの
処理が自動的に実行されます。オンライン REDOレコードを適用して、できるだけ現行に
近い時点までバックアップをロールフォーワード（rolling forward）し、コミットしていな
いトランザクションで行われた変更はすべて、オリジナルの状態にロールバック（rolling 
back）します。 

インスタンス回復に対して、メディア回復（media recovery）では回復コマンドの発行が必
要です。RMANを使用している場合に、アーカイブ REDOログまたは増分バックアップを
データ・ファイルに適用するには、recoverコマンドを発行します。RMANは、適切な増分
バックアップまたは REDOログを自動選択して適用します。SQL*Plusを使用している場合
にアーカイブ・ログを適用するには、RECOVER文または ALTER DATABASE RECOVER文
を発行します。 

図 1-1 に、データベースにおける、バックアップ、復元およびメディア回復の基本原則を示
します。
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バックアップおよび回復
図図図図 1-1  データデータデータデータベベベベースの回復ースの回復ースの回復ースの回復おおおおよび復元よび復元よび復元よび復元 

一般に、回復とは、バックアップの復元、ロールフォワードおよびロールバックに伴う操作
のことを指します。 バックアップと回復とは、一般に、データベースをデータ損失から保護
し、万一データが失われたときに、そのデータを再構築するための、方針および操作のこと
です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :  Recovery Managerの機能の概要は、第 4章の「Recovery Managerの概要」を参
照してください。O/Sバックアップおよび回復の実行方法は、第 13章の「オペレーティン
グ・システム環境でのバックアップの実行」および第 14章の「オペレーティング・システ
ム環境での回復の実行」を参照してください。
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バックアップおよび回復
Oracleににににおおおおけけけけるるるるデデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・トトトトラララランンンンザザザザククククシシシショョョョンンンンのののの記記記記録録録録保保保保持持持持のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ
バックアップおよび回復の基礎を理解するには、Oracleがどのような仕組みで、データベー
スに加えられた変更を記録するかについて、理解する必要があります。データベースに変更
が加えられるたびに、Oracleは、REDOログ・バッファ（redo log buffer）の変更記録をメ
モリーに生成します。この記録を REDOレコードと呼びます。Oracleは、コミットされた
変更も、コミットされていない変更も、REDOログ・バッファに記録します。  

この REDOログ・バッファは、ディスク上に存在するオンライン REDOログ（online redo 
log）に頻繁に書き込まれます。オンライン REDOログは、最低 2つのオンライン REDOロ
グ・ファイルで構成されます。これらのログに対し、Oracleは循環方式で書込みを実行しま
す。すなわち、あるログ・ファイルに書込みを行い、現行ログが満杯になると、利用可能な
次のファイルに切り替えます。 

Oracleが ARCHIVELOGモード（NOARCHIVELOGモードではなく）で運用されていると
きのみ、システムはディスクの指定した場所にファイルをコピーし、非現行のオンライン
REDOログ・ファイルに REDO情報をアーカイブ（archiving）する処理を開始します。オ
ンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログには、データベースへの変更の記録がす
べて含まれているため回復にとって重要です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : オンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログの概要は、『Oracle8i 概要』
を参照してください。前述のデータ構造の基礎的な管理方法は、『Oracle8i 管理者ガイド』
を参照してください。バックアップおよび回復の実行時における、構造の管理方法は、第 2
章の「データ構造の管理」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび回回回回復復復復操操操操作作作作
物理バックアップとは、データ・ファイル、表領域またはデータベースの、ある時点でのス
ナップショットです。データベースのバックアップを定期的にとっておくと、元のデータ
ベースのデータの一部が失われても、そのバックアップを使用してメディア回復が実行でき
ます。データベースを現行の状態に戻すには、メディア回復の実行時に、REDOレコードま
たは増分バックアップを最新のバックアップに適用します。このバックアップが一貫性バッ
クアップ（consistent backup）であれば、回復を実行せずに復元することもできます。

Oracleでは、古いバックアップを復元した後、一部の REDOデータを適用するのみで、
データベースを、指定した時点または SCNの状態まで回復することが可能です。このよう
なタイプの回復を、不完全回復（incomplete recovery）と呼びます。不完全回復を実行した
後は、RESETLOGS操作でデータベースを開き、そのオンライン REDOログをリセットして
ください。 

メディア回復の概念を、例を使用して説明します。データベースのバックアップを正午に作
成したと仮定します。正午から、このデータベースに毎秒 1回ずつ変更が加えられました。
1時までに REDOログの切り替えが、3回行われましたが、データベースが ARCHIVELOG
モードで実行されていたため、これらの REDOログはディスクにアーカイブされました。
午後 1時、ディスク・ドライブに障害が発生しました。しかし、正午の状態のデータベー
ス・バックアップ全体を、機能しているディスク・ドライブに復元し、さらにアーカイブ
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バックアップおよび回復
REDOログを使用して、データベースを 1時の状態にまで回復し、変更を再構築できまし
た。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 一貫性バックアップを、O/Sコマンドを使用して作成する方法は、13-4ページの
「一貫性のある全体データベース・バックアップの作成」を参照してください。メディア回
復の実行方法は、第 14章の「オペレーティング・システム環境での回復の実行」を参照し
てください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび回回回回復復復復のののの基基基基本本本本計計計計画画画画
バックアップおよび回復の操作は、煩雑になることがありますが、効果的な計画を立案する
ための基本原則は、次に示すように単純です。

1. 同じ内容の複数のオンライン REDOログを、別々のディスクに保存する。

2. REDOログを複数の場所にアーカイブするか、またはアーカイブ REDOログを頻繁に
バックアップする。

3. 制御ファイルの同時コピーを複数作成して保管する。1-7ページの「制御ファイル」を
参照してください。

4. データ・ファイルおよび制御ファイルのバックアップを頻繁にとり、これらを安全な場
所（できれば複数のメディア）に保存する。

これらはバックアップおよび回復方法の原理です。データ・ファイル、制御ファイルおよび
アーカイブ REDOログを、安全な場所に保管しておけば、万一火災でハードウェアが損傷
を受けることがあっても、元のデータベースを再作成できます。 

災害からの効果的かつ洗練された保護手法の一つとして、スタンバイ・データベースを保持
しておくことが挙げられます。スタンバイ・データベースとは、稼動データベースの内容を
そのまま複製したもので、Net8接続を通じて配分される REDOログにより、自動的な更新
が可能です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : オンライン REDOログなど、重要なデータ構造の詳細は、第 2章の「データ構造
の管理」を参照してください。バックアップおよび回復計画立案の詳細は、第 3章の「バッ
クアップおよび回復計画の立案」を参照してください。スタンバイ・データベースの保持の
詳細は、第 16章の「スタンバイ・データベースの管理」を参照してください。
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バックアップおよび回復の実行時に重要となるデータ構造
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププおよおよおよおよびびびび回復回復回復回復のののの実実実実行行行行時に時に時に時に重重重重要と要と要と要とななななるデるデるデるデーーーータ構タ構タ構タ構造造造造
バックアップおよび回復計画を詳細に検討するにあたっては、バックアップおよび回復操作
に関係する、物理データベースの構造を理解する必要があります。この項では、次の項目に
ついて簡単に説明します。

■ データ・ファイル

■ 制御ファイル

■ ロールバック・セグメント

■ オンライン REDOログ・ファイル

■ アーカイブ REDOログ・ファイル

これらの項目については、このマニュアルの後の章でさらに詳しく説明します。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Oracle8i アーキテクチャの概要は、『Oracle8i 概要』を参照してください。データ
構造の管理方法は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルル
各 Oracleデータベースには、1つ以上の物理データ・ファイルがあります。データベースの
データ・ファイルは、表領域と呼ばれる論理構造に属し、データベースのデータを含んでい
ます。データ・ファイルは、データ・ブロック（data block）と呼ばれるさらに小さい単位
に分割されます。表および索引などのデータベースの論理構造のデータは、データベースに
割り当てられたデータ・ファイルのブロックに物理的に存在します。

各データ・ファイルの最初のブロックをヘッダーと呼びます。ヘッダーには、ファイル・サ
イズ、ブロック・サイズ、作成タイムスタンプおよびチェックポイント SCN（1-9ページの
「システム変更番号（SCN）」を参照）などの、重要な情報が含まれています。データベース
をオープンするたびに、Oracleはデータ・ファイルのヘッダー情報を、制御ファイルに格納
された情報と照合し、回復が必要かどうかを判断します。

デデデデーーーータ・ファタ・ファタ・ファタ・ファイイイイルの使用ルの使用ルの使用ルの使用方法方法方法方法
Oracleは、通常の操作中にデータ・ファイルのデータを読み取り、メモリー内のバッファ・
キャッシュに格納します。たとえば、ユーザーがある表に入っているデータにアクセスする
と想定します。要求された情報が既にバッファ・キャッシュに入っていなければ、Oracleは
適当なデータ・ファイルから情報を読み取り、メモリーに格納します。 

修正されたバッファは、バックグラウンド・プロセス DBWn（データベース・ライターまた
は dbライター）によってディスクに書き込まれます。通常、Oracle Serverプロセスがバッ
ファ内のブロックを変更する時点と、DBWnがこれをディスクに書き込む時点は異なりま
す。ディスクに書き込めずにメモリーに蓄積されるデータが多くなると、インスタンス回復
の時間が長くなります。クラッシュまたはメディア障害が発生した場合、Oracleは現行のオ
ンライン・ログの REDOログを適用して変更を回復する必要があるためです。この時間、
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バックアップおよび回復の実行時に重要となるデータ構造
つまり平均回復時間（MTTR）を最小限にすることは、バックアップおよび回復計画の重要
なポイントです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :  MTTR調整パラメータの詳細は、『Oracle8i チューニング』を参照してください。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルル
各 Oracleデータベースには、制御ファイル（control file）が 1つあります。制御ファイル
は、データベースを構成する全ファイルの、オペレーティング・システムのファイル名を含
んでいるため、特に重要なバイナリ・ファイルです。ここには、回復時に使用される一貫性
情報も含まれています。それは次のようなものです。 

■ データベース名

■ データベース作成時のタイムスタンプ

■ データベースのデータ・ファイルの名前と、オンラインおよびアーカイブ REDOログ・
ファイルの名前

■ チェックポイント（checkpoint）情報。このポイント以前に加えられた変更は、すべて
データ・ファイルに保存されていることを示す、REDOログ内のレコードです。

■ バックアップ情報（Recovery Managerユーティリティを使用する場合）

制御ファイルを多重化（multiplexing）する場合は、そのコピーを複数作成するよう Oracle
を構成し、制御ファイルをデータ損失から保護します。ディスクのミラー化をサポートして
いるオペレーティング・システムであれば、制御ファイルのミラー化（mirroring）、すなわ
ち、制御ファイルのコピーを複数のディスクに書き込むことが可能です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 制御ファイルの多重化およびミラー化の詳細は、2-7ページの「複数の制御ファイ
ルのメンテナンス」を参照してください。制御ファイルの管理方法の概略は、『Oracle8i 管
理者ガイド』を参照してください。

制制制制御御御御ファイルのファイルのファイルのファイルの使使使使用方法用方法用方法用方法 
Oracleデータベースのインスタンスをマウントするたびに、そのデータベースの制御ファイ
ルが調べられ、データベース操作の実行にオープンする必要があるデータ・ファイルおよび
REDOログ・ファイルが識別されます。データベースの物理的な構成が変更されると（たと
えば、新しいデータ・ファイルまたは REDOログ・ファイルの作成時など）、Oracleはその
データベースの制御ファイルを修正し、変更を反映します。

データベースを構成するファイルのセットを変更したときは、必ず制御ファイルをバック
アップしてください。構造の変更の例としては、データ・ファイルまたは表領域の追加、削
除または変更や、オンライン REDOログの追加および削除があります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 制御ファイルのバックアップ方法は、2-5ページの「構造変更後の制御ファイルの
バックアップ」を参照してください。
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バックアップおよび回復の実行時に重要となるデータ構造
ロロロローーーールルルルババババッッッックククク・・・・セセセセググググメメメメンンンントトトト
データベースには、必ず 1つ以上のロールバック・セグメントが含まれています。ロール
バック・セグメントとは、データ・ファイルに含まれている論理構造です。トランザクショ
ンによってデータ・ブロックが修正されると、ロールバック・セグメントは変更前の情報を
記録します。

ロロロローーーールバックルバックルバックルバック・・・・セグメンセグメンセグメンセグメントトトトの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
Oracleは、ロールバック・セグメントを使用してさまざまな処理を実行します。通常、デー
タベースのロールバック・セグメントには、コミットされていないトランザクションにより
変更されたデータの、古い値が格納されています。データベース回復を行う場合、Oracleは
ロールバック・セグメントの情報を使用して、REDOログからデータ・ファイルに適用され
たコミットされていない変更を取り消し、データの一貫性を保ちます。

たとえば、ユーザーが表の行値を 5から 7に変更したとします。REDOログはこの変更のレ
コードを保持し、ロールバック・セグメントは古い値を格納します。しかし、ユーザーがこ
のトランザクションをコミットする前に、停電が発生したと仮定します。電源が回復する
と、データベースはクラッシュ回復操作を実行します。この場合、REDOログを使用して値
を 5から 7にロールフォワードし、続いてロールバック・セグメントを使用してコミットさ
れていない 7から 5への変更を取り消します。

オオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググ・・・・フフフファァァァイイイイルルルル
各 Oracleデータベースには、複数のオンライン REDOログ（online redo log）ファイルが
あります。Oracleは、識別のため、各 REDOログ・ファイルに一意のログ順序番号（log 
sequence number）を割り当てます。データベースの REDOログ・ファイル集合が、その
データベースの REDOログ（redo log）になります。Oracleではデータベースへのすべての
変更を、REDOログを使用して記録します。 

Oracleは、REDOレコード（redo record）の変更をすべて記録します。これらの変更は、何
が変更されたかを示す、REDOログへのエントリとなります。たとえば、ユーザーが給与計
算表の列値を 5から 7に更新したとします。Oracleは古い値をロールバック・セグメント
に、新しい値を REDOレコードに記録します。REDOログにはデータベースへの変更がす
べて格納されるため、このトランザクションの REDOレコードに含まれる要素は実際には
次の 3つとなります。

■ ロールバック・セグメントのトランザクション表の変更

■ ロールバック・セグメントのデータブロックの変更

■ 給与計算表のデータブロックの変更

給与計算表の更新をコミットすると、Oracleは新しい REDOレコードを生成し、この変更
に SCNを割り当てます。このように、データベースで行われた処理はすべて注意深く管理
されます。
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バックアップおよび回復の実行時に重要となるデータ構造
REDOロロロログ・ファグ・ファグ・ファグ・ファイイイイルの循環ルの循環ルの循環ルの循環使用使用使用使用
オンライン REDOログ・ファイルへの書込みは、ログ・ライター・バックグラウンド・プ
ロセス（LGWR）によって循環方式で行われます。すなわち、現行のオンライン REDOロ
グ（current online redo log）が満杯になると、LGWRは利用可能な次の非アクティブ
REDOログ（inactive redo log）に書込みを行います。LGWRはデータベースの各オンライ
ン REDOログ・ファイルを巡回して、古い REDOデータを上書きします。満杯になったオ
ンライン REDOログ・ファイルは再使用できますが、使用可能になる時期はアーカイブの
設定によって異なります。

■ アーカイブが使用禁止の場合、満杯のオンライン REDOログは、そのログに記録された
変更がデータ・ファイルに反映された後、使用可能になります。

■ アーカイブが使用可能な場合、満杯のオンライン REDOログは、変更がデータ・ファイ
ルに反映され、さらに同ファイルがアーカイブされた後、使用可能になります。

シシシシスススステム変更テム変更テム変更テム変更番番番番号（号（号（号（SCN））））
システム変更番号（system change number: SCN）は、データベースのコミット済みバー
ジョンを一意的に識別する、増加し続ける値です。ユーザーがトランザクションをコミット
するたびに、Oracleは新しい SCNを記録します。SCNはアラート・ログ・ファイルからの
取得など、多数の取得方法があります。SCNは回復時の識別子に使用できます。たとえば、
データベースを SCN1030の状態まで不完全回復するといったことが可能です。

SCNは制御ファイル、データ・ファイル・ヘッダーおよび REDOレコードで使用されます。
REDOログ・ファイルには、必ずログ順序番号と、低および高 SCNがあります。低 SCNに
はログ・ファイル内の最も小さい SCN、高 SCNにはログ・ファイル内の最も大きい SCN
が記録されています。

オオオオンンンンライライライラインンンン REDOロロロロググググの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
REDOログは回復時に重要な意味を持ちます。たとえば、停電により、変更済みデータの永
続的な書込みが、データ・ファイルに行えなくなったとします。このような場合でも、デー
タ・ファイルの古いバージョンと、オンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログに
記録された変更を組み合わせれば、失われたデータを再構築できます。

REDOログ障害からデータベースを保護するため、Oracleでは REDOログの多重化が可能
です。Oracleが REDOログを多重化した場合、REDOログの複数のコピーが異なるディス
クに保持されます。オンライン REDOログはバックアップしないでください。また、復元
の必要も一切ありません。REDOログはアーカイブして保管します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : バックアップおよび回復時のオンライン REDOログ管理の詳細は、2-11ページの
「オンライン REDOログの管理」を参照してください。全般的な説明は、『Oracle8i 管理者ガ
イド』を参照してください。
バックアップおよび回復 1-9



バックアップおよび回復の実行時に重要となるデータ構造
アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググ・・・・フフフファァァァイイイイルルルル
アーカイブ REDOログ（archived redo log）とは、REDOエントリが満杯になったため非ア
クティブとなり、パラメータ・ファイルで指定した 1つ以上の宛先にコピーされたオンライ
ン REDOログ・ファイルです。Oracleは、次の 2つのアーカイブ・モードのうち、いずれ
かを実行できます。

データベースを ARCHIVELOGモードで実行すると、次のような結果が得られます。

■ インスタンス障害、メディア障害のいずれの場合でもデータベースを完全に回復でき
る。

■ ホット・バックアップ（hot backup）が可能。すなわち、データベースをオープンして
使用できる状態でバックアップできます。

■ アーカイブ REDOログのスタンバイ・データベース（standby database）への送信およ
び適用が可能。スタンバイ・データベースとは、プライマリ・データベースの複製で
す。

■ 回復方法の選択肢が増える。たとえば、不完全回復および表領域の Point-in-Time回復
（TSPITR）が可能です。

■ アーカイブ REDOログを格納するには、追加の管理操作を実行する必要がある。

■ アーカイブ・ログを格納するには、ディスク領域が余分に必要となる。

データベースを NOARCHIVELOGモードで実行すると、次のような結果が得られます。

■ データベースのバックアップは、正しく停止し完全にクローズした場合に限り可能。 

■ 通常、メディア回復は、データベース全体の復元に限定される。最後の全体データベー
ス・バックアップ以降の変更はすべて失われる。

■ アーカイブ REDOログが作成されないため、追加の管理作業が発生しない。

 

ARCHIVELOG 満杯になったオンライン REDOログ・ファイルをアーカイ
ブし、循環方式で再使用します。 

NOARCHIVELOG 満杯になったオンライン REDOログ・ファイルをアーカイ
ブせず、循環方式で再使用します。 

注注注注意意意意 : NOARCHIVELOGモードで運用中の場合、現行のオンライン・ロ
グ・ファイルが一番最後にバックアップをとってからまだ上書きされてい
ない状態でないとデータベースを回復できません。
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バックアップ計画の基本の理解
関連項関連項関連項関連項目目目目 : REDOログのアーカイブの詳細は、2-14ページの「アーカイブ REDOログの管
理」および『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。スタンバイ・データベースの詳
細は、第 16章の「スタンバイ・データベースの管理」を参照してください。

バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ計画計画計画計画のののの基本基本基本基本のののの理理理理解解解解
物理バックアップとは、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログの
コピーで、データ損失に備えて保存します。バックアップ計画は、次の事柄を考慮して検討
します。

■ バックアップの重要性

■ 発生しうる障害のタイプ

■ バックアップ対象について

■ バックアップ方法の選択

■ 一貫性バックアップと非一貫性バックアップの選択

■ バックアップの回数

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの重重重重要要要要性性性性
次のような場合に失う収益を想像してみてください（得意先の不満の大きさは言うまでもあ
りません）。カタログ会社、特急配送サービス、銀行または航空会社の実働データベースが、
5分か 10分でも突然使用できなくなったとしたらどうなるでしょう。また、メディア障害の
ために重要な給与計算表のデータ・ファイルを失って、バックアップがないために復元も回
復もできないとしたらどうでしょうか。失われた情報の量および価値によっては、重大な結
果がもたらされる場合があります。 

頻繁にバックアップを作成すれば、データが失われても少なくともその一部は復元すること
ができます。データベースが ARCHIVELOGモードで運用されている場合は、復元された
バックアップに REDOを適用すれば、失われた変更をすべて再構築できます。 

発発発発生生生生ししししううううるるるる障障障障害害害害ののののタタタタイイイイププププ
バックアップは、データ損失または破損に対処します。残念なことに、データはさまざまな
理由で失われたり破損したりします。したがって、バックアップ計画は、下記に示したさま
ざまな可能性を考慮して立案する必要があります。データ損失が発生する、最も一般的なタ
イプの障害は次のとおりです。

文障害 Oracleプログラムで文を処理する際に発生する論理障害。た
とえば、ユーザーが無効な SQL文を発行した場合などに発生
します。文障害が起こると、その文の実行結果が Oracleによ
り自動的に取り消され、制御がユーザーに戻されます。 
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バックアップ計画の基本の理解
プロセス障害 不正な接続の切断またはプロセスの終了など、Oracleにアク
セスするユーザー・プロセスで起こる障害。Oracleおよび他
のユーザー・プロセスでは処理を続けることができますが、
失敗したユーザー・プロセスでは処理を続けることはできま
せん。ユーザー・プロセスがデータベースの修正に失敗した
場合、Oracleバックグラウンド・プロセスは、コミットされ
ていない実行結果を取り消します。

インスタンス障害 Oracleインスタンス、すなわち SGAおよびバックグラウン
ド・プロセスが機能しなくなる問題。停電などのハードウェ
ア上の問題、またはオペレーティング・システムのクラッ
シュなどのソフトウェア上の問題が原因で、インスタンス障
害が起こる場合があります。インスタンスに障害が発生する
と、Oracleは SGAのバッファ内のデータをデータ・ファイ
ルに書き込みません。 

単一サーバーの環境では、次回の起動でデータベースがオー
プンされたときに、Oracleが自動的にクラッシュ回復を実行
します。Oracle Parallel Server環境（OPS）では、別のイン
スタンスが障害発生後すぐにインスタンス回復を実行します。

ユーザー・エラーまたは
アプリケーション・エラー

データの損失をもたらすユーザーまたはアプリケーションの
問題。たとえば、ユーザーが給与計算表のデータを誤って削
除してしまうことがあります。 

ユーザー・エラーの場合は、エラーが起こる前の時点まで
データベースを回復する必要があります。ユーザー・エラー
から回復や、その他特殊な状況で必要となる回復条件を適用
できるように、Oracleはデータベース Point-in-Time回復
（DBPITR）または表領域 Point-in-Time回復（TSPITR）を提
供します。たとえば、ユーザーが誤って給与計算のデータを
削除した場合でも、そのデータが削除される前の状態にデー
タベースを回復できます。

メディア障害 データベースの運用に必要なファイルの書込みまたは読取り
を、Oracleが試行したときに発生する物理的な問題。一般的
な例は、ディスク・ヘッドのクラッシュで、この場合はディ
スク・ドライブ上すべてのデータが失われます。ディスク障
害により、データ・ファイル、REDOログ・ファイルおよび
制御ファイルなど複数の種類のファイルに影響が出ることが
あります。それ以降データベース・インスタンスは正常に動
作しないので、SGA領域のデータベース・バッファ内のデー
タについてはデータ・ファイルへの書込みができません。 
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バックアップ計画の基本の理解
ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ対対対対象象象象ににににつつつついいいいてててて
データベースにはさまざまなタイプのデータが含まれています。バックアップ計画を立案す
る際には、どの情報をコピーするかを決定する必要があります。バックアップの基本的なタ
イプは次のとおりです。

■ データベース全体

■ 表領域

■ データ・ファイル

■ 制御ファイル

■ アーカイブ REDOログ

何をバックアップするかを決定する際の基本原則は、重要性および変更の度合いに基づい
て、データに優先順位を付与することです。たとえば、アーカイブ REDOログは、変更さ
れることはなくても、データベースの回復には重要な意義を持ちます。したがって、可能で
あれば複数のコピーを保持します。別のケースとしては、ユーザーが頻繁に更新する、重要
な必要経費のデータを含む表領域が挙げられます。この表領域は、頻繁にバックアップをと
ると考えられます。したがって、回復時に多くの REDOデータを適用する必要はありませ
ん。

バックアップのタイプは、さまざまに組み合わせることができます。たとえば、全体データ
ベース・バックアップを週に 1回とり、データベースのオリジナルの情報を、現行に近い状
態でコピーしておくという慎重な方法をとることが可能です。頻繁にアクセスする表領域
は、毎日バックアップできます。また、重要な制御ファイルおよびオンライン REDOログ
はすべて多重化するという、追加の保護策も実行できます。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ方方方方法法法法のののの選選選選択択択択
バックアップ作成の基本的な方法は 3つあります。次の中から選択できます。

■ Recovery Manager（RMAN）を使用する。このユーティリティは、サーバー・セッ
ションとの接続を確立し、バックアップおよび回復操作時のデータの移動を管理しま
す。

■ オペレーティング・システム固有のコマンドを実行し、データベースを手動でバック
アップする。

注注注注意意意意 : RMANは、リリース 8.0以上の Oracleデータベースとのみ互換性
があります。Oracle7データベースの場合は、Enterprise Backup Manager
（EBU）を使用してください。
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バックアップ計画の基本の理解
■ Oracle Exportユーティリティを使用し、論理バックアップを作成する。このユーティリ
ティは、Oracleデータベースのデータを、特殊な形式でオペレーティング・システム・
ファイルに書き込みます。このデータは、後でデータベースにインポートできます。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : バックアップ方法の選択の詳細は、3-8ページの「バックアップ方法の選択」を参
照してください。Recovery Managerの機能の概要は、第 4章の「Recovery Managerの概
要」を参照してください。

Recovery Managerバッバッバッバッククククアップおアップおアップおアップおよよよよびイメーびイメーびイメーびイメージジジジ・コピ・コピ・コピ・コピーーーーの作の作の作の作成成成成
RMANは、データのバックアップまたはイメージ・コピーの作成が可能な、パワフルかつ
汎用性の高いプログラムです。RMANの backupコマンドを使用してファイルまたはアー
カイブ・ログを指定すると、RMANはバックアップ・セット（backup set）を作成して出力
します。 

バックアップ・セットは、1つ以上のデータ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ
REDOログから構成され、RMAN固有の形式で書かれています。したがって、回復操作を
実行するには、RMANの restoreコマンドを使用する必要があります。これに対し、copy
コマンドを使用して作成した、ファイルのイメージ・コピーは、インスタンスが使用可能な
形式になっています。同コピーを復元または回復する場合、RMANを起動する必要はあり
ません。

backupや copyなどの RMANコマンドを発行すると、RMANは Oracleサーバー・セッ
ションとの接続を確立します。サーバー・セッションは、ターゲット・データベースの指定
されたデータ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ・ログをバックアップします。 

RMANは、必要な情報を制御ファイルまたはオプションのリカバリ・カタログから取得し
ます。リカバリ・カタログとは、バックアップおよび回復の、さまざま情報を保管している
リポジトリです。RMANは、バックアップの必要があるファイルすべてについて、自動的
に名前と場所を識別するので便利です。

RMANには複数の利点があります。RMANを使用する重要な利点は、RMANには増分
バックアップ（incremental backup）機能があることです。従来のバックアップ方法では、
データ・ファイルで使用されたデータ・ブロックをすべてバックアップする、全体バック
アップ（full backup）を実行する必要があります。増分バックアップ機能を使用すると、前
回のバックアップ以降に変更されたデータ・ブロックのみをバックアップできます。

RMANでは、2つのタイプの増分バックアップを実行できます。差分バックアップ
（differential backup）または累積バックアップ（cumulative backup）です。差分レベル n
の増分バックアップでは、レベル n以下の最後のバックアップ以降に変更されたブロックが
すべてバックアップされます。たとえば、レベル 2の差分バックアップでは、前回のレベル

注注注注意意意意 : 論理バックアップは、データベース全体の物理バックアップの代
替ではありません。論理バックアップは、バックアップおよび回復の計画
全般における、追加ツールと考えてください。
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バックアップ計画の基本の理解
1とレベル 2のバックアップの、どちらが新しいかを RMANが判断し、新しい方のバック
アップ以後に修正された全ブロックをバックアップします。 

累積レベル nのバックアップでは、レベル n-1以下の最新のバックアップ以後に使用された
ブロックをすべてバックアップします。たとえば、レベル 3の差分バックアップでは、前回
のレベル 2とレベル 1のバックアップの、どちらが新しいかを RMANが判断し、新しい方
のバックアップ以後に修正された全ブロックをバックアップします。

メディア管理メディア管理メディア管理メディア管理  RMANは、メディア・マネージャ（media manager）と容易に統合できます。
メディア・マネージャは、テープなどのアーカイブ・メディアにバックアップすることを可
能にする、ベンダー供給のソフトウェア・パッケージです。RMANは、このメディア・マ
ネージャと協調して、ディスクと記憶装置の間のデータ移動を実行します。使用しているメ
ディア・マネージャにプロキシ・コピー（proxy copy）を作成する機能がある場合は、メ
ディア・マネージャによるバックアップおよび復元操作時のデータ転送が可能です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANの概要は、第 4章の「Recovery Managerの概要」を参照してください。
RMANを使用したバックアップおよびコピーの作成方法は、第 8章の「Recovery Manager
でのバックアップおよびコピーの作成」を参照してください。増分バックアップの詳細は、
4-38ページの「増分バックアップ」を参照してください。

O/Sバックバックバックバックアアアアップの作成ップの作成ップの作成ップの作成
RMANを使用せずにバックアップを作成するには、UNIXの cpコマンドなど、オペレー
ティング・システムのコマンドを使います。スクリプトを作成し、バックアップ操作の自動
化も可能です。

データベース全体のバックアップを一度にとることも、個々の表領域、データ・ファイル、
制御ファイルおよびアーカイブ・ログのバックアップで、データベース全体のバックアップ
を補完することも可能です。O/Sコマンドを使用すると、前述のようなバックアップが実行
できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : O/Sバックアップの作成方法は、第 13章の「オペレーティング・システム環境
でのバックアップの実行」を参照してください。

ババババッッッックアップクアップクアップクアップにににによる保護よる保護よる保護よる保護をををを強化する強化する強化する強化するたたたためめめめのののの Exportユユユユーティリーティリーティリーティリテテテティの使ィの使ィの使ィの使
用用用用方法方法方法方法
Exportユーティリティを使用して、データの論理バックアップを作成し、物理バックアップ
を補足できます。論理バックアップでは、データベース用に作成されたスキーマ・オブジェ
クトについての情報が格納されます。Exportユーティリティは、Oracleデータベースの
データを、専用の形式でオペレーティング・システム・ファイルに書き込むものです。この
データをデータベースにインポートするには、Importユーティリティを使用します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Exportユーティリティおよび Importユーティリティの使用方法は、『Oracle8i 
ユーティリティ・ガイド』を参照してください。
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バックアップ計画の基本の理解
一一一一貫貫貫貫性性性性ババババッッッッククククアアアアッッッッププププとととと非非非非一一一一貫貫貫貫性性性性ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの選選選選択択択択
RMANおよび O/Sコマンドを使用して、 非一貫性バックアップ（inconsistent backup）ま
たは一貫性バックアップ（consistent backup）を作成できます。非一貫性バックアップと
は、データベースがオープンしているとき、またはデータベースが異常終了した場合に作成
する、1つ以上のデータベース・ファイルのバックアップです。一貫性バックアップとは、
データベースが正しくクローズされた場合に作成する、1つ以上のデータベース・ファイル
のバックアップです。非一貫性バックアップとは異なり、一貫性バックアップでは復元後に
インスタンス回復を実行する必要はありません。

一貫性バックアップと非一貫性バックアップのどちらを作成するかは、さまざまな要因に
よって決まります。常時オープンしておく必要があり、かつ利用可能にしておく必要がある
データベースの場合は、非一貫性バックアップを作成します。使用頻度の少ない期間が定期
的に存在する場合は、データベース全体の一貫性バックアップを行い、さらに使用回数の多
い表領域をオンライン・バックアップして補完するという方法もあります。

一一一一貫貫貫貫性バック性バック性バック性バックアアアアッッッッププププ
データベース全体を正しく停止してからバックアップすることを、全体データベース・バッ
クアップ（whole database backup）と呼びます。一貫性のある全体データベース・バック
アップをとるための、基本的な手順は次のとおりです。

1. データベースを正しく停止する。

2. すべてのデータ・ファイル、制御ファイルおよびパラメータ・ファイルをバックアップ
する。

3. OracleをNORMALモードで再起動する。

NOARCHIVELOGモードで運用している場合は、データベースを正しく停止してからコー
ルド・バックアップを作成します。このようにしないと、データベースが SCNに関して一
貫性がなく、インスタンス回復を実行して一貫性のある状態にする必要が出てきます。ま
た、作成されたバックアップも使用できない場合があります。

非非非非一一一一貫性バッ貫性バッ貫性バッ貫性バッククククアッアッアッアッププププ
表領域、データ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのバックアップは、データベース
をオープンして実行します。可能であれば、指定した表領域をオフラインにしてデータ・
ファイルをバックアップします。表領域をオンラインにして、O/Sコマンドを使用してデー
タ・ファイルをバックアップする場合は、まず ALTER TABLESPACE ... BEGIN BACKUPコ
マンドを発行し、その表領域をホット・バックアップ・モードにします。ALTER 
TABLESPACE ...END BACKUPを発行し、ホット・バックアップ・モードを解除します。
RMANを使用している場合は、このコマンドを発行する必要はありません。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 一貫性バックアップを、O/Sコマンドを使用して作成する方法は、13-6ページの
「オンライン表領域およびデータ・ファイルのバックアップの作成」を参照してください。

RMANを使用したバックアップの作成方法は、第 8章の「Recovery Managerでのバック
アップおよびコピーの作成」を参照してください。
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回復計画の基本の理解
ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの回回回回数数数数
バックアップ計画は、業務上のニーズに合わせて調整します。たとえば、ディスクに障害が
起きたときにデータが失われてもよい場合は、バックアップを頻繁に実行する必要はありま
せん。バックアップの回数が少なければ、その他の処理で Oracleのリソースを使用できる
という利点があります。反面、データが消失したり回復時間が長くなる可能性も出てきま
す。

しかし、常時データベースを使用可能な状態にする必要がある場合は、データベースのオン
ライン・バックアップを頻繁にとってください。その場合は、毎日ホット・バックアップを
とり、オンライン REDOログを多重化（複数のコピーを作成する）し、さらに REDOログ
を複数の場所にアーカイブしてもよいでしょう。オリジナルのデータベースを複製した、ス
タンバイ・データベースを別の都市に保持しておき、これを定期的に更新することも可能で
す。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 効果的なバックアップ計画を立案する上で重要な留意事項は、第 3章の「バック
アップおよび回復計画の立案」を参照してください。

回復回復回復回復計計計計画の画の画の画の基基基基本の本の本の本の理理理理解解解解
基本的なメディア回復には次の 2つの段階があります。物理バックアップを復元し、これを
データベースの変更で更新することです。回復における最も重要な点は、同一 SCNでは、
すべてのデータ・ファイルが一貫性を持つことです。Oracleには整合性のチェック機能があ
り、すべてのデータ・ファイルが一貫性を持たなければデータベースをオープンできませ
ん。

回復計画を立案する場合は、次の事柄について理解しておく必要があります。

■ 回復の仕組み

■ 回復のタイプ

■ メディア回復

■ 回復方法の選択

回回回回復復復復のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ
どのタイプのインスタンス回復、またはメディア回復でも（RMAN増分バックアップを使
用したメディア回復を除き）、Oracleは REDOデータのデータ・ブロックへの適用を順次行
います。Oracleは制御ファイルおよびデータ・ファイル・ヘッダーの情報を使用して、回復
が必要かどうかを判断します。

回復には、ロールフォーワード（rolling forward）とロールバック（rolling back）の、2つ
の段階があります。Oracleはロールフォワードする際、REDOレコードを対応するデータ・
ブロックに適用します。Oracleは体系的に REDOログをチェックし、どの変更をどのブ
ロックに適用する必要があるかを判断した後、該当するブロックを変更します。たとえば、
ユーザーが行を表に追加し、サーバーがクラッシュしてこの変更がディスクに保存されな
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回復計画の基本の理解
かった場合、Oracleはこのトランザクションの REDOレコードを使用してデータ・ブロッ
クを更新し、新しい行を反映します。

ロールバック段階で、Oracleはロールバック・セグメントをデータ・ファイルに適用しま
す。ロールバック情報はトランザクション表に格納されます。Oracleは、コミットされてい
ないトランザクションをこの表で検索し、見つかったものはすべて取り消します。たとえ
ば、行を追加する SQL文をユーザーがコミットしなかった場合、Oracleはトランザクショ
ン表でこれを検出し、変更を取り消します。 

回復時にデータベースがマウントされた場合は、データベースをオープンするときに限り
ロールバックが行われます。回復時にデータベースがオープンし、かつ表領域がオフライン
であった場合は、オンラインになったときにこの表領域でロールバックが行われます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Oracle回復のメカニズムの詳細は、『Oracle8i 概要』を参照してください。

回回回回復復復復ののののタタタタイイイイププププ
回復には、インスタンス回復（instance recovery）、クラッシュ回復（crash recovery）およ
びメディア回復（media recovery）という、3つの基本タイプがあります。Oracleは、イン
スタンスの起動時に最初の 2つのタイプの回復を自動的に実行します。コマンドの発行が必
要なのはメディア回復のみです。 

イイイインンンンスタンススタンススタンススタンス回復回復回復回復
インスタンス回復は OPS構成でのみ可能です。オープン・データベースで、あるインスタ
ンスが別のインスタンスのクラッシュを検出したとき実行されます。クラッシュしていない
インスタンスが、自動的に REDOログを使用し、インスタンスに障害が発生したことによ
り失われた、データベース・バッファ内のコミット済みデータを回復します。インスタンス
がクラッシュすると、Oracleは、そのインスタンスで処理中だったあらゆるトランザクショ
ンを取り消し、そのインスタンスによってかけられていたすべてのロックを、回復の完了後
に消去します。

ククククララララッシュ回復ッシュ回復ッシュ回復ッシュ回復
クラッシュ回復は、単一インスタンス・データベースがクラッシュしたか、複数インスタン
ス・データベースの全インスタンスがクラッシュした場合に実行されます。クラッシュ回復
では、インスタンスがデータベースをオープンし、回復処理を実行する必要があります。通
常、クラッシュ後または SHUTDOWN ABORT後にデータベースをオープンした最初のイン
スタンスが、クラッシュ回復を自動的に実行します。

メメメメデデデディア回ィア回ィア回ィア回復復復復
クラッシュ回復およびインスタンス回復とは異なり、メディア回復はコマンドを入力して実
行します。メディア回復では、オンラインおよびアーカイブ REDOログの他、（RMANを使
用している場合）増分バックアップも使用し、復元されたバックアップを現行の状態にする
か、特定の時点の状態に更新します。この回復方法をメディア回復と呼ぶのは、通常メディ
ア障害の発生時に実行するためです。
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回復計画の基本の理解
メメメメデデデディィィィアアアア回回回回復復復復
メディア回復とは、REDOレコードまたは（RMANを使用している場合）増分バックアッ
プを使用し、復元されたデータ・ファイルを現在の状態、あるいは指定された時間の状態に
まで回復することです。メディア回復で復元できるのは、データベース全体、表領域または
データ・ファイルです。どの場合も、復元されたバックアップを使用します。メディア回復
は、完全回復（complete recovery）と不完全回復（incomplete recovery）の 2つに大きく分
けることができます。

完完完完全全全全回回回回復復復復
完全回復とは、REDOデータまたは増分バックアップを、データベース、表領域またはデー
タ・ファイルのいずれかのバックアップと組み合わせて使用し、できるだけ現行に近い状態
に更新することです。これを完全回復と呼ぶのは、REDO変更のすべてを Oracleが適用す
るためです。通常、メディア回復は、メディア障害によってデータ・ファイルまたは制御
ファイルが破損した場合に実行します。

完全回復の要件完全回復の要件完全回復の要件完全回復の要件  完全回復は、データベース、表領域またはデータ・ファイルに対して実行
します。データベース全体の完全回復を実行する場合は、次の手順に従います。

■ データベースをマウントする。

■ 回復するデータ・ファイルがすべてオンラインになっているか確認する。

■ データベース全体のバックアップ、または回復するファイルのバックアップを復元す
る。

■ オンライン REDOログとアーカイブ REDOログの両方、またはその一方を適用する。

表領域またはデータ・ファイルの完全回復を実行する場合は、次の手順に従います。

■ データベースがオープンしている場合は、回復する表領域またはデータ・ファイルをオ
フラインにする。

■ 回復するデータ・ファイルのバックアップを復元する。

■ オンライン REDOログとアーカイブ REDOログの両方、またはその一方を適用する。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANを使用した完全回復の方法は、9-17ページの「完全回復の実行」を参照し
てください。O/Sコマンドを使用した完全メディア回復の方法は、14-19ページの「完全メ
ディア回復の実行」を参照してください。

不不不不完完完完全回全回全回全回復復復復
不完全回復とは、バックアップを使用して、データベースの非現行バージョンを作成するこ
とです。したがって、最新のバックアップ以降に生成された REDOデータをすべて適用す
るわけではありません。通常、不完全回復を実行するのは次の場合です。

■ メディア障害によって、オンライン REDOログの一部あるいはそのすべてが破損した。
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回復計画の基本の理解
■ ユーザーが誤って表を削除したなどの、ユーザー・エラーによってデータが損失した。

■ アーカイブ REDOログが見つからず完全回復が実行できない。

■ 現行の制御ファイルが失われたため、バックアップ制御ファイルを使用して、データ
ベースを開く必要がある。

不完全メディア回復を実行するには、回復する時点よりも前に作成したバックアップのデー
タ・ファイルをすべて復元する必要があります。さらに、回復の完了後 RESETLOGSオプ
ションでデータベースを開く必要があります。この RESETLOGS処理により、データベース
のインカーネーションが新規作成されます。RESETLOGSの実行後に古いインカーネーショ
ンで生成されたアーカイブ REDOログは、新しいインカーネーションではすべて無効にな
ります。 

図 1-2 に、アーカイブ REDOログが失われたため、SCN2500の時点の状態にまでしか回復
できなかった、データベースの事例を示します。ここでは、SCN4000でデータベースのク
ラッシュが発生しています。SCN1000のバックアップを復元し、完全回復に備えました。し
かし、アーカイブ REDOログのうち 1つが破損していました。失われたログの前のログに
は、SCN2500が含まれています。そのため、この時点の状態まで回復した後、RESETLOGS
オプションを指定してオープンしました。

図に示したとおり、データベースの新規インカーネーションで生成された新しい変更は、最
終的には SCN4000となります。データベースの新規インカーネーションにおける、
SCN2500から SCN4000までの変更は、古いインカーネーションにおける、SCN2500から
SCN4000までの変更とはまったく異なります。Oracleでは、古いインカーネーションのロ
グは、新しいインカーネーションに適用できません。したがって、古いインカーネーション
の SCN2500より前から、新規インカーネーションにバックアップを復元できません。
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回復計画の基本の理解
図図図図 1-2  データデータデータデータベベベベースの新規ースの新規ースの新規ースの新規イイイインカーネーンカーネーンカーネーンカーネーシシシションの作成ョンの作成ョンの作成ョンの作成 

表領域表領域表領域表領域のののの Point-in-Time回復回復回復回復  表領域の Point-in-Time回復（tablespace point-in-time recovery: 
TSPITR）を使用することで、1つ以上の表領域をデータベースの残りの表領域とは異なる時
点に回復できます。TSPITRは、次のような状況に最も有効です。

■ 誤って実行した、表の削除またはトランケート操作から回復する場合。 

■ 論理的に壊れた表を回復させる場合。 

■ 不正確なバッチ・ジョブ、またはデータベースのサブセットのみに影響を与えたその他
の DML文から回復する場合。 

■ 1つの論理データベースを残りの論理データベースとは異なる時点に回復させる場合（1
つの物理データベースの別々の表領域に複数の論理データベースがある場合）。
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回復計画の基本の理解
■ 大規模なデータベース環境で、データベース全体をバックアップから復元するのではな
く、表領域単位で復元する（B-4ページの「表領域の Point-in-Time回復の計画」を参照
して方針を決定してください）。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANを使用した TSPITRの実行方法は、付録 Aの「Recovery Managerによる
表領域の Point-in-Time回復の実行」を参照してください。O/Sの TSPITRの実行方法は、
付録 Bの「オペレーティング・システム環境での表領域の Point-in-Time回復の実行」を参
照してください。

回復オプション回復オプション回復オプション回復オプション  データベースを最新の状態に完全回復しない場合、回復を終了させる時点
を Oracleに指示する必要があります。選択できる回復のタイプは次のとおりです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANを使用した不完全回復の方法は、9-23ページの「不完全回復の実行」を参
照してください。O/Sコマンドを使用した不完全メディア回復の方法は、14-25ページの
「不完全メディア回復の実行」を参照してください。

RESETLOGSオプションによるデータベースのオープンオプションによるデータベースのオープンオプションによるデータベースのオープンオプションによるデータベースのオープン  不完全回復を実行する場合は、必ず
オンライン REDOログをリセットしてデータベースをオープンする必要があります。リ
セットされたデータベースの新しいバージョンを、新規インカーネーションと呼びます。 

RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンすると、一部の REDOを破棄す
るよう Oracleに指示したことになります。破棄された REDOが次回以降の回復で適用され
ることはありません。たとえば、データベースの最新のログ順序番号が 100の場合に、ログ
順序番号 50の状態に回復したとしても、RESETLOGSをオープンしないと、データベース
のログ順序番号は再び 100となります。その際、100という古いアーカイブ・ログを使って
データベースを回復しようとすると、データ・ファイルが破損したり、内部エラーが生成さ
れる可能性があります。

RESETLOGSオプションを指定してデータベースを開いた場合は、必ず全データ・ファイル
に新しい SCNとタイムスタンプが付与されます。これらの値はアーカイブ REDOログの
ヘッダーにも記述されます。SCNおよびタイムスタンプが合致しない限り、Oracleがアー
カイブ REDOログをデータ・ファイルに適用することはありません。したがって、

回復の回復の回復の回復のタタタタイプイプイプイプ 内容内容内容内容

時間ベースの回復
（time-based recovery）

指定された時点の状態にデータを回復する。

取消しベースの回復
（cancel-based recovery）

CANCELコマンドが発行される時点まで回復する。

変更ベースの回復
（change-based recovery）

指定された SCNの状態に回復する。

ログ順序回復（log 
sequence recovery）

指定されたログ順序番号の状態に回復する。
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回復計画の基本の理解
RESETLOGS処理を実行すれば、古いアーカイブ・ログによってデータ・ファイルが破損す
ることがなくなります。

オンライン REDOログをリセットした後、データベース全体のバックアップを作成します。
RESETLOGS処理前に作成されたバックアップは、通常、新規インカーネーションでは有効
とされません。ただし、この原則には次のように例外もあります。Oracleが、RESETLOGS
前のアーカイブ REDOログにアクセスせずに回復が実行できる場合に限って、RESETLOGS
前のバックアップでも復元が可能です。

次に示すような RESETLOGS前のバックアップが、新規インカーネーションで復元できま
す。 

■ 読取り専用にされた後の表領域のバックアップ（RESETLOGS前に再度書込み可能にさ
れなかった場合のみ）。

■ NORMALモードでオフラインにされた後の表領域のバックアップ（RESETLOGS前に
再度オンラインにされなかった場合のみ）。

■ 回復が終了し、かつ RESETLOGSをオープンする前に作成された読み書き可能表領域の
バックアップ。つまり、バックアップから RESETLOGSまでの間に、それ以上の回復も
データ・ファイルの変更もしなかった場合です。

RESETLOGSの直前に作成されたのではない読み書き可能表領域のバックアップは、復元で
きないことに注意してください。この制限は、読み書き可能表領域のデータ・ファイルに、
バックアップから RESETLOGSまでの間に変更がなかった場合にも適用されます。バック
アップのデータ・ファイル・ヘッダーに設定されたチェックポイントは、制御ファイルの
チェックポイントよりも古くなるため、Oracleはアーカイブ・ログを検索して、変更を適用
する必要があるかどうかを判断する必要があります。また、RESETLOGS前のアーカイブ・
ログは新規インカーネーションでは無効となります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RESETLOGSモードでデータベースを再起動する方法は、14-32ページの「メディ
ア回復後のデータベースのオープン」を参照してください。

回回回回復復復復方方方方法法法法のののの選選選選択択択択
物理ファイル回復の基本的な方法は 2つあります。次の中から選択できます。

■ RMANユーティリティを使用して回復を自動化する。

■ SQL/SQL*Plusコマンドを実行し、データベースを手動で回復する。

RMANによるによるによるによる回復回復回復回復
RMANの基本的な回復コマンドは、 restoreおよび recoverです。ディスク上のバックアッ
プ・セットまたはイメージ・コピーのデータ・ファイルを、現行の場所か新しい場所に復元
する場合は、RMANを使用します。アーカイブ REDOログが含まれているバックアップ・
セットも復元できます。 
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回復計画の基本の理解
リカバリ・カタログを使用する場合には、RMANは以前の全バックアップに関する重要な
メタデータをすべて保持します。リカバリ・カタログを使わない場合には、RMANは制御
ファイルから必要なメタデータを取得します。

RMANの recoverコマンドを使用してメディア回復を実行し、増分バックアップを適用しま
す。 不完全メディア回復を実行するには、set untilコマンドを使用します。バックアップ、
そしてコピーの回復および復元の操作は、RMANを使用すると完全に自動化されます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの復元方法は、9-2ページの「データ・ファイル、制御ファイルおよ
びアーカイブ REDOログの復元」を参照してください。RMANを使用した完全回復の方法
は、9-15ページの「データ・ファイルの回復」を参照してください。RMANの構文は、第
11章の「Recovery Managerのコマンド構文」を参照してください。

SQL*Plusによる回復による回復による回復による回復
RMANを使用しない場合は、SQL*Plusユーティリティを使ってファイルの復元および回復
を実行します。実行可能なものを次に示します。

■ SQL*Plusの RECOVERコマンド（推奨）

■ SQLの ALTER DATABASE RECOVER文

使用しているオペレーティング・システムが Oracle Enterprise Managerをサポートしてい
る場合は、GUI環境で復元操作および回復操作が実行できます。詳細は、『Oracle 
Enterprise Manager 管理者ガイド』を参照してください。

いずれの場合も、データベース、表領域またはデータ・ファイルの回復が可能です。回復を
実行する前に、次の手順を実行する必要があります。

1. 回復するファイルを選択する。多くの場合ビュー V$RECOVER_FILEを使用します。

2. メディア障害が原因で永久的な破損が生じたファイルのバックアップを復元する。バッ
クアップを作成していなくても、データ・ファイルに最初に作成された時点からの
REDOログあり、かつ制御ファイルに破損したファイルの名前が含まれていれば、回復
が実行できる場合があります。

データ・ファイルを元の場所に復元できない場合は、別の場所を選択し、制御ファイル
にその場所を示します。

3. 必要なアーカイブ REDOログ・ファイルを復元する。

上記の操作が完了したら、RMANの recoverコマンドまたは SQL*Plusの RECOVER文を発
行します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANを使用した完全回復の方法は、第 9章の「Recovery Managerによる復元
と回復」を参照してください。オペレーティング・システム回復の方法は、第 14章の「オ
ペレーティング・システム環境での回復の実行」を参照してください。 

SQL*Plusユーティリティの使用方法は、SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス
を参照してください。SQLコマンドの構文の詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照
してください。
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データ構造の
2

デデデデーーーータタタタ構構構構造造造造のののの管管管管理理理理

この章では、バックアップおよび回復の成功の鍵となる、データベース構造の管理方法を説
明します。この項では、次の項目について説明します。

■ バックアップおよび回復のデータ構造の概要

■ 制御ファイルの管理

■ オンライン REDOログの管理

■ アーカイブ REDOログの管理

関連項関連項関連項関連項目目目目 :データ構造の概説は、『Oracle8i 概要』を参照してください。管理の詳細は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。Parallel Serverを使用している場合は、
『Oracle8i Parallel Server 概要および管理』を参照してください。
管理 2-1



バックアップおよび回復のデータ構造の概要
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププおよおよおよおよびびびび回復回復回復回復ののののデデデデーーーータ構タ構タ構タ構造造造造の概の概の概の概要要要要
バックアップおよび回復の最も有効な方針は、前もって計画を立てることです。データの消
失を避けるには、データ消失の可能性をさまざまに予測し、これに基づいて防護策を講じる
必要があります。 

あらかじめ計画を立てる上で重要となるポイントは、データベース構造の効果的な管理で
す。たとえば、制御ファイルが破損したとき、データベースのクラッシュを防ぐには何をし
たらよいのでしょうか。ディスク障害が発生したときに、アーカイブ REDOログの消失を
防ぐには何をすべきでしょうか。データ・ファイルを除き、バックアップおよび回復計画の
立案に、最も重要なデータ構造を次に示します。

■ 制御ファイル

■ オンライン REDOログ

■ アーカイブ REDOログ（ARCHIVELOGモードで実行する場合）

これらのデータ構造が破損したり使用できなくなると、消失したデータの回復が不可能にな
ります。 

十分なリソースを確保していれば、次に示したデータ管理の基本計画に従うことにより、
データ消失の可能性を低くできます。

■ データ・ファイルを O/Sレベルまたはハードウェア・レベルでミラー化する。

■ 現行の制御ファイルを多重化またはミラー化し、少なくとも 2つを別個のディスクでメ
ンテナンスする。O/Sまたはハードウェアのミラー化を選択すると、システムを完全に
作動させたままで、あらゆるメディア障害からの回復が可能になります。

■ 2つのメンバーで構成されるオンライン REDOログ・グループを少なくとも 3つメンテ
ナンスする。グループのメンバーは、それぞれ別のディスク、別のコントローラに配置
します。

■ REDOログを複数の宛先にアーカイブし、異なるメディアに頻繁にバックアップする。
複数のバックアップをとり、それぞれを複数の異なるメディア装置に配置することをお
薦めします。

注注注注意意意意 : この章は、制御ファイル、オンライン REDOログおよびアーカイ
ブ REDOログそれぞれの機能と、これらの基本的な管理方法を理解して
いることを前提としています。そうでない場合は、『Oracle8i 概要』 および
『Oracle8i 管理者ガイド』の関連する章を参照してください。
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制御ファイルの管理
制御制御制御制御フフフファイァイァイァイルルルルの管の管の管の管理理理理
制御ファイルは、データベース・スキーマの情報が含まれている、小さなバイナリ・ファイ
ルです。これは、データベースを正しく起動し操作するために必要な、データベース内の最
も重要なファイルの一つです。制御ファイルは、データベースの使用中に Oracleにより絶
えず更新されます。したがって、データベースがマウントされている間は、制御ファイルは
常に書込み可能にしてください。なんらかの理由で制御ファイルにアクセスできないと、
データベースがマウントできなくなり、回復も困難になります。

制御ファイルには、それに対応付けられたデータベースについての情報が格納されていま
す。この情報は、データベースの起動時および通常の運用時にデータベースにインスタンス
を介してアクセスするために必要です。制御ファイルの情報を変更できるのは Oracle Server
のみであり、ユーザーはデータベースの制御ファイルを編集できません。

制御ファイルがバックアップおよび回復時に重要な理由は、このファイルがさまざまな特性
を持っているためです。たとえば、制御ファイルは次に示すような機能を持っています。

■ データベース名（初期化パラメータ DB_NAMEに指定された名前、または CREATE 
DATABASE文で使用されている名前）を識別する。

■ 対応付けられたデータ・ファイルおよびオンライン REDOログ・ファイルの名前と場所
を記録する。

■ アーカイブ REDOログの名前と場所を記録する。

■ データベースを同期化する際に必要となる、チェックポイントおよびログ順序番号を格
納する。

■ Recovery Managerバックアップの情報を格納する（Recovery Managerを使用している
場合）。RMANがオプションで使用するリカバリ・カタログによって、必要な情報が制
御ファイルから取り出されます。

■ データベースをマウント、オープンおよびメンテナンスするために、アクセス可能にし
ておく必要がある。

この項では、制御ファイルの管理に関連する次の項目について説明します。

■ 制御ファイル情報の表示

■ 構造変更後の制御ファイルのバックアップ 

■ 複数の制御ファイルのメンテナンス

■ 制御ファイルの消失からの回復
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制御ファイルの管理
制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルル情情情情報報報報のののの表表表表示示示示
制御ファイル管理の第 1ステップは、情報の取得方法を習得することです。次に示すデー
タ・ディクショナリ・ビューには、役立つ情報が表示されます。

たとえば、次の問合せではデータベースの制御ファイルが表示されます。

SELECT name FROM v$controlfile;

NAME 
--------------------------------------------------------------------------------
/vobs/oracle/dbs/cf1.f 
/vobs/oracle/dbs/cf2.f
2 rows selected.

制御ファイルのタイプを表示するには、V$DATABASEビューに問合せを行います。

SELECT controlfile_type FROM v$database;

CONTROL
------------
BACKUP

次のコマンドを使用すると、データベースの制御ファイル、データ・ファイルおよび REDO
ログ・ファイルがすべて表示されるので便利です。

SELECT member FROM v$logfile
UNION ALL
SELECT name FROM v$datafile
UNION ALL
SELECT name FROM v$controlfile;

MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
/vobs/oracle/dbs/rdo_log1.f 
/vobs/oracle/dbs/rdo_log2.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_22.f 

ビビビビュュュューーーー 説明説明説明説明

V$CONTROLFILE 制御ファイルのファイル名を表示する。

V$DATABASE 制御ファイルが現行のものかバックアップか、また、いつ作成され
たかを示す。バックアップである場合は、最新のタイムスタンプも
示します。
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制御ファイルの管理
/vobs/oracle/dbs/tbs_13.f
/vobs/oracle/dbs/cf1.f
/vobs/oracle/dbs/cf2.f
11 rows selected.

関連項関連項関連項関連項目目目目 :動的パフォーマンス・ビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を
参照してください。

構構構構造造造造変変変変更更更更後後後後のののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
ユーザーが、データベースのデータ・ファイルまたはオンライン REDOログを、追加、改
名あるいは削除するたびに、Oracleは制御ファイルを更新し、この物理構造の変更を反映し
ます。Oracleはこれらの変更を記録して次に示すファイルを識別します。

■ データベースの起動時にオープンするデータ・ファイルおよびオンライン REDOログ・
ファイル。 

■ データベースを回復する必要があるときに必要となるファイル、または使用可能となる
ファイル。 

したがって、データベースの物理構造を変更した場合は、ただちに制御ファイルのバック
アップを作成してください。作成していない場合に、制御ファイルの破損が発生すると、
バックアップ制御ファイルが障害の発生時点のデータベースの状態を正しく反映しなくなり
ます。 

制御ファイルはバイナリのコピーを生成するか、またはテキストのトレース・ファイルに
バックアップします（宛先は USER_DUMP_DESTの初期化パラメータで指定します）。テキ
ストのトレース・ファイルのスクリプトを実行すれば、制御ファイルの再作成ができます。
制御ファイルのバックアップは、次に示したコマンドのうち、いずれかを実行した後で行い
ます。

■ ALTER DATABASE [ADD | DROP] LOGFILE

■ ALTER DATABASE [ADD | DROP] LOGFILE MEMBER

■ ALTER DATABASE [ADD | DROP] LOGFILE GROUP

■ ALTER DATABASE [ARCHIVELOG | NOARCHIVELOG]

■ ALTER DATABASE RENAME FILE

■ CREATE TABLESPACE

■ ALTER TABLESPACE [ADD | RENAME] DATAFILE

■ ALTER TABLESPACE [READ WRITE | READ ONLY] 

■ DROP TABLESPACE
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制御ファイルの管理
SQLコマンドを使用して制御ファイルのバイナリ・バックアップを作成する方法コマンドを使用して制御ファイルのバイナリ・バックアップを作成する方法コマンドを使用して制御ファイルのバイナリ・バックアップを作成する方法コマンドを使用して制御ファイルのバイナリ・バックアップを作成する方法  

1. データベースがマウントもオープンもされていなければ、SQL*Plusを使用してマウン
トまたはオープンする。

SQL> ALTER DATABASE MOUNT;

2. 次の ALTER DATABASE文を発行し、バックアップ制御ファイルの宛先を指定する。

SQL> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '/oracle/backup/cf.f';

制御ファイルをテキストのトレース・ファイルにバックアップする方法制御ファイルをテキストのトレース・ファイルにバックアップする方法制御ファイルをテキストのトレース・ファイルにバックアップする方法制御ファイルをテキストのトレース・ファイルにバックアップする方法  

制御ファイルをトレース・ファイルにバックアップしておくと、このファイルのスクリプト
を使用して、制御ファイルを再作成できます。

1. データベースがマウントもオープンもされていなければ、SQL*Plusを使用してマウン
トまたはオープンする。

SQL> ALTER DATABASE MOUNT;

2. 次のコマンドを発行する。

SQL> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

3. USER_DUMP_DESTディレクトリにあるトレース・ファイルのスクリプトを実行する。
オフラインの表領域と読取り専用の表領域のどちらがあるかによって、スクリプトの編
集を先に行う必要がある場合があります。 

たとえば、UNIXでトレース・ファイル rman_ora_839.trc を編集するには、次のよ
うに入力します。

% vi rman_ora_839.trc

*** SESSION ID:(8.1) 1998.12.09.13.26.36.000
*** 1998.12.09.13.26.36.000
# The following commands will create a new control file and use it
# to open the database.
# Data used by the recovery manager will be lost. Additional logs may
# be required for media recovery of offline data files. Use this
# only if the current version of all online logs are available.
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "RMAN" NORESETLOGS ARCHIVELOG
    MAXLOGFILES 32
    MAXLOGMEMBERS 2
    MAXDATAFILES 32
    MAXINSTANCES 1
    MAXLOGHISTORY 1012
LOGFILE
  GROUP 1 '/oracle/dbs/t1_log1.f'  SIZE 200K,
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制御ファイルの管理
  GROUP 2 '/oracle/dbs/t1_log2.f'  SIZE 200K
DATAFILE
  '/oracle/dbs/tbs_01.f',
  '/oracle/dbs/tbs_02.f',
  '/oracle/dbs/tbs_11.f',
  '/oracle/dbs/tbs_12.f',
  '/oracle/dbs/tbs_21.f',
  '/oracle/dbs/tbs_22.f',
 CHARACTER SET WE8DEC
;
# Configure snapshot controlfile filename
EXECUTE SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE.CFILESETSNAPSHOTNAME('/oracle/dbs/snapcf_
rman.f');
# Recovery is required if any of the datafiles are restored backups,
# or if the last shutdown was not normal or immediate.
RECOVER DATABASE
# All logs need archiving and a log switch is needed.
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;
# Database can now be opened normally.
ALTER DATABASE OPEN;
# No tempfile entries found to add.

関連項関連項関連項関連項目目目目 :制御ファイルの管理の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。ト
レース・ファイル編集の実例は、13-12ページの「トレース・ファイルへの制御ファイルの
バックアップの作成」を参照してください。

複複複複数数数数のののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののメメメメンンンンテテテテナナナナンンンンスススス
オンライン REDOログ・ファイルの場合と同様に、Oracleでは、制御ファイルを多重化で
きます。つまり、同じ内容の複数のコピーをオープンし、書込みを行うことができます。
Oracleは、制御ファイルの各コピーに同じデータを書き込みます。またミラー化することも
可能です。つまり、O/Sで制御ファイルのコピーを複数の物理ディスクに書き込むことがで
きます。

O/Sレベルのミラー化の方が、Oracleレベルの多重化よりも好ましいことがあります。O/S
ミラー化は、通常いずれかのミラーの障害を許容しますが、Oracleはそのようになっていな
いためです。Oracleによる多重化時に、ミラーのいずれかで障害が発生すると、インスタン
スが停止します。その場合、ユーザーは次のいずれかの処置が必要です。

■ 障害の発生したディスクを修復した後、正常な制御ファイルを以前の場所にコピーし、
再起動する。

■ 正常な制御ファイルを新しい場所にコピーし init.ora ファイルの CONTROL_FILES
パラメータを適宜編集する。

O/Sまたはハードウェアのミラー化で、確保される冗長性は多重化の場合と同じです。ただ
し、障害が発生しても、可用性が損なわれることはほとんどありません。 
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制御ファイルの管理
データベースの制御ファイルのコピーがすべて永久に失われると重大な事態を招きます。制
御ファイルがデータベースの運用中に障害を起こすと、そのインスタンスは異常終了し、 メ
ディア回復が必要になります。制御ファイルの多重化またはミラー化を行っていない場合、
回復がさらに困難になります。したがって、各データベースでは、多重化またはミラー化し
た制御ファイルを使用してください。

図図図図 2-1  制御フ制御フ制御フ制御ファァァァイルの多重イルの多重イルの多重イルの多重化化化化およびミラおよびミラおよびミラおよびミラーーーー化化化化

制制制制御御御御ファイルファイルファイルファイルのののの多重多重多重多重化化化化
1つのデータベースについて複数の制御ファイルを異なるディスクに格納しておくことによ
り、単一ポイントの障害から制御ファイルを保護できます。制御ファイルが格納されている
単一のディスクがクラッシュした場合、Oracleがこの破損した制御ファイルにアクセスしよ
うとすると、現行のインスタンスにエラーが発生します。 

しかし制御ファイルが多重化されている場合は、別のディスクにある現行の制御ファイルの
コピーが使用できます。障害の発生したディスクを修復し、正常な制御ファイルを前の場所
にコピーすれば、メディア回復を実行することなくインスタンスを容易に再起動できます。

Oracle

ディスク2

制御ファイル�

ディスク3

制御ファイル�

ディスク1

制御ファイル�

Oracle

多重化� ミラー化�

ディスク2

制御ファイル�

ディスク3ディスク1

O/S
2-8 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



制御ファイルの管理
ディスクが修復できない場合は、CONTROL_FILESの初期化パラメータを編集して新しい
場所を指定し、制御ファイルの正常なコピーをここにコピーします。

制御ファイルの多重化の唯一の欠点は、制御ファイルの更新処理（データ・ファイルの追加
やデータベースのチェックポイントなど）にかかる時間が少し長くなることです。ただし、
このパフォーマンスのオーバヘッド増加は、通常は重要視する必要はありません。このこと
は、複数の同時書込みが実行可能なオペレーティング・システムに特に当てはまります。パ
フォーマンスが多少犠牲になっても、複数の制御ファイルを併用することの方が重要です。

多重化された制御ファイルの、注意すべき特徴を次に示します。

■ データベースのパラメータ・ファイルの初期化パラメータ CONTROL_FILESに、最低 2
つのファイル名が記述される。

■ CONTROL_FILESのパラメータに記述された最初のファイルは、データベース運用中に
Oracle Serverが読み取る唯一のファイルである。

■ 制御ファイルがデータベース運用中に使用不能になると、そのインスタンスは運用不能
になり異常終了する。障害が発生した制御ファイルの場所に、正常な制御ファイルをコ
ピーします。メディア障害によってディスクにアクセスできない場合は、新しい場所に
正常な制御ファイルをコピーし init.ora ファイルを編集します。

制制制制御御御御ファイルファイルファイルファイルののののミラー化ミラー化ミラー化ミラー化
ディスクのミラー化をサポートしているオペレーティング・システムは、ミラー化ディスク
が利用可能です。ミラー化ディスクを使用すると、Oracleは複数の物理ディスクを 1つの
ディスクとして認識します。Oracleはデータを 1回書き込み、O/Sはこのデータをそれぞれ
の物理ディスクに書き込みます。各ファイルは互いのミラーとなります。すなわち、複製と
なります。

ディスク・ミラー化の利点は、ディスクの 1つが使用不能になっても、その他のディスクで
処理を継続できることです。したがって、制御ファイルは単一ポイントの障害から保護され
ます。制御ファイルをミラー化ディスク・システムに格納すると、制御ファイルのアクティ
ブなコピーを書き込むよう Oracleを設定するのみであることに注目してください。 

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルのののの消消消消失失失失かかかかららららのののの回回回回復復復復
制御ファイルの回復または再作成が必要と考えられる実例を次に示します。

■ メディア障害が原因で制御ファイルが破損または消失した。制御ファイルを多重化また
はミラー化し、それぞれを別個のディスクに保管しておけば、これを回避できる可能性
が高くなります。

注注注注意意意意 : オラクル社は、最低 2つの制御ファイルを別個のディスクにメン
テナンスすることをお薦めします。
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制御ファイルの管理
■ データベースの名前を変更した。制御ファイルは該当するデータベースの名前を記録し
ているため、そのデータベースの再作成が必要となります。 

制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの破損の回復制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの破損の回復制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの破損の回復制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの破損の回復  

この手順は、CONTROL_FILESパラメータに指定された制御ファイルのうちの 1つが破損
しているが、その制御ファイルのディレクトリにはアクセスが可能であり、さらに多重化ま
たはミラー化された現行コピーを保持しているという状況を前提としています。

1. インスタンスを停止した後、O/Sコマンドを使用して、不良制御ファイルを正常なコ
ピーで上書きする。

% cp '/disk2/copy/cf.f' '/disk1/oracle/dbs/cf.f';

2. SQL*Plusを起動し、データベースをマウントまたはオープンする。

SQL> STARTUP MOUNT;

制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの永続的な破損の回復制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの永続的な破損の回復制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの永続的な破損の回復制御ファイルの現行コピーを使用した制御ファイルの永続的な破損の回復  

この手順は、CONTROL_FILESパラメータに指定された制御ファイルのうちの 1つが、永
続的なメディア障害によりアクセス不能になったが、多重化またはミラー化された現行コ
ピーは保持しているという状況を前提としています。

1. インスタンスを停止した後、O/Sコマンドを使用して、制御ファイルの現行コピーを新
規かつアクセス可能な場所にコピーする。

% cp '/disk2/copy/cf.f' '/disk3/copy/cf.f';

2. init.ora の CONROL_FILESパラメータを編集し、障害の発生した場所を新しい場所
に置き換える。

CONTROL_FILES = '/oracle/dbs/cf1.f','/disk3/copy/cf.f'

3. SQL*Plusを起動し、データベースをマウントまたはオープンする。

SQL> STARTUP MOUNT;
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オンライン REDOログの管理
オンオンオンオンラララライイイインンンン REDOロロロロググググの管の管の管の管理理理理
回復操作で最も重要な構造と考えられるものはオンライン REDOログ（redo log）です。
REDOログは事前に割り当てられた 2つ以上のファイルからなり、これらのファイルには
データベースに対して行ったすべての変更が発生順に格納されています。Oracleデータベー
スの各インスタンスには、インスタンス障害が起こった場合にデータベースを保護するため
に、オンライン REDOログが 1つずつ対応付けられています。

 

各データベース・インスタンスには、専用の REDOログ・グループ（redo log groups）があ
ります。このようなオンライン REDOログ・グループは、多重化されているかどうかにか
かわらず、インスタンスのオンライン REDOのスレッド（thread）と呼びます。通常の構成
では、1つのデータベース・インスタンスのみが Oracleデータベースにアクセスするので、
スレッドは 1つだけです。しかし、Oracle Parallel Serverを実行している場合は、複数のイ
ンスタンスが同時に 1つのデータベースにアクセスします。そのため、各インスタンスには
それぞれ専用のスレッドがあります。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :オンライン REDOログの概説は、『Oracle8i 概要』を参照してください。オンラ
イン REDOログの管理方法の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

警警警警告告告告 : 現行のオンライン・ログはバックアップしないでください。現行現行のオンライン・ログはバックアップしないでください。現行現行のオンライン・ログはバックアップしないでください。現行現行のオンライン・ログはバックアップしないでください。現行
のオンライン・ログのバックアップを復元すると、このバックアップがのオンライン・ログのバックアップを復元すると、このバックアップがのオンライン・ログのバックアップを復元すると、このバックアップがのオンライン・ログのバックアップを復元すると、このバックアップが
REDOスレッドの終わりとみなされます。スレッドの終わりとみなされます。スレッドの終わりとみなされます。スレッドの終わりとみなされます。REDOスレッドに追加のスレッドに追加のスレッドに追加のスレッドに追加の
REDOが生成されている可能性があるため、が生成されている可能性があるため、が生成されている可能性があるため、が生成されている可能性があるため、REDOログ・コピーを使用ログ・コピーを使用ログ・コピーを使用ログ・コピーを使用
して回復を実行しようとすると、回復処理中して回復を実行しようとすると、回復処理中して回復を実行しようとすると、回復処理中して回復を実行しようとすると、回復処理中にににに REDOスレッドの終わりスレッドの終わりスレッドの終わりスレッドの終わり
と誤って検出されて処理が途中で打ち切られ、データベースが破損するおと誤って検出されて処理が途中で打ち切られ、データベースが破損するおと誤って検出されて処理が途中で打ち切られ、データベースが破損するおと誤って検出されて処理が途中で打ち切られ、データベースが破損するお
それがありますそれがありますそれがありますそれがあります。。。。

注注注注意意意意 : このマニュアルは、Oracle Parallel Serverを使用していない場合
のオンライン REDOログの構成および管理方法について説明しています。
したがって、すべての説明やコマンドの例で、スレッド数を 1と仮定して
います。Oracle Parallel Serverでのオンライン REDOログの構成の詳細
は、『Oracle8i Parallel Server 概要および管理』を参照してください。
データ構造の管理 2-11



オンライン REDOログの管理
オオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググ情情情情報報報報のののの表表表表示示示示
次に示すデータ・ディクショナリ・ビューには、アーカイブ REDOログに役立つ情報が示
されます。

たとえば、次の問合せではアーカイブの必要なオンライン REDOログ・グループが表示さ
れます。

SELECT group#, sequence#, status, archived FROM v$log;

GROUP#     SEQUENCE#  STATUS           ARC
---------- ---------- ---------------- ---
         1         43 CURRENT          NO 
         2         42 INACTIVE         YES
2 rows selected.

各ログ・グループのメンバーを表示するには、次のように V$LOGFILEビューに問い合せま
す。

SELECT group#, member FROM v$logfile;

GROUP#     MEMBER 
--------  --------------------------------------------------------------------------------
       1  /oracle/dbs/t1_log1.f
       2  /oracle/dbs/t1_log2.f
2 rows selected.

関連項関連項関連項関連項目目目目 :データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュア
ル』を参照してください。

オオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの多多多多重重重重化化化化
Oracleには、損傷が発生した場合の保護策として、インスタンスのオンライン REDOログ・
ファイルを多重化する機能が備わっています。オンライン REDOログ・ファイルを多重化
（multiplexing）すると、LGWRは、同じ情報を複数の同一視できるオンライン REDOロ
グ・ファイルに同時に書き込むので、単一ポイントの障害を排除できます。REDOログを
O/Sレベルでミラー化するという方法をとることもできますが、この場合は O/Sまたは
ハードウェアに起因する破損が発生する危険性があります。多くの場合、オンライン・ログ
を多重化するという方法が最も適切です。

ビビビビュュュューーーー 説説説説明明明明

V$LOG オンライン REDOログ・グループ、グループのメンバー数およびアー
カイブされたログを示す。

V$LOGFILE REDOログ・グループのメンバーのファイル名および状態情報を示す。
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オンライン REDOログの管理
図図図図 2-2   多多多多重重重重オンライオンライオンライオンラインンンン REDOロロロログ・ファイルグ・ファイルグ・ファイルグ・ファイル

相互に対応する複数のオンライン REDOログ・ファイルをグループといいます。グループ
内の各オンライン REDOログ・ファイルをメンバーといいます。図 2-2では、ファイル A_
LOG1および B_LOG1は、グループ 1のメンバーで、A_LOG2および B_LOG2は、グループ
2のメンバーになると構成されています。グループの各メンバーは、それぞれまったく同じ
サイズになっている必要があります。 

LGWRが同一のログ順序番号を割り当てているため、同じグループ内の各メンバーは同時に
アクティブになる（LGWRによって同時に書込みが行われる）ことに注意してください。図
2-2では、LGWRはまずファイル A_LOG1および B_LOG1に書込みを実行し、続いて A_
LOG2および B_LOG2に書込みを実行するというように処理を行います。異なるグループの
メンバー、たとえば A_LOG1および B_LOG2に、LGWRが同時に書込みを行うことはあり
ません。

オオオオンンンンライライライラインンンン REDOロロロロググググの障害に対の障害に対の障害に対の障害に対すすすする処置る処置る処置る処置
LGWRからグループ内のメンバーへの書込みができない場合、Oracleはそのメンバーに
STALEのマークを付し、LGWRトレース・ファイルとデータベースのALERTログに、アク
セス不能なファイルの問題が起きたことを示すエラー・メッセージを書き込みます。特定の

警警警警告告告告 : REDOログ・ファイルは多重化しておくか、またログ・ファイルは多重化しておくか、またログ・ファイルは多重化しておくか、またログ・ファイルは多重化しておくか、またはははは O/Sレベルでレベルでレベルでレベルで
ミラー化しておくことをお薦めします。回復が必要な場合ミラー化しておくことをお薦めします。回復が必要な場合ミラー化しておくことをお薦めします。回復が必要な場合ミラー化しておくことをお薦めします。回復が必要な場合にににに REDOデーデーデーデー
タが失われていると、重大な結果を招くことがありますタが失われていると、重大な結果を招くことがありますタが失われていると、重大な結果を招くことがありますタが失われていると、重大な結果を招くことがあります。。。。

ディスクBディスクA

1、3、 5、 ...

2、4、 6、 ...
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アーカイブ REDOログの管理
オンライン REDOログ・メンバーが使用できない場合、LGWRは使用できない理由に応じ
て、異なる対応処理を実行します。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :多重化オンライン REDOログの構成方法の詳細は、 『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。

アーアーアーアーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググの管の管の管の管理理理理
データベースを ARCHIVELOGモードで運用している場合、Oracleではオンライン REDO
ログの満杯になったグループ（ アーカイブ REDOログ（archived redo log））を、1つ以上
のオフラインの宛先に保存することができます。 アーカイブとは、オンライン REDOログを
アーカイブ REDOログに変換する処理のことです。

状況状況状況状況 処理処理処理処理

LGWRがグループの少なくとも 1つ
のメンバーへの書込みに成功した。

通常どおりに書込みが行われる。LGWRはグループ内
の使用可能なメンバーに書込みを行い、使用不能なメン
バーは無視します。

アーカイブが必要なため、ログ・ス
イッチの時点で次のグループに
LGWRがアクセスできない。

グループが使用可能になるまで、すなわちアーカイブさ
れるまで、データベース処理が一時的に停止する。

ディスク障害が原因で、LGWRがロ
グ・スイッチの時点で次のグループ
のどのメンバーにもアクセスできな
い。

Oracleはエラーを戻し、データベース・インスタンスが
停止する。この場合、失われたオンライン REDOログ・
ファイルを回復するために、データベースのメディア回
復が必要になることがあります。

次のグループのどのメンバーにもア
クセスできず、失われた REDOログ
を過ぎた時点までデータベースの
チェックポイントが進んでいる。

Oracleは、REDOログに記録されたデータをデータ・
ファイルに保存しているため、メディア回復の必要はな
い。この場合は、アクセスできない REDOログ・グ
ループを削除するだけで済みます。 

ARCHIVELOGモードで運用してい
る場合に、アーカイブされていない
REDOログを削除する。

そのログが削除される前に ALTER DATABASE CLEAR 
UNARCHIVED LOGを発行してアーカイブを使用禁止
にする。

LGWRが書込み中、グループのどの
メンバーにもアクセスできない。

Oracleはエラーを戻し、データベース・インスタンスが
即時停止する。 

この場合、メディア回復を実行する必要がある場合があ
ります。ログのあるメディアが実際には失われていない
場合（たとえば、ログのあるドライブが誤ってオフにさ
れている場合など）には、メディア回復は必要ない場合
があります。この場合は、ドライブをオンにして Oracle
にインスタンス回復を行わせるだけで済みます。
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アーカイブ・ログは次のような場合に使用します。

■ データベースを回復する。

■ スタンバイ・データベースを更新する。

■ データベースの履歴に関する情報を LogMinerユーティリティで取得する。 

アーカイブ REDOログ・ファイルとは、オンライン REDOログ・グループのメンバーのう
ち、同じ内容でかつ満杯になったメンバーの 1つをコピーしたものです。このファイルに
は、グループ内の同じ内容のメンバーに存在する REDOエントリが含まれ、そのグループ
に対応する一意のログ順序番号も保存されています。たとえば、グループ 1にメンバー・
ファイル A_LOG1および B_LOG1 が含まれているときに、オンライン REDOログを多重化
すると、同じ内容のメンバーのうちの 1つが ARCnプロセスでアーカイブされます。万一
A_LOG1が破損しても、ARCn は、同じ内容の B_LOG1をアーカイブできます。 

アーカイブが使用可能になっていると、オンライン REDOログ・グループのアーカイブが
完了するまで、LGWRはそのグループを再使用できず、その結果上書きもできません。つま
り、アーカイブ REDOログには、アーカイブを使用可能にした後に作成された各オンライ
ン REDOグループのコピーが含まれることになります。現行のオンライン・ログの内容を
バックアップする場合は、必ず同ログをアーカイブし、さらにアーカイブしたログをバック
アップするという方法が最もよい方法です。

オンライン REDOログをアーカイブすることで、アーカイブを使用可能にした後にデータ
ベースに加えたすべての変更のコピーが保存されます。メディア障害が発生しても、この
アーカイブ REDOログを使用すれば失われたデータを回復できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :アーカイブ REDOログの管理方法、および LogMinerの使用方法の詳細は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。スタンバイ・データベースの管理方法は、
第 16章の「スタンバイ・データベースの管理」を参照してください。

NOARCHIVELOGモモモモーーーードドドドおおおおよよよよびびびび ARCHIVELOGモモモモーーーードドドドのののの選選選選択択択択
この項では、データベースを NOARCHIVELOGモードまたは ARCHIVELOGモードで運用
する場合に考慮が必要な点について説明します。項目は次のとおりです。

■ NOARCHIVELOGモードでのデータベースの運用

■ ARCHIVELOGモードでのデータベースの運用

NOARCHIVELOGモードモードモードモードででででのデータのデータのデータのデータベベベベースのースのースのースの運用運用運用運用
データベースを NOARCHIVELOGモードで運用する場合、オンライン REDOログのアーカ
イブは使用禁止にします。データベースの制御ファイルは、満杯となったグループにもアー
カイブが必要ないことを示しています。したがって、ログ・スイッチが発生し、満杯のグ
ループがアクティブでなくなると、LGWRはそのグループを再使用できます。

満杯のオンライン REDOログ・ファイルのグループのアーカイブを使用可能にするかどう
かは、データベースに対して実行中のアプリケーションに要求される可用性と信頼性によっ
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て決まります。ディスク障害、またはオペレータ・エラーが起きた場合にデータベース内の
データを 1つも失わないためには、ARCHIVELOGモードを使う必要があります。満杯のオ
ンライン REDOログ・ファイルをアーカイブすることにより、管理作業が増える可能性が
あることに注意してください。

ログをアーカイブしていないと、Oracleがログを切り替えて書込みを開始したとき、そのロ
グに含まれている REDOをすべて失うことになります。データベースを NOARCHIVELOG
モードで実行すると、次のような結果が得られます。

■ 最新の全データベース・バックアップの状態にまでしか、データベースを（回復ではな
く）復元できない。適用するアーカイブ・ログが存在しないため、バックアップにアー
カイブ・ログを適用できません。

■ データベースのオペレーティング・システム・バックアップは、データベースを正しく
停止した場合でなければ実行できない。

■ 全体データベース・バックアップの復元、およびこのデータベースのオープンは、デー
タベースを正しくクローズしてバックアップをとっていた場合のみ可能である。一貫性
のないバックアップを復元できるのは、REDOログが破損しておらず、かつバックアッ
プ実行後に生成された REDOがすべてこの REDOログに含まれている場合に限られま
す。

■ オンライン表領域バックアップは実行できない。また、データベースが ARCHIVELOG
モードで運用されていたときにとったオンライン表領域バックアップは使用できませ
ん。 

したがって、データベースを NOARCHIVELOGモードで運用する場合は、定期的かつ頻繁
に全データベース・バックアップを実行してください。そのようにしないと、古いバック
アップを復元しなければならなくなり、日単位、週単位、場合によっては月単位分の変更を
失う場合があります。

ARCHIVELOGモーモーモーモードドドドでのデーでのデーでのデーでのデータタタタベースのベースのベースのベースの運用運用運用運用
データベースを ARCHIVELOGモードで実行する場合、Oracleではオンライン REDOログ
をアーカイブする必要があります。アーカイブは手動で実行することも、自動アーカイブを
使用可能にしておくこともできます。 

ARCHIVELOGモードでは、データベース制御ファイルは、満杯でかつアーカイブ前のオン
ライン REDOログ・ファイルのグループを LGWRが使用できないことを示しています。満
杯になったグループが ARCnで利用できるようになるのは、ログ・スイッチが発生した直後
です。グループが正しくアーカイブされると、Oracleはこのグループを再使用できます。

満杯になったグループをアーカイブする利点は次のとおりです。

■ データベース・バックアップとオンライン・ログおよびアーカイブ・ログのバックアッ
プを組み合わせることにより、コミットされたトランザクションをすべて回復すること
が可能になる。

■ データベースを、指定した時間、SCNまたはログ順序番号の状態に回復できる。
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■ データベースをオープンした状態で表領域のバックアップをとることができる。

■ データベースをオープンした状態で表領域を回復できる。

■ 元のデータベースのアーカイブ REDOログを継続してスタンバイ・データベースに適用
することにより、元のデータベースと同じ状態にスタンバイ・データベースを保つこと
ができる。

図図図図 2-3  ARCHIVELOG モードモードモードモードででででのオンライのオンライのオンライのオンラインンンン REDOログ・ファログ・ファログ・ファログ・ファイイイイルの使用方ルの使用方ルの使用方ルの使用方法法法法

関連項関連項関連項関連項目目目目 : ARCHIVELOGモードおよび自動アーカイブを有効にする方法は、『Oracle8i 管理
者ガイド』を参照してください。スタンバイ・データベースの管理回復オプションの詳細
は、16-15ページの「スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス」を参照して
ください。
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アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググ情情情情報報報報のののの表表表表示示示示
次に示すデータ・ディクショナリ・ビューには、アーカイブ REDOログに関する有益な情
報が表示されます。

たとえば、次の問合せではアーカイブの必要なオンライン REDOログ・グループが表示さ
れます。

SELECT group#, archived FROM sys.v$log;

GROUP#     ARC
---------- ---
1          YES
2          NO

現行のアーカイブ・モードを確認するには、V$DATABASEビューに問合せを行います。

SELECT log_mode FROM sys.v$database;

LOG_MODE
------------
NOARCHIVELOG

SQL*Plus文の ARCHIVE LOG LISTを使用しても、接続されたインスタンスのアーカイブ
情報を表示できます。

ARCHIVE LOG LIST;

Database log mode                        ARCHIVELOG
Automatic archival                       ENABLED
Archive destination                      /oracle/log
Oldest online log sequence               30
Next log sequence to archive             31
Current log sequence number              33

ビビビビュュュューーーー 説明説明説明説明

V$DATABASE データベースが ARCHIVELOGモードと NOARCHIVELOGのどち
らで運用されているかを識別する。

V$ARCHIVED_LOG 制御ファイルのアーカイブ・ログ情報を表示する。

V$ARCHIVE_DEST 現行インスタンス、全アーカイブ先の宛先、現行の値、モード、お
よびそれらの状態が記述される。

V$LOG データベースのオンライン REDOログ・グループがすべて表示さ
れ、アーカイブの必要なグループが示される。

V$LOG_HISTORY アーカイブされたログおよびそれぞれの SCN範囲など、ログの履
歴情報が記述される。
2-18 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



アーカイブ REDOログの管理
現行のインスタンスのアーカイブ REDOログ設定に関する必要な情報は、この表示からす
べて取得できます。

■ データベースは ARCHIVELOGモードで運用されている。

■ 自動アーカイブが使用可能になっている。

■ アーカイブ REDOログの宛先（オペレーティング・システム固有）

■ 満杯になったオンライン REDOログ・グループのうち、最も古いもののログ順序番号は
30である。

■ 満杯になったオンライン REDOログ・グループのうち、次にアーカイブされるもののロ
グ順序番号は 31である。

■ 現行のオンライン REDOログ・グループのログ順序番号は 33である。

アーカイブの必要な次のログ順序番号以上現行ログ順序番号未満の順序番号が付されている
REDOログ・グループは、すべてアーカイブする必要があります。たとえば、前述の表示
は、順序番号 31および 32のオンライン REDOログ・グループをアーカイブしなければなら
ないことを示しています。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュア
ル』を参照してください。

複複複複数数数数のののの場場場場所所所所へへへへのののの REDOロロロロググググののののアアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ
アーカイブ REDOログの宛先は、1つのみの指定も複数指定も可能です。ファイル破損およ
びメディア障害の危険を避けるため、ログは複数のディスクにアーカイブすることをお薦め
します。

アーカイブ・ログの場所の数を指定するには、初期化パラメータ内の相互排他となっている
2つのセットのうち、いずれかを設定します。

■ LOG_ARCHIVE_DEST_n（ nは、1から 5の整数）

■ LOG_ARCHIVE_DESTとオプションの初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_DUPLEX_
DEST

最初の方法では、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータを使用して、1～ 5つの間で、アー
カイブの宛先を指定します。LOG_ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2などとい
うように、末尾の数字のパラメータで、一意的に宛先を識別します。パス名を指定するには
LOCATIONキーワードを、ネット・サービス名を指定するには SERVICEキーワードをそれ
ぞれ使用します（スタンバイ・データベースとあわせて使用する場合）。

2つ目の方法では、最大 2つの場所が指定できます。プライマリ・アーカイブの宛先を指定
するには LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを、オプションのセカンダリの場所を指定する
には LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTをそれぞれ指定します。Oracleが REDOログをアー
カイブする場合は、パラメータのいずれかのセットで指定されたすべての宛先にアーカイブ
します。
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LOG_ARCHIVE_DEST_nを使用したアーカイブの宛先の設定方法を使用したアーカイブの宛先の設定方法を使用したアーカイブの宛先の設定方法を使用したアーカイブの宛先の設定方法  

1. LOG_ARCHIVE_DEST_nを編集し、1～ 5つの宛先を指定する。たとえば、次のように
入力します。

LOG_ARCHIVE_DEST_1 = 'LOCATION=/disk1/arc/'
LOG_ARCHIVE_DEST_2 = 'LOCATION=/disk2/arc/'
LOG_ARCHIVE_DEST_3 = 'LOCATION=/disk3/arc/'

2. LOG_ARCHIVE_FORMATパラメータを編集する。ログ順序番号をファイル名に含める
場合は%sを、スレッド番号を含める場合は%tをそれぞれ使用します。大文字（%Sお
よび%T）を使用し、ゼロを使ってファイル名を左側に埋め込む。たとえば、次のよう
に入力します。

LOG_ARCHIVE_FORMAT = arch%t_%s.arc

たとえば、この設定では、スレッド 1のログ順序番号 100～ 102に次のファイルが生成
されます。

/disk1/arc/arch1_100.arc, /disk1/arc/arch1_101.arc, /disk1/arc/arch1_102.arc,
/disk2/arc/arch1_100.arc, /disk2/arc/arch1_101.arc, /disk2/arc/arch1_102.arc,
/disk3/arc/arch1_100.arc, /disk3/arc/arch1_101.arc, /disk3/arc/arch1_102.arc

3. データベースがオープンしていれば、SQL*Plusセッションを起動してデータベースを
停止する。たとえば、次のように入力します。

SHUTDOWN IMMEDIATE;

4. データベースをマウントするかオープンして設定を有効にする。たとえば、次のように
入力します。

STARTUP;

LOG_ARCHIVE_DESTおよおよおよおよびびびび LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTでのアーカイブのでのアーカイブのでのアーカイブのでのアーカイブの宛宛宛宛先の設定方法先の設定方法先の設定方法先の設定方法  

1. init.ora ファイルを編集し、LOG_ARCHIVE_DESTおよび LOG_ARCHIVE_
DUPLEX_DESTパラメータに対して宛先の指定をする。データベースがオープンしてい
れば、ALTER SYSTEMコマンドを使用して動的にこのパラメータを編集することもで
きます。 

たとえば、パラメータを次のように変更します。

LOG_ARCHIVE_DEST = '/disk1/arc'
LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST_2 = '/disk2/arc'

注注注注意意意意 : アーカイブ・ログを O/Sレベルでミラー化することもできます。
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2. LOG_ARCHIVE_FORMATパラメータを編集する。ログ順序番号をファイル名に含める
場合は %s  を、スレッド番号を含める場合は %t  をそれぞれ使用します。大文字（%S
および%T）を使用し、ゼロを使ってファイル名を左側に埋め込む。データベースが
オープンしていれば、ALTER SYSTEMコマンドを使用してこのパラメータを修正でき
ます。

たとえば、次のように入力します。

LOG_ARCHIVE_FORMAT = arch_%t_%s.arc

たとえば、この設定では、スレッド 1のログ順序番号 300～ 302に次のファイルが生成
されます。

/disk1/arc/arch_1_300.arc, /disk1/arc/arch_1_301.arc, /disk1/arc/arch_1_302.arc,
/disk2/arc/arch_1_300.arc, /disk2/arc/arch_1_301.arc, /disk2/arc/arch_1_302.arc

3. データベースがオープンしていれば、SQL*Plusセッションを起動して停止する。たと
えば、次のように入力します。

SHUTDOWN IMMEDIATE;

4. データベースをマウントするかオープンして init.ora ファイルの設定を有効にする。
たとえば、次のように入力します。

STARTUP;

Oracleには、便利なアーカイブ・オプションが多数用意されています。次の方法の詳細は
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

■ アーカイブの宛先ごとの状況情報を取得する。たとえば、特定の宛先にアーカイブでき
ないといった問題があるのかどうかを確認できます。

■ アーカイブのモードを標準アーカイブ送信（normal archiving transmission）またはス
タンバイ転送（standby transmission）に指定する。標準転送では、ファイルがローカ
ル・ディスクに送信されます。スタンバイ転送では、ファイルがネットワークを介して
ローカル・スタンバイ・データベース、またはリモート・スタンバイ・データベースに
転送されます。

■ Oracleが正常にアーカイブする必要がある宛先の最小数を指定する。

■ 失敗した宛先に対する ARCnの再アーカイブの試行時点および回数を指定する。

■ データベース・インスタンス 1つにつき最大 10の ARCnプロセスを指定し、アーカイブ
操作をパラレル化する。

■ LogMinerユーティリティを使用し、オンラインおよびアーカイブ REDOログの内容を
分析する。
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バックアップおよび回復計画の
3

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび回回回回復復復復計計計計画画画画のののの立立立立案案案案

この章では、効果的なバックアップおよび回復計画を立案するにあたっての、指針および考
慮点について説明します。この項では、次の項目について説明します。

■ バックアップ・タイプの選択

■ バックアップ方法の選択

■ バックアップ形式の選択

■ バックアップ計画の立案

■ 回復計画の立案
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バックアップ・タイプの選択
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ・タ・タ・タ・タイイイイプのプのプのプの選選選選択択択択
バックアップ計画を立案する際には、どのタイプのバックアップを実行できるか把握する必
要があります。物理バックアップは、どのタイプの場合も、ファイルのバックアップもファ
イルのグループのバックアップも可能です。この項では、次の項目の定義および説明を行い
ます。

■ 全体データベース・バックアップ

■ 表領域のバックアップ

■ データ・ファイルのバックアップ

■ 制御ファイルのバックアップ

論理バックアップはエクスポートともいいます。詳細は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイ
ド』を参照してください。

全全全全体体体体デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
全体データベース・バックアップ（whole database backup）には、制御ファイルのバック
アップと、データベースに属するすべてのデータベース・ファイルを含める必要がありま
す。全体データベース・バックアップは、最も一般的なバックアップの形態です。

全体データベース・バックアップでは、データベースを特定のアーカイブ・モードで運用す
る必要はありません。ただし、全体データベース・バックアップを実行する場合は、
ARCHIVELOGモードでのバックアップと NOARCHIVELOGモードでのバックアップから
生じる結果の違いに注意してください（2-15ページの「NOARCHIVELOGモードおよび
ARCHIVELOGモードの選択」を参照してください）。

全体データベース・バックアップは、一貫性のある場合とない場合があります。この項で
は、次の項目について説明します。

■ 一貫性バックアップ

■ 非一貫性バックアップ

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANコマンドを使用してデータベースをバックアップする方法の詳細は、第 8
章の「Recovery Managerでのバックアップおよびコピーの作成」を参照してください。

O/Sコマンドを使用してデータベースをバックアップする方法の詳細は、第 13章の「オペ
レーティング・システム環境でのバックアップの実行」を参照してください。 

一一一一貫貫貫貫性バック性バック性バック性バックアアアアッッッッププププ
データベース全体の一貫性バックアップ（consistent backup）とは、すべての読み書き可能
なデータ・ファイルおよび制御ファイルが、同じ SCNでチェックポイントされているバッ
クアップの形態です。また、オンラインかつ読み書き可能なデータ・ファイルはいずれも
"ファジー "ではありません。つまり、SCN以降の変更はヘッダーに含まれていません。
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Oracleは、データ・ファイルのヘッダーすべてを、制御ファイルのデータ・ファイル・ヘッ
ダー情報と照合して、復元されたバックアップに一貫性があるかを確認します。

制御ファイルおよびデータ・ファイルは、データベースのチェックポイント時に一貫性を持
つようになります。一貫性バックアップで、古い SCNを持つことが許されている表領域は
読取り専用または NORMALモードでオフラインにされた表領域のみです。このような表領
域には、変更が加えられておらず、回復が必要ないため、同じバックアップ内の他のデー
タ・ファイルと整合がとれています。オフライン・データ・ファイルのチェックポイント
SCNと、制御ファイルのオフライン SCNが合致している場合、Oracleは同データ・ファイ
ルに REDOが必要ないことを検知します。

重要なのは、REDOログを適用しなくても、一貫性のある全体データベース・バックアップ
を復元すれば、データベースをオープンできる点です。そのデータは、すでに一貫性を持っ
ているためです。したがって、復元されたデータ・ファイルを正しくするためのアクション
は必要ありません。これは、1年を経過した一貫性のあるデータベースのバックアップでも、
メディア回復および Oracleによるインスタンス回復を実行せずに復元できることを意味し
ます。

 

一貫性のある全体データベース・バックアップをとる唯一の方法は、データベースを正しく
停止して、データベースがクローズしているときにバックアップをとることです。データ
ベースが正しく停止されなかった場合（たとえば、インスタンス障害が起きたり、
SHUTDOWN ABORT文が発行された場合）は、データベースのデータ・ファイルが不整合
な状態になっています。ただし、データベースを読取り専用モードでオープンしていた場合
を除きます。インスタンス回復はオープン時に実行する必要があります。

一貫性のある全体データベース・バックアップは、NOARCHIVELOGモードで運用されて
いるデータベースにおける唯一の有効なバックアップ方法です。一貫性のないバックアップ
では、REDOを適用して一貫性を確保する必要があるためです。さらに、
NOARCHIVELOGモードでは、Oracleは REDOレコードをアーカイブせずに上書きするた
めです。

一貫性のあるデータベースのバックアップを現行の状態としたり、これを現行以外の時点の
状態にバックアップするためには、メディア回復を実行します。現行の制御ファイルを使用
して回復を実行した場合、Oracleはメディア回復をデータ・ファイル・ヘッダー内の最も低
いチェックポイント SCNから開始します。これに対し、バックアップ制御ファイルを使用
した場合は、制御ファイルの SCNまたはデータ・ファイル・ヘッダーの最も低い SCNの低
い方を使ってメディア回復を実行します。

警警警警告告告告 : 回復処理を行わずに全体データベース・バックアップを復元する回復処理を行わずに全体データベース・バックアップを復元する回復処理を行わずに全体データベース・バックアップを復元する回復処理を行わずに全体データベース・バックアップを復元する
時は、一貫性のある全体データベース・バックアップ時に作成されたバッ時は、一貫性のある全体データベース・バックアップ時に作成されたバッ時は、一貫性のある全体データベース・バックアップ時に作成されたバッ時は、一貫性のある全体データベース・バックアップ時に作成されたバッ
クアップ制御ファイルのみを使用してください。回復処理を実行するときクアップ制御ファイルのみを使用してください。回復処理を実行するときクアップ制御ファイルのみを使用してください。回復処理を実行するときクアップ制御ファイルのみを使用してください。回復処理を実行するとき
に、現行の制御ファイルがある場合、古い制御ファイルは復元しないでくに、現行の制御ファイルがある場合、古い制御ファイルは復元しないでくに、現行の制御ファイルがある場合、古い制御ファイルは復元しないでくに、現行の制御ファイルがある場合、古い制御ファイルは復元しないでく
ださい。ただし、データベース構造が現在の構造と異なっていたときの状ださい。ただし、データベース構造が現在の構造と異なっていたときの状ださい。ただし、データベース構造が現在の構造と異なっていたときの状ださい。ただし、データベース構造が現在の構造と異なっていたときの状
態にす態にす態にす態にするるるる Point-in-Time回復を実行する場合を除きます回復を実行する場合を除きます回復を実行する場合を除きます回復を実行する場合を除きます。。。。
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メディア回復を実行するにはアーカイブ REDOログを適用します。Recovery Managerを使
用している場合は、増分バックアップとアーカイブ・ログの両方か、いずれか一方を適用し
てメディア回復を実行します。REDOデータは、すべてアーカイブ REDOログおよびオン
ライン REDOログにあります。

非非非非一一一一貫性バッ貫性バッ貫性バッ貫性バッククククアッアッアッアッププププ
データベース全体の非一貫性バックアップ（inconsistent backup）は、読み書き可能デー
タ・ファイルおよび制御ファイル全体が、同じ SCNに関してチェックポイントされている
とは限らないバックアップの形態です。たとえば、あるデータ・ファイルに SCN100が含ま
れている一方、別のデータ・ファイルには SCN95が含まれている状態になります。Oracle
は、これらの SCNが一貫性を持つまで、つまり、オンライン REDOログに記録されたすべ
ての変更がデータ・ファイルに適用されるまで、データベースをオープンしません。

データベースを常時（1日 24時間、週 7日間）稼働状態にしておく必要がある場合は、デー
タベース全体の非一貫性バックアップを実行する以外の選択肢はありません。たとえば、
オープンしているデータベースのオフライン表領域のバックアップは、他の表領域と一貫性
が保たれていません。これは、表領域のバックアップが行われている間にもデータベースの
一部が変更されてディスクに書き込まれるためです。オンラインおよびオフライン・デー
タ・ファイルのデータ・ファイル・ヘッダーには、一貫性のない SCNが含まれている場合
があります。オープン・バックアップを作成するには、データベースを ARCHIVELOGモー
ドで実行する必要があります。

データベースを ARCHIVELOGモードで実行している場合は、異なる時点で作成したデー
タ・ファイルのバックアップを使用して、全体データベース・バックアップを作成できま
す。たとえば、データベースに 7つの表領域がある場合に、制御ファイルとそれぞれ 1つの
異なる表領域を毎晩バックアップしていくと、1週間でデータベースの全表領域と制御ファ
イルのバックアップが作成されます。このようなバックアップを、全体データベース・バッ
クアップと見なすことができます。

クローズ状態の非一貫性バックアップクローズ状態の非一貫性バックアップクローズ状態の非一貫性バックアップクローズ状態の非一貫性バックアップ  システム・クラッシュの後、または SHUTDOWN 
ABORTの後でデータベースをバックアップする場合は、クローズ状態の非一貫性バック
アップを作成することもできます。このタイプのバックアップは、データベースが
ARCHIVELOGモードで実行されている場合に限り有効です。同モードで実行されている場
合は、バックアップに一貫性を持たせる際、オンライン REDOログとアーカイブ REDOロ
グの両方が使用できるためです。

NOARCHIVELOGモードで実行しているデータベースのバックアップを作成する場合は、
必ず IMMEDIATEまたはNORMALオプションを使用して、正しくデータベースをクロー
ズしてください。NOARCHIVELOGモードで運用中のデータベースに、一貫性のない全体
データベース・バックアップを使用できるのは、バックアップ前の変更を含む REDOログ

注注注注意意意意 : クローズ状態の非一貫性バックアップをNOARCHIVELOGモー
ドで作成することはお薦めしません。
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が、バックアップを復元して使用できる場合に限られます。ただしこのような状況はまず発
生しません。 

非一貫性バックアップ・ファイルのデータ・ファイル・ヘッダーには、それぞれ異なった
SCNが含まれています（通常にシャットダウンすれば、これらの SCNの一貫性は保たれま
す）。また、データベースを NOARCHIVELOGモードで運用した場合は、失われた変更に
適用するアーカイブ REDOログが存在しません。これらが NOARCHIVELOGでの非一貫性
バックアップをお薦めしない理由です。そのため、NOARCHIVELOGモードで運用されて
いたデータベースが異常終了により停止した場合、そのバックアップは、回復に使用できな
いため、RMANではこのデータベースのバックアップをとることができません。

事実として念頭に置かなければならないのは、データベースを NOARCHIVELOGモードで
実行している場合は、回復処理を一切行わなくても使用が可能なバックアップを作成すべき
だという事です。ただし、ログの REDOを適用してバックアップを回復する必要がある場
合は、そのようにすることはできません。REDOを使用してデータベースの一貫性を確保す
る必要がある場合は、ARCHIVELOGモードで運用してください。 

図 3-1 に、全体データベース・バックアップを行う場合の、さまざまな選択肢を示します。

図図図図 3-1  全体デ全体デ全体デ全体デーーーータベース・タベース・タベース・タベース・ババババックアップックアップックアップックアップののののオプションオプションオプションオプション

アーカイブされていなアーカイブされていなアーカイブされていなアーカイブされていないいいい REDOログ・ファイルのアーカイブログ・ファイルのアーカイブログ・ファイルのアーカイブログ・ファイルのアーカイブ  オープン状態のバックアップ、
またはクローズ状態の非一貫性バックアップを実行した後は、アーカイブされていない
REDOログを必ずアーカイブして、これらのバックアップの回復に必要な REDOを確保し
てください。データベースがオープンしているときに、Oracleを現行のログから解放し、こ
のログをアーカイブされていないその他すべてのログとともにアーカイブする場合は、次に
示す SQL文を発行します。

SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;
 

全体データベース・バックアップ�

一貫性のない�クローズ状態で一貫性のある�

NOARCHIVELOGARCHIVELOG NOARCHIVELOG
(無効)

ARCHIVELOG

オープン状態�クローズ状態�
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データベースがマウント、オープンまたはクローズのいずれかの状態にあるときに、現行以
外のすべての REDOログを Oracleにアーカイブさせる場合は、次の SQL文を発行します。

SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;

データベースがマウント、オープンまたはクローズのいずれかの状態にあるときに、特定の
ログ・グループをアーカイブする場合は、次の SQL文を発行します。integerには、グルー
プの数を入力します。

SQL> ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG GROUP integer;

上記の処理が済んだら、バックアップ開始後に生成されたアーカイブ REDOログをすべて
バックアップします。これにより、該当のバックアップが使用でき、さらに元のアーカイ
ブ・ログのディスクからの削除も可能になります。バックアップ時に作成されたアーカイブ
REDOログがすべて確保されないと、バックアップの一貫性保持に必要な REDOレコード
が確保されないため、バックアップの回復が実行できなくなります。

制御ファイルのバックアップ制御ファイルのバックアップ制御ファイルのバックアップ制御ファイルのバックアップ  一貫性のある全体データベース・バックアップを行う場合を
除き、BACKUP CONTROLFILEオプションを指定してALTER DATABASEコマンドを実行
し、制御ファイルのバイナリ・バックアップを行ってください。バックアップの宛先は引用
符で指定します。たとえば、次のように入力します。

SQL> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '/oracle/copy/cf.f';

制御ファイルはトレース・ファイルにバックアップすることもできます。制御ファイルの再
作成が必要な場合は、USER_DUMP_DESTパラメータで指定された位置にある、トレース・
ファイルのスクリプトを使用します。次の構文を使用します。

SQL> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

トレース・バックアップには、1つ大きな問題があることに注意してください。つまり、古
い制御ファイルで作成された以前のバックアップの記録がここには残らないという問題で
す。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SQL文を使用した制御ファイルのバックアップの詳細は、13-11ページの「制御
ファイルのバックアップの実行」を参照してください。

表表表表領領領領域域域域ののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
表領域のバックアップとは、表領域を構成するデータ・ファイルのバックアップのことで
す。その理由は、データ・ファイルが物理ファイルであるのに対し（物理的なバックアップ
が可能なのは物理ファイルのみ）、表領域は論理的なグルーピングであるためです。たとえ
ば、表領域 TBS_2にデータ・ファイル 2、3、4が含まれていたとすると、表領域 TBS_2の
バックアップにより、これら 3つのデータ・ファイルがバックアップされます。

オンラインであるかオフラインであるかを問わず、表領域のバックアップが有効なのは、
データベースが ARCHIVELOGモードで運用されている場合のみです。これは、復元された
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表領域とデータベース内のその他の表領域とを、一貫性のある状態にするために REDOが
必要となるからです。

NOARCHIVELOGモードで運用中のデータベースにおいて、表領域のバックアップが有効
となるのは、その表領域が現在読取り専用または NORMALモードでオフラインされた場合
のみです。これらを回復する際には REDOを必要としないため、これらは例外的なケース
です。たとえば、図 3-2の実例を見てみましょう。

1. t日のある時点で表領域 TBS_2を NORMALモードでオフラインにする。

2. t + 5日に TBS_2のバックアップを作成する。

3. t + 5日に作成したバックアップを使用して、t + 10日に表領域 TBS_2を復元する。

4. t + 15日に表領域 TBS_2を読み書き可能とする。

図図図図 3-2  NOARCHIVELOG モードでモードでモードでモードでのののの表領域のバ表領域のバ表領域のバ表領域のバッッッックアップクアップクアップクアップ

t + 5から t + 10の間は、このオフライン表領域に変更が加えられていないため、Oracleでは
メディア回復を必要としません。ただし、t + 15で、この表領域を読取り書込み両用とし、
続いて t + 5のバックアップの復元を試行した場合、Oracleでは t + 15以降の変更について、
メディア回復が必要となります。その結果、必要な REDOがすべてオンライン REDOログ
にある場合にしかデータベースをオープンできなくなります。

5t 10 15

読み書き可能�NORMALモードでの�
オフライン�

NORMALモードでの�
オフライン�

NORMALモードでの�
オフライン�

TBS_2TBS_2TBS_2TBS_2

NORMALモードでの�
オフライン�

TBS_2

バックアップ�

TBS_2

復元�
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デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
データ・ファイルのバックアップとは、1つのデータ・ファイルのバックアップです。デー
タ・ファイルのバックアップは、表領域のバックアップほど一般的ではありませんが、
ARCHIVELOGデータベースでは有効です。 

NOARCHIVELOGモードのデータベースにおいて、データ・ファイルのバックアップが有
効となるのは、表領域内のデータ・ファイルがすべてバックアップされている場合のみで
す。データ・ファイルがすべてバックアップされていなければ、データベースを復元できま
せん。さらに、データ・ファイルは、読取り専用か、または NORMALモードでオフライン
になっている必要があります。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
制御ファイルのバックアップとは、データベースの制御ファイルのコピーのことです。デー
タベースがマウントされていれば、次の SQL文を発行できます。controlfile_locationには、
バックアップの名前を入力します。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'controlfile_location';

トレース・ファイルにバックアップすることもできます。トレース・ファイルには、制御
ファイルを再作成するためのスクリプトが含まれています。その文は次のようになります。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

RMANの backup current controlfileコマンドを使用することもできます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SQL*Plusによる制御ファイルのバックアップは、2-5ページの「構造変更後の制
御ファイルのバックアップ」を参照してください。RMANによる制御ファイルのバック
アップは、8-6ページの「制御ファイルのバックアップ」を参照してください。

バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ方法方法方法方法のののの選択選択選択選択
物理バックアップを作成するには、Recovery Managerまたは O/Sコマンドを使用し、論理
バックアップを作成するには、Exportなどのユーティリティを使用します。

表表表表 3-1  バックバックバックバックアアアアップ方法のップ方法のップ方法のップ方法の種種種種類と要類と要類と要類と要件件件件

バックバックバックバックアアアアップ方法ップ方法ップ方法ップ方法 タイプタイプタイプタイプ 使使使使用できるバ用できるバ用できるバ用できるバーーーージョンジョンジョンジョン 要件要件要件要件

Recovery Manager（RMAN） 物理的 Oracleバージョン 8.0
以上

メディア・マネージャ
（テープにバックアップを
とる場合）

O/S 物理的 全バージョン O/Sのバックアップ・ユー
ティリティ (例：UNIX dd)

Export 論理的 全バージョン 該当せず
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バックアップ方法の選択
Recovery Manager
Recovery Manager（RMAN）ユーティリティは、Oracleにおけるバックアップおよび回復
処理を管理するものです。RMANは、制御ファイルに格納されたデータベースの情報を使
用して、データベース・ファイルの位置の特定、バックアップおよび回復操作を自動的に行
います。ここで言うデータベース・ファイルには、データ・ファイル、制御ファイル、アー
カイブ REDOログなどが含まれます。RMANには次のような機能があります。

■ データベース、表領域、データ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのバックアップ
および復元を実行する。

■ 頻繁に実行するバックアップ操作を設定する。

■ バックアップおよび回復に関するすべてのアクションについて印刷可能なログを生成す
る。

■ リカバリ・カタログまたはターゲット・データベースの制御ファイルを使用して、メ
ディア復元操作と回復操作の両方を自動化する。

■ バックアップおよび復元を自動パラレル化する。

■ メディア・マネージャのデータをチェックし、バックアップされたファイルが引き続き
使用可能であるか確認する。

■ ユーザーが指定した適用の必要な REDOの量の限界に基づき、バックアップが必要な
データ・ファイルを検索する。

■ Oracle Enterprise Managerの GUIインタフェースを使用する。

■ Oracle Enterprise Managerを介して、バックアップのスケジュールを自動的に組む。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Recovery Managerの概説は、4-2ページの「Recovery Managerの概要」を参照
してください。

Recovery Managerのメのメのメのメタタタタデーデーデーデータタタタ
Recovery Managerは、バックアップおよび回復操作に必要な情報を、制御ファイルまたは
リカバリ・カタログ（recovery catalog）と呼ばれるオプションのリポジトリから取得しま
す。リカバリ・カタログは、RMANがメンテナンスする情報の格納場所で、その情報は
ターゲット・データベースの制御ファイルから取得したものです。復元および回復操作の
際、RMANはリカバリ・カタログのデータを参照して、サーバー・プロセスに指示を出し
ます。

Enterprise Backup Utility 
(EBU)

物理的 Oracle7のみ メディア・マネージャ

表表表表 3-1  バックバックバックバックアアアアップ方法のップ方法のップ方法のップ方法の種種種種類と要件類と要件類と要件類と要件（（（（続続続続きききき））））

バックバックバックバックアアアアップ方法ップ方法ップ方法ップ方法 タイプタイプタイプタイプ 使使使使用できるバ用できるバ用できるバ用できるバーーーージョンジョンジョンジョン 要件要件要件要件
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バックアップ方法の選択
関連項関連項関連項関連項目目目目 : Recovery Managerのメタデータの概説は、4-12ページの「Recovery Managerの
メタデータ」を参照してください。RMANのメタデータの管理方法は、第 6章の
「Recovery Managerのメタデータの管理」を参照してください。

メメメメデデデディア管ィア管ィア管ィア管理理理理
磁気テープ記憶装置を使用して Oracleデータベースのバックアップを行う場合は、RMAN
に加えてメディア・マネージャ（media manager）を使う必要があります。メディア・マ
ネージャとは、サード・パーティのソフトウェア・ユーティリティで、テープ・ドライブな
どの順次メディアのロード、ラベル付け、およびアンロードを行う機能があり、データの
バックアップおよび回復に使用します。 

Oracleの Backup Solutions Program（BSP）を使用するサード・パーティ・ベンダーは、自
社の製品と Recovery Managerを容易に統合することができます。BSPのオンライン情報は、
次の URLからアクセスできます。

http://www.oracle.com/st/products/features/backup.html

メディア管理ソフトウェアを使用すると、ディスクとテープなどの 3次記憶装置にバック
アップするという柔軟性が加わります。ディスクにのみバックアップを行う場合には、メ
ディア・マネージャは必要ありません。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :メディア管理の概説は、4-15ページの「メディア管理」を参照してください。
RMANで使用できるようメディア・マネージャを設定する方法の詳細は 5-19ページの「メ
ディア・マネージャの構成」を参照してください。

Enterprise Manager
通常、RMANはコマンドラインのユーティリティとして使用されますが、Oracle Enterprise 
Managerを使って RMANバックアップを実行することもできます。Oracle Enterprise 
Managerの Backup Managerは、Recovery Managerの GUIインタフェースで、これにより
ポイント・アンド・クリック方式でバックアップおよび回復を実行できます。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Oracle Enterprise Managerによるバックアップおよび回復の詳細は、 『Oracle 
Enterprise Manager 管理者ガイド』を参照してください。

オオオオペペペペレレレレーーーーテテテティィィィンンンンググググ・・・・シシシシスススステテテテムムムム（（（（O/S））））
O/Sのシステム固有のコマンドを使用して、O/Sバックアップを実行できます。たとえば、
UNIXのファイルをバックアップするには、cpコマンドを使用します。この場合、O/Sバッ
クアップを制御するには、UNIXのスクリプトを記述し、メンテナンスする必要がありま
す。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :使用しているオペレーティング・システムで使用可能なユーティリティの情報は、
それぞれのオペレーティング・システム固有のマニュアルを参照してください。
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バックアップ方法の選択
Export
Oracleデータベースから、オペレーティング・システムのファイルに Oracle固有の形式で
データを書き込むには、Oracleの Exportユーティリティを使用します。エクスポート・
ファイルには、データベース用に作成された スキーマ・オブジェクトについての情報が格納
されます。Oracleの Exportユーティリティでは特定のオブジェクトを選択してエクスポー
トできるので、保護と柔軟性を強化するために、データベースの一部または全部のエクス
ポートを検討してください。データベース・エクスポートは、全体データベース・バック
アップの代替となるものではありません。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :バックアップ計画の一部としてエクスポートを使用する方法の詳細は、『Oracle8i 
ユーティリティ・ガイド』を参照してください。

Enterprise Backup Utility
Oracleの Enterprise Backup Utility（EBU）は、Oracle7データベースのバックアップを自動
化するユーティリティです。Oracle8iデータベースとの互換性はありません。 

各各各各ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ方方方方法法法法のののの機機機機能能能能のののの比比比比較較較較
表 3-2 では、この章で説明したバックアップ方法の機能を比較します。

表表表表 3-2  各バッ各バッ各バッ各バッククククアップ方法アップ方法アップ方法アップ方法のののの機能の比較機能の比較機能の比較機能の比較 

機機機機能能能能 Recovery Manager オペレオペレオペレオペレーーーーティング・ティング・ティング・ティング・シシシシステムステムステムステム Export

クローズ状態のデータ
ベースのバックアップ

サポートされている。イン
スタンスをマウントする必
要があります。

サポートされている。 サポートされていない。

オープン状態のデータ
ベースのバックアップ

BEGIN/END BACKUPコ
マンドは使用しない。

BEGIN/END BACKUPコマ
ンドを使用する。

一貫性バックアップを生成す
るには、大量の RBSが必要
となる場合がある。

増分バックアップ サポートされている。 サポートされていない。 サポートされていない。

破損ブロックの検出 サポートされている。破損
ブロックを特定し、
V$BACKUP_
CORRUPTIONまたは
V$COPY_CORRUPTION
に書き込みます。

サポートされていない。 サポートされている。エクス
ポート・ログ内で、破損ブ
ロックを特定します。
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バックアップ形式の選択
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ形式形式形式形式のののの選択選択選択選択
バックアップの形式は、バックアップの作成方法によって変わってきます。ファイルは次に
示す形式でバックアップできます。

■ バックアップ・セット

■ イメージ・コピー

■ オペレーティング・システムによるバックアップ

■ 論理バックアップ

バックアップの自動化 サポートされている。バッ
クアップ対象のすべての
ファイル（データベース全
体または表領域、データ・
ファイル、制御ファイルの
バックアップ）の名前と位
置を自動的に識別します。

サポートされていない。バッ
クアップ対象のファイルは、
手動で指定する必要がありま
す。

サポートされている。全体、
ユーザー単位または表単位で
バックアップを実行します。

バックアップ・カタログ サポートされている。バッ
クアップ・データはリカバ
リ・カタログと制御ファイ
ルにカタログ化されるか、
または制御ファイルのみに
カタログ化されます。

サポートされていない。 サポートされていない。

順次メディアへのバック
アップ

サポートされている。メ
ディア・マネージャとイン
タフェースをとります。
RMANは、プロキシ・コ
ピーもサポートしていま
す。これは、メディア・マ
ネージャによるデータ転送
を可能にする機能です。

サポートされている。テープ
へのバックアップは手動で行
うか、またはメディア・マ
ネージャが管理します。

サポートされている。

init.ora ファイルとパ
スワード・ファイルの
バックアップ

サポートされていない。 サポートされている。 サポートされていない。

オペレーティング・シス
テムに依存しないスクリ
プト

サポートされている。 サポートされていない。 サポートされている。

表表表表 3-2  各バッ各バッ各バッ各バッククククアップ方法アップ方法アップ方法アップ方法のののの機能の比較機能の比較機能の比較機能の比較 （続き（続き（続き（続き））））

機機機機能能能能 Recovery Manager オペレオペレオペレオペレーーーーティング・ティング・ティング・ティング・シシシシステムステムステムステム Export
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バックアップ形式の選択
ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトト
RMANの backupコマンドを発行する場合（かつ proxyオプションを指定しない場合）は、
バックアップ・セットを作成します。バックアップ・セットとは、1つ以上の物理的なバッ
クアップ・ピース（backup piece）で構成される論理構造のことです。バックアップ・セッ
トは、1つのバックアップ・ピースで構成されるのが普通です。バックアップ・セットでは
次のようなことができます。

■ アーカイブ REDOログ、またはデータ・ファイルを含めることができる。ただし両方同
時に含めることはできません。

■ ディスクまたはテープなどの 3次記憶装置に書き込むことができる。

■ 全体バックアップを構成することも、増分バックアップを構成することも可能である。

■ 複数の O/Sファイルにまたがることができる。

バックアップ・セットは、Oracle独自の形式で書かれます。したがって、Oracleインスタン
スがバックアップ・セットのファイルを使用できるようになるには、RMANがこれらをイ
ンスタンスが使用可能な形式に復元する必要があります。たとえば、バックアップ・セット
内の表領域のバックアップは、表領域内の各ファイルを圧縮したものです。バックアップ・
セット内のデータ・ファイルを復元するには、RMANのコマンドを使用する必要がありま
す。

バックアップするデータ・ファイルを指定すると、Oracleサーバー・セッションはそのファ
イルを読み取り、バックアップ・セットを作成します。RMANバックアップの前に、
ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文を実行する必要はありません（RMANバックアッ
プにおけるブロック読取りの詳細は、4-54ページの「論理ブロックの破損の検出」を参照し
てください）。

RMANは、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログをバックアッ
プ・セットに含めることができます。全体データベース・バックアップを実行すると、
RMANはそのデータベースの全ファイルをバックアップし、さらに制御ファイルもバック
アップします。データ・ファイルのバックアップ・セットに、制御ファイルのバックアップ
を組み込むよう、RMANに指示することもできます。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Recovery Managerバックアップの概要は、4-28ページの「バックアップ・セッ
ト」を参照してください。RMANバックアップの作成方法の詳細は、第 8章の「Recovery 
Managerでのバックアップおよびコピーの作成」を参照してください。RMANの backup
コマンドの詳細は、11-21ページの「backup」を参照してください。

注注注注意意意意 : アーカイブ REDOログとデータ・ファイルを 1つのバックアッ
プ・セットに入れることはできません。
バックアップおよび回復計画の立案 3-13



バックアップ形式の選択
イイイイメメメメーーーージジジジ・・・・ココココピピピピーーーー
次のオブジェクトのイメージ・コピー（image copy）を作成するには、RMANの copyコマ
ンドを使用します。

■ データ・ファイル

■ 制御ファイル

■ アーカイブ REDOログ

このコマンドを発行すると、（O/Sルーチンではなく）Oracleサーバー・セッションがデー
タ・ファイルを読み取り、そのコピーをディスクに書き込みます。RMANバックアップの
前に、ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文を実行する必要はありません。 

イメージ・コピーは Oracleインスタンスでただちに使用できます。つまりこれはすでにイ
ンスタンスで使用可能な形式になっています。イメージ・ファイルのコピーは、ディスクに
しかとることができません。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANのイメージ・コピーの概要は、4-45ページの「イメージ・コピー」を参照
してください。RMANのイメージ・コピーの作成方法の詳細は、8-10ページの「イメージ・
コピーの作成」を参照してください。RMANの copyコマンドと backupコマンドの詳細
は、11-48ページの「copy」および 11-21ページの「backup」を参照してください。

オオオオペペペペレレレレーーーーテテテティィィィンンンンググググ・・・・シシシシスススステテテテムムムムにににによよよよるるるるババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
オペレーティング・システム（O/S）のバックアップを作成するには、UNIXの ddなど、
オペレーティング・システムのコマンドを使用します。O/Sのバックアップは、使用中の
O/Sのユーティリティでサポートされている形式であれば、どの形式を使用しても、ディス
クまたはテープへの書込みが可能です。Recovery Managerは、ディスク上のイメージ・
バックアップである O/Sのバックアップをカタログ化して使用できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :オペレーティング・システムのバックアップの作成方法の詳細は、第 13章の「オ
ペレーティング・システム環境でのバックアップの実行」を参照してください。

論論論論理理理理ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
論理バックアップでは、データベース用に作成されたスキーマ・オブジェクトについての情
報が格納されます。Oracleデータベースから、Oracle独自の形式を持つオペレーティング・
システムのファイルにデータを書き込むには、Exportユーティリティを使用します。

注注注注意意意意 : プロキシ・コピーは、テープにとることができます。プロキシ・
コピーはイメージ・コピーではありませんが、backupコマンドで proxy
オプションを指定した場合に生成され、かつメディアによって管理される
バックアップの一種です。
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バックアップ計画の立案
Oracleの Exportユーティリティを使うと、特定のオブジェクトを選択してエクスポートで
きるので、データベースのバックアップ計画において保護と柔軟性を強化するために、デー
タベースの一部または全部のエクスポートを実行できます。データベースのエクスポート
は、物理バックアップに代わるものではなく、Oracleのビルトイン機能により提供されるほ
どの完全な回復上の利点もありません。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Exportユーティリティの詳細は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイド』を参照し
てください。

バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ計画計画計画計画のののの立案立案立案立案
Oracleデータベースを作成する前に、メディア障害が起きた場合にデータベースを保護する
ための計画を決定しておいてください。バックアップ計画を立案せずにデータベースを作成
すると、ディスク障害により、データ・ファイル、オンライン REDOログ・ファイルまた
は制御ファイルが破損した場合、回復を実行できなくなることがあります。

この項では、データベースのバックアップを実行する時期とデータベースの中でバックアッ
プが必要な部分を決定するための、一般的なガイドラインを示します。計画の詳細は操作環
境の制約によって異なります。ただし、どのようなバックアップ計画を実行に移した場合で
も、できるだけ次のガイドラインに従うようにしてください。

■ ARCHIVELOGまたは NOARCHIVELOGの運用モードの決定

■ 多重化された制御ファイル、オンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログ

■ 頻繁で定期的なバックアップの実行

■ 構造変更時のバックアップの実行

■ 使用回数の多い表領域の頻繁なバックアップ

■ 回復不能な操作の後のバックアップ

■ 古いバックアップの保管

■ 分散データベースにおけるバックアップの制約

■ 保護と柔軟性の強化のためのデータベース・データのエクスポート

■ オンライン REDOログのバックアップ

ARCHIVELOGままままたたたたはははは NOARCHIVELOGのののの運運運運用用用用モモモモーーーードドドドのののの決決決決定定定定
Oracleデータベースを作成するにあたっては、障害が起きた場合にデータベースを保護する
ための計画を決定しておいてください。次の質問について考慮してください。

■ データベースを構成するファイルの一部がディスク障害によって破損した場合、データデータベースを構成するファイルの一部がディスク障害によって破損した場合、データデータベースを構成するファイルの一部がディスク障害によって破損した場合、データデータベースを構成するファイルの一部がディスク障害によって破損した場合、データ
を失ってもかまいませんを失ってもかまいませんを失ってもかまいませんを失ってもかまいませんかかかか ? データを 1つも失ってはならない場合は、データベースは
ARCHIVELOGモードで運用し、多重オンライン REDOログ、多重制御ファイルおよ
び多重アーカイブ REDOログを使用するのが理想的です。ある程度の量であればデー
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タが失なわれてもよい場合は、NOARCHIVELOGモードで運用すれば余分なメンテナ
ンス作業を削減することができます。

■ 現行ではなく過去のある時点への回復が必要となる可能性があります現行ではなく過去のある時点への回復が必要となる可能性があります現行ではなく過去のある時点への回復が必要となる可能性があります現行ではなく過去のある時点への回復が必要となる可能性がありますかかかか ?データベース
への誤った変更を修正するために、不完全回復を実行する場合は、ARCHIVELOGモー
ドで運用し、構造上の変更を行うときには制御ファイルのバックアップを実行します。
任意の時点のデータベース構造を反映するバックアップ制御ファイルがあれば、不完全
回復を補完します。

■ データベースを常時使用可能にしておく必要がありますデータベースを常時使用可能にしておく必要がありますデータベースを常時使用可能にしておく必要がありますデータベースを常時使用可能にしておく必要がありますかかかか ? その必要がある場合は、
データベースを NOARCHIVELOGモードで運用しないでください。
NOARCHIVELOGモードでは、全体データベース・バックアップはデータベースの停
止中にとる必要がありますが、常時使用可能にしておく必要がある場合には、まったく
とはいえないまでも、頻繁にはとることができないからです。したがって、可用性が高
いデータベースは、オープン状態のデータ・ファイルのバックアップを利用できるよう
に、常に ARCHIVELOGモードで運用します。

質問への回答が済み、使用するモードが決定したら、それぞれのガイドラインに従ってくだ
さい。

■ NOARCHIVELOGモードでのバックアップ

■ ARCHIVELOGモードでのバックアップ

NOARCHIVELOGモードモードモードモードででででのバックのバックのバックのバックアアアアッッッッププププ
データベースを NOARCHIVELOGモードで運用している場合、オンライン REDOログ・
ファイルのグループは満杯になってもアーカイブされません。したがって、ディスク障害に
対する唯一の保護手段は、データベース全体の最新のバックアップのみです。次のガイドラ
インに従ってください。

■ 失ってもよい作業量に応じて、全体データベース・バックアップを定期的にとる計画を
立ててください。たとえば、1週間分の作業量なら失ってもかまわないという場合は、1
週間に一度、一貫性のある全体データベース・バックアップをとります。1日分の作業
の消失しか許されない場合は、一貫性のある全体データベース・バックアップを毎日と
る必要があります。作業量の多い大規模データベースでは、一般に、作業の消失は許さ
れません。このような場合は、ARCHIVELOGモードでデータベースを運用します。

■ NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースの物理構造を変更した場合は、
必ず変更直後に一貫性のある全体データベース・バックアップをとってください。これ
により、全体データベース・バックアップに、データベースの新しい構造が完全に反映
されます。

ARCHIVELOGモーモーモーモードドドドでのバッでのバッでのバッでのバッククククアッアッアッアッププププ
ARCHIVELOGモードでデータベースを使用している場合は、ARCnによって、オンライン
REDOログ・ファイルがアーカイブされます。したがって、アーカイブ REDOログをオン
ライン REDOログおよびデータ・ファイルのバックアップと組み合せることによって、
ディスク障害からデータベースを保護し、ディスク障害から障害が発生したインスタンス
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（または指定した過去のある時点）までを完全に回復させることができます。ARCHIVELOG
モードで運用されているデータベースについての一般的なバックアップ計画を次に示しま
す。

■ データベースを作成した後、全体データベース・バックアップを実行する。この最初の
全体データベース・バックアップには、関連するデータベースのすべてのデータ・ファ
イルおよび制御ファイルのバックアップが含まれるので、今後のバックアップの基礎に
なります。

■ オープン状態のデータベースまたは表領域のバックアップを実行し、データベースの
バックアップを最新の状態に保つ。その後は、全体データベース・バックアップは必須
ではありません。データベースを常にオープンしておく必要がある場合は、データベー
スがクローズした状態を行うことはできません。

■ オープンまたはクローズ状態のデータ・ファイルのバックアップを実行し、データベー
スの情報のバックアップを更新する。これにより、最初にとった全体データベース・
バックアップを補完できます。特に、使用頻度の高い表領域のデータ・ファイルのバッ
クアップを頻繁にとり、データベースの回復にかかる時間を短縮するようにしてくださ
い。破損したデータ・ファイルの復元に使用するデータ・ファイルのバックアップが最
新であればあるほど、復元後のデータ・ファイルを障害発生時点までロールフォワード
するために適用しなければならない REDOデータ（または増分バックアップ）が少な
くて済みます。

データ・ファイルのバックアップをオープン状態でとるかクローズ状態でとるかは、
データの可用性に関する要件に依存します。バックアップ対象のデータを常に使用可能
にしておく必要がある場合は、オープン状態のデータ・ファイルのバックアップしか選
択できません。

データ・ファイルの回復には、データ・ファイルのコピーも使用できますが、そのデー
タ・ファイル・コピーは、データベースがオープン状態で表領域が オンラインになって
いるときにとったものであることが必要です。復元されたデータ・ファイルには、適切
な REDOログ・ファイルを適用して、データに一貫性を持たせ、指定時点の状態まで
ロールフォワードする必要があります。 

■ データベースの構造を変更するたびに、制御ファイルのバックアップをとる。データ
ベースを ARCHIVELOGモードで運用しており、かつそのデータベースがオープン状態
になっている場合は、RMANを使用するか、または BACKUP CONTROLFILEオプ
ションを指定した上で、ALTER DATABASE文を使用してください。

注注注注意意意意 : 全体データベース・バックアップを初めて実行するときは、まず
データベースが ARCHIVELOGモードになっているかどうかを確認してく
ださい。ARCHIVELOGモードでないと、バックアップの制御ファイル
に、NOARCHIVELOGモードの設定が含まれてしまいます。
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多多多多重重重重化化化化さささされれれれたたたた制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルル、、、、オオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググおおおおよよよよびびびびアアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ
REDOロロロロググググ

制御ファイル、オンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログは、バックアップおよ
び回復を実行する際に重要となるファイルです。これらのうちのどのファイルが消失して
も、回復不能なデータ損失の原因となることがあります。次に示すものをメンテナンスして
おいてください。

■ 異なるディスク・コントローラにマウントされた、異なるディスクに、制御ファイルの
コピーを最低 2つ保管しておく。Oracleでこれらのコピーを多重化することも、使用中
の O/Sでこれらをミラー化することもできます。

■ オンライン REDOログの複数のコピーを、異なるディスクに保管する。オンライン
REDOデータは、インスタンス、クラッシュおよびメディア回復を実行する場合に重要
です。

■ アーカイブ REDOログの複数のコピーを、異なるディスクに保管する。可能であれば、
異なるメディアに保管する。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベース構造の管理も考慮したバックアップおよび回復計画の詳細は、第 2
章の「データ構造の管理」を参照してください。Oracleの全データ構造の概要は、『Oracle8i 
概要』を参照してください。

頻頻頻頻繁繁繁繁でででで定定定定期期期期的的的的ななななババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
回復計画においては、頻繁なバックアップが重要です。バックアップの頻度は、データベー
スの次のような変更の割合または頻度に基づいて決定します。

■ 表の追加および削除

■ 既存の表における行の追加および削除

■ 表におけるデータの更新

ユーザーが多量の DMLを生成した場合は、それに応じてデータベースのバックアップの回
数を増やします。逆に、データベースが主として読取り専用で、まれにしか更新されないの
なら、データベースのバックアップ頻度は低くてかまいません。

バックアップ・スクリプトを作成するには、Recovery Managerか O/Sコマンドを使用しま
す。RMANスクリプトはリカバリ・カタログに格納されます。日常的かつ定期的にバック
アップ操作を実行する場合に特に有効な方法です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANに格納するスクリプトの概要は、4-10ページの「ストアド・スクリプト」
を参照してください。格納スクリプトの作成、削除、置換および表示の詳細は、6-21ページ
の「リカバリ・カタログへのスクリプトの格納」を参照してください。
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構構構構造造造造変変変変更更更更時時時時ののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
データベースの変更は、管理者もユーザーも行います。次に示すような構造上の変更をする
場合は、変更の直前および変更完了の直後に、データベースの該当部分のバックアップを
とってください。

■ 表領域の作成または削除

■ 既存の表領域内でのデータ・ファイルの追加または改名

■ オンライン REDOログ・グループまたはオンライン REDOログ・メンバーの追加、改名
または削除

データベース内でバックアップの必要な部分は、選択したアーカイブ・モードによって異な
ります。

使使使使用用用用回回回回数数数数のののの多多多多いいいい表表表表領領領領域域域域のののの頻頻頻頻繁繁繁繁ななななババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
バックアップ計画を強固なものにするためには、全体データベース・バックアップを定期的
に実行するだけでは十分ではないと、多くの管理者は考えています。ARCHIVELOGモード
で運用している場合は、ある表領域の全データ・ファイルをバックアップすることも、1つ
のデータ・ファイルのみをバックアップすることもできます。データベースの一部（たとえ
ば SYSTEM表領域や、ロールバック・セグメントが格納されている表領域など）を他の部
分よりも頻繁に使う場合には、このオプションが便利です。データベースの中でも使用頻度
の高いデータ・ファイルのバックアップを頻繁にとることによって、それらのデータ・ファ
イルのコピーを常に最新の状態にしておくことができます。

たとえば、全体データベース・バックアップを週に 1回、日曜日に行うとします。データ
ベースの更新量が多い週の金曜日にメディア障害が発生したとすると、回復時に多大な量の
REDOデータを適用する必要があります。アクセス頻度の高い表領域は、週に 3回バック
アップをとることにすると、復元したファイルを障害発生時の状態にロールフォワードする
際、データに適用する変更の数は少なくて済みます。

モードモードモードモード アクションアクションアクションアクション

ARCHIVELOG 構造変更の前後に、制御ファイルのバックアップを作成する
（BACKUP CONTROLFILEオプションを指定した上で ALTER 

DATABASEコマンドを使用する )。データベースの他の部分の
バックアップも作成できます。

NOARCHIVELOG 修正の直前および直後に、一貫性のある全体データベース・バック
アップを作成する。
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回回回回復復復復不不不不能能能能なななな操操操操作作作作のののの後後後後ののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
UNRECOVERABLEオプションを使用して表または索引を作成している場合は、そのオブ
ジェクトの作成後にバックアップをとることを検討してください。表および索引を
UNRECOVERABLEとして作成した場合、REDOデータのログがとられないため、既存の
バックアップからこれらのオブジェクトを回復することができなくなります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : UNRECOVERABLEオプションの詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』の
CREATE TABLE ... AS SELECTコマンドおよび CREATE INDEXコマンドを参照してくださ
い。

RESETLOGSオオオオププププシシシショョョョンンンン使使使使用用用用後後後後のデのデのデのデーーーータタタタベベベベーーーースススス全全全全体体体体ののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンした場合は、 オープン直後に
データベース全体のバックアップを実行してください。バックアップをとらないと、障害が
発生した場合は、データベースをオープンした後に行った作業はすべて失われます。 

RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンした場合、Oracleは自動的に次
の処理を実行します。

■ データベースの新規インカーネーションを作成し、新しい RESETLOGS SCNをデータ
ベースの全ファイルのヘッダーに記入する。

■ ログ順序番号を 1にリセットする。

■ オンライン REDOログ・ファイルがあれば再フォーマットし、なければ新規作成する。

これら 3つの作業は、データベースのどのインカーネーションにどのアーカイブ REDOロ
グを適用するかを識別するために実行されます。

オンライン REDOログをリセットすると、バックアップおよび回復計画に、重大な結果を
もたらします。RESETLOGS前のバックアップは復元できません。したがって、新規イン
カーネーションでは古いバックアップは無価値です。ただし次のような例外もあります。

■ 読取り専用表領域のバックアップで、RESETLOGS前に読み書き可能に再変更されな
かったもの。

■ NORMALモードでオフラインされた表領域のバックアップで、RESETLOGS前にオン
ラインに再変更されなかったもの。 

■ 読み書き可能な表領域のバックアップで、不完全回復の実行後、RESETLOGS直前まで
に作成されたもの。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :詳細は、14-34ページの「RESETLOGS以前のバックアップからの回復」を参照し
てください。

注注注注意意意意 : RMANを使用する場合は、増分バックアップをとることができま
す。
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NOARCHIVELOGモードモードモードモードででででのバックのバックのバックのバックアアアアップ・ップ・ップ・ップ・オオオオプショプショプショプションンンン
NOARCHIVELOGモードの操作の場合、一貫性のあるデータベース全体のコールド・バッ
クアップしか実行できません。これを行わないと、作成したバックアップが一貫性のないも
のとなり、回復を実行しないとデータベースをオープンできなくなります。回復を実行する
ための REDOデータが使用できないため、Oracleはデータベースをオープンしません。

ARCHIVELOGモーモーモーモードドドドでのバッでのバッでのバッでのバッククククアップ・アップ・アップ・アップ・オオオオプショプショプショプションンンン
ARCHIVELOGモードでの操作の場合、一貫性のある（クローズ状態の）全体デ ータベー
ス・バックアップ、または一貫性のない（オープン状態の）データベースのバックアップの
どちらも実行できます。オプションの選択は、次の要因に依存します。

■ データベースが使用可能になるまでの時間

■ RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンした後に入力したデータの
重要性

最も重要な基準が、データベースを稼働しておくことである場合には、オープン状態のデー
タベースのバックアップを行う必要があります。オープン状態のデータベースのバックアッ
プを実行する場合は危険も伴います。つまり、このバックアップが完了しないうちに、別の
メディア障害が発生すると、RESETLOGSオプションを指定したデータベースのオープン以
降に行われた変更がすべて失われます。RESETLOGSオプションを指定してデータベースを
オープンするより前に作成されたバックアップは、データベースのインカーネーションの回
復に使用できません。

別の障害が起きたときに復元できるようにすることが最も重要な基準の場合は、一貫性のあ
る（クローズ状態の）データベースのバックアップをとるようにしてください。可能な限
り、一貫性のある全体データベース・バックアップをとるようにしてください。

古古古古いいいいババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの保保保保管管管管
古いバックアップを保管する基本的な理由は次の 2つです。

■ 最新のバックアップより以前のある時点の状態にする不完全回復を実行する場合には、
古いバックアップが必要となる。 

■ 最新のバックアップが破損している。

過去のある時点まで回復する必要がある場合、その時点より前にとったデータベースのバッ
クアップが必要です。たとえば、2月の 1日と 14日にバックアップを作成し、同月の終わり
の時点でデータベースを 2月 7日の状態に回復することにした場合は、2月 1日のバック
アップを使用する必要があります。

注注注注意意意意 : この規則には、1つだけ例外があります。14-34ページの
「RESETLOGS以前のバックアップからの回復」を参照してください。
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NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースの場合、使用するバックアップは
一貫性のある全体データベース・バックアップであることが必要です。このバックアップを
使用してメディア回復を実行することはできません。ARCHIVELOGモードで運用されてい
るデータベースの場合は、全体データベース・バックアップは次のようになります。

■ 回復に REDOが使用できるため、一貫性を持たせる必要がない。

■ 指定した回復時点よりも前に作成する必要がある（制御ファイルに、その回復で指定さ
れた時点のデータベースの構造が反映されている必要があります）。

■ データ・ファイルを指定した時点の状態に回復するのに必要な、アーカイブ・ログをす
べて含める必要がある。

保護を強化するため、現行バックアップの直前のバックアップ（および関連するアーカイブ
REDOログ）を複数保存してください。これにより、最新のバックアップが使用できない場
合でも、すべてのデータが失われてしまうという事態を避けることができます。

分分分分散散散散デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススににににおおおおけけけけるるるるババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの制制制制約約約約
データベースが、分散データベースのノードの 1つである場合、その分散データベース・シ
ステムを構成するデータベースは、すべて同じアーカイブ・モードで運用する必要がありま
す。次に示す結果と制約に注意してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :分散システムでのメディア回復の詳細は、14-32ページの「メディア回復後のデー
タベースのオープン」を参照してください。

警警警警告告告告 : RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンしてオプションを指定してデータベースをオープンしてオプションを指定してデータベースをオープンしてオプションを指定してデータベースをオープンして
いた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にする回復に、既いた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にする回復に、既いた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にする回復に、既いた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にする回復に、既
存のバックアップを使用することはできません。したがって、データベー存のバックアップを使用することはできません。したがって、データベー存のバックアップを使用することはできません。したがって、データベー存のバックアップを使用することはできません。したがって、データベー
スを停止し、一貫性のある全体データベース・バックアップをとることがスを停止し、一貫性のある全体データベース・バックアップをとることがスを停止し、一貫性のある全体データベース・バックアップをとることがスを停止し、一貫性のある全体データベース・バックアップをとることが
必要となります。このようにすれば、必要となります。このようにすれば、必要となります。このようにすれば、必要となります。このようにすれば、RESETLOGSオプションを使用しオプションを使用しオプションを使用しオプションを使用し
た後のデータベース変更についても、回復できますた後のデータベース変更についても、回復できますた後のデータベース変更についても、回復できますた後のデータベース変更についても、回復できます。。。。

モードモードモードモード 制約制約制約制約 結果結果結果結果

ARCHIVELOG 正しくクローズ 各ノードのバックアップは自律的に、すなわち同期
をとらず個別に実行できる。

NOARCHIVELOG 正しくクローズ グローバルな分散データベース回復を計画している
場合は、一貫性のある全体データベース・バック
アップをグローバルな同一時刻に実行する必要があ
ります。たとえば、ニューヨークのデータベースの
バックアップをとるのが東部標準時の午前零時なら、
サンフランシスコのデータベースのバックアップは
太平洋標準時の午後 9時にとる必要があります。
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保保保保護護護護とととと柔柔柔柔軟軟軟軟性性性性のののの強強強強化化化化ののののたたたためめめめののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・デデデデーーーータタタタののののエエエエククククススススポポポポーーーートトトト
Oracleの Exportユーティリティを使用すると、特定のオブジェクトを選択してエクスポー
トできるので、データベースのバックアップ計画において保護と柔軟性を強化するために、
データベースの一部または全部のエクスポートを検討してください。この方法は、RMAN
を使用して、リカバリ・カタログのバックアップを行う場合に便利です。

データベースのエクスポートは、全体データベース・バックアップにかわるものではないの
で、Oracleのビルトイン機能ほどの完全な回復機能は提供されないことに注意してくださ
い。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Exportユーティリティの詳細は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイド』を参照し
てください。

オオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
データ・ファイルおよび制御ファイルをバックアップする必要はありますが、オンライン
REDOログをバックアップするのは危険です。次の理由から、オンライン・ログのバック
アップはとらないでください。

■ メディア障害からオンライン・ログを保護する方法は、オンライン・ログを多重化する
ことです。オンライン・ログの多重化とは、グループに複数のログ・メンバーを割り当
て、それぞれを異なるディスクおよび異なるディスク・コントローラで持つことです。

■ ARCHIVELOGモードでデータベースを使用している場合は、ARCnがすでに REDOロ
グをアーカイブしています。

■ データベースが NOARCHIVELOGモードの場合、実行できるバックアップのタイプは、
クローズ状態で、一貫性のある全体データベース・バックアップしかありません。この
タイプのバックアップのファイルは一貫性があり、回復の必要がないので、オンライ
ン・ログは必要ありません。

オンライン REDOログのバックアップにおける危険とは、意図せずに、誤って復元してし
まう可能性があることです。オンライン・ログの復元が原因となって、回復プロセスで重大
な問題が発生する場合がいくつかあります。バックアップされたオンライン・ログの復元に
よる、回復への重大な悪い影響を次の 2つの例で示します。

使用使用使用使用例例例例 1: オンライオンライオンライオンラインンンン REDOログの意図しない復元ログの意図しない復元ログの意図しない復元ログの意図しない復元  

障害が発生すると、単純なミスを犯しがちです。データベースの復元中、DBAおよびシス
テム管理者は、さまざまな危険にさらされます。データベース全体の復元中に、誤ってオン
ライン REDOログも復元してしまうことがあります。 これによって、現行のログが古い無効
なバックアップで上書きされてしまいます。これにより、DBAは、完全回復を実行しよう
としているにもかかわらず、不完全回復を実行することになり、上書きされた REDOログ
に含まれていた大切なトランザクションを回復できなくなります。
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使用使用使用使用例例例例 2: 複数のパラレ複数のパラレ複数のパラレ複数のパラレルルルル REDOログの時間の流れの作成ログの時間の流れの作成ログの時間の流れの作成ログの時間の流れの作成  

単一インスタンス・データベースに対して、REDOログの時間の流れを誤って複数作成して
しまうことがあります。ただし、オンライン・ログが復元できないように作成すれば、この
ミスは防ぐことができます。データベースは RESETLOGSオプションを指定してオープンす
る必要があります。これにより、新しい REDOログの他、データベースの新規インカー
ネーションも効果的に作成されます。

一貫性バックアップからデータベースを復元し、いかなる回復も実行しないことが、最善の
方法であるという状況が発生した場合、オンライン・ログを復元し、RESETLOGSオプショ
ンを指定したデータベースのオープンを避けるのが安全であると考えるでしょう。しかし、
そのようにした場合、前回の時間線で生成していたログ順序番号を、データベースが再び生
成してしまいます。 

そのような状況で別の問題が発生し、このバックアップから復元してロールフォワードする
ことが必要になった場合は、どのログ順序番号が正しい番号か特定するのが困難になりま
す。この例では、ログをリセットしていた場合、データベースの新規インカーネーションを
作成します。新規インカーネーションが作成したアーカイブ REDOログは、新規インカー
ネーションにしか適用されません。

回復回復回復回復計計計計画の画の画の画の立立立立案案案案
Oracleは、回復処理に役立つプロシージャおよびツールを多数用意しています。効果的な回
復計画を立案するため、次の事柄を行うようにしてください。

■ バックアップおよび回復計画のテスト

■ 非メディア障害への対処

■ メディア障害からの回復

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび回回回回復復復復計計計計画画画画ののののテテテテスススストトトト
本番システムへの移行前と移行後に、作成したバックアップおよび回復計画をテスト環境で
実行してください。これにより、計画が完全なものであるかどうかを判断することができ、
実際の環境における問題を最小限に留めることができます。テスト回復を定期的に実行する
ことにより、アーカイブおよびバックアップ、回復作業の動作を確認できます。また、回復
作業に日頃から慣れておくことにもなるので、実際に緊急事態が起こった場合にもミスをす
る危険性が少なくなります。

Recovery Managerを使用している場合は、本番データベースのバックアップを使用して
duplicateコマンドでテスト・データベースを作成できます。データベースの複製方法の詳

注注注注意意意意 : Recovery Managerおよび EBUは、オンライン REDOログのバッ
クアップを行いません。
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細は、第 10章の「Recovery Managerによる複製データベースの作成」を参照してくださ
い。

非非非非メメメメデデデディィィィアアアア障障障障害害害害へへへへのののの対対対対処処処処
回復計画を立案する場合は、メディア回復が主な関心事となりますが、非メディア障害の基
本的なタイプと、それぞれの原因および解決策も理解しておく必要があります。

■ 文障害

■ ユーザー・プロセス障害

■ ユーザー・エラー

■ インスタンス障害

■ メディア障害

文文文文障害障害障害障害
文障害とは、Oracleプログラムで文を処理する際に発生する論理障害のことです。通常、文
障害が発生すると、Oracleまたは O/Sはエラー・コードとメッセージを戻します。表 3-3
に、文障害の代表的な原因と解決策を示します。

表表表表 3-3  文障害文障害文障害文障害のののの典型的な原典型的な原典型的な原典型的な原因因因因と解決策と解決策と解決策と解決策

問題問題問題問題 解決策解決策解決策解決策

アプリケーションで論理エラーが発生し
た。

論理フローが正常となるよう、エラーを生成したプ
ログラムを修正する。このタイプの問題を解決する
場合は、プログラム開発者の助力が必要になること
があります。

ユーザーが不正なデータを表に入力しよ
うとした。

不正な SQL文を修正し、再発行する。

不十分な権限でユーザーが操作を行おう
とした。たとえば、SELECT権限のみで
表にデータを挿入しようとした。

該当する文の実行に必要なデータベース権限をユー
ザーに与える。

ユーザーが割当て制限を超えて表を作成
しようとした。

ALTER USERコマンドを発行して割当て制限を変更
する。

ユーザーが表に対して INSERTまたは
UPDATEを試行した結果、表領域の空
き領域が十分でないにもかかわらず領域
が割り当てられた。

表領域に領域を追加する。データ・ファイルに対し
ては RESIZEおよび AUTOEXTENDを使用すること
もできます。
バックアップおよび回復計画の立案 3-25



回復計画の立案
ユユユユーーーーザー・プザー・プザー・プザー・プロロロロセス障害セス障害セス障害セス障害
ユーザー・プロセス障害とは、Oracleデータベースにアクセスするユーザー・プログラムで
発生したあらゆる障害のことです。ユーザー・プロセス障害の原因は多様です。代表的な使
用例は次のとおりです。

■ セッション時、ユーザーが異常切断を行った。

■ ユーザー・セッションが異常終了した。たとえば、クライアント /サーバー構成におい
て、データベースに接続中であるにもかかわらずユーザーがクライアントを再起動した
などの場合です。

■ ユーザーのプログラムでアドレス例外が呼び出され、セッションが終了した。

多くの場合、ユーザー・プロセス障害の解決に、なんらかの処置をとる必要はありません。
ユーザー・プロセスが単に機能しなくなったのみであれば、Oracleや他のユーザー・プロセ
スが影響を受けることはありません。ユーザー・プロセスが異常終了しても、通常は
PMONバックグラウンド・プロセスによるクリーン・アップで対処できます。 

ユユユユーーーーザー・エザー・エザー・エザー・エラーラーラーラー
ユーザー・エラーとは、ユーザーがデータをデータベースに追加または削除するときに発生
するあらゆるミスのことです。ユーザー・エラーの代表的な原因は次のとおりです。

■ ユーザーが誤って表の全体または一部を削除した。

■ ユーザーが表内の行をすべて削除した。

■ ユーザーがデータをコミットした後からエラーに気付いた。

データが失われた表の論理バックアップでも、場合によっては単にそのデータを再び表にイ
ンポートできることがあります。ただし、場合によっては、ある種の不完全メディア回復を
行わなければ、そのようなエラーを修復できない場合もあります。 

データベースの Point-in-Time回復（DBPITR）と表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）の
いずれかを使用することができます。これらの不完全回復の違いを次の表に示します。

タイプタイプタイプタイプ 説明説明説明説明 手順手順手順手順

DBPITR 1. バックアップされたデータ
ベースを復元する。

2. エラー発生直前の状態に
ロールフォワードする。

3. RESETLOGSを指定して
オープンする。

RMAN回復は、9-23ページの「不完全回復の実
行」を参照。 

O/S回復は、14-25ページの「不完全メディア
回復の実行」を参照。
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イイイインンンンスタンススタンススタンススタンス障害障害障害障害
インスタンス障害は、インスタンスが異常終了すると発生します。次のような場合、インス
タンス障害が発生することがあります。

■ 停電によりサーバーがクラッシュした。

■ ハードウェアの問題によりサーバーが使用不能になった。

■ O/Sがクラッシュした。

■ Oracleバックグラウンド・プロセスの 1つに障害が発生した。

■ SHUTDOWN ABORT文を発行した。

インスタンス障害が発生した場合、Oracleは自動的にインスタンス回復を実行します。必要
なことはデータベースの起動のみです。Oracleは、データベースが正しく停止されていな
かったことを自動的に検知し、REDOログ内の REDOレコードを、コミット済みかどうか
にかかわらずデータ・ファイルに適用します。そして、コミットされていないデータをロー
ルバックします。Oracleは、さらにデータ・ファイルと制御ファイルの同期をとり、データ
ベースをオープンします。 

メメメメデデデディィィィアアアア障障障障害害害害かかかかららららのののの回回回回復復復復
メディア障害は、データに対する最も重大な問題です。メディア障害とは、データベースの
運用に必要なファイルへの書込み、または同ファイルの読取りを、コンピュータが試行した
ときに発生する物理的な問題です。メディアの問題のうち、代表的なものを挙げると次のよ
うになります。

■ いずれかのデータベース・ファイルを保持しているディスク・ドライブで、ヘッド・ク
ラッシュが発生した。

■ データ・ファイル、オンライン REDOログ、アーカイブ REDOログまたは制御ファイル
のいずれかが破損したか、誤って削除または上書きされた。

メディア障害からの回復を実行する際に使用する方法は、発生したメディア障害のタイプに
よって大きく異なります。たとえば、破損したデータ・ファイルの回復を行うときの方法
と、制御ファイルの消失の回復を行うときの方法は異なります。 

TSPITR 1. 補助インスタンスを作成す
る。

2. 補助インスタンスの表領域
をエラー発生直前の状態に
回復する。

3. データをプライマリ・デー
タベースに再びインポート
する

RMAN TSPITRは付録 Aの「Recovery 
Managerによる表領域の Point-in-Time回復の
実行」を参照。

O/S TSPITRは、付録 Bの「オペレーティング・
システム環境での表領域の Point-in-Time回復の
実行」を参照。

タイプタイプタイプタイプ 説明説明説明説明 手順手順手順手順
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メディア回復の基本的な手順は次のとおりです。

■ 回復するファイルを選択する。 

■ 必要なメディア回復のタイプを判断する。すなわち、完全か不完全か、オープン・デー
タベースかクローズ・データベースかを決定します。

■ 次のような必要なファイルのバックアップまたはコピーを復元する。データ・ファイル
の回復には、データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログが必要で
す。 

■ REDOレコードを適用し（Recovery Managerを使用している場合は、これに加えて増
分バックアップも適用するか、または増分バックアップのみを適用する）、データ・
ファイルを回復する。

■ データベースを再度オープンする。不完全回復を実行している場合は、RESETLOGS
モードでデータベースをオープンする必要があります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANによるメディア回復の方法の詳細は、第 9章の「Recovery Managerによ
る復元と回復」を参照してください。O/Sコマンドによるメディア回復の方法の詳細は、第
14章の「オペレーティング・システム環境での回復の実行」 を参照してください。

回回回回復復復復するファするファするファするファイイイイルの判別ルの判別ルの判別ルの判別
まず最初に、何を回復するのかを判断する必要があります。いくつかのタイプの障害では明
白です。たとえば、ハードウェアのクラッシュであれば、データベース全体を回復する必要
があります。ある 1つのデータ・ファイルが破損した場合もあります。そのような場合は、
表 V$RECOVER_FILEを使用すると、回復が必要なものを判断できることがあります。 

回回回回復復復復のタイプののタイプののタイプののタイプの選選選選択択択択
メディア回復を実行する場合は、完全回復（complete recovery）と不完全回復（incomplete 
recovery）のいずれかを選択します。次に示すようなメディア回復操作があります。

■ 完全メディア回復

完全メディア回復には、回復対象のデータベースの特定のインカーネーションについて
それまでに生成されたすべての必要な REDOまたは増分バックアップが適用されます。
完全メディア回復は、データベースがオープン状態の間にオフライン・データ・ファイ
ルに対しても実行できます。完全メディア回復には次のタイプがあります。

■ クローズ状態のデータベース回復

注注注注意意意意 : バックアップを作成していなくても、必要となる REDOログがあ
り、かつ制御ファイルに破損したファイルの名前が含まれていれば、回復
を実行できます。ファイルを元の場所に復元できない場合は、新しい場所
を選択し、制御ファイルにその場所を示す必要があります。
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■ オープン状態のデータベースのオフライン表領域回復

■ オープン状態のデータベースのオフライン表領域内の個別データ・ファイル回復

■ 不完全メディア回復

不完全メディア回復は、Point-in-Time（PITR）回復とも呼ばれます。この方式では、過
去のある時点の状態のデータベースが作成されます。不完全メディア回復を行った場合
は、以後これを継続して実行し、完全メディア回復となるようにするか、あるいは、
RESETLOGS操作でデータベースの新規のインカーネーションを作成し、不完全メディ
ア回復を終了する必要があります。不完全メディア回復操作をするには、データベース
をクローズする必要があります。次の中から選択できます。

■ 時間ベースの回復（time-based recovery）、指定された時点の状態にデータを回復
する。

■ 取消しベースの回復（cancel-based recovery）、CANCELコマンドが発行される時
点まで回復する。

■ 変更ベースの回復（change-based recovery）、指定された SCNの状態に回復する。 

■ ログ順序回復（log sequence recovery）、指定されたログ順序番号の状態まで回復す
る。

重要かつ特殊なタイプのメディア回復の一つに、表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）が
あります。TSPITRを使用すると、1つ以上の表領域をデータベースの残りの表領域とは異
なる時点に回復させることができます。

選択すべき回復のタイプは状況によって異なります。表 3-4に、代表的な使用例と方針を示
します。 
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表表表表 3-4  メディメディメディメディアアアア障害と回復障害と回復障害と回復障害と回復方方方方針の代表針の代表針の代表針の代表例例例例

消失し消失し消失し消失したたたたファイルファイルファイルファイル アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ・・・・モードモードモードモード 状態状態状態状態 方法方法方法方法

1つ以上のデータ・ファイル NOARCHIVELOG クローズ
状態

一貫性のあるデータベースのバックアップから、
データベース全体を復元する。制御ファイルとす
べてのデータ・ファイルは一貫性バックアップか
ら復元され、 データベースがオープンされます。
バックアップの後に行った変更内容はすべて失わ
れます。

注注注注意意意意 : NOARCHIVELOGモードで運用中の場合
データベースを完全に回復できるのは、一番最後
にバックアップをとった時に現行だったオンライ
ン・ログ・ファイルが上書きされていない時にの
みです。

1つのオンライン REDOログ
および 1つ以上のデータ・
ファイル

NOARCHIVELOG クローズ
状態

一貫性のあるバックアップから、データベース全
体を復元する。最後のバックアップ以降の変更は
すべて失われます。

1つ以上のデータ・ファイル
およびすべての制御ファイル

NOARCHIVELOG クローズ
状態

一貫性のあるバックアップから、データベース全
体と制御ファイルを復元する。最後のバックアッ
プ以降の変更はすべて失われます。

1つ以上のデータ・ファイル ARCHIVELOG オープン
状態

データベースをオープンしたまま、表領域回復ま
たはデータ・ファイル回復を実行する。表領域ま
たはデータ・ファイルはオフラインに設定され、
バックアップから復元され、 回復した後にオンラ
インに設定されます。変更内容が失われることは
なく、データベースは回復中でも使用可能です。 

回復に必要な 1つ以上の
データ・ファイルおよび
1つのオンライン REDOログ

ARCHIVELOG クローズ
状態

データベースの不完全回復を実行し、オンライン
REDOログが失われた時点の状態にする。

回復に必要な 1つのアーカイ
ブ REDOログおよび 1つ以
上のデータ・ファイル

ARCHIVELOG オープン
状態

失われたデータ・ファイルが含まれた表領域に対
し、TSPITRを実行し、利用できる最新の REDO
ログの時点の状態にする。

1つ以上のデータ・ファイル
とすべての制御ファイルの両
方、またはすべての制御ファ
イル

ARCHIVELOG オープン
されてい
ない状態

失われたファイルをバックアップから復元し、
データ・ファイルを回復する。変更内容が失われ
ることはありませんが、回復中はデータベースを
使用できません。

回復に必要な 1つ以上のデー
タ・ファイルとすべての制御
ファイルの両方、またはすべ
ての制御ファイル。同じく回
復に必要なアーカイブ REDO
ログまたはオンライン REDO
ログ

ARCHIVELOG オープン
されてい
ない状態

データベースの不完全回復を実行する。失われた
ログおよびそれ以降のすべてのログに含まれてい
た変更は、すべて失われます。
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デデデデーーーータ・ファタ・ファタ・ファタ・ファイイイイルおよびルおよびルおよびルおよび必必必必要なアー要なアー要なアー要なアーカカカカイイイイブブブブ REDOログログログログののののバックアバックアバックアバックアッッッップのプのプのプの
復元復元復元復元
バックアップ復元の方法は、データのバックアップに RMANを使用するか、または O/Sコ
マンドを使用するかによって異なります。RMANを使用する場合は、restoreコマンドを発
行し、RMANにデータの転送を実行させます。O/Sコマンドを使用する場合は、復元する
のはどのファイルであるかを確認した上で、バックアップを手動で必要な場所にコピーする
必要があります。

メディア障害が発生したために、またはなんらかの理由で、停止中のデータベースを現行以
外の時点の状態に復元する必要があるとします。バックアップを使用してデータ・ファイル
の 1つを復元するとき、Oracleは、データ・ファイル・ヘッダー内のチェックポイント
SCNと、制御ファイルに記録されたデータ・ファイル・ヘッダー・チェックポイント SCN
の間の非一貫性を、データベースのオープン時に検知します。その際、Oracleは、制御ファ
イルおよびデータ・ファイル・ヘッダーに記録されたチェックポイント SCNのうち、最も
小さいものを選択した上で、指定したログ順序番号からメディア回復を開始するかどうかを
確認するメッセージを表示します。メディア回復を実行しなければならないオンライン・
データ・ファイルがある場合は、データベースをオープンすることはできません。

メディア回復が実際には必要ないにもかかわらず、その必要があるというメッセージを
Oracleが表示するケースは一つしかありません。ALTER TABLESPACE ...BEGIN BACKUP
を発行したことにより、ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）になっている
表領域がある場合に、システムがクラッシュすると、Oracleはメディア回復が必要という
メッセージを次の起動時に発行します。ただし、バックアップを復元していないため、ここ
では実際にはメディア回復は必要ありません。この場合は、ALTER DATAFILE ... END 
BACKUPコマンドを発行して、メディア回復を行わないでください。RMANバックアップ
ではこのような問題は発生しないことに注目してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANによるデータベースの復元方法の詳細は、9-2ページの「データ・ファイ
ル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログの復元」を参照してください。O/Sコマン
ドによるデータ・ファイル復元の方法の詳細は、14-5ページの「ファイルの復元」を参照し
てください。

メメメメデデデディア回復ィア回復ィア回復ィア回復のののの開開開開始始始始
物理ファイル回復の基本的な方法は 2つあります。次のことが可能です。

■ RMANを使用して回復を自動化する。

■ SQL文または SQL*Plus文を実行する。

回復方法は、どのバックアップ方式を選択するかにより変ります。たとえば、どのコマンド
を使用してバックアップを行ったかによります。

■ RMANの backupコマンドを使用した場合、バックアップは RMAN特有の形式で書き
込まれるため、RMANの restoreコマンドおよび recoverコマンドで回復を実行する必
要がある。
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■ RMANの copyコマンドを使用した場合は、RMANおよび O/Sコマンドのいずれでも
回復を実行できる。

■ O/Sコマンドを使用した場合は、O/Sユーティリティでファイルを復元し、RECOVER
文（SQL*Plus）または ALTER DATABASE RECOVER文（SQL）でファイルを回復す
る必要がある。

RMANによる回復による回復による回復による回復  RMANは、バックアップおよび回復操作を支援する、強力なツールです。
RMANを使用して回復を実行すると、次のことが可能になります。

■ ファイル・コピーと RMAN特有の形式のバックアップ・セットの両方を復元および回
復できる。

■ リカバリ・カタログを使用することによって管理エラーを最小限に抑えることができ
る。

■ RMANの増分バックアップ機能を使用して、回復にかかる時間を最小限に抑えること
ができる。

■ バックアップ、データ・ファイル・コピー、回復不能なファイルなどに関する、詳細な
レポートを生成できる。

■ ファイル・システムまたはリカバリ・カタログに格納されたスクリプトを使用して、
ジョブを自動化できる。

■ メディア・マネージャとともに使用することによって、テープからバックアップを復元
できる。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Recovery Managerによる回復の概要は、4-47ページの「ファイルの復元」およ
び 4-49ページの「メディア回復」を参照してください。RMAN回復の実行方法の詳細は、
第 9章の「Recovery Managerによる復元と回復」を参照してください。RMANの recover
コマンドの詳細は、11-89ページの「recover」を参照してください。

SQL*Plusのののの RECOVERコマンドによる回復コマンドによる回復コマンドによる回復コマンドによる回復  RMANを使用しない場合でも、O/Sコマンドを
使用してバックアップを復元し、SQL*Plusコマンドを使用してメディア回復を実行できま
す。SQL*Plusコマンドを使用すると、次のことができます。

■ RMANの copyコマンドを使用して生成した O/Sコピーとファイルの両方を復元でき
る。

■ メディア回復を手動で制御できる。

回復に使用できる基本的な SQL*Plusコマンドは次の 3つです。 

注注注注意意意意 : 唯一の例外は、O/Sバックアップがディスクに保管されたイメー
ジ・コピーである場合です。RMANを使用して、これらのイメージ・コ
ピーをデータ・ファイル・コピーとして登録していた場合は、RMANに
よる復元が可能です。
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■ RECOVER DATABASE

■ RECOVER TABLESPACE

■ RECOVER DATAFILE

これらのコマンドは、それぞれ ALTER DATABASE文の副文句にもなっていることに注意し
てください。RECOVER句を指定して ALTER DATABASE文を使用するのではなく、
SQL*Plusの RECOVERコマンドを使用することをお薦めします。SQL*Plusの RECOVER
コマンドの詳細は、『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してくださ
い。

各コマンドは、同じ基準を使用して、どのファイルが回復可能であるかを判断します。
Oracleは、回復対象のファイルをロックできない場合、エラーを表示します。2つの回復
セッションが同じファイルを回復したり、メディア回復が使用中のファイルに対して行われ
たりすることが、このエラー表示により防止されます。いずれの場合も、データベース、表
領域またはデータ・ファイルの回復が可能です。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SQLの ALTER DATABASE RECOVER文と SQL*Plusの RECOVERの違いの詳細
は、14-8ページの「メディア回復文の使用方法」を参照してください。
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Recovery Managerの
4

Recovery Manager のののの概概概概要要要要

この章では、Oracleの Recovery Manager（RMAN）ユーティリティの基本概念を説明しま
す。項目は次のとおりです。

■ Recovery Managerの概要

■ Recovery Managerのコマンド

■ Recovery Managerのメタデータ

■ メディア管理

■ リストとレポート

■ チャネルの割当て

■ バックアップ・セット

■ バックアップ・タイプ

■ イメージ・コピー

■ ファイルの復元

■ メディア回復

■ データベースの複製

■ 整合性チェック
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Recovery Managerの概要
Recovery Managerのののの概概概概要要要要
Recovery Manager（RMAN）は、Oracleツールの一つで、データ・ファイル、制御ファイ
ルおよびアーカイブ REDOログの、バックアップ、復元および回復に使用します。O/Sプ
ロンプトからコマンド行ユーティリティとして RMANを起動することも、GUIベースの
Enterprise Managerの一部である Backup Managerを使用することもできます。

RMANを使用すると、以前は手動で実行していたさまざまなバックアップおよび回復タス
クを自動化できます。たとえば、各データ・ファイルに対応するバックアップを検索する、
これらを O/Sコマンドで正しい場所にコピーする、そして適用するアーカイブ・ログを選
択するというタスクが、RMANによって自動的に行われます。

図図図図 4-1  RMAN とととと O/Sにおけるバにおけるバにおけるバにおけるバッッッックアップおよクアップおよクアップおよクアップおよびびびび回復手順の回復手順の回復手順の回復手順の比比比比較較較較

RMANを起動すると、次のような処理が行われます。

■ クライアントで RMANユーザー・セッションが開始される。

■ RMANによって 2つのデフォルト・サーバー・セッションが作成され、ターゲット・
データベースに接続される。ターゲット・データベース（target database）とは、バッ
クアップまたは復元するデータベースのことです。

■ ディスク、またはテープ上で I/Oを実行する場合、RMANでは、ディスクまたはデバ
イスごとに 1つのチャネルを割り当てる必要がある。チャネルはサーバー・セッション
に対応します。

Recovery Manager

サーバー・セッション�

ファイル�
の復元�

ファイルの�
バックアップ�
およびコピー�

データ・�
ファイル�
の回復�

O/S�
コマンド�

O/S
コマンド�

SQL/
SQL*Plus
コマンド�

ファイル�
の復元�

ファイルの�
バックアップ�
およびコピー�

データ・�
ファイル�
の回復�

Recovery Manager によるバックアップおよび回復�O/Sによるバックアップおよび回復�
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■ リカバリ・カタログに接続した場合、RMANはそのリカバリ・カタログ・データベー
スのサーバー・セッションを作成する。

RMANを使用して、ターゲット・データベースに接続する場合、RMANはサーバー・セッ
ションを使い、PL/SQLインタフェースを通じてバックアップおよび回復操作を実行しま
す。RMANはそのバックアップおよびコピーを物理的にディスクに格納します。メディア
管理ソフトウェアを使用している場合はテープに格納します。

RMANは、そのバックアップおよび回復操作に関するメタデータを、情報のリポジトリで
あるリカバリ・カタログに格納するか、または制御ファイルにのみ格納します。通常、リカ
バリ・カタログは、別のデータベースに格納されます。リカバリ・カタログを使わない場合
には、RMANは制御ファイルをメタデータのリポジトリとして使用します。

図図図図 4-2  Recovery Manager ととととオプションオプションオプションオプションののののリカバリ・リカバリ・リカバリ・リカバリ・カカカカタログを併タログを併タログを併タログを併用用用用した場合した場合した場合した場合

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANの互換性およびアップグレードの詳細は、『Oracle8i 移行ガイド』を参照
してください。

注注注注意意意意 : Recovery Managerは、リリース 8.0以上の Oracleデータベースと
のみ互換性を持っています。Oracle7 Enterprise Backup Manager（EBU）
とは互換性がありません。 
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Recovery Managerのののの機機機機能能能能
RMANを使用すると、バックアップおよび回復の重要な手順が自動化されます。たとえば、
Recovery Managerには次のような機能があります。

■ サーバー・セッションを使用して、データベース、表領域、データ・ファイルおよび
アーカイブ REDOログの、バックアップおよび復元を実行する。

■ 一度でも使用されたデータ・ブロックのみが含まれるよう、データ・ファイルのバック
アップを圧縮する。

■ 頻繁に実行されるバックアップおよび回復操作を、スクリプトに格納する。

■ 増分バックアップを実行する。増分バックアップは、前回のバックアップ以降に変更さ
れたデータ・ブロックのみをバックアップします。

■ 本番データベースをテスト用に複製する。

■ サード・パーティのメディア管理ソフトウェアを使用する。

■ バックアップおよび回復操作すべての印刷可能なメッセージ・ログを生成する。

■ リカバリ・カタログを使って、復元操作および回復操作の両方を自動化する。

■ バックアップおよび復元を自動的にパラレル化する。

■ バックアップ制御ファイルを使用してバックアップを復元した場合、復元されたデー
タ・ファイルの構造を反映するよう、バックアップ制御ファイルを自動的に調整する。

■ 回復に必要な REDOの量についてユーザーが指定した制限に基づき、バックアップが必
要なデータ・ファイルを検索する。

■ クロスチェックを実行し、メディア管理カタログにアーカイブされた情報が引き続き使
用可能であるか確認する。

■ 指定したバックアップが復元可能かどうかテストする。

Recovery Managerのののの機機機機能能能能のののの確確確確認認認認
RMANは、次に示すようなものではありません。

■ バックアップおよび回復操作を実行するための唯一の選択肢である。O/Sコマンドを使
用してファイルをバックアップおよび復元し、SQL/SQL*Plus文で回復するという方法
も選択できます。

■ リカバリ・カタログである。リカバリ・カタログは、RMANの操作に関する情報が含
まれたオプションのスキーマです。RMANは、バックアップおよびコピーをリカバリ・
カタログに格納するのではなく、バックアップおよびコピーに関する情報をリカバリ・
カタログに格納するということにも注意してください。 

■ リリース 8.0以前の Oracleデータベースと互換性がある。 
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■ Oracle7ユーティリティの Enterprise Backup Utility（EBU）である。RMANは、EBU
とは互換性がありません。 

■ ある O/S固有のバックアップ・ユーティリティである。RMANは、さまざまな異なる
オペレーティング・システムで実行が可能な汎用ユーティリティです。

Recovery Managerののののココココマンマンマンマンドドドド
RMANコマンドを使用すると、バックアップおよび回復にかかわるすべての操作を管理す
ることができます。Oracleリリース 8.0で使用した RMANコマンドは、すべてリリース 8.1
でも使用できることに注目してください。

この項では、次の項目について説明します。

■ Recovery Manager PL/SQLパッケージ

■ Recovery Managerにおけるコマンドのコンパイルおよび実行

■ Recovery Managerコマンドのタイプ

■ Recovery Managerコマンドのユーザー例外

■ Recovery Managerのコマンド・エラー

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANコマンドとその構文の詳細は、第 11章の「Recovery Managerのコマンド
構文」を参照してください。 

Recovery Manager PL/SQLパパパパッッッッケケケケーーーージジジジ
RMANの実行可能ファイルは、PL/SQLプロシージャを使用してコマンドを解釈します。
PL/SQLパッケージの主な機能は 2つあります。

■ RMANのメタデータを制御ファイルまたはリカバリ・カタログにメンテナンスする。

■ Oracleおよび O/Sと通信し、バックアップ・セットおよびイメージ・コピーの作成、復
元および回復を行う。

DBMS_RCVCATパッケージおよび DBMS_RCVMANパッケージは、create catalogコマン
ドで作成します。RMANは、リカバリ・カタログに情報をメンテナンスする場合は DBMS_
RCVCATを、リカバリ・カタログまたは制御ファイルに問合せを行う場合は DBMS_
RCVMANを使用します。

DBMS_BACKUP_RESTOREパッケージは、dbmsbkrs.sql スクリプトおよび
prvtbkrs.plb スクリプトで作成します。このパッケージは、catproc.sql スクリプトが
実行されると、各 Oracleデータベースに自動的にインストールされます。このパッケージ
は、Oracleサーバーおよびオペレーティング・システムとインタフェースをとり、Recovery 
Managerの指示に従って、バックアップおよび復元操作に I/Oサービスを提供します。
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関連項関連項関連項関連項目目目目 : DBMS_RCVCATパッケージ、DBMS_RCVMANパッケージおよび DBMS_
BACKUP_RESTOREパッケージの詳細は、『Oracle8i パッケージ・プロシージャ リファレン
ス』を参照してください。 

Recovery Managerににににおおおおけけけけるるるるココココママママンンンンドドドドののののココココンンンンパパパパイイイイルルルルおおおおよよよよびびびび実行実行実行実行
Recovery Managerにおけるコマンドの処理は、次の 2つの段階に分かれます。

■ コンパイル

■ 実行

Recovery Managerで backupなどのコマンドを発行すると、コマンド処理にはさまざまな
フェーズがあることを示すメッセージが RMANにより生成されます。backup tablespace
コマンドの場合のサンプル出力を次に示します。RMAN-03xxx で始まる RMANのメッセー
ジに注意してください。

RMAN-03022: compiling command: backup
RMAN-03023: executing command: backup
RMAN-08008: channel ch1: starting full datafile backupset
RMAN-08502: set_count=48 set_stamp=346765191 creation_time=15-OCT-98
RMAN-08010: channel ch1: specifying datafile(s) in backupset
RMAN-08522: input datafile fno=00017 name=/oracle/dbs/tbs_14.f
RMAN-08522: input datafile fno=00003 name=/oracle/dbs/tbs_11.f
RMAN-08522: input datafile fno=00004 name=/oracle/dbs/tbs_12.f
RMAN-08522: input datafile fno=00007 name=/oracle/dbs/tbs_13.f
RMAN-08013: channel ch1: piece 1 created
RMAN-08503: piece handle=/oracle/dbs/1gaamds7_1_1 comment=NONE
RMAN-08525: backup set complete, elapsed time: 00:00:04
RMAN-03023: executing command: partial resync
RMAN-08003: starting partial resync of recovery catalog
RMAN-08005: partial resync complete
RMAN-08031: released channel: ch1

ココココンンンンパイパイパイパイルルルル
RMANは、コンパイル・フェーズで次の 2つの処理を実行します。

■ 名前の変換

■ PL/SQLジョブ・ステップの作成

名前の変換名前の変換名前の変換名前の変換  RMANの多くのコマンドは、どのオブジェクトに対して操作するかを指定する
必要があります。コマンドに指定されたオブジェクトを、コマンドが実際に操作の対象とす
る 1つ以上のエンティティのリストに RMANが変換しますが、この操作を名前の変換と呼
びます。ここで言うエンティティには、データ・ファイル、アーカイブ REDOログ、デー
タ・ファイルのコピーおよび制御ファイルのコピーなどが含まれます。たとえば、コマンド
backup databaseを入力すると、RMANはキーワード databaseを、データベースの全デー
タ・ファイルのリストに変換します。同様に、次のコマンドを発行した場合、RMANは、
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archivelogRecordSpecifier句（コマンドの from ... until ...部分）を、アーカイブ REDOロ
グのリストに変換します。  

backup archivelog from time='xxx' until time='yyy'

PL/SQLジョブ・ステップの作成ジョブ・ステップの作成ジョブ・ステップの作成ジョブ・ステップの作成  RMANは、自動的に 1つ以上の PL/SQLプログラムを生
成し、これを実行して作業を行います。基本的に、RMANは、発行したコマンドを
PL/SQLプログラムにコンパイルします。RMANには、PL/SQLエンジンのコピーが組み
込まれており、実行フェーズでは、PL/SQLプログラムを内部で実行します。これらのプロ
グラムは、ターゲット・データベースに対してリモート・プロシージャ・コールを行い、
バックアップ、復元およびその他必要な操作を実行します。

1つの RMANコマンドで、複数の PL/SQLプログラムを生成する場合もあります。たとえ
ば、backup databaseコマンドを実行すると、作成することになるバックアップ・セット 1
つにつき 1つの PL/SQLプログラムが生成されます。同様に、restore databaseコマンドを
実行すると、復元する必要のあるバックアップ・セット 1つにつき 1つの PL/SQLプログラ
ムが生成されます。 

実行実行実行実行
RMANは、コンパイル・フェーズでコンパイルした PL/SQLプログラムを、実行フェーズ
でスケジュールおよび実行します。RMANは、割り当てられた各チャネル（各サーバー・
セッション）に、1つの PL/SQLプログラムを割り当てます。各チャネルは、割り当てられ
た PL/SQLプログラムを同時に実行します。たとえば、3つのチャネルを割り当てた場合、
RMANは 3つの PL/SQLプログラムを同時に実行します。 

RMANが複数の PL/SQLプログラムを同時に実行できるのは、これらのプログラムがター
ゲット・データベースに対して実行するリモート・プロシージャ・コール（RPC）で、非ブ
ロック化ユーザー・プログラム・インタフェース（UPI）が使用されているためです。これ
により、あるチャネルが非ブロック化 RPCコールを実行したとき、RMANは別のチャネル
に切り替えができます。RMANは内部のポーリング・メカニズムを使用して、非ブロック
化 RPCコールの完了を検出します。非ブロック化コールの完了後、RMANは PL/SQLプロ
グラムを再開します。

Recovery Managerココココママママンンンンドドドドののののタタタタイイイイププププ
RMANで使用されるコマンドには、スタンドアロン・コマンドと、ジョブ・コマンドの 2
つの基本的なタイプがあります。 スタンドアロン・コマンドは、change、crosscheckおよび
deleteコマンドを除き、自己完結しています。これに対して、ジョブ・コマンドは、runコ
マンドの大カッコ内で実行する必要があります。 

ターゲットおよびオプションのリカバリ・カタログに接続した後は、runコマンドの内部で
ほとんどの RMANコマンドを実行します。run文の代表的な例を次に示します。

run {
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     restore database;
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     recover database;
}     

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANの構文の詳細は、 第 11章の「Recovery Managerのコマンド構文」 を参照
してください。

ススススタタタタンドアロンドアロンドアロンドアロンンンン・コマンド・コマンド・コマンド・コマンド
スタンドアロン・コマンドは、ジョブ・コマンドとは異なり、runコマンドの内部のサブ・
コマンドとして実行されません。それ自体で実行可能なコマンドの一部を次に示します。

■ catalog

■ change

■ create catalog、drop catalog、upgrade catalog

■ create script、delete script、replace script

■ crosscheck 

■ delete expired backupset

■ list

■ report

一部のコマンドは、実行前に allocate channel for maintenanceコマンドを実行する必要が
あるので、厳密にはスタンドアロンではありません。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :スタンドアロン・コマンドの構文の詳細は、11-122ページの「rmanCmd」を参照
してください。 

ジジジジョョョョブ・コマブ・コマブ・コマブ・コマンドンドンドンド
ジョブ・コマンドは、スタンドアロン・コマンドとは異なり、runコマンドの大カッコ内で
実行する必要があります。ジョブ・コマンドの例を次に示します。

■ allocate channel

■ backup

■ copy

■ duplicate

■ recover

■ restore

■ switch

RMANは、runコマンド・ブロックの内部で、ジョブ・コマンドを順次実行します。ブロッ
ク内部のコマンドに障害が発生すると、RMANは処理を停止します。それ以降のコマンド
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は実行されません。コマンド実行の単位は、実際には runコマンドが定義しています。run
ブロック内部の最後のコマンドが完了すると、Oracleはブロック内に割り当てられていた
I/Oバッファや I/Oスレーブ・プロセスなどのあらゆるサーバー側リソースを解放します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :ジョブ・コマンドの構文の詳細は、11-125ページの「run」を参照してください。

ココココママママンド例ンド例ンド例ンド例外外外外
ほとんどのコマンドは、スタンドアロン・コマンドか、ジョブ・コマンドのどちらかに属し
ています。runブロック外でジョブ・コマンドを発行したり、runブロック内でスタンドア
ロン・コマンドを発行すると、RMANは構文エラー・メッセージを発行します。次に示す
例外は、スタンドアロン・コマンドとジョブ・コマンドの両方で機能します。

■ @

■ @@

■ host

■ send

■ shutdown

■ startup

■ sql

ココココママママンド行引数ンド行引数ンド行引数ンド行引数
RMANではさまざまなコマンド行引数がサポートされており、RMANへの接続時に指定で
きます。ほとんどの引数はコマンド行で指定します。例外は targetおよび catalogで、この
2つは RMANの起動後コマンド行でも connectコマンドでも指定できます。connectコマン
ドを使用すると、セキュリティの問題が発生することがあるコマンド行へのパスワードの入
力を回避できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :コマンド行のオプションの詳細は、11-39ページの「cmdLine」を参照してくださ
い。 

Recovery Managerココココママママンンンンドドドドののののユユユユーーーーザザザザーーーー例例例例外外外外
RMANは、コマンドライン・インタプリタ（CLI）を使用しているため、対話モードでも
バッチ・モードでもコマンドを実行できます。コマンド行で logオプションを指定し、
RMAN出力をログ・ファイルに書き込むこともできます。 

対対対対話話話話モーモーモーモードドドド
RMANコマンドを対話的に実行するには、RMANを起動した後、コマンド行インタフェー
スにコマンドを入力します。たとえば、次のように、RMANを UNIXコマンド・シェルか
ら起動し、対話コマンドを実行することができます。
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% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat
RMAN> run {
2>  allocate channel d1 type disk;
3>  backup database; 
4>  }

ババババッッッッチ・モードチ・モードチ・モードチ・モード
RMANコマンドをファイルに入力しておくと、コマンド・ファイル名をコマンド行で指定
することにより、そのコマンド・ファイル（command file）を実行できます。コマンド・
ファイルの内容は、コマンド行に入力したものと同様に実行されます。

バッチ・モードでは、RMANはコマンド・ファイルを入力として読み取り、ログ・ファイ
ル（指定されている場合）に出力メッセージを書き込みます。RMANは、コマンド・ファ
イル全体を解析した後、各コマンドをコンパイルおよび実行します。オペレーティング・シ
ステムのジョブ制御機能を使用して、定期的スケジュールされたバックアップをとる場合
は、バッチ・モードが最適です。

次の例では、4-9ページの「対話モード」 の RMANのサンプル・スクリプトが、b_whole_
10.rcv というコマンド・ファイルに入力されています。このファイルを O/Sのコマンド行
から実行し、次の様にログ・ファイル rman_log.f に出力を書き込むことができます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat @b_whole_l0.rcv log rman_log.f

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANのコマンド行オプションの詳細は、11-39ページの「cmdLine」を参照し
てください。

スススストトトトアド・スアド・スアド・スアド・スククククリプリプリプリプトトトト
ストアド・スクリプト（stored script）とは、リカバリ・カタログに格納された一連の
RMANコマンドのことで、中カッコで囲まれています。ストアド・スクリプトをメンテナ
ンスしておくと、データベースのバックアップ、復元および回復のための一連のコマンド
を、計画、開発またはテストできます。ストアド・スクリプトを使うと、オペレータ・エ
ラーの可能性を最小限に抑えることができます。1つのストアド・スクリプトは 1つのデー
タベースだけに関連付けられます。
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図図図図 4-3  Recovery Manager ののののストアド・ストアド・ストアド・ストアド・ススススクリプトクリプトクリプトクリプト

ストアド・スクリプトを作成するには、スクリプトを対話的に RMANのコマンド行インタ
フェースに入力するか、または RMANのコマンドをコマンド・ファイルに入力して、その
コマンド・ファイルを実行します。

ストアド・スクリプトの例を次に示します。

replace script b_whole_l0 {
     # back up whole database and archived logs
       allocate channel d1 type disk;
       allocate channel d2 type disk;
       allocate channel d3 type disk;
       backup
         incremental level 0
         tag b_whole_l0
         filesperset 6
         format '/dev/backup/prod1/df/df_t%t_s%s_p%p'
          (database);
         sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT';
         backup
          filesperset 20
          format '/dev/backup/prod1/al/al_t%t_s%s_p%p'
          (archivelog all
           delete input);
}

ストアド・スクリプトを確認するには、リカバリ・カタログ・ビュー RC_STORED_SCRIPT
に問い合わせます。

SQL> SELECT * FROM rc_stored_script;

Oracle
リカバリ・�
カタログ�

ストアド・スクリプト�

Recovery Manager

ターゲットとなる
Oracle8i

データベース�
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    DB_KEY DB_NAME   SCRIPT_NAME
---------- -------   ------------------------------------------------------
         1 RMAN      full_backup
         1 RMAN      incr_backup_0
         1 RMAN      incr_backup_1
         1 RMAN      incr_backup_2
         1 RMAN      log_backup

関連項関連項関連項関連項目目目目 :スクリプトの詳細は、6-21ページの「リカバリ・カタログへのスクリプトの格納」
を参照してください。/demo ディレクトリに格納されたサンプル・スクリプトも参照してく
ださい。

Recovery Managerののののココココママママンンンンドドドド・・・・エエエエララララーーーー
RMANコマンドが正常に実行されたかどうかを判断することは重要なことです。たとえば、
RMANを使用した無人バックアップのスクリプトを書こうとしたとき、バックアップが成
功したか、あるいは失敗したかを知りたい場合があります。

RMANにエラーが発生したかどうかを確認する最も簡単な方法は、リターン・コードを調
べることです。RMANは、エラーが発生していなければ 0、発生していれば 1を返します。
たとえば、Cシェルを使用して UNIXを実行している場合、RMANは $status というシェ
ル変数にリターン・コードを出力します。 

次に簡単な方法は、Recovery Managerの出力で、文字列 RMAN-00569を検索することで
す。これは、エラー・スタックのメッセージ番号です。RMANのエラーの前には、必ずこ
のエラー・メッセージがあります。出力に RMAN-00569メッセージがなければ、エラーは
ありません。構文エラーのサンプル出力を次に示します。

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00558: error encountered while parsing input commands
RMAN-01005: syntax error: found "}": expecting one of: "archivelog, backup, backupset, 
channel, comma, controlfilecopy, current, database, datafile, datafilecopy, delete, 
diskratio, filesperset, format, include, (, parms, pool, ;, skip, setsize, tablespace, 
tag"
RMAN-01007: at line 1 column 58 file: standard input

Recovery Managerののののメメメメタデタデタデタデーーーータタタタ
RMANメタデータとは、RMANがバックアップ、回復およびメンテナンス操作を実行する
際に使用する、ターゲット・データベースに関する情報のことです。この情報を格納するリ
カバリ・カタログ（recovery catalog）を作成するか、またはこの情報をターゲット・データ
ベースの制御ファイルにのみ格納できます。RMANは、制御ファイルのみで、主要なバッ
クアップおよび回復操作をすべて実行できますが、リカバリ・カタログを使用している場合
にしか機能しない RMANコマンドも一部あります。（5-6ページの「制御ファイルを RMAN
メタデータに使用した場合」に、カタログのみで機能するコマンドのリストがあります）。
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リカバリ・カタログをメンテナンスするのは RMANのみです。ターゲット・データベース
がリカバリ・カタログに直接アクセスすることはありません。RMANは、データベース構
造、アーカイブ REDOログ、バックアップ・セットおよびデータ・ファイル・コピーに関
する情報をターゲット・データベースの制御ファイルからリカバリ・カタログの中に移しま
す。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANのメタデータの管理方法は、第 6章の「Recovery Managerのメタデータ
の管理」を参照してください。

メメメメタタタタデデデデーーーータタタタののののリリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググへへへへのののの格格格格納納納納
リカバリ・カタログとは、RMANによって使用およびメンテナンスされる、ターゲット・
データベースに関する情報のリポジトリです。リカバリ・カタログは既存のデータベースに
保管できるため、リカバリ・カタログ格納のための追加データベースを用意する必要はあり
ません。RMANは、制御ファイルから取得したリカバリ・カタログの情報を使用して、要
求されたバックアップおよび復元操作の実行方法を決定します。

リカバリ・カタログには、次の情報が含まれています。

■ データ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのバックアップ・セットとバックアッ
プ・ピース

■ データ・ファイルのコピー

■ アーカイブ REDOログおよびそのコピー

■ ターゲット・データベースにある表領域およびデータ・ファイル

■ ストアド・スクリプト。ユーザーが作成した、名前付きの一連の RMANコマンドおよ
び SQLコマンド

関連項関連項関連項関連項目目目目 :リカバリ・カタログの異なるリリースのデータベースとの互換性の詳細は、
『Oracle8i 移行ガイド』を参照してください。 

リリリリカカカカバリ・カバリ・カバリ・カバリ・カタタタタログの再ログの再ログの再ログの再同同同同期期期期化化化化
リカバリ・カタログは、ターゲット・データベースの制御ファイルから、重要な RMANの
メタデータを取得します。リカバリ・カタログを再同期化することにより、RMANが制御
ファイルから取得した情報が、現行の状態に保たれます。

再同期化には、完全再同期化か、または部分再同期化があります。部分再同期化では、
RMANは、現行の制御ファイルを読み取って変更済みデータを更新しますが、データベー
スの物理スキーマ（physical schema）に関するメタデータは再同期化しません。ここで物理
スキーマとは、データ・ファイル、表領域、REDOスレッド、ロールバック・セグメント
（データベースがオープンしている場合のみ）およびオンライン REDOログのことを指しま
す。完全再同期化では、RMANは、スキーマ・レコードも含めてすべての変更済みレコー
ドを更新します。
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あるコマンドを RMANで発行すると、RMANは完全再同期化または部分再同期化が必要と
なるタイミングを自動的に検出し、必要に応じていずれかの方法で同期化を実行します。完
全再同期化は、resync catalogコマンドを発行して実行することもできます。RMANを一日
に 1回程度の割合で実行し、resync catalogコマンドを発行してカタログを現行の状態を保
証することをお薦めします。 

RMANは、リカバリ・カタログを再同期化するたびに、一時的なバックアップ制御ファイ
ルであるスナップショット制御ファイル（snapshot control file）を生成します。このスナッ
プショット制御ファイルにより、リカバリ・カタログをリフレッシュするとき、または制御
ファイルに問い合せるときに、RMANに制御ファイルの一貫性のあるビューがあることを
保証します。スナップショット制御ファイルは、RMANで短期間に使用するものであるた
め、リカバリ・カタログには登録されません。RMANは、スナップショット制御ファイル
のチェックポイントをリカバリ・カタログに記録し、リカバリ・カタログの現行の状態を示
します。

Oracle8iサーバーは、1つのスナップショット制御ファイルに対しては、どの時点でも、1
つの RMANセッションしかアクセスできないよう制限しています。これは、2つの RMAN
セッションの間で、スナップショット制御ファイルの使用による競合が発生するのを防ぐた
めです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :リカバリ・カタログの再同期化の方法は、6-23ページの「リカバリ・カタログの
再同期化」を参照してください。resync catalogの構文は、11-119ページの「resync」を参
照してください。

リリリリカカカカバリ・カバリ・カバリ・カバリ・カタタタタログのバログのバログのバログのバッッッックアップクアップクアップクアップ
1つのリカバリ・カタログに、複数のターゲット・データベースに関する情報を格納できま
す。そのため、リカバリ・カタログの消失は、重大な結果を招くことがあります。リカバ
リ・カタログは頻繁にバックアップしてください。 

リカバリ・カタログは Oracleデータベースにあるので、RMANを使ってリカバリ・カタロ
グのデータベースとターゲット・データベースの役割を入れ替えることにより、リカバリ・
カタログのバックアップをとることができます。つまり、ターゲット・データベースはリカ
バリ・カタログのデータベースとして使用でき、リカバリ・カタログのデータベースはター
ゲット・データベースとして使用できます。他にも、バックアップ・オプションがいくつか
あります。

リカバリ・カタログが壊れた場合に、使用可能なバックアップがなくても、 現行の制御ファ
イルまたは制御ファイルのバックアップを使用すれば、カタログの一部を回復できます。た
だし、常にリカバリ・カタログの有効な最新のバックアップを持つようにしてください。

注注注注意意意意 : スナップショット制御ファイルの名前と位置は指定することがで
きます。その方法については、5-3ページの「スナップショットの制御
ファイル位置の決定」を参照してください。
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関連項関連項関連項関連項目目目目 :リカバリ・カタログのバックアップ方法は、6-31ページの「リカバリ・カタログ
のバックアップ」を参照してください。

メメメメタタタタデデデデーーーータタタタのののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルへへへへのののの格格格格納納納納
リカバリ・カタログ内のほとんどの情報は、ターゲット・データベースの制御ファイルから
も取得できるので、RMANではリカバリ・カタログのかわりにターゲット・データベース
の制御ファイルのみを使う操作モードをサポートしています。データベースのサイズが小さ
い場合は、このモードが特に適しています。リカバリ・カタログのみのために別のデータ
ベースをインストールして管理するのはかなりの負担となるためです。

Oracleが、この操作モードでサポートしていない機能は次のとおりです。

■ ストアド・スクリプト

■ 制御ファイルが消失または破損したときの復元および回復

リカバリ・カタログを使わずにデータベースの復元と回復を行う場合には、次のことを実行
してください。

■ 最低 2つの多重化制御ファイル、またはミラー化制御ファイルを、それぞれ別のディス
クで使用する。

■ バックアップをとったファイルの名前およびバックアップをとった日付、各ファイルを
書き込んだバックアップ・ピースの名前のレコードを確実に保存する（第 7章の
「Recovery Managerによるリストおよびレポートの生成」を参照）。すべての Recovery 

Managerのバックアップ・ログを保存してください。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :リカバリ・カタログを使用しない場合に使用不可となるコマンドのリストは、5-6
ページの「制御ファイルを RMANメタデータに使用した場合」を参照してください。

警警警警告告告告 : 制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場
合は、復元と回復は困難です。すべての制御ファイルが消失してしまい合は、復元と回復は困難です。すべての制御ファイルが消失してしまい合は、復元と回復は困難です。すべての制御ファイルが消失してしまい合は、復元と回復は困難です。すべての制御ファイルが消失してしまい、、、、
データ・ファイルを復元して回復する必要がある場合データ・ファイルを復元して回復する必要がある場合データ・ファイルを復元して回復する必要がある場合データ・ファイルを復元して回復する必要がある場合、、、、 復元と回復を可能復元と回復を可能復元と回復を可能復元と回復を可能
にする唯一の方法は、カスタマ・サポートに連絡することです。カスタにする唯一の方法は、カスタマ・サポートに連絡することです。カスタにする唯一の方法は、カスタマ・サポートに連絡することです。カスタにする唯一の方法は、カスタマ・サポートに連絡することです。カスタ
マ・サポートでは、次の情報が必要になりますマ・サポートでは、次の情報が必要になりますマ・サポートでは、次の情報が必要になりますマ・サポートでは、次の情報が必要になります。。。。

■ データベースの現行のスキーマデータベースの現行のスキーマデータベースの現行のスキーマデータベースの現行のスキーマ。。。。

■ バックアップされているファイルの名前バックアップされているファイルの名前バックアップされているファイルの名前バックアップされているファイルの名前。。。。

■ それらのファイルのバックアップ時期それらのファイルのバックアップ時期それらのファイルのバックアップ時期それらのファイルのバックアップ時期。。。。

■ それらのファイルを含むバックアップ・ピースの名前それらのファイルを含むバックアップ・ピースの名前それらのファイルを含むバックアップ・ピースの名前それらのファイルを含むバックアップ・ピースの名前。。。。
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メディア管理
メデメデメデメディィィィア管ア管ア管ア管理理理理
磁気テープ記憶装置を使用してデータベースのバックアップを行う場合は、RMANはメ
ディア・マネージャ（media manager） を使用する必要があります。メディア・マネージャ
とは、テープ・ドライブなどの順次メディアのロード、ラベル付け、およびアンロードを行
う機能を持つユーティリティで、データのバックアップおよび回復に使用します。 

メディア管理製品の中には、Oracleデータ・ファイルとバックアップ装置との間のデータの
移動を、すべて管理できるものもあります。そのような製品には、格納サブシステムとメ
ディア・サブシステムとの間の高速接続などのテクノロジが使用されている場合がありま
す。プライマリ・データベース・サーバーのバックアップの負荷は、このテクノロジでほと
んど削除できます。

RMANを使用して、テープなどの順次メディアにバックアップをとる場合は、メディア管
理ソフトウェアを Oracleソフトウェアに統合する必要があります。バックアップ・データ
の書込み先がディスクの場合は、Oracleをメディア管理ライブラリ（MML）ソフトウェア
に接続する必要がないことに注意してください。

RMANは、Oracle7 Enterprise Backup Utility（EBU）と同じメディア管理 APIを使用して
いるため、EBUと同じメディア・マネージャとは互換性があります。ただし、所有している
メディア・ソフトウェアが、RMANとの互換性を有しているかについては、当該メディア・
ベンダーに問い合せる必要があります（4-19ページの「Backup Solutions Program」を参
照）。

図 4-4 に、Oracleに統合されたメディア・マネージャのアーキテクチャを示します。

図図図図 4-4  Oracle に統合さに統合さに統合さに統合されれれれたたたた MML のアのアのアのアーーーーキテクチャキテクチャキテクチャキテクチャ

MMLOracleサーバー・�
セッション�

Recovery
Manager

メディア管理サーバー・�
ソフトウェア�

スタンドアロン・テープ・�
ライブラリまたは自動化�
テープ・ライブラリ�
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メディア管理
Oracle実行可能ファイルは、ユーザーがデータベースに接続した時に使用されるものと同じ
です。前述のダイアグラムのMMLは、ベンダーが提供するメディア管理ソフトウェアで、
これは Oracleとインタフェースをとることができます。OracleはMMLソフトウェア・
ルーチンをコールして、メディア・マネージャが制御するメディアをターゲットおよびソー
スとして使い、データ・ファイルのバックアップおよび復元を実行します。

メメメメデデデディィィィアアアア・・・・ママママネネネネーーーージジジジャャャャをををを使使使使用用用用ししししたたたたババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび復復復復元元元元処処処処理理理理
次の Recovery Managerスクリプトは、メディア・マネージャが制御するテープ・ドライブ
に対してデータ・ファイルのバックアップを実行します。

run {
     # Allocating a channel of type 'sbt_tape' specifies a media management device
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 10;
}

Recovery Managerはこのコマンドを実行するときに、バックアップを実行する Oracleサー
バー・セッションに対して、バックアップ要求を送信します。Oracleサーバー・セッション
は出力チャネルをメディア管理装置として識別し、メディア・マネージャに対して、テープ
をロードし、出力を書き込むように要求します。

メディア・マネージャは、テープにラベルを付け、テープおよび各テープ上のファイル名を
追跡して記録します。ロボット・アーム付の自動化テープ・ライブラリがあるサイトの場
合、メディア・マネージャは Oracleで必要なテープを自動的にロードおよびアンロードし
ます。それがない場合、メディア・マネージャのオペレータに対して指定テープをドライブ
にロードするように要求します。

メディア・マネージャは、バックアップ操作および復元操作を行います。ファイルの復元で
は、次のようなステップが発生します。

1. 特定のファイルの復元が Oracleから要求される。

2. メディア・マネージャは、そのファイルが含まれているテープを判別し、これを読み取
る。

3. メディア・マネージャは、読み取った情報を Oracleサーバー・セッションに戻す。

4. Oracleセッションは、そのファイルをディスクに書き込む。

メメメメデデデディィィィアアアア・・・・ママママネネネネーーーージジジジャャャャののののククククロロロロススススチチチチェェェェッッッックククク
場合によってはメディア管理ライブラリのテープが、使用不可能な場合があります。RMAN
は、クロスチェックを実行し、使用できるバックアップ・ピースがあるかを判断します。こ
れにより、リカバリ・カタログと、メディア管理カタログとの同期が保たれます。

たとえば、crosscheck backupを発行すると、テープ上のバックアップをすべてチェックで
きます。特定のバックアップを RMANが検索できなかった場合は、RMANメタデータ内で
期限切れ期限切れ期限切れ期限切れになった（expired）ものとして状態を変更します。バックアップおよびコピーの
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メディア管理
状態を確認するには、listコマンドを発行するか、または該当するリカバリ・カタログ・
ビューにアクセスします。

図図図図 4-5  クロスクロスクロスクロスチチチチェックェックェックェック

関連項関連項関連項関連項目目目目 : クロスチェックの実行方法は、6-9ページの「RMANメタデータのクロスチェッ
ク」を参照してください。crosscheckコマンドおよび change ... crosscheckコマンドの構文
は、11-57ページの「crosscheck」および 11-35ページの「change」を参照してください。

ププププロロロロキキキキシシシシ・・・・ココココピピピピーーーー
Oracleは、そのメディア管理 APIに、プロキシ・コピー（proxy copy）の機能を統合して
います。各ベンダーは、この APIを使用することにより、バックアップおよび復元操作の制
御機能を持つメディア管理ソフトウェアを開発することができます。RMANは、バック
アップまたは回復が必要なファイルのリストをメディア・マネージャに提供します。そし
て、メディア・マネージャは、データ移動の方法と時期に関するすべての決定を行います。

backup proxyコマンドを使用してファイルのバックアップを試行するたびに、RMANはメ
ディア・マネージャに問合せを行い、プロキシ・コピーを実行できるかどうかを確認しま
す。メディア・マネージャがそのファイルのプロキシ・コピーを実行できない場合、RMAN
は従来のバックアップ・セットを使用してバックアップを行います。例外として、proxy 
onlyオプションを使用した場合が挙げられます。このオプションを指定すると、プロキシ・
コピーできない場合は、Oracleからエラー・メッセージが発行されます。

Oracleは、プロキシ・コピーされた各ファイルのレコードを、制御ファイルに記録します。
RMANは、この情報を使用してリカバリ・カタログの再同期化を行います。プロキシ・コ
ピーの情報を取得するには、動的パフォーマンス・ビューである、V$PROXY_DATAFILEお
よび V$PROXY_ARCHIVEDLOGにアクセスします。プロキシ・バックアップの状態を削除
したり、変更するには、change ... proxyコマンドを使用します。
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メディア管理
関連項関連項関連項関連項目目目目 : V$PROXY_DATAFILEおよび V$PROXY_ARCHIVEDLOGの詳細は、『Oracle8i 
リファレンス・マニュアル』を参照してください。  backupコマンドの構文は、11-21ページ
の「backup」を参照してください。

メメメメデデデディィィィアアアア・・・・ママママネネネネーーーージジジジャャャャののののテテテテスススストトトト
新しいクライアント・プログラムの一つに、sbttest があります。これは、メディア管理
ソフトウェアのテストを行うためのスタンドアロンのプログラムで、Oracleとリンクして
テープへのバックアップを実行します。これを使用するのは、バンドルされた Legato 
Storage Managerを使用しても、別のベンダーのメディア管理製品を使用しても、Oracleで
バックアップの作成または復元ができない場合です。sbttest プログラムは、必ずカスタ
マ・サポートの指示に従って使用してください。

Backup Solutions Program
オラクルの Backup Solutions Program（BSP）は、オラクルのメディア管理ライブラリ
（MML）仕様に適合したメディア管理製品群です。MMLインタフェースに適合したソフト
ウェアを使用すると、Oracleサーバー・セッションは、ファイルのバックアップおよび復元
のコマンドを、メディア・マネージャに発行できるようになります。メディア・マネージャ
は、このコマンドが要求するテープのロード、ラベル付けおよびアンロードを実行します。 

MML準拠製品の一つに、Legato Storage Manager （LSM）があります。これは、複数の一
般的なプラットフォームで使用可能です。各プラットフォーム用のオラクルのソフトウェア
には、LSMが付属しています。使用しているオラクルのソフトウェアに LSMが付属してい
る場合は、『Legato Storage Manager 管理者ガイド』を参照し、その機能を確認してくださ
い。その他の BSPメディア製品が付属している場合は、使用しているプラットフォーム固有
のマニュアルを参照してください。 

他にも、メディア管理ベンダーから入手可能な、各プラットフォーム用のメディア管理製品
があります。BSPのウェブ・サイトにアクセスすると、利用できるメディア管理製品の最新
の情報を参照できます。URLは次のとおりです。

http://www.oracle.com/st/products/features/backup.html

あるいは、詳細な情報が必要な場合は、オラクル社の営業担当に問い合せてください。 

注注注注意意意意 : プロキシ・コピーをサポートする RMANをプロキシ・コピーをサ
ポートしないターゲット・データベースで使用する場合、RMANはバッ
クアップ・セットの作成にプロキシ・コピーを使いません。 プロキシ・コ
ピーを使用してバックアップを作成し、Oracleをプロキシ・コピーをサ
ポートしないバージョンにダウングレードした場合、RMANは復元にプ
ロキシ・コピー・バックアップを使いません。また、利用できる最良の
ファイルがプロキシ・コピーである場合、RMANは警告メッセージを発
行します。
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リストとレポート
特定のメディア管理製品を使用する場合は、その製品が Oracleの BSPに属する製品かどう
かをそのベンダーに直接問い合せて確認してください。オラクル社は、RMANとの互換性
に関して、メディア・ベンダーに保証を与えるものではありません。したがって、可用性、
バージョンの互換性および機能については、オラクル社ではなくすべてそのメディア・ベン
ダーに直接問い合せてください。

リスリスリスリストトトトとレとレとレとレポポポポートートートート
バックアップおよびイメージ・コピーに関する情報を取得するには、RMANの reportコマ
ンドおよび listコマンドを使用します。RMANは、メタデータ・リポジトリからこれらの
情報を取得します。ここで言うメタデータ・リポジトリとは、制御ファイルまたはリカバ
リ・カタログのことです。 

listコマンドでは、RMANのメタデータ・リポジトリの内容がリスト表示されますが、
reportコマンドでは、さらに詳しい分析が行われます。RMANは、これらのコマンドの出
力を、スクリーンまたはログ・ファイルに書き込みます。

図図図図 4-6  RMAN のリストのリストのリストのリストととととレポートレポートレポートレポート
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リストとレポート
ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーののののリリリリスススストトトト
リカバリ・カタログに対する問合せを行い、その内容のリストを作るには、listコマンドを
使用します。このコマンドは、次のリスト表示に使用します。

■ 指定したデータ・ファイル・リストのバックアップ

■ 指定したデータ・ファイル・リストのイメージ・コピー

■ 指定した表領域リストのメンバーであるデータ・ファイルのバックアップ

■ 指定した表領域リストのメンバーであるデータ・ファイルのイメージ・コピー

■ 指定した名前を持つまたは指定した範囲内にある（あるいはその両方）アーカイブ
REDOログのバックアップ

■ 指定した名前を持つまたは指定した範囲内にある（あるいはその両方）アーカイブ
REDOログのイメージ・コピー

■ 指定したデータベースのインカーネーション

関連項関連項関連項関連項目目目目 :バックアップおよびイメージ・コピーの生成方法は、7-2ページの「リストの生
成」を参照してください。listコマンドに関する参照情報は、11-76ページの「list」を参照
してください。 

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ、、、、ココココピピピピーーーーおおおおよよよよびびびびデデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・ススススキキキキーーーーママママにににに関関関関すすすするるるるレレレレポポポポーーーートトトト
RMANのレポートは、バックアップおよび回復状況の分析を行うために使用します。
RMANレポートは、次のような質問に答えます。

■ どのデータ・ファイルのバックアップが必要か ?

■ 最近バックアップがとられていないのはどのデータ・ファイルか ?

■ 利用できるバックアップまたはコピーの数が nより小さいので、バックアップが必要と
なるデータ・ファイルはどれか ?

■ どのバックアップ・ファイルを削除できるか ?

■ 回復不能操作が原因で回復不能になっているデータ・ファイルはどれか ?

■ データベースの現行の物理スキーマ、または過去のある時点の物理スキーマは何か ?

■ 孤立したバックアップはどれか ? すなわち、データベースのインカーネーションには属
しているが、このインカーネーションが現行のインカーネーションの直接の先祖でない
ため、復元操作に使用できないバックアップはどれか ?

report need backupコマンドおよび report unrecoverableコマンドを定期的に発行し、メ
ディア回復に必要なバックアップが使用可能で、かつ妥当な時間内にメディア回復が完了す
るような状態にしておいてください。

reportコマンドを使うと、冗長であるか、または回復不能であるために、削除が可能なバッ
クアップ・セットおよびデータ・ファイル・コピーのリストが示されます。最後のバック
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リストとレポート
アップ以降に、データ・ファイル内のオブジェクトに対して回復不能操作が実行された場
合、そのデータ・ファイルは回復不能と見なされます。 

孤孤孤孤立立立立したバッしたバッしたバッしたバッククククアップのアップのアップのアップのレレレレポート作成ポート作成ポート作成ポート作成
reportコマンドを使用すると、孤立したバックアップ（orphaned backups）のリストを表示
できます。孤立したバックアップとは、データベースのインカーネーションには属している
ものの、このインカーネーションが現行のインカーネーションの直接の先祖でないため、使
用できないバックアップのことを指します。 

図 4-7はインカーネーションの例です。

注注注注意意意意 : バックアップを持たないデータ・ファイルは、回復不能とはみな
されません。そのようなデータ・ファイルは、作成した時点からの REDO
ログが残っていれば、CREATE DATAFILEコマンドを使用して回復するこ
とができます。
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リストとレポート
図図図図 4-7  孤立し孤立し孤立し孤立したたたたバックアッバックアッバックアッバックアッププププ

データベースのインカーネーション Aは、SCN1から開始されています。SCN10で、
RESETLOGS処理を実行してインカーネーション Bを作成し、さらに SCN20で、インカー
ネーション Bに再度 RESETLOGS処理を実行して、新しいインカーネーション Cを作成し
たとします。

現行のインカーネーションによって、孤立するバックアップも変わりますが、その関係を次
の表に示します。

インカーネーションC
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チャネルの割当て
関連項関連項関連項関連項目目目目 :レポートの生成方法は、7-5ページの「レポートの生成」を参照してください。
reportコマンドに関する参照情報は、11-103ページの「report」を参照してください。 

チャチャチャチャネネネネルのルのルのルの割割割割当て当て当て当て
バックアップおよび回復コマンドを実行するには、あらかじめチャネル（channel）を割り
当てておく必要があります。割り当てられた各チャネルは、ターゲット・データベースまた
は補助データベース（duplicateコマンドで作成されたデータベースまたは TSPITRで使用
する一時データベース）のインスタンスでサーバー・セッションを起動し、これらのデータ
ベースと RMANとの接続を確立します。バックアップおよび回復操作は、このサーバー・
セッションで実行されます。割り当てられたサーバー・セッションと通信する RMANセッ
ションは 1つしかありません。 

現行の現行の現行の現行のイイイインカーンカーンカーンカー
ネーシネーシネーシネーショョョョンンンン 孤立したバ孤立したバ孤立したバ孤立したバッッッックアップクアップクアップクアップ

使用可能使用可能使用可能使用可能ななななバックアッバックアッバックアッバックアッププププ
（（（（孤孤孤孤立していな立していな立していな立していないいいいバックアッバックアッバックアッバックアッププププ））））

インカーネー
ション A

インカーネーション Bおよび Cか
ら作成した全バックアップ

インカーネーション Aから作成した全
バックアップ

インカーネー
ション B

SCN10より後にインカーネーショ
ン Aから作成したバックアップ

インカーネーション Cから作成し
た全バックアップ

SCN10より前にインカーネーション A
から作成したバックアップ

インカーネーション Bから作成した全
バックアップ

インカーネー
ション C

SCN10より後にインカーネーショ
ン Aから作成した全バックアップ

SCN10より後にインカーネーショ
ン Bから作成した全バックアップ

SCN10より前にインカーネーション A
から作成した全バックアップ

SCN20より前にインカーネーション B
から作成した全バックアップ

インカーネーション Cから作成した全
バックアップ
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チャネルの割当て
図図図図 4-8  チャネチャネチャネチャネルルルルの割当ての割当ての割当ての割当て

allocate channelコマンド（runコマンド内で実行）および allocate channel for 
maintenanceコマンド（RMANプロンプトで実行）では、サーバー・セッションが、バッ
クアップ、復元およびメンテナンス操作を実行する際に使用する、I/Oデバイスのタイプも
指定します。通常、1つのチャネルは 1つの出力デバイスに対応します。ただし、使用して
いるメディア管理ライブラリがハードウェアの多重化をサポートしている場合を除きます。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : allocate channelコマンドに関する参照資料は、11-9ページの「allocate」を参照
してください。allocate channel for maintenanceコマンドに関する参照資料は、11-13ペー
ジの「allocateForMaint」を参照してください。

チチチチャャャャネネネネルルルル制制制制御御御御オオオオププププシシシショョョョンンンン
チャネル制御コマンドは、次のような場合に使用します。

■ backup、copy、restore、recoverの各コマンドを実行するときに RMANが使う O/Sリ
ソースを制御する。

■ バックアップの並列度を調整する（backupコマンドの filespersetパラメータと組み合
せて使用する）。

■ I/O帯域幅の消費制限を指定する（set limit channel ... readrate）。

■ バックアップ・ピースのサイズに関する制限を指定する（set limit channel ... kbytes）。

警警警警告告告告 : Oracleバックアップのハードウェアによる多重化は推奨しませんバックアップのハードウェアによる多重化は推奨しませんバックアップのハードウェアによる多重化は推奨しませんバックアップのハードウェアによる多重化は推奨しません。。。。
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チャネルの割当て
■ 同時にオープンできるファイルの数に関する制限を指定する（set limit channel ... 
maxopenfiles）。

■ ベンダー固有のコマンドをメディア・マネージャに送信する（send）。

一部のプラットフォームでは、これらのコマンドで、使用する I/Oデバイスの名前またはタ
イプを指定します。他のプラットフォームでは、これらのコマンドで、どの O/Sアクセス
方法または I/Oドライバを使うかを指定する場合もあります。すべてのプラットフォーム
が、このインタフェースによる I/Oデバイスの選択をサポートしているわけではありませ
ん。一部のプラットフォームでは、I/Oデバイスの選択は、プラットフォーム固有の機構に
より制御されます。

allocate channelコマンドの結果として、実際に O/Sリソースが割り当てられるかどうか
は、O/Sによって異なります。一部のオペレーティング・システムでは、コマンドが発行さ
れた時点でリソースが割り当てられます。読取りまたは書込みのためにファイルがオープン
されるまで、リソースが割り当てられないオペレーティング・システムもあります。 

change ... deleteコマンドでは、O/Sがコールされファイルが削除されるので、このコマン
ドを発行する前にメンテナンス・チャネルを割り当てておく必要があります。change ... 
crosscheckの発行前も同様です。メンテナンス・チャネルはメンテナンス・タスクにのみ使
用します。このチャネルをバックアップまたは復元ジョブの入力チャネルまたは出力チャネ
ルとして使用することはできません。メンテナンス・チャネルは、一度に 1つだけ割り当て
ることができます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : setコマンドに関する参照資料は、11-130ページの「set」を参照してください。 
allocate channel for maintenanceコマンドに関する参照資料は、11-13ページの
「allocateForMaint」を参照してください。

チチチチャャャャネネネネルルルルののののパパパパララララレレレレルルルル化化化化
チャネルは複数割り当てることができるため、1つの RMANコマンドで、複数のバック
アップおよびイメージ・コピーを、パラレルに読み書きすることが可能です。したがって、
割り当てるチャネル数によって、コマンドの並列度が変わってきます。テープにバックアッ
プを行う場合は、物理装置 1つにつき 1つのチャネルを割り当てますが、ディスクにバック
アップを行う場合は、必要な数のみチャネルを割り当てることができるため、最大のスルー
プットが得られます。

各 allocate channelコマンド、または各 allocate auxiliary channelコマンドは、別の接続を
使ってターゲット・データベースまたは補助データベースに接続します。ターゲット・デー
タベースのさまざまなインスタンスに接続するために、チャネルごとに異なる接続文字列を
指定できます。これは、複数のノードに作業負荷を分散させる OPS（Oracle Parallel Server）
構成の場合に便利です。

注注注注意意意意 : type diskを指定した場合は、サーバー・セッションの作成以外で
は O/Sリソースは割り当てられません。
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チャネルの割当て
パパパパララララレル化のレル化のレル化のレル化の度度度度合いを左合いを左合いを左合いを左右右右右する要素する要素する要素する要素
RMANは、backup、copyおよび restoreの各コマンドの並列度を内部で調整します。指定
する必要があるのは、次のもののみです。

■ 複数の allocate channelコマンド

■ バックアップ、コピーまたは復元の対象となるオブジェクト 

RMANは、コマンドを順番に実行します。つまり、現行のコマンドが完了してから、その
次のコマンドを開始します。並列性は、1つのコマンド内のみに適用されます。したがって、
データ・ファイルの 5個のコピーが必要な場合は、copyコマンドを個別に 5回発行するの
ではなく、5個のコピーすべてを指定した copyコマンドを 1回発行します。

次の RMANスクリプトは、シリアルにファイル・コピーを作成します。ここでは、これら
のファイルをバックアップするために、copyコマンドが 5回使用されています。一度にア
クティブになるチャネルは 1つのみです。

run { 
    allocate channel  c1 type disk; 
    allocate channel  c2 type disk; 
    allocate channel  c3 type disk; 
    allocate channel  c4 type disk; 
    allocate channel  c5 type disk; 
    copy datafile 22 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_1.dbf'; 
    copy datafile 23 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_2.dbf'; 
    copy datafile 24 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_3.dbf'; 
    copy datafile 25 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_4.dbf'; 
    copy datafile 26 to '/dev/prod/backup1/prod_tab6_1.dbf'; 
}

次の文は、同じ例をパラレル化（parallelization）します。1つの RMANの copyコマンド
で、5個のチャネルが使用可能になり、5個のファイルがコピーされます。5個のチャネルす
べてが、同時にアクティブになり、各チャネルがそれぞれ 1つのファイルをコピーします。 

run { 
    allocate channel  c1 type disk; 
    allocate channel  c2 type disk; 
    allocate channel  c3 type disk; 
    allocate channel  c4 type disk; 
    allocate channel  c5 type disk; 
    copy datafile 5 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_1.dbf',
         datafile 23 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_2.dbf',
         datafile 24 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_3.dbf',
         datafile 25 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_4.dbf',
         datafile 26 to '/dev/prod/backup1/prod_tab6_1.dbf';
}
 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : OPS構成におけるパラレル化については、『Oracle8i Parallel Server 概要および管
理』を参照してください。
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バックアップ・セット
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ・セ・セ・セ・セッッッットトトト
backupコマンドを実行すると、1つ以上のバックアップ・セットが作成されます。論理構
造であるバックアップ・セット（backup set）は、1つ以上の物理的なバックアップ・ピー
ス（backup piece）で構成されています。バックアップ・ピースとは、バックアップ・デー
タ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログで構成された O/Sファイルのこ
とです。ある 1つのファイルを複数のバックアップ・セットに分割したり、アーカイブ
REDOログとデータ・ファイルを 1つのバックアップ・セットに混在させることはできませ
ん。

バックアップ・セットは、backupコマンドで指定したオブジェクトの全体バックアップま
たは増分バックアップを構成するバックアップ・ピースの完全なセットです。バックアッ
プ・セットは、RMAN固有の形式で書かれています。これに対し、イメージ・コピーは、
追加処理を行わずに使用できます。

図図図図 4-9  1つ以上つ以上つ以上つ以上ののののバックアップバックアップバックアップバックアップ・・・・ピースで構ピースで構ピースで構ピースで構成成成成されるバッされるバッされるバッされるバッククククアップ・セアップ・セアップ・セアップ・セッッッットトトト

ファイルのバックアップをとるときには、ターゲット・データベースをマウントするか、
オープンする必要があります。データベースがマウント状態でかつマウント前に異常終了し
ていなければ、RMANは一貫性のあるバックアップを作成します。制御ファイルは現行の
ものを使用する必要があります。 

データベースを ARCHIVELOGモードで運用している場合は、ターゲット・データベースの
オープンおよびクローズはいずれも可能です。正しくクローズする必要はありません（ただ
し、バックアップを一貫性のあるものにするために、正しくクローズすることをお薦めしま
す）。データベースを NOARCHIVELOGモードで運用している場合は、正しくクローズし
てからバックアップをとる必要があります。
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バックアップ・セット1
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バックアップ・セット
この項では、次の項目について説明します。

■ バックアップ・セットの格納

■ バックアップ・セットの圧縮

■ バックアップ・ピースのファイル名

■ バックアップ・ピースのサイズ

■ バックアップ・セットの数

■ 多重バックアップ・セット

■ 二重バックアップ・セット

■ バックアップのパラレル化

■ バックアップ・エラー

関連項関連項関連項関連項目目目目 :バックアップの作成方法は、第 8章の「Recovery Managerでのバックアップおよ
びコピーの作成」を参照してください。backupコマンドの詳細は、11-21ページの
「backup」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトのののの格格格格納納納納
RMANで作成したバックアップ・セットは、ディスクまたはテープなどの 3次記憶装置に
書き込むことができます。type diskを指定した場合は、ディスクにバックアップを行う必
要があります。Oracleデータ・ファイルの格納が可能な装置であれば、どの装置にもバック
アップを行うことができます。つまり、CREATE TABLESPACE tablespace_name DATAFILE 
filename という文が有効であれば、filenameは有効なバックアップ・パス名となります。

Oracleがサポートしており、かつ Oracleで使用可能な順次出力装置またはメディア管理シ
ステムを、任意のオペレーティング・システムで使用すると、磁気テープなどの順次出力メ
ディアにバックアップ・セットを書き込むことができます。sbt_tapeを指定すると、メディ
ア管理ソフトウェアがサポートしているメディアであれば、どのメディアに対してもバック
アップを行うことができます。

RMANでは、テープに対して直接アーカイブを行うことはできませんが、ディスクのアー
カイブ REDOログをテープにバックアップすることは可能です。delete input オプションを
指定すると、RMANはファイルのバックアップを行った後、そのファイルを削除します。
また、回復時に必要なアーカイブ・ログは、テープからディスクに自動的に移動されます。

注注注注意意意意 : 読み書き可能として指定されていないトランスポータブル表領域
については、バックアップを作成できません。
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ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトのののの圧圧圧圧縮縮縮縮
RMANは、バックアップに対して圧縮（compression）を行います。したがって、サー
バー・セッションは、使用されたことのないデータ・ブロックの書込みは行いません。ただ
し、データ・ファイルのイメージ・コピーについては、常にすべてのデータ・ブロックが含
まれます。 

データ・ファイル内のデータ・ブロックは、バッファに分割されます。RMANは、バッ
ファ内に使用済みデータ・ブロックを見つけると、その使用済みブロックのみをバックアッ
プ・セットに書き込みます。未使用の入力ブロックだけで 4つ連続するバッファを見つけた
場合、RMANは、1つの（サイズ DB_BLOCK_SIZEの）圧縮ブロックをバックアップ・
セットに書き込みます。  

バッファのサイズを設定する場合は、DB_FILE_DIRECT_IO_COUNTの初期化パラメータを
使用します。たとえば、パラメータの値を 64Kに設定するとします。この場合、RMANは、
入力ファイル内の連続した未使用の入力ブロック 256Kにつき、1つの圧縮ブロックを書き
込みます。

図図図図 4-10  バックアッバックアッバックアッバックアッププププ・セットの・セットの・セットの・セットの圧圧圧圧縮縮縮縮

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・ピピピピーーーーススススののののフフフファァァァイイイイルルルル名名名名
バックアップ・ピースの名前を指定する場合は、RMANに一意の名前を自動的に指定させ
るか、または formatパラメータを使用します。 ファイル名を指定しない場合、RMANは
%U置換変数を使用して、一意の名前を保証します。置換変数は backupコマンドで取得し
ます。これを使用することで一意のファイル名が生成できます。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : formatパラメータおよび backupコマンドの代替変数に関する参照資料は、11-21
ページの「backup」を参照してください。

RMAN

圧縮ブロック�

データ・ファイル� バックアップ・セット�
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ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・ピピピピーーーーススススののののササササイイイイズズズズ
バックアップ・セットは、いずれも最低 1つのバックアップ・ピースで構成されています。
ディスクへの書込みを行うとき、バックアップ・ピースのサイズをメディア・マネージャま
たは O/Sがサポートする最大ファイルサイズに制限するには、backupコマンドの setsize
オペランドを使用します。バックアップ・ピースのサイズを制限しない場合、Oracleは 1つ
のファイルのみで構成されるバックアップ・セットを生成します。

RMANは、バックアップ・セットの各ピースを順次書き込みます。1つのバックアップ・
セットを複数の出力デバイスに分割することはできません。複数の出力デバイスが使用でき
る場合は、バックアップをパーティション化して、複数のバックアップ・セットをパラレル
で作成できます。RMANは、バックアップのパーティション化を自動で行います。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : setsizeパラメータの詳細は、11-21ページの「backup」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトのののの数数数数
backupSpec句を使用すると、バックアップ対象をリスト表示したり、その他の便利なオプ
ションを指定できます。RMANが作成するバックアップ・セットの数は次に示した事柄に
よって変わります。

■ 指定した backupSpec句の数。

■ 各 backupSpec句内に指定または暗黙指定された入力ファイルの数。

■ filespersetパラメータ。バックアップ・セットのファイル数が制限されます。 

backupSpec句を 1つ指定することにより、1つ以上のバックアップ・セットが生成されま
す。backupSpec句に指定または自動的に選択された、入力ファイルの数が filesperset の制
限を超えた場合、RMANは複数のバックアップ・セットを作成します。filesperset の制限
を指定しない場合は、1つの backupSpecあたり 1つのバックアップ・セットが生成されま
す。

データ・ファイルまたはデータ・ファイル・コピーのバックアップの場合は、出力テープ・
デバイスのストリーミングを維持するのに必要な量を確保するため、またはバックアップに
よって特定のデータ・ファイルによる帯域幅の消費が過大にならないように、複数のデー
タ・ファイルをグループ化して 1つのバックアップ・セットにします。 

バックアップ・セット内のファイル数が少ないほど、個々のファイルの復元が速くなりま
す。これは、他のデータ・ファイルに属していてスキップする必要があるデータの量が少な
くなるからです。アーカイブ・ログを含むバックアップ・セットの場合は、同じ時間間隔の
ログをグループ化して、1つのバックアップ・セットに入れることをお薦めします。同じ時
間間隔のログは同時に復元する必要がある場合が多いためです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : backupSpec句については、11-21ページの「backup」を参照してください。
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多多多多重重重重ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトト
Oracleでは、同一のバックアップ・セットのデータ・ファイル・ブロックを多重化します。
これはすなわち、バックアップ・セットの全データ・ファイルのデータ・ブロックが、他の
データ・ブロックとともに混在していることを意味します。図 4-11に示したとおり、
RMANは 3つのデータ・ファイルを 1つのバックアップ・セットにバックアップできます。
このバックアップ・セットには、1つのバックアップ・ピースしか含まれていません。この
バックアップ・ピースは、3つの入力ファイルの各ブロック・コンポーネントが混在して構
成されています。

図図図図 4-11  データ・フデータ・フデータ・フデータ・ファァァァイルの多重イルの多重イルの多重イルの多重化化化化

Oracleによって同時にバックアップ・セットにバックアップされるデータ・ファイルの数を
制御するには、filespersetパラメータを使用します。同時実行性の制御機能は、1つのデー
タ・ファイルを多数の読取り要求で満杯にすることなく、テープ・デバイスのストリーミン
グを継続する場合に役立ちます。読取り要求が多数になると、オンライン・パフォーマンス
が低下することがあります。読取りレートを制限するには、set limit channelコマンドの
readrate optionを使用します。

ファイルを多重化すると、次のようなことが可能となります。

■ データ・ファイルを明示的に複数のバックアップ・セットにパーティション化する。自
動的にパーティション化を選択するよう RMANを設定する。
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■ パフォーマンスの高い順次出力デバイスに対して、十分な数のデータ・ファイルをバッ
クアップに含めることによって、ストリームを連続して提供する。デバイスに対してス
トリームを連続して提供することは、バックアップ操作とオンライン・システムとの間
で I/O帯域幅に競合が起こるようなオープン状態のデータベースのバックアップの場合
に重要です。

■ データ・ファイルのバックアップ・セットに制御ファイルを含める。この場合、最初に
制御ファイルに書込みが行われるため、そのブロックはデータ・ファイル・ブロックと
多重化されません。

■ バックアップ・セットをデータ・ファイルで構成するか、またはアーカイブ REDOログ
で構成するかを選択する。ただし両方同時に含めることはできません。データ・ファイ
ルとアーカイブ REDOログを同じバックアップに書き込むことはできません。Oracle
においては、多重化バックアップの各オブジェクトの論理ブロック・サイズは、それぞ
れ同じにする必要があるためです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :バックアップ・パフォーマンスの調整方法は、『Oracle8i チューニング』を参照し
てください。バックアップの多重化の方法は、8-18ページの「バックアップにおけるデー
タ・ファイルの多重化」を参照してください。

 backupコマンドの filespersetパラメータに関する参照資料は、11-21ページの「backup」
を参照してください。runコマンドの setオプションに関する参照資料は、11-134ページの
「set_run_option」を参照してください。

二二二二重重重重ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトト
RMANは、アーカイブ REDOログまたはデータ・ファイル・バックアップ・セットのコ
ピーを複数作成するための、効率的な機能を提供しています。set duplexコマンドの発行に
より、バックアップ・セットの同内容のコピーを最高 4つまで作成できます。

多重化と二重化を混同しないでください。多重化とは、複数の入力ファイルを 1つのバック
アップ・セットにまとめることで、二重化とは、同内容のバックアップ・セットを複数出力
することです。RMANでは、入力ファイルの多重化および出力の二重化が可能です。
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図図図図 4-12  多重バック多重バック多重バック多重バックアアアアップ・セッップ・セッップ・セッップ・セットトトトの二重化の二重化の二重化の二重化

関連項関連項関連項関連項目目目目 :バックアップの二重化の方法は、8-22ページの「バックアップ・セットの二重化」
を参照してください。set duplexコマンドに関する参照情報は、11-134ページの「set_run_
option」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププののののパパパパララララレレレレルルルル化化化化
複数のバックアップ・セットを作成し、複数のチャネルを割り当てる処理は、RMANが自
動的にパラレル化します。複数のバックアップ・セットの書込みもパラレルに行われます。
割当てが行われたサーバー・セッションは、指定されたファイルのバックアップ処理を分割
します。 

RMANは、1つのデバイスに 1つのバックアップ・セットを自動的に割り当てます。
channelパラメータパラメータパラメータパラメータを使用すれば、backupSpecの全バックアップ・セットが特定のチャネ
ルに書き込まれるよう Oracleを設定できます。その例を次に示します。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;

注注注注意意意意 : 1つのバックアップ・セットを複数のチャネルに分散することはで
きません。 
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バックアップ・セット
     allocate channel ch3 type disk;
     backup
      (datafile 1,2,3 filesperset = 1
       channel ch1)
      (controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f' filesperset = 1
       channel ch2)
      (archivelog all filesperset = 3
       channel ch3);
}

表 4-13にパラレル化の例を示します。この例では、チャネル 1がデータ・ファイルを、チャ
ネル 2がデータ・ファイルのコピーを、そしてチャネル 3がアーカイブ REDOログをそれ
ぞれバックアップします。

図図図図 4-13  バックアッバックアッバックアッバックアッププププのパラレルのパラレルのパラレルのパラレル化化化化

関連項関連項関連項関連項目目目目 :チャネル割当てとパラレル化の関係の概要は、4-26ページの「チャネルのパラレ
ル化」を参照してください。バックアップのパラレル化の方法は、8-23ページの「バック
アップ・セットのパラレル化」を参照してください。backupコマンドの channelパラメー
タに関する参照資料は、11-21ページの「backup」を参照してください。
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バックアップ・タイプ
ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・エエエエララララーーーー
RMANは、主に 2つのタイプのバックアップ・エラーを処理する能力を有しています。I/O
エラーと破損ブロックです。ファイルの読取り時またはバックアップ・ピースへの書込み
時、RMANが I/Oエラーを見つけると、システムはこれらのジョブを異常終了します。
RMANは、エラーの発生時に書込み中だったバックアップ・セットを、書き込み直す必要
があります。ただし、異常終了前に書込みが済んでいたバックアップ・セットはすべて保持
されます。

RMANは、破損していると既に判断されているデータ・ファイル・ブロックをバックアッ
プにコピーします。破損しているとまだ判断されていないデータ・ファイル・ブロックを見
つけた場合、RMANは、メディア障害が発生したという情報をデータブロック・ヘッダー
に付けてこのブロックをバックアップに書き込みます（このデータ・ファイルの set 
maxcorruptが 0以外の値で、かつ破損の数がこの制限を超えていない場合）。いずれの場合
も、Oracleは、破損ブロックのアドレスと破損のタイプを制御ファイルに記録します。制御
ファイルのこれらのレコードにアクセスするには、V$BACKUP_CORRUPTIONビューを使
用します。

指定したデータ・ファイル、または指定したデータ・ファイルの一覧における、未検出のブ
ロック破損数に制限を設定するには、set maxcorrupt コマンドを使用します。  backupコマ
ンドまたは copyコマンドでこの数を超える破損が検出された場合、そのコマンドは異常終
了します。デフォルトの制限はゼロで、これは RMANが 1つの破損ブロックも許容しない
ことを意味します。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :分裂ブロックおよび破損ブロックの詳細は、4-53ページの「整合性チェック」を
参照してください。V$BACKUP_CORRUPTIONの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュ
アル』を参照してください。set maxcorruptに関する参照資料は、11-134ページの「set_
run_option」を参照してください。

バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ・タ・タ・タ・タイイイイププププ
Recovery Managerでは、作成するバックアップのタイプを制御することができます。
RMANのバックアップは次のように分類できます。

■ 全体または増分

■ オープンまたはクローズ

■ 一貫性または非一貫性
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バックバックバックバックアアアアップ・タイップ・タイップ・タイップ・タイププププ 定義定義定義定義

全体 非増分バックアップを指す。つまり、この方式ではデータ・ファイ
ル内の使用済みの全データ・ブロックがバックアップされます。

注注注注意意意意 : 全体バックアップは、全体データベース・バックアップとは
異なります。全体データベース・バックアップとは、全データ・
ファイルのバックアップおよび現行の制御ファイルで構成される
バックアップです。

増分 前回の増分バックアップ以降に変更されたブロックのみで構成され
るデータ・ファイルをバックアップしたもの。増分バックアップに
は、基礎として機能する増分レベル 0のバックアップが必要です。
全体バックアップは、増分レベル 0として使用することはできませ
ん。ただし、levelパラメータを使用して作成した RMANコピー
は増分レベル 0として使用することが可能です。

オープン状態 オープン状態になっているターゲット・データベースの任意の部分
のバックアップ。

注注注注意意意意 : ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文を使用して、表領
域をホット・バックアップ・モードにしないでください。RMAN
は、別の方法を使用してホット・バックアップの一貫性を保ちま
す。

クローズ状態 マウントはされているが、オープン状態にはなっていないターゲッ
ト・データベースの任意の部分のバックアップ。クローズ状態の
バックアップは、一貫性の有無を問わず実行できます。

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログを使用する場合は、カタログのデータ
ベースをオープンする必要があります。

一貫性 マウント前にクラッシュしていない、または ABORTオプションで
停止されていないデータベースを、（オープンしたときではなく）
マウントしたときにとったバックアップ。 データ・ファイル・ヘッ
ダーのチェックポイント SCNは、制御ファイルのヘッダー情報に
合致しており、そのチェックポイント以降の変更が含まれている
データ・ファイルはありません。一貫性バックアップは、回復を実
行することなく復元できます。

非一貫性 次のような状態になっているターゲット・データベースの任意の部
分のバックアップ。

■ オープン状態になっている。

■ マウント前にクラッシュした。

■ マウント前に ABORTオプションを使用して停止した。

非一貫性バックアップを一貫性のあるものにするには、回復操作を
行う必要があります。
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全全全全体体体体ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
全体バックアップでは、ファイル全体が読み込まれ、未使用のデータ・ファイル・ブロック
を除いたすべてのブロックがバックアップ・セットにコピーされます。サーバー・セッショ
ンは、アーカイブ REDOログまたは制御ファイルのバックアップ時、ブロックのスキップ
は行いません。 

全体バックアップは後続の増分バックアップに対しては効力がなく、増分バックアップ計画
の一部とはみなされません。つまり、全体バックアップを行っても、後続の増分バックアッ
プに含まれるブロックは変わりません。

Oracleでは、次の全体バックアップを作成および復元できます。

■ データ・ファイル

■ データ・ファイルのコピー

■ 表領域

■ 制御ファイル（現行またはバックアップ）

■ データベース（全データ・ファイルおよび現行の制御ファイル）

アーカイブ REDOログが含まれたバックアップ・セットは、常に全体バックアップとなる
ことに注意してください。

増増増増分分分分ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
増分バックアップでは、ファイル全体が読み込まれますが、バックアップされるデータ・ブ
ロックは、前回のバックアップ以降に変更されたブロックのみです。Oracleでは、データ・
ファイル、表領域またはデータベース全体の増分バックアップを、作成および復元できま
す。RMANは、増分バックアップ・セットに制御ファイルを含めることができますが、そ
の場合は制御ファイル全体を含めることになります。制御ファイルでスキップされるブロッ
クはありません。

増分バックアップを作成する主な理由は次のとおりです。 

■ メディア・マネージャが使用するテープを節約できる。

■ ネットワークを介してバックアップする場合、ネットワークの帯域幅を節約できる。 

■ テープ書込み I/Oに使用できるテープ帯域幅の合計は、ディスク読取り I/Oに使用でき
るディスク帯域幅の合計よりもはるかに少ない。 

注注注注意意意意 : 全体バックアップは全体データベース・バックアップとは異なり
ます。全体バックアップの全体とは、このバックアップが増分バックアッ
プでないことを示します。
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これらの基準がいずれも適用されない場合は、全体バックアップの方が望ましい選択です。
増分バックアップを適用すると、回復に要する時間が長くなる上、コストの節約もわずかで
あるためです。 

この項では、次の項目について説明します。

■ マルチレベル増分バックアップ

■ 増分バックアップの仕組み

■ 差分増分バックアップ

■ 累積増分バックアップ

■ 増分バックアップ計画

ママママルルルルチレベルチレベルチレベルチレベル増増増増分バック分バック分バック分バックアアアアッッッッププププ
RMANでは、マルチレベル増分バックアップ（multi-level incremental backups）を作成す
ることが可能です。増分レベルは、それぞれ 0、1、2というように整数で表されます。レベ
ル 0の増分バックアップは、それ以降の増分バックアップの基礎となります。このバック
アップでは、データが含まれているブロックがすべてコピーされます。レベル nの増分バッ
クアップを生成するときに、nが 0より大である場合は、次のいずれかのバックアップが作
成されます。

■ レベル n以下の最後のバックアップ以降に変更されたすべてのブロック（増分バック
アップのデフォルトのタイプで、これを差分バックアップ（differential backup）と呼
びます）。

■ レベル n -1以下の最新のバックアップ以後に使用された全ブロック（これを累積バック
アップ（cumulative backup）と呼びます）。

マルチレベル増分バックアップを行う利点は、常にすべてのブロックのバックアップをとる
必要がないことです。RMANは、データ・ファイルのすべてのブロックを読み取る必要が
あるため、全体バックアップにかかる時間と増分バックアップにかかる時間はほぼ同じです
（バックアップの出力がボトルネックにならない場合）。

0より上のレベルの増分バックアップでは、変更されたブロックのみがコピーされます。
バックアップ・ファイルのサイズを決定する要素は、変更されたブロックの数と増分バック
アップのレベルのみです。

増増増増分分分分バックアバックアバックアバックアッッッップの仕組みプの仕組みプの仕組みプの仕組み
データ・ファイルの各データ・ブロックには SCNが含まれています。この SCNは、そのブ
ロックに対して行われた最後の変更の時点の SCNです。増分バックアップ時、RMANは入
力ファイルの各データ・ブロックの SCNを読み取り、これを親増分バックアップのチェッ

注注注注意意意意 : ほとんどの場合、差分バックアップよりも累積バックアップの方
がよりよい選択です。
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クポイント SCNと比較します。この親バックアップは、RMANが両 SCNの比較に使用す
るバックアップです。したがって、これはレベル 0のバックアップとするか、または増分レ
ベルに応じて、レベル 1またはレベル 2のバックアップとします。入力データ・ブロックの
SCNが親のチェックポイント SCNよりも大きい場合、RMANはこのブロックをコピーし
ます。 

差差差差分分分分増分バッ増分バッ増分バッ増分バッククククアッアッアッアッププププ
差分レベル nの増分バックアップの場合、RMANは、レベル n以下の最後のバックアップ
以降に変更されたブロックをすべてバックアップします。たとえば、差分レベル 2のバック
アップでは、レベル 1とレベル 2のバックアップのどちらが新しいかを RMANが判断し、
新しい方のバックアップ以降に変更されたブロックをすべてバックアップします。利用でき
るレベル 1がない場合、RMANは基礎となるレベル 0のバックアップ以降に変更されたブ
ロックをすべてコピーします。増分バックアップは、デフォルトでは差分に設定されていま
す。

図図図図 4-14  差分増分バ差分増分バ差分増分バ差分増分バッッッックアップ（クアップ（クアップ（クアップ（デデデデフォルトフォルトフォルトフォルト））））

曜日�

バックアップ・�
レベル�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

0 2 2 2 1 2 2 0

月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

2 2 2 1 2 2 0
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上記の例では次のようになります。

■ 日曜日

レベル 0の増分バックアップでは、このデータベース内でこれまでに使われたことのあ
るすべてのブロックのバックアップがとられます。

■ 月曜日

レベル 2の差分増分バックアップでは、レベル n以下の最後の増分バックアップ以降に
変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下
の最後の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降に変
更されたブロックのみのバックアップがとられます。

■ 火曜日

レベル 2の差分増分バックアップでは、レベル n以下の最後の増分バックアップ以降に
変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下
の最後の増分バックアップは月曜日のレベル 2のバックアップなので、月曜日以降に変
更されたブロックのみのバックアップがとられます。

■ 水曜日

レベル 2の増分バックアップでは、レベル n以下の最後の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下の最
後の増分バックアップは火曜日のレベル 2のバックアップなので、火曜日以降に変更さ
れたブロックのみのバックアップがとられます。

■ 木曜日

レベル 1の増分バックアップでは、レベル n以下の最後の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 1以下の最
後の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降に変更さ
れたブロックのみのバックアップがとられます。

■ 金曜日

レベル 2の増分バックアップでは、レベル n以下の最後の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下の最
後の増分バックアップは木曜日のレベル 1のバックアップなので、木曜日のレベル 1の
バックアップ以降に変更されたブロックのみのバックアップがとられます。 

■ 土曜日

レベル 2の増分バックアップでは、レベル n以下の最後の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下の最
後の増分バックアップは金曜日のレベル 2のバックアップなので、金曜日のレベル 2の
バックアップ以降に変更されたブロックのみのバックアップがとられます。 

■ このサイクルが繰り返されます。
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累累累累積積積積増分バッ増分バッ増分バッ増分バッククククアッアッアッアッププププ
Oracleには、レベル 1以上の累積増分バックアップを作成するためのオプションがありま
す。累積レベル nの増分バックアップの場合、RMANは、レベル n-1以下の最後のバック
アップ以降に使用されたブロックをすべてバックアップします。たとえば、レベル 2の累積
バックアップでは、レベル 1のどのバックアップが最後に行われたかを RMANが判断し、
最後のレベル 1のバックアップ以後に変更されたブロックをすべてコピーします。利用でき
るレベル 1のバックアップがない場合、RMANは基礎となるレベル 0のバックアップ以降
に変更されたブロックをすべてコピーします。

累積増分バックアップを使うと、特定レベルからの増分バックアップが 1つのみで済むの
で、復元に必要な作業が少なくなります。ただし、累積バックアップの場合は、同じレベル
でのこれまでのバックアップの作業を繰り返すことになるので、必要な領域と時間が差分
バックアップよりも増加します。

図図図図 4-15  累積増分バ累積増分バ累積増分バ累積増分バッッッックアップクアップクアップクアップ

曜日�

バックアップ・�
レベル�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

0 2 2 2 1 2 2 0

月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

2 2 2 1 2 2 0
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上記の例では次のようになります。

■ 日曜日

レベル 0の増分バックアップでは、このデータベース内でこれまでに使われたことのあ
るすべてのブロックのバックアップがとられます。 

■ 月曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最後の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最後の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降
に変更されたブロックのみのバックアップがとられます。

■ 火曜日

累積増分レベル 2のバックアップが実行されます。これで、レベル n-1以下の最後の増
分バックアップ以降に変更されたすべてのブロックがバックアップされます。この例で
は、レベル 2-1以下の最後の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなの
で、日曜日以降に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。（この
バックアップは累積なので、月曜日にコピーされたブロックの他、現行のバックアップ
と同じ増分レベルでとられたバックアップによりコピーされたブロックが含まれます）。

■ 水曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最後の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最後の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。（このバックアップは累積なの
で、月曜日および火曜日にコピーされたブロックの他、現行のバックアップと同じ増分
レベルでとられたバックアップによりコピーされたブロックが含まれます）。

■ 木曜日

レベル 1の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最後の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 1-1
以下の最後の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。

■ 金曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最後の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最後の増分バックアップは木曜日のレベル 1のバックアップなので、木曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。

■ 土曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最後の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
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以下の最後の増分バックアップは木曜日のレベル 1のバックアップなので、木曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。

■ このサイクルが繰り返されます。

増増増増分分分分バックアバックアバックアバックアッッッップ計プ計プ計プ計画画画画
バックアップ計画は、許容しうる平均回復時間（MTTR）に基づいて選択します。たとえ
ば、レベル 0のバックアップを月に 1度、レベル 1の累積バックアップを週に 1度、そして
レベル 2の累積バックアップを毎日実行するという、3つのレベルのバックアップ計画を適
用できます。この計画では、完全回復を実行する際に、1日分の量を超える REDOを適用す
る必要はありません。

レベル 0のバックアップをとる回数を決定する場合は、データの 50%以上が変更されたら
必ずレベル 0の新しいバックアップをとるようにするというのがおおよその目安です。デー
タの変更率が予測できる場合は、増分バックアップのサイズを確認すれば、いつレベル 0の
新しいバックアップを行うのが適切かがわかります。次のような問合せを行うと、バック
アップされたブロックが少なくとも 50%ある各データ・ファイルのバックアップ・セット
に、いくつのブロックが書き込まれたかがわかります。

SELECT file#, incremental_level, completion_time, blocks, datafile_blocks 
FROM v$backup_datafile 
WHERE incremental_level > 0 AND blocks / datafile_blocks > .5 
ORDER BY completion_time; 

差分バックアップまたは累積バックアップのブロック数を、基礎となるレベル 0のバック
アップと比較してください。たとえば、レベル 1の累積バックアップを作成したのみの場合
に、レベル 1の最新のバックアップが、基礎となるレベル 0のバックアップのほぼ半分のサ
イズであるときは、レベル 0の新しいバックアップを作成します。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの制制制制約約約約
RMANがバックアップ操作を実行するのは、データベースがインスタンスによってマウン
トされているか、またはオープンされている場合に限られます。Oracleのパラレル・サー
バー環境では、バックアップ操作の対象のインスタンスでデータベースがオープンされてい
ない場合、そのデータベースは他のどのインスタンスもオープンしていてはいけません。 

RMANは、データ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルのバックアップ
をサポートしています。バックアップをとることができないものは次のとおりです。

■ パラメータ・ファイル

■ パスワード・ファイル

■ オペレーティング・システムのファイル

■ オンライン REDOログ

■ トランスポータブル表領域により組み込まれた表領域（読み書き可能に指定される前）
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関連項目 :パラレル・サーバー環境におけるバックアップの制約の詳細は、『Oracle8i 
Parallel Server 概要および管理』を参照してください。

イメイメイメイメーーーージ・ジ・ジ・ジ・ココココピーピーピーピー
イメージ・コピー（image copy）には、回復のために現状のままで使用できる 1つのデー
タ・ファイル、アーカイブ REDOログ・ファイルまたは制御ファイルが含まれています。
イメージ・コピーを作成するには、RMANの copyコマンドを使用するか、または UNIXの
cpコマンドなどの O/Sコマンドを使用します。

RMANの copy コマンドで作成したイメージ・コピーは、Oracleサーバー・セッションで作
成されたという点を除き、ある 1つのファイルの O/Sコピーと同等です。サーバー・セッ
ションは、ファイル内のブロックの妥当性検査や、コピーの制御ファイルへの登録などの追
加アクションを実行します。イメージ・コピーは多重化されず、追加のヘッダーやフッター
の制御情報がコピー内に格納されないので、バックアップ・セットとは異なります。RMAN
は、ディスクにのみイメージ・コピーの書込みを行います。

RMANイイイイメメメメーーーージジジジ・・・・ココココピピピピーーーー
イメージ・コピーを作成するには、RMANの copyコマンドを使用します。オリジナルの
ファイルを置き換える必要があり、かつイメージ・コピーがデータ・ファイルのものである
場合は、そのコピーは復元する必要はありません。その代わりに Oracleには switch コマン
ドが用意されています。このコマンドは、制御ファイルがそのコピーをポイントするよう設
定し、さらにコピーがスイッチされたことを示すようリカバリ・カタログを更新するもので
す。  この場合、switchコマンドを発行することと、SQL文である ALTER DATABASE 
RENAME DATAFILEを発行することは同等です。その後でメディア回復を実行し、そのコ
ピーを現行のデータ・ファイルにすることができます。

RMANは、イメージ・コピーをカタログ化し、メタデータを読み取ることができます。こ
の操作は、リカバリ・カタログが失われ、災害時回復を実行する必要がある場合に、重要な
役割を果たします。カタログ化できるのは、イメージ・コピーとアーカイブ・ログのみで
す。

O/Sイイイイメメメメーーーージジジジ・・・・ココココピピピピーーーー
Oracleは、RMAN 以外のメカニズムで作成したイメージ・コピーもサポートしています。
このイメージ・コピーは、O/Sコピーとも呼ばれています。 たとえば、UNIXの cpコマンド
で作成したデータ・ファイルのコピーは O/Sコピーです。このような O/Sコピーは、
restoreまたは switch コマンドで使用する前に、RMANでカタログ化しておく必要がありま
す。

O/Sコピーは、データベースがオープンされているときでもクローズされているときでも作
成できます。データベースがオープンされていて、データ・ファイルが NORMALモードで
オフラインにされていない場合は、表領域をホット・バックアップ・モードにする必要があ
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ります。つまり、SQL文である ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUPを発行してコピーを
作成します。 

ミラー化ディスク・ボリュームにデータ・ファイルを格納しているサイトもあります。この
場合は、ミラーを解除することでイメージ・コピーの作成が可能になります。ミラーを解除
した後、RMANに新しい O/Sコピーの存在を通知すると、復元操作にこのコピーが使用で
きるようになります。そのコピーでは復元ができなくなったときは、change ... uncatalogコ
マンドを使用して、そのことを RMANに通知する必要があります。 この例では、ミラーを
（ミラーが解除される前に含まれていた他のコピーを含めずに）復元した場合、change ... 

uncatalogコマンドを使ってリカバリ・カタログを更新し、このコピーが使用できなくなっ
たことを通知する必要があります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :コピーのカタログ化の方法は、6-30ページの「O/Sバックアップのカタログ化の
方法」を参照してください。changeコマンドに関する参照情報は、11-35ページの
「change」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびイイイイメメメメーーーージジジジ・・・・ココココピピピピーーーーののののタタタタググググ
バックアップ・セットおよびイメージ・コピー（RMANで作成したコピーまたは O/Sで作
成したコピー）には、タグ（tag）と呼ばれるユーザー指定の文字列を割り当てることがで
きます。タグとは、weekly_backupなど、バックアップ・セットやファイル・コピーの記号
名のことを指します。restoreまたは changeコマンドを実行する場合は、ファイル名を指定
するのではなくこのタグを指定します。タグの最大長は 30文字です。

タグは一意である必要はありません。複数のバックアップ・セットまたはイメージ・コピー
に同じタグがあってもかまいません。あるタグが一意でない場合は、特定のデータ・ファイ
ルについては、そのタグは、最新の適正なファイルを指します。デフォルトでは、Recovery 
Managerは、タグまたは set until句で修飾されている場合を除き、最新のバックアップを
選択して復元します。Point-in-Time回復の場合、指定されたファイルが含まれた最も適正な
現行バックアップが、最新のバックアップではないことがあります。 

たとえば、毎週月曜日の夜にデータ・ファイルのコピーが作成され、常にmondayPMcopy
というタグが付くとすれば、そのタグは、最新のコピーを指すとみなされます。 したがって、
次のようなコマンドで、datafile 3 を、月曜日の夜の最新のコピーに置き換えます。

switch datafile 3 to datafilecopy tag mondayPMcopy; 

タグによって、バックアップまたはファイル・コピーの各種クラスについて、それぞれ意図
した目的または用途を示すことができます。たとえば、switchでの使用に適したデータ・

警警警警告告告告 : 表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン・・・・
バックップを作成すると、バックップを作成すると、バックップを作成すると、バックップを作成すると、Oracleが破損ブロックを生成することがありまが破損ブロックを生成することがありまが破損ブロックを生成することがありまが破損ブロックを生成することがありま
す。す。す。す。4-54ページのページのページのページの「論理ブロックの破損の検出」「論理ブロックの破損の検出」「論理ブロックの破損の検出」「論理ブロックの破損の検出」の項を参照してくださの項を参照してくださの項を参照してくださの項を参照してくださ
いいいい。。。。
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ファイルの復元
ファイル・コピーには、restoreのみのために使われるファイル・コピーとは異なるタグを
付けることができます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : switchコマンドおよび restoreコマンドに関する参照資料は、第 11章の
「Recovery Managerのコマンド構文」を参照してください。

ファファファファイイイイルのルのルのルの復復復復元元元元
ディスク上のバックアップ・セットまたはイメージ・コピーのデータ・ファイル、制御ファ
イルおよびアーカイブ REDOログを復元するには、RMANの restore コマンドを使用しま
す。バックアップ・セットは Oracle特有の形式で書かれるため、そのままインポートする
ことはできません。RMANの restore コマンドを使用してバックアップ・セットを抽出する
必要があります。これに対し、RMANで作成されたイメージ・コピーは、追加の処理を行
うことなく Oracleで使用することが可能です。

復元可能なものは次のとおりです。

■ データ・ファイル

■ 制御ファイル（現行またはコピー）

■ アーカイブ REDOログ

RMANでは、ファイル復元のプロシージャは完全に自動化されています。O/Sで使用する
バックアップまたはコピーを検索し、ファイルを手動で該当するディレクトリにコピーする
といった手間がありません。RMANは、サーバー・セッションに指示して、該当するバッ
クアップまたはコピーを復元します。復元先は次のいずれかとなります。

■ デフォルトの位置。ここに現在存在する同じ名前のファイルが上書きされます。

■ 新しい位置。set newname コマンドで指定します。データ・ファイルを新しい位置に復
元すると、Oracleはこれをデータ・ファイルのコピーと見なし、制御ファイルやリカバ
リ・カタログに記録します。

注注注注意意意意 : 入力ファイルを指定する際に、タグを restoreコマンドまたは 
switchコマンドに指定すると、RMANは、使用するバックアップ・セッ
トまたはイメージ・コピーを選択するとき、合致しているタグが付された
バックアップ・セットのみをその候補と見なします。 

注注注注意意意意 : 通常、アーカイブ REDOログに対して復元を行うことはありませ
ん。この処理は、回復時に必要に応じて RMANが自動的に実行するため
です。しかし、回復時に必要になるアーカイブ・ログのバックアップ・
セットをあらかじめ復元しておけば、回復時のパフォーマンスが上がりま
す。
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ファイルの復元
関連項関連項関連項関連項目目目目 : バックアップ・セットおよびコピーの復元方法は、9-2ページの「データ・ファイ
ル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログの復元」を参照してください。restoreコマ
ンドに関する参照情報は、11-113ページの「restore」を参照してください。 

復復復復元元元元処処処処理理理理時時時時ののののフフフファァァァイイイイルルルル選選選選択択択択
RMANは、リカバリ・カタログ（または、使用可能なリカバリ・カタログがない場合は
ターゲット・データベースの制御ファイル）を使って、使用可能な最善のバックアップ・
セットまたはイメージ・コピーを、復元操作に使うために選択します。いずれも使用可能な
場合は、バックアップ・セットではなくイメージ・コピーを選択します。複数の候補がある
場合、RMANは最新のバックアップ・セットまたはコピーを使用します。この場合、
untilClauseが指定されているかどうかも選択の基準に含められます。

RMANがバックアップ・セットまたはファイル・コピーを復元できるようになるには、
restore コマンドのすべての設定が満たされている必要があります。 自動選択実行時には、割
り当てられたチャネルのデバイス・タイプも restoreコマンドにおいて考慮されます。 

リカバリ・カタログ内に、指定したすべての基準を満たす使用可能なバックアップまたはコ
ピーがない場合、RMANは、 復元ジョブのコンパイル段階でエラーを戻します。ジョブで割
り当てられたデバイス・タイプと互換性のあるメディアの中に、バックアップ・セットまた
はデータ・ファイル・コピーがないために、ファイルを復元できない場合は、新しいジョブ
を作成し、既存のバックアップ・セットまたはデータ・ファイル・コピーを含むデバイス用
のチャネルを指定してください。

復復復復元元元元のののの制制制制約約約約
restoreコマンドには次のような制約があることに注意してください。

■ 復元操作の対象は起動済みのインスタンスでなければならない。ただし、データベース
をマウントする必要はありません。したがって、制御ファイルが失われていても、復元
操作を実行できます。

■ 復元する表領域またはデータ・ファイルをオフラインにするか、データベースをクロー
ズする必要がある。

■ 復元操作では、既存のデータ・ファイルを上書きするか、または set newnameコマンド
を使用し、その出力を新しいファイルに送信するかのいずれかである。

■ 読み書き可能に指定されていないトランスポータブル表領域を復元することはできな
い。

■ RMANを使用して、あるホストで作成されたイメージ・コピーを別のホストに復元す
ることはできない。このようなファイルは、手動で移送するか、または catalogコマン
ドを使用してカタログ化しないと、別のホストに復元できません。
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メディア回復
 メメメメデデデディィィィアアアア回復回復回復回復
メディア回復とは、オンライン REDOログ、アーカイブ REDOログまたは増分バックアッ
プを、復元されたデータ・ファイルに適用し、このファイルが現行の状態または指定した時
点の状態になるよう更新することです。メディア回復を実行し、増分バックアップを自動的
に適用するには、RMANの recoverコマンドを使用します。回復は、現行のデータ・ファイ
ルに対してのみ実行できます。

リカバリ・カタログは、できるだけメディア回復に使用できるようにしておいてください。
使用できない場合、RMANは、ターゲット・データベースの制御ファイルの情報を使用し
て回復を実行します。制御ファイルの回復が必要な場合は、リカバリ・カタログを使用可能
にする必要があることに注意してください。リカバリ・カタログもターゲット・データベー
スの制御ファイルも使用できない場合、RMANは操作を実行できません。

RMANを使用した場合のメディア回復の基本的なステップは次のとおりです。

■ 不完全回復を実行する場合は、set untilコマンドを使用して、回復を終了する時刻、
SCNまたはログ順序番号を指定する。

■ restoreコマンドを使用して、必要なファイルを復元する。

■ recoverコマンドを使用して、データ・ファイルを回復する。

復元および回復の手順の詳細は、第 9章の「Recovery Managerによる復元と回復」を参照
してください。
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メディア回復
図図図図 4-16  完全メディ完全メディ完全メディ完全メディアアアア回復の実行回復の実行回復の実行回復の実行

関連項関連項関連項関連項目目目目 :データ・ファイルの回復の方法は、9-15ページの「データ・ファイルの回復」を
参照してください。recover コマンドに関する参照情報は、11-89ページの「recover」を参
照してください。 

Recovery Manager

restore database;
recover database;

DBA

リカバリ・�
カタログ�

制御�
ファイル�

サーバー・セッション�

ターゲット・�
データベース�

バックアップ・セット�
    1,2の復元�
増分バックアップ・セット�
    5による回復�
アーカイブ・ログ7の適用�
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メディア回復
増増増増分分分分ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび REDOレレレレココココーーーードドドドのののの適適適適用用用用
復元されたデータ・ファイルに対し、増分バックアップを適用するか、REDOを適用するか
の選択が必要になったときは、RMANは常に増分バックアップの使用を選択します。複数
のオーバーラップしたレベルの増分バックアップが使用可能な場合、RMANは、最も長い
時間にわたっているものを自動的に選択します。

増分バックアップが見つからない場合、RMANはアーカイブ REDOログを探します。
ARCnが REDOログをアーカイブすると、Oracleは即時にこれを制御ファイルに記録しま
す。Recovery Managerは、再同期化の際、この情報をリカバリ・カタログ内に反映し、
アーカイブ REDOログをイメージ・コピーとして分類します。これらを表示するには list コ
マンドを使用します。

回復時、RMANは、パラメータ・ファイルに指定されたデフォルトのディレクトリで、該
当するアーカイブ REDOログを探します。これらがディスクで検索できない場合はバック
アップ・セットを検索し、さらに必要に応じてアーカイブ REDOログを復元してメディア
回復を実行します。 

デフォルトでは、RMANは、init.ora ファイルに指定された現行のログ・アーカイブの
宛先にアーカイブ REDOログを復元します。別の場所に復元する場合は set archivelog 
destination コマンドを使用します。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : set archivelog destinationの構文は、11-134ページの「set_run_option」を参照
してください。

不不不不完完完完全全全全回回回回復復復復
RMANは、完全回復も不完全回復も実行できます。set untilコマンドを使用すると、時間、
SCNまたはログ順序番号を制限値として指定した上で、不完全回復を実行できます。通常、
このコマンドは、restoreコマンドおよび recoverコマンドの発行前に使用します。 不完全回
復を実行した後は、必ず RESETLOGSオプションを指定してデータベースを開き、その後す
ぐにデータベースをバックアップしてください。

表表表表領領領領域域域域のののの Point-in-Time回回回回復復復復
Recovery Managerには、自動化されている表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）機能が
あります。この機能を使用することで、1つ以上の表領域をデータベースの残りの表領域と
は異なる時点に回復させることができます。RMANの TSPITRは、次のような状況に最も有
効です。 

■ 誤って実行した、表の削除またはトランケート操作から回復する場合。 

■ 論理的に破損した表を回復させる場合。 

■ 不正確なバッチ・ジョブ、またはデータベースのサブセットのみに影響を与えたその他
の DML文から回復する場合。 
Recovery Managerの概要 4-51



データベースの複製
■ 1つの物理データベースの別の表領域に複数の論理データベースがあり、そのうちの 1
つの論理データベースを残りの物理データベースとは異なる時点に回復させる場合。 

■ VLDB（大規模データベース）において、データベース全体の Point-in-Time回復が可能
であるが、バックアップからデータベース全体を復元しロールフォワードを実行するの
ではなく、表領域の Point-in-Time回復のみを実行すればよい場合。

表のエクスポートと同様に、RMANの TSPITRによって一貫性のあるデータ・セットを回復
できます。ただし、データ・セットは 1つのオブジェクトではなく表領域全体になります。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANを使用した TSPITRの実行方法は、付録 Aの「Recovery Managerによる
表領域の Point-in-Time回復の実行」を参照してください。

デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススの複の複の複の複製製製製
バックアップおよび回復プロシージャの練習を行うテスト・データベースを作成するには、
RMANの duplicateコマンドを使用します。これは、ディスク上のプライマリ・データベー
スのファイルのバックアップ・セットを作成し、これを使用して新しいデータベースを作成
するコマンドです。テスト・データベースは、本番データベースを常時稼動させておく必要
がある場合に特に役立ちます。 

複製操作の一環として、RMANは次の処理を行います。

■ ターゲット・データ・ファイルを復元して複製データベースを作成し、使用可能なアー
カイブ REDOログおよび増分バックアップをすべて使って不完全回復を実行する。

■ RESETLOGSオプションを指定して、不完全回復を行った複製データベースを開き、オ
ンライン REDOログを作成する。

■ その複製データベース用の、一意かつ新規のデータベース識別子を作成する。

RMANによる複製には次のような特徴もあります。次のことができます。

■ skip readonly句を使用して、読取り専用の表領域をスキップする。読取り専用の表領
域は、デフォルトで含まれています。これらは削除しても、後で追加することが可能で
す。

■ 複製データベースを新しいホストに作成する。同じディレクトリ構造であれば、
nofilenamecheckオプションを使用すると、ターゲット・データ・ファイル名が複製
データ・ファイルでも再使用できます。

■ set untilオプションを使用して複製データベースを作成すると、現行以外の状態に回復
することができます。デフォルトでは、duplicateコマンドは、ターゲット・データ
ベースの最新のバックアップを使用してデータベースを作成し、増分バックアップおよ
びアーカイブ REDOログのバックアップに含まれた、一貫性のある最新の状態にまで
回復するよう設定されています。

■ リカバリ・カタログの有無に関係なく複製データベースを使用する。
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整合性チェック
■ 複製データベースを、ターゲット・データベースと同じリカバリ・カタログに登録す
る。このオプションが可能なのは、複製時、複製データベースが新しいデータベース識
別子を取得するためです。O/Sユーティリティを使用してターゲット・データベースを
コピーした場合は、コピー・データベースの識別子が変わらないため、同じリカバリ・
カタログに登録することはできません。

図図図図 4-17  バックアッバックアッバックアッバックアッププププからの複製からの複製からの複製からの複製デデデデータベースのータベースのータベースのータベースの作作作作成成成成

複製データベースの作成の方法は、これを同じホストに作成するか、異なったホストに作成
するか、また、複製ディレクトリの構造が、ターゲット・データベースのファイル・システ
ムと同じかどうかで決まります。たとえば、同じディレクトリ構造およびファイル名を、複
製データベースでも使用できる場合もあれば、set newnameコマンドと DB_FILE_NAME_
CONVERT初期化パラメータの両方、あるいはその一方を使用して、ファイル名を再設定す
る必要がある場合もあります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :複製データベースの作成の方法は、第 10章の「Recovery Managerによる複製
データベースの作成」を参照してください。duplicateコマンド構文は、11-69ページの
「duplicate」を参照してください。

整合整合整合整合性性性性チェチェチェチェッッッックククク
Oracleでは、バックアップが使用不能になったり、復元済みのデータ・ファイルが破損する
ような処理は実行できないようになっています。Oracleは、整合性チェックで次のことを行
います。

■ データベースの古いインカーネーションからバックアップを適用し、復元操作でデータ
ベースが破損しないようにする。

Net8

ホスト1

ターゲット・�
データベース�

複製�
データベース�

RMAN

ホスト2

複製�
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バックアップ
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整合性チェック
■ 増分バックアップが正しい順序で適用されるようにする。

■ 復元または回復中のデータ・ファイルへのアクセスを禁止する。

■ 1つのデータ・ファイルにつき 1度に 1つの復元操作しか許可しない。

■ 未回復のバックアップ・ファイルのバックアップを禁止する。

■ バックアップに格納されている情報を制御して、破損したバックアップ・ファイルを検
出する。

物物物物理理理理ブブブブロロロロッッッッククククのののの破破破破損損損損のののの検検検検出出出出
バックアップおよびコピーを実行しているのは Oracleサーバー・セッションであり、サー
バー・セッションは多数の種類の破損ブロックを検出できます。前回のバックアップ操作や
コピー操作で検出されなかった新しい破損ブロックは、制御ファイルと alert.log の中に
記録されます。 

RMANは、バックアップ操作の完了時に破損情報について問い合せ、リカバリ・カタログ
および制御ファイルにその情報を格納します。このデータにアクセスするには、
V$BACKUP_CORRUPTION and V$COPY_CORRUPTIONビューを使用します。

データベースによって破損のマークが付けられているデータ・ファイル・ブロックを
RMANがバックアップ中に見つけると、サーバー・セッションはその破損ブロックをバッ
クアップにコピーします。Oracleは、論理破損またはメディア破損のどちらかとしてこの破
損を制御ファイルにレポートします。

破損ヘッダーが付いているが、まだ破損のマークはデータベースによって付けられていない
データ・ファイル・ブロックを RMANが見つけた場合、メディア破損があることを示す
ヘッダーを付け直した上で、そのブロックをバックアップに書き込みます。

論論論論理理理理ブブブブロロロロッッッッククククのののの破破破破損損損損のののの検検検検出出出出
RMANは、物理破損チェックに合格したデータ・ブロックと索引ブロックの論理破損テス
ト機能を持っています（たとえば行ピースまたは索引エントリの破損）。論理破損を検出し
た場合、RMANは、そのブロックを alert.log  およびサーバー・セッションのトレース・
ファイルに記録します。 

あるファイルで検出された物理破損と論理破損の合計が、maxcorruptに設定された値以下
である場合、RMANのコマンドは完了し、Oracleは V$BACKUP_CORRUPTIONおよび
V$COPY_CORRUPTIONに破損ブロックの範囲を記録します。maxcorruptを超過すると、
コマンドはビューに記録を行わずに終了します。 

注注注注意意意意 : RMANは、すべてのタイプの破損を検出できるわけではありませ
ん。
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オオオオーーーーププププンンンン・・・・ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ時時時時のののの分分分分裂裂裂裂ブブブブロロロロッッッッククククのののの検検検検出出出出
Recovery Managerを使わないでオープン・バックアップを実行するときは、表領域をホッ
ト・バックアップ・モード（hot backup mode）にしておく必要があります。それは、
DBWnにより書込み中であるブロックを、オペレーティング・システムがバックアップ用に
読み取ってしまう可能性があるからです。このようなブロックを分裂ブロック（fractured 
block）と呼びます。

RMANを使ってバックアップを実行する場合は、オペレーティング・システムのユーティ
リティではなく、Oracleサーバー・セッションがデータ・ファイルを読み取ります。Oracle
サーバー・セッションはすべての Oracleブロックを読み取り、各ブロックのヘッダーおよ
びフッターに格納されている制御情報と比較して、ブロックが 「分裂」しているかどうかを
確認します。このセッションで分裂ブロックが検出された場合、そのブロックは再読込みさ
れます。このため、Recovery Managerを使用してデータ・ファイルのバックアップまたは
コピーを行う場合は、表領域をホット・バックアップ・モードに設定しないでください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :ホット・バックアップ・モードの詳細は、13-6ページの「オンライン表領域およ
びデータ・ファイルのバックアップの作成」を参照してください。

注注注注意意意意 : copyコマンドおよび backupコマンドの場合、maxcorruptの設
定は、ファイルが許容する物理破損と論理破損の合計数を表します。
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Recovery Manager ののののススススタタタターーーートトトト・・・・ガガガガイイイイドドドド

この章では、RMANを使用した作業開始の方法を説明します。項目は次のとおりです。

■ Recovery Managerのセットアップ

■ 制御ファイルを RMANメタデータに使用した場合

■ RMANへの接続

■ 基本的な RMANコマンドの使用方法

■ メディア・マネージャの構成

■ サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
イド 5-1



Recovery Managerのセットアップ
Recovery Managerののののセセセセットットットットアアアアップップップップ
RMANを使用する前に、次のことを決める必要があります。

■ 認証にパスワード・ファイルを使用するか。

■ NLS環境変数をどのように設定するか。

■ スナップショット制御ファイルをどこに保管するか。

パパパパススススワワワワーーーードドドド・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの使使使使用用用用
一般的に、セキュリィティが施されていない Net8接続を介してターゲット・データベース
に接続するとき、特に次のいずれかを行う場合には、パスワード・ファイルを使用する必要
があります。

■ RMANをリモートで、つまりターゲット・データベースとは異なるマシンで実行する。

■ データベース接続文字列のサービス名を指定して RMANを使用する。

■ OPS環境でデータベースを実行しているときに、RMANセッションを 1つしか使用せず
に、クラスタ内の複数のノードから同時にこのデータベースをバックアップする。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :  OPSクラスタの 2つのノードに分散したバックアップの例は、『Oracle8i Parallel 
Server 概要および管理』を参照してください。

NLS環環環環境境境境変変変変数数数数のののの設設設設定定定定
RMANを起動する前に、NLS_DATE_FORMAT環境変数と NLS_LANG環境変数を設定し
てください。これらの変数によって、restore、 recover、 reportなどの、RMANコマンドの
時間を指定するパラメータで使用される形式が決まります。

次の例は、言語および日付書式の代表的な設定を示しています。

NLS_LANG=american
NLS_DATE_FORMAT='Mon DD YYYY HH24:MI:SS'

RMANコマンコマンコマンコマンドドドドの日付のの日付のの日付のの日付の指定指定指定指定
RMANコマンドで日付を指定する場合、次のいずれかの日付文字列を選択できます。

■ NLS_DATE_FORMATの設定に一致するフォーマットのリテラル文字列

注注注注意意意意 : Recovery Managerは、初期化ファイルとパスワード・ファイルの
バックアップはとりません。バックアップおよび回復計画を立案する場合
は、メディア障害からこれらのファイルを保護する方法も検討する必要が
あります。
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■ 'SYSDATE-10'または "TO_DATE('01/30/1997', 'MM/DD/YYYY')"など、データ・タイ
プが DATE型の SQL式。2番めの例では、専用の日付書式マスクが含まれているため、
現行の NLS_DATE_FORMAT設定とは関係がないことに注意してください。

RMANにおける日付設定の代表例を次に示します。

backup archivelog from time 'SYSDATE-31' until time 'SYSDATE-14';
restore database until time "TO_DATE('12/20/98','MM/DD/YY')";

デデデデーーーータベースタベースタベースタベース・・・・キャラクキャラクキャラクキャラクタタタタ・セット・セット・セット・セットのののの指指指指定定定定
RMANを使用してマウント状態でないデータベースに接続し、RMANを接続した状態のま
ま後からデータベースをマウントする場合は、データベースが使用するキャラクタ・セット
を指定するよう NLS_LANG変数を設定します。 

マウントされていないデータベースでは、デフォルトのキャラクタ・セット、すなわち
US7ASCIIが使用されます。使用しているキャラクタ・セットがこのデフォルト設定と異な
る場合、RMANはデータベースのマウント後、エラーを戻します。この問題を回避するに
は、ターゲット・データベースのキャラクタ・セットを指定するよう NLS_LANGを設定し
ます。たとえば、キャラクタ・セットがWE8DECである場合は、NLS_LANGパラメータ
を次のように設定します。

NLS_LANG=american_america.we8dec. 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : NLS_LANGパラメータおよび NLS_DATE_FORMATパラメータの詳細は、 
『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

ススススナナナナッッッッププププシシシショョョョッッッットトトトのののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルル位位位位置置置置のののの決決決決定定定定
RMANでは、制御ファイルの読取り一貫性があるバージョンを読み取る必要がある場合、
スナップショット制御ファイル（snapshot control file）が作成されます。スナップショット
制御ファイルのデフォルトの名前は、ポートによって異なります。スナップショット制御
ファイルの名前を変更するには、set snapshot controlfile nameコマンドを使用します。こ
のコマンドに指定した名前が、RMANでそれ以降作成されるスナップショット制御ファイ
ルで使用されます。 

たとえば、RMANを起動し次のように入力します。

set snapshot controlfile name to '/oracle/dba/prod/snap_prod.ctl';

スナップショット制御ファイル名をロー・デバイスに設定することもできます。この処理
は、クラスタ内の複数のインスタンスが RMANを使う OPSデータベースの場合に重要で

注注注注意意意意 : NLS_LANGとNLS_DATE_FORMATを、使用する NLS_DATE_
FORMAT用に設定してください。
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リカバリ・カタログの使用・不使用の決定
す。その理由は、個々のノードのサーバー・プロセスが、名前と位置が同じスナップショッ
ト制御ファイルを作成できなければならないからです。たとえば、次のように入力します。

set snapshot controlfile name to '/dev/vgd_1_0/rlvt5';

ある RMANのジョブで制御ファイルのバックアップをすでに開始していても、別のジョブ
で新しいスナップショット制御ファイルを作成する必要がある場合、次のようなメッセージ
が表示されることがあります。 

RMAN-08512: waiting for snapshot controlfile enqueue

通常、ジョブは、制御ファイルのエンキューを待機する必要がある場合、そのエンキューを
取得するまでに多少の時間を要します。Recovery Managerは、エンキューの取得を最高 5
回試行した後、ジョブを停止します。通常、このような競合は、制御ファイルのバックアッ
プを実行するジョブが 2つあるときに発生します。この場合、先に制御ファイルのバック
アップを開始した方が、メディア・マネージャのサービスを待機します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :スナップショット制御ファイルを使用した、RMANの同期化の概要は、4-13ペー
ジの「リカバリ・カタログの再同期化」を参照してください。setコマンド構文は、11-130
ページの「set」を参照してください。

リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググの使の使の使の使用用用用・・・・不不不不使用使用使用使用のののの決定決定決定決定
RMANの使用を開始する際、最も重要な決定であると考えられるのは、RMANのメタデー
タ格納にリカバリ・カタログを使用するかどうかということです。この項では、リカバリ・
カタログを使用する場合と使用しない場合の、それぞれのコストと利点を説明します。カタ
ログを作成する場合は、6-2ページの「リカバリ・カタログの作成」を参照してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANメタデータの概要は、4-12ページの「Recovery Managerのメタデータ」
を参照してください。

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググをををを RMANメメメメタタタタデデデデーーーータにタにタにタに使使使使用用用用ししししたたたた場場場場合合合合
リカバリ・カタログを使用した場合、RMANでは、自動化されるバックアップおよび回復
機能が増えます。このため、できるだけ RMANでリカバリ・カタログを使用することをお
薦めします。

リカバリ・カタログを使用する場合、RMANでは、リカバリ・カタログのスキーマと、そ
のスキーマで使用される関連の領域をメンテナンスする必要があります。リカバリ・カタロ
グのスキーマのサイズは次のようになります。

■ カタログで管理するデータベースの数に依存する。

■ カタログに格納された Recovery Managerスクリプトの数とサイズに依存する。

■ 各データベースのアーカイブ・ログとバックアップの数の増加に従って、増加する。

リカバリ・カタログを使用する場合は、リカバリ・カタログのスキーマをインストールする
ために使用するデータベースおよびそのデータベースのバックアップ方法を決める必要があ
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リカバリ・カタログの使用・不使用の決定
ります。RMANを使用して複数のデータベースのバックアップをとる場合、リカバリ・カ
タログ用のデータベースを別に作成して、そのデータベース内に RMANユーザーを作成で
きます。その場合には、このデータベースを ARCHIVELOGモードで運用するかどうかも決
める必要があります。実際には ARCHIVELOGモードで運用することをお薦めします。

リカバリ・カタログを個別のデータベースに格納する場合は、次のそれぞれに対してディス
ク領域が少しずつ必要になります。

■ システム表領域

■ 一時表領域

■ ロールバック・セグメント表領域

■ オンライン REDOログ・ファイル

リカバリ・カタログを個別にメンテナンスした場合、DBAの裁量でそのデータベースを停
止できるという別の利点があります。このデータベースで使用する領域のほとんどは、表領
域（SYSTEM、一時、ロールバックなど）のサポートに使用されます。

バックアップをとるデータベースが複数ある場合は、複数のリカバリ・カタログ を作成し
て、各データベースを別のデータベースのリカバリ・カタログ用に使用できます。たとえ
ば、2つの本番データベースがあり、一方を PRD1、他方を PRD2と呼ぶとします。その場
合、PRD1用のリカバリ・カタログを PRD2データベースにインストールし、PRD2データ
ベース用のリカバリ・カタログを PRD1にインストールできます。 

表表表表 5-1  1年間に必年間に必年間に必年間に必要要要要となるリカとなるリカとなるリカとなるリカババババリ・カタロリ・カタロリ・カタロリ・カタロググググの領域の一の領域の一の領域の一の領域の一般般般般的な例的な例的な例的な例

領域の領域の領域の領域のタタタタイプイプイプイプ 必必必必要要要要な領域な領域な領域な領域

SYSTEM 50MB

一時 5MB

ロールバック 5MB

リカバリ・カタログ 10MB

オンライン REDOログ 各 1MB（3つのグループがあり、各グループには 2つ
のメンバーがある場合）
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図図図図 5-1  リカバリカバリカバリカバリリリリ・カタログ・カタログ・カタログ・カタログ・・・・データベーデータベーデータベーデータベーススススとしての本としての本としての本としての本番番番番データベーデータベーデータベーデータベーススススの使用の使用の使用の使用

本番データベースを他方のリカバリ・カタログとして機能させることにより、リカバリ・カ
タログ用の個別のデータベースを維持する場合に余分に必要となる領域やメモリーのオー
バーヘッドを節約できます。ただし、両方のリカバリ・カタログ用のデータベースが、同じ
物理ディスク上の表領域に常駐する場合には、この方法は実用的ではありません。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 :リカバリ・カタログの管理方法は、第 6章の「Recovery Managerのメタデータの
管理」を参照してください。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルをををを RMANメメメメタタタタデデデデーーーータタタタにににに使使使使用し用し用し用したたたた場場場場合合合合
リカバリ・カタログを使用しない場合でも、RMANを使用して処理を非常に効果的に実行
することができます。RMANは、必要な情報をターゲット・データベースの制御ファイル
から取得します。リカバリ・カタログを使用しない場合、次のコマンドは使用できません。

■ change ... available、 change ... unavailable、 change ... uncatalog、 change backupset ... 
crosscheck、 change backuppiece ... crosscheck

■ create catalog、 upgrade catalog、drop catalog 

■ create script、 delete script、 replace script、 print script

■ crosscheck backup

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログのスキーマは、ターゲット・データベースと
は別のデータベースにインストールしてください。 そうしないと、データ
ベースが消失したために復元が必要になったときに、リカバリ・カタログ
を使用できません。

警警警警告告告告 : リカバリ・カタログとターゲット・データベースがリカバリ・カタログとターゲット・データベースがリカバリ・カタログとターゲット・データベースがリカバリ・カタログとターゲット・データベースが、、、、 同じディスク同じディスク同じディスク同じディスク
上に常駐していないことを確認してください上に常駐していないことを確認してください上に常駐していないことを確認してください上に常駐していないことを確認してください。。。。 同じディスク上にあると同じディスク上にあると同じディスク上にあると同じディスク上にあると、、、、
どちらか一方が消失した場合に、他方も失うことになりますどちらか一方が消失した場合に、他方も失うことになりますどちらか一方が消失した場合に、他方も失うことになりますどちらか一方が消失した場合に、他方も失うことになります。。。。

PRD1

PRD2
の�

リカバリ・�
カタログ�

PRD2

PRD1
の�

リカバリ・�
カタログ�
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リカバリ・カタログの使用・不使用の決定
■ delete expired backup

■ list incarnation

■ register database

■ report schema at time

■ reset database

■ restore（使用できる制御ファイルがない場合）

■ resync catalog 

■ set auxname

リカバリ・カタログを使わずにデータベースの復元と回復を行うには、次のことを実行して
ください。

■ 最低 3つの多重化制御ファイル、またはミラー化制御ファイルを、それぞれ別々のディ
スクで使用する。

■ バックアップをとったファイルの名前およびバックアップをとった日付、各ファイルを
書き込んだバックアップ・ピースの名前の記録を確実に保存しておく。バックアップお
よびコピーに関する情報を取得するには、listコマンドを使用します。RMANのバック
アップ・ログはすべて保存しておいてください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 :制御ファイルを RMANメタデータの専用リポジトリとして管理する方法の詳細
は、6-36ページの「リカバリ・カタログを使用しない RMANの管理方法」を参照してくだ
さい。

警警警警告告告告 : リカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファリカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファリカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファリカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファ
イルが消失した場合、復元および回復を可能にする唯一の手段は、オラクイルが消失した場合、復元および回復を可能にする唯一の手段は、オラクイルが消失した場合、復元および回復を可能にする唯一の手段は、オラクイルが消失した場合、復元および回復を可能にする唯一の手段は、オラク
ル社カスタマ・サポートに連絡することです。カスタマ・サポートにはル社カスタマ・サポートに連絡することです。カスタマ・サポートにはル社カスタマ・サポートに連絡することです。カスタマ・サポートにはル社カスタマ・サポートに連絡することです。カスタマ・サポートには、、、、
次のことを知らせる必要があります次のことを知らせる必要があります次のことを知らせる必要があります次のことを知らせる必要があります。。。。

■ データベースの現行のスキーマデータベースの現行のスキーマデータベースの現行のスキーマデータベースの現行のスキーマ

■ バックアップをとってあるファイルの名前バックアップをとってあるファイルの名前バックアップをとってあるファイルの名前バックアップをとってあるファイルの名前

■ ファイルのバックアップをとった時刻ファイルのバックアップをとった時刻ファイルのバックアップをとった時刻ファイルのバックアップをとった時刻

■ 各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前
Recovery Managerのスタート・ガイド 5-7



RMANへの接続
RMANへのへのへのへの接接接接続続続続
RMANを使用するには、最初にこれに接続する必要があります。RMANへの接続は以下の
操作のために必要です。

■ 有効なユーザーであることを認証する。

■ ターゲット・データベース、バックアップまたは復元の対象となるデータベースを指定
する。

■ リカバリ・カタログが含まれたデータベースを指定する（リカバリ・カタログを使用す
る場合）。

■ 補助データベースを指定する（補助データベースを使用する場合）。

RMANを起動する場合は、ターゲット・データベースに接続する必要があります。その場
合、RMANへの接続方法は数種類あります。たとえば、RMANは次のような方法で起動で
きます。

■ リカバリ・カタログを使用して、または使用しないで起動する。

■ O/Sコマンド行または RMANコマンド行でデータベースに接続して起動する。

■ バッチ・モード（一連の RMANコマンドで構成されるコマンド・ファイルを使用する）
または対話モードで起動する。

■ バッチ・モードで実行する場合、RMAN出力が記録されるログ・ファイルを使用して
起動する。

■ ログ・ファイルへの追加、または同ファイルの上書きを行うことで起動する。

この項では、Recovery Managerの接続方法のサンプルを示します。

■ リカバリ・カタログを使用せずに RMANに接続する場合

■ リカバリ・カタログを使用して RMANに接続する場合

■ 補助データベースへの接続

■ RMANからの切断

関連項関連項関連項関連項目目目目 :コマンド行オプションの一覧は、11-39ページの「cmdLine」を参照してくださ
い。
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リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググをををを使使使使用用用用せせせせずずずずにににに RMANにににに接接接接続続続続すすすするるるる場場場場合合合合
これらの例では、次のことを前提としています。

O/S認証を認証を認証を認証を使使使使用し用し用し用したたたた RMANへの接続への接続への接続への接続
ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがない場合は、ユーザー名が有効かどう
かを、O/S認証を使用して検証する必要があります。O/S認証が使用できるのは、ローカル
で接続する場合のみです。つまり、RMANとターゲット・データベースが同じマシンに常
駐していることが前提となります。

1. UNIXのコマンド行で、次のように入力する。

% ORACLE_SID=PROD1; export ORACLE_SID

2. 次の文を発行します。

% rman nocatalog

3. RMANプロンプトで、次のように入力する。

RMAN> connect target /

パパパパススススワード・ワード・ワード・ワード・フフフファイルをァイルをァイルをァイルを使使使使用し用し用し用したたたた RMANへの接への接への接への接続続続続
ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがある場合、パスワードを使用して接続
できます。パスワード・ファイルは、ローカル・アクセスにもリモート・アクセスにも使用
します。ネット・サービス名を使用してリモートで接続する場合は、パスワード・ファイル
を使用する必要があります。

O/Sコマンド行からの接続コマンド行からの接続コマンド行からの接続コマンド行からの接続  O/Sコマンド行から接続する場合は、次のように入力します。こ
こでは、sys_pwdは SYSのパスワード、target_strはターゲット・データベースのネット・
サービス名をそれぞれ示します。  

% rman target sys/target_pwd@target_str nocatalog

sys SYSDBA権限を持ったユーザー

target_pwd ターゲット・データベースの orapwd ファイルに指定されている、
SYSDBAとして接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

注注注注意意意意 : SYSDBAオプションは、RMANが自動的に使用するので、指定す
る必要はありません。
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RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  RMANを起動し、RMANプロンプトからターゲット・データ
ベースに接続するという方法もあります。

% rman nocatalog
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str

関連項関連項関連項関連項目目目目 :コマンド行のオプションの詳細は、11-39ページの「cmdLine」を参照してくださ
い。connectコマンドの詳細は、11-44ページの「connect」を参照してください。パスワー
ド・ファイルの詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググをををを使使使使用用用用ししししてててて RMANに接に接に接に接続続続続すすすするるるる場場場場合合合合
 これらの例では、リカバリ・カタログをメンテナンスしていることの他、次のことを前提と
しています。

O/S認証を認証を認証を認証を使使使使用し用し用し用したたたた RMANへの接続への接続への接続への接続
ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがない場合は、ユーザー名が有効かどう
かを、O/S認証を使用して検証する必要があります。O/S認証が使用できるのは、ローカル
で接続する場合のみです。つまり、RMANとターゲット・データベースが同じマシンに常
駐していることが前提となります。

1. RMANをターゲット・データベースと同一マシンで実行する場合は、環境変数
ORACLE_SIDをターゲット・データベースに設定する。たとえば、UNIXプロンプト
で、次のように入力します。

% ORACLE_SID=PROD1; export ORACLE_SID

2. 次の文を発行し、ユーザー RMANとしてリカバリ・カタログに接続する。

% rman catalog rman/cat_pwd@cat_str

sys SYSDBA権限を持ったユーザー

rman RECOVERY_CATALOG_OWNER権限を持っているリカバリ・カタ
ログの所有者

target_pwd ターゲット・データベースの orapwd ファイルに指定されている、
SYSDBAとして接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd ターゲット・データベースの orapwd ファイルに指定されている、
ユーザー RMAN用パスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名
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3. RMANが起動したら、connect targetコマンドを発行する（SYSDBA権限を持っている
場合）。

RMAN> connect target

パパパパススススワード・ワード・ワード・ワード・フフフファイルをァイルをァイルをァイルを使使使使用し用し用し用したたたた RMANへの接への接への接への接続続続続
ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベースにパスワード・ファイ
ルがある場合、パスワードを使用して接続できます。パスワード・ファイルは、ローカル・
アクセスにもリモート・アクセスにも使用します。ネット・サービス名を使ってリモートで
接続する場合は、パスワード・ファイルを使用する必要があります。

O/Sコマンド行からの接続コマンド行からの接続コマンド行からの接続コマンド行からの接続  O/Sコマンド行から RMANに接続するには、次のように入力し
ます。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str

RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  RMANを起動し、RMANプロンプトからターゲット・データ
ベースに接続するという方法もあります。

% rman
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str 
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str

補補補補助助助助デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススへへへへのののの接接接接続続続続
duplicateコマンドを使用する場合、または RMAN TSPITRを実行する場合は、補助データ
ベースに接続する必要があります。これらの例では、次のことを前提としています。

sys SYSDBA権限を持ったユーザー

rman RECOVERY_CATALOG_OWNER権限を持っているリカバリ・カタ
ログの所有者

target_pwd ターゲット・データベースの orapwd ファイルに指定されている、
SYSDBAとして接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd ターゲット・データベースの orapwd ファイルに指定されている、
ユーザー RMAN用パスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名

aux_pwd 補助データベースの orapwd ファイルに指定されている、SYSDBA
として接続するためのパスワード

aux_str 補助データベースのネット・サービス名
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補助データベースにパスワード・ファイルがある場合、パスワードを使用して接続できま
す。パスワード・ファイルは、ローカル・アクセスにもリモート・アクセスにも使用しま
す。ネット・サービス名を使ってリモートで接続する場合は、パスワード・ファイルを使用
する必要があります。

O/Sコマンド行からの接続コマンド行からの接続コマンド行からの接続コマンド行からの接続  O/Sコマンド行から補助インスタンスに接続するには、次のよう
に入力します。

% rman auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

ターゲット、補助およびリカバリ・カタログの各データベースに接続するには、次に示すよ
うに（すべて 1行で）発行します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str \
> auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  RMANを起動し、RMANプロンプトから補助データベースに
接続するという方法もあります。

% rman
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

ターゲット、補助およびリカバリ・カタログの各データベースに接続するには、次に示すよ
うに発行します。

% rman
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

関連項関連項関連項関連項目目目目 : duplicateコマンド構文は、11-69ページの「duplicate」を参照してください。
RMAN TSPITR回復の実行方法は、付録 Aの「Recovery Managerによる表領域の
Point-in-Time回復の実行」を参照してください。

RMANかかかかららららのののの切切切切断断断断
RMANから切断するには、RMANプロンプトで exitと入力します。

RMAN> exit

基本基本基本基本的的的的なななな RMANココココママママンンンンドのドのドのドの使使使使用方用方用方用方法法法法
RMANへの接続方法がわかれば、バックアップ、回復およびメンテナンスの各操作はすぐ
に開始できます。この項の例を使って基本的なコマンドを試してみてください。

これらの例では、次の事柄を前提としています。

■ ARCHIVELOGモードで運用する。
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基本的な RMANコマンドの使用方法
■ ターゲット・データベースと同じマシンで RMANを実行する。

■ O/S認証を使用してコマンド行から接続する。

■ OPS構成は実行しない。

次のタスクの実行方法がわかります。

■ RMANへの接続

■ データベースのマウント

■ 現行スキーマのレポート

■ データ・ファイルのコピー

■ 表領域のバックアップ

■ バックアップおよびコピーのリスト表示

■ 復元の妥当性チェック

RMANへへへへのののの接接接接続続続続
最初のタスクはターゲット・データベースへの接続です。リカバリ・カタログを作成してい
た場合も、同じように接続できます。ただし、ここに示す例では、リカバリ・カタログは使
用せずに接続します。

コマンド行で、次のように入力します。

% rman target / nocatalog

データベースがすでにマウントまたはオープンされている場合は、次のような出力が表示さ
れます。

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0 

RMAN-06005: connected to target database: RMAN (DBID=1237603294)
RMAN-06009: using target database controlfile instead of recovery catalog

ここに表示されている DBIDとは、データベースのデータベース識別子です。

データベースが起動していない場合、RMANは接続時に次のメッセージを表示します。

RMAN-06193: connected to target database (not started)

関連項関連項関連項関連項目目目目 : コマンド行の接続オプションは、 11-39ページの「cmdLine」を参照してくださ
い。
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基本的な RMANコマンドの使用方法
デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススののののママママウウウウンンンントトトト
リカバリ・カタログを使用しない場合、RMANはターゲット・データベースの制御ファイ
ルから必要な情報を取得する必要があります。そのため、データベースはマウントまたは
オープンする必要があります。ここに示す例では、データベースはマウントしますがオープ
ンはしません。

データベースが起動しない場合は、startupコマンドを発行し、パラメータ・ファイルを指
定します（デフォルトの位置にない場合）。この例では、initPROD1.ora というパラメー
タ・ファイルを使用します。

RMAN> startup mount pfile=/oracle/dbs/temp/initPROD1.ora

RMAN-06196: Oracle instance started
RMAN-06199: database mounted

Total System Global Area      19799144 bytes

Fixed Size                       64616 bytes
Variable Size                 11001856 bytes
Database Buffers               8192000 bytes
Redo Buffers                    540672 bytes

RMAN>

RMANは、データベースおよび REDOバッファのサイズなど、SGAのサイズを表示した
後、RMANプロンプトに戻ります。

データベースがオープンしている場合は、次のように発行して正しく停止した後マウントし
ます。

RMAN> shutdown immediate

RMAN-06405: database closed
RMAN-06404: database dismounted
RMAN-06402: Oracle instance shut down

RMAN> startup mount pfile = initPROD1.ora  # specify a parameter file if necessary

関連項関連項関連項関連項目目目目 : startup の構文は、11-143ページの「startup」を参照してください。

現現現現行行行行ススススキキキキーーーーママママののののレレレレポポポポーーーートトトト
この例では、ターゲット・データベースに含まれているデータ・ファイルをレポートするよ
う RMANに指示します。次のように、report schemaコマンドを使用します。

RMAN> report schema;

RMANは、現行データベースに存在するデータ・ファイルを表示します。データベースの
内容によって異なりますが、次のような出力が表示されます。
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RMAN-03022: compiling command: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               ***     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               ***     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_22.f
7           500 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_13.f
8           500 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_23.f
9           500 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_24.f
10         5120 SYSTEM               ***     /oracle/dbs/tbs_03.f
11         2048 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_14.f
12         2048 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_25.f

関連項関連項関連項関連項目目目目 : reportの構文は、11-103ページの「report」を参照してください。リストおよび
レポートの作成の詳細は、第 7章の「Recovery Managerによるリストおよびレポートの生
成」を参照してください。

デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののココココピピピピーーーー
この例では、datafile 1 を新しいディレクトリにコピーします。コピーするデータ・ファ
イルはこのデータ・ファイルでなくても構いません。この例では、ディスク・チャネル c1
を割り当て、df1.bak というデータ・ファイル・コピーを作成します。

次のように、copyコマンドを使用します。

RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> copy datafile 1 to 'df1.bak';
4> }

次のような出力が表示されます。

RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: c1
RMAN-08500: channel c1: sid=12 devtype=DISK

RMAN-03022: compiling command: copy
RMAN-03023: executing command: copy
RMAN-08000: channel c1: copied datafile 1
RMAN-08501: output filename=/oracle/dbs/df1.bak recid=3 stamp=352381826
RMAN-08031: released channel: c1

RMAN-08000は、コピーが成功したことを示すメッセージです。RMANは、出力コピーの
絶対パスによるファイル名をメッセージ RMAN-08501に表示することに注意してください。 
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関連項関連項関連項関連項目目目目 : copy の構文は、11-48ページの「copy」を参照してください。allocateの構文は、
11-9ページの「allocate」を参照してください。イメージ・コピーの作成の詳細は、8-10
ページの「イメージ・コピーの作成」を参照してください。

表表表表領領領領域域域域ののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
この例では、SYSTEM表領域をディスクにバックアップします。別のオブジェクトをバック
アップした場合も同様です。 

ここでは、この表領域をバックアップのデフォルト・ディレクトリにバックアップします。
そのディレクトリはポートによって異なります。UNIXシステムでは、そのディレクトリは
$ORACLE_HOME/dbsとなります。formatパラメータは指定しないので、RMANによって
自動的にそのバックアップに一意のファイル名が割り当てられます。

次のように、backupコマンドを使用します。

RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> backup tablespace system;
4> }

次のような出力が表示されます。

RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: c1
RMAN-08500: channel c1: sid=12 devtype=DISK

RMAN-03022: compiling command: backup
RMAN-03023: executing command: backup
RMAN-08008: channel c1: starting full datafile backupset
RMAN-08502: set_count=1 set_stamp=352382211 creation_time=18-DEC-98
RMAN-08010: channel c1: specifying datafile(s) in backupset
RMAN-08522: input datafile fno=00001 name=/vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
RMAN-08011: including current controlfile in backupset
RMAN-08522: input datafile fno=00016 name=/oracle/dbs/tbs_03.f
RMAN-08522: input datafile fno=00002 name=/oracle/dbs/tbs_02.f
RMAN-08013: channel c1: piece 1 created
RMAN-08503: piece handle=/oracle/dbs/1hag1r83_1_1 comment=NONE
RMAN-08525: backup set complete, elapsed time: 00:00:27
RMAN-08031: released channel: c1

RMAN-08525は、バックアップ・セットの作成に RMANが成功したことを示すメッセージ
です。RMANは、バックアップ・ピースの絶対パスによるファイル名をメッセージ
RMAN-08503に表示することに注意してください。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : backupの構文は、11-21ページの「backup」を参照してください。イメージ・コ
ピーの作成の詳細は、8-2ページの「バックアップの作成」を参照してください。
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基本的な RMANコマンドの使用方法
ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーののののリリリリスススストトトト表表表表示示示示
この例では、バックアップ・セットおよびイメージ・コピーをリスト表示します。次のよう
に、listコマンドを発行します。

RMAN> list backup;

次のような出力が表示されます。

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
3       3          352382231  0  352382211  49         18-DEC-98

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    2       1   1   AVAILABLE   18-DEC-98              /oracle/dbs/1hag1r83_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    1    /oracle/dbs/tbs_01.f             0  Full 114149     18-DEC-98
    2    /oracle/dbs/tbs_02.f             0  Full 114149     18-DEC-98
    16   /oracle/dbs/tbs_03.f             0  Full 114149     18-DEC-98

RMANは、作成したバックアップ・セットおよびバックアップピースを表示する他、これ
らのセットに含めたデータ・ファイルを表示します。

次にイメージ・コピーをリスト表示します。

RMAN> list copy;

次のような出力が表示されます。

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time        Name
------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------
2       1    A 18-DEC-98       114148     18-DEC-98       /oracle/dbs/df1.bak

関連項関連項関連項関連項目目目目 : list 出力における列見出しの詳細は、11-76ページの「list」を参照してください。
リストおよびレポートの作成の詳細は、7-2ページの「リストの生成」を参照してください。
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基本的な RMANコマンドの使用方法
復復復復元元元元のののの妥妥妥妥当当当当性性性性チチチチェェェェッッッックククク
最後に、メディア障害に備え、バックアップの復元が可能かどうかをチェックします。list 
backupコマンドの出力を使用して、バックアップ・セットの主キーを確認します。

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
3       3          352382231  0  352382211  49         18-DEC-98

この例では、主キーは 3となります。バックアップ・セットの主キーを validate backupset
コマンドで使用します。

RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> validate backupset 3;
4> }

次のような出力が表示されます。

RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: c1
RMAN-08500: channel c1: sid=12 devtype=DISK

RMAN-03022: compiling command: validate
RMAN-03023: executing command: validate
RMAN-08096: channel c1: starting validation of datafile backupset
RMAN-08502: set_count=49 set_stamp=352382211 creation_time=18-DEC-98
RMAN-08023: channel c1: restored backup piece 1
RMAN-08511: piece handle=/oracle/dbs/1hag1r83_1_1 params=NULL
RMAN-08098: channel c1: validation complete
RMAN-08031: released channel: c1

エラー・メッセージがない場合は、バックアップ・セットの復元が可能なことを RMANが
確認したことを意味します。エラーがある場合、RMANは必ずエラー・バナーを表示し、
エラーの性質を示したメッセージを表示します。 

たとえば、接続されていないにもかかわらず、ターゲット・データベースでチャネルの割当
てを行おうとした場合は、次のように表示されます。

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure during compilation of command
RMAN-03013: command type: allocate
RMAN-06171: not connected to target database
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メディア・マネージャの構成
関連項関連項関連項関連項目目目目 : validateの構文は、11-151ページの「validate」を参照してください。バックアッ
プおよびコピーの復元方法は、9-2ページの「データ・ファイル、制御ファイルおよびアー
カイブ REDOログの復元」 を参照してください。

メデメデメデメディィィィア・ア・ア・ア・ママママネーネーネーネージジジジャのャのャのャの構構構構成成成成
テープなどの順次メディアをターゲットまたはソースとして使って、バックアップや復元を
実行する場合は、Oracleにメディア・マネージャを組み込む必要があります。この項では、
次の項目について説明します。

■ メディア・マネージャとのリンク

■ 一意的なファイル名の生成

■ ファイル・サイズの制限設定

■ デバイス固有文字列のメディア・マネージャへの送信

関連項関連項関連項関連項目目目目 :メディア管理の概要は、4-15ページの「メディア管理」を参照してください。

メメメメデデデディィィィアアアア・・・・ママママネネネネーーーージジジジャャャャととととののののリリリリンンンンクククク
Oracleにメディア・マネージャを組み込む場合は、次のことを実行してください。

■ メディア・マネージャのソフトウェアおよびハードウェアのインストールと構成を行
う。

■ ベンダーからメディア管理ライブラリ（MML）インタフェース・ソフトウェアの提供
を受け、Oracle Serverにリンクする。この統合により、Oracleサーバー・セッション
がメディア・マネージャを呼び出すことができるようになります。

 

一一一一意意意意的的的的ななななフフフファァァァイイイイルルルル名名名名のののの生生生生成成成成
バックアップをメディア・マネージャに書き込む場合、RMANが提供する置換変数を使用
する必要があります（変数の一覧は 11-21ページの「backup」を参照）。バックアップ・
ピース名は、backupコマンド、または allocate channelコマンドで指定されたフォーマッ
ト文字列によって判別されます。 

formatパラメータを指定しない場合、RMANは%U置換変数を使用して、一意的なファイ
ル名を自動的に生成します。メディア・マネージャは、バックアップ・ピース名をバック
アップ済ファイル名と認識するため、この名前はメディア・マネージャのカタログ内で一意
の名前にしてください。 

注注注注意意意意 : プラットフォーム上でこれを行う方法は、それぞれのオペレー
ティング・システム固有の Oracleマニュアルと、メディア・マネージャ
が提供するマニュアルを参照してください。
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メディア・マネージャの構成
フフフファァァァイイイイルルルル・・・・ササササイイイイズズズズのののの制制制制限限限限設設設設定定定定
一部のメディア・マネージャでは、バックアップまたは復元できるファイルの最大サイズに
制限があります。RMANは複数のデータ・ファイルを 1つのファイルに多重化しますが、
このバックアップ・ピースのサイズが、メディア・マネージャやファイル・システムで格納
できるサイズを超えてしまうような状況では、ファイル・サイズが問題となります。

問題を回避するには、メディア管理ソフトウェアのマニュアルを参照し、運用時のファイ
ル・サイズ制限を確認してください。RMANからファイルを書き出す場合は、その制限を
超えないようにしてください。バックアップ・ピースのファイル・サイズを制限するには、
set limit channelコマンドで kbytesパラメータを使用します。$ORACLE_
HOME/rdbms/demoディレクトリに、スクリプトの例があります。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : runコマンドに影響を及ぼすさまざまなパラメータについては、11-134ページの
「set_run_option」を参照してください。

デデデデババババイイイイスススス固固固固有有有有文文文文字字字字列列列列ののののメメメメデデデディィィィアアアア・・・・ママママネネネネーーーージジジジャャャャへへへへのののの送送送送信信信信
ベンダー固有の引用符付き文字列を、メディア管理ソフトウェアに送信するには、sendコ
マンドを使用します。使用中のメディア管理ソフトウェアのマニュアルを参照して、サポー
トされているコマンドを確認してください。使用できるものは次のとおりです。

■ sendコマンド。他のオペランドを使用せずに、割当て済みの全チャネルに文字列を送信
できます。 

■ send device typeコマンド。指定したデバイス・タイプの全チャネルに文字列を送信で
きます。

■ send channelコマンド。コマンドに指定したチャネルに文字列を送信できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : sendコマンドの構文は、11-128ページの「send」を参照してください。

メメメメデデデディィィィアアアア・・・・ママママネネネネーーーージジジジャャャャののののトトトトララララブブブブルルルルシシシシュュュューーーーテテテティィィィンンンンググググ
メディア管理におけるトラブルシューティングを円滑化するため、Oracleには sbttestとい
うクライアント・プログラムが付属しています。このプログラムは、RMANにリンクして
テープへのバックアップを実行しますが、スタンドアロンでメディア管理ソフトウェアのテ
ストを行うこともできます。バンドルされた Legato Storage Managerを使用しても、他のベ
ンダーのメディア管理製品を使用しても、Oracleでバックアップの作成、復元ができなく
なった場合、このプログラムを使用します。sbttestプログラムを使用する場合は、必ずオラ
クル社カスタマ・サポートの指示に従ってください。

注注注注意意意意 : 一部のメディア・マネージャでは、14文字のバックアップ・ピー
ス名しかサポートされません。使用中のメディア管理ソフトウェアのマ
ニュアルを参照して、使用しているメディア・マネージャの制限を確認し
てください。
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サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
サンサンサンサンププププル・ル・ル・ル・ススススクリクリクリクリププププトのトのトのトの使使使使用用用用方方方方法お法お法お法およよよよび使び使び使び使用用用用例例例例
$ORACLE_HOME/rdbms/demoサブ・ディレクトリには（位置はオペレーティング・シス
テムによって異なります）、RMANのサンプル・スクリプトが多数含まれています。これら
のファイルは、Recovery Managerの実行可能なコマンド・ファイルで、各コマンドの機能
がわかるよう、十分な説明もなされています。これらのファイルは編集でき、サイトにあわ
せてカスタマイズできます。

最初のファイルには、データベースのバックアップ、復元および回復を実行するスクリプト
が多数含まれています。これらのスクリプトは、DBAがデータベースのバックアップを作
成する一般的な方法を示しています。スクリプトのバックアップ、復元および回復を実行す
るにあたっての基礎として使用してください。その他のファイルには、バックアップ、回復
または複製の実例が示されています。

コマンド・ファイルは、O/Sコマンド行または RMANプロンプトから実行します。リカバ
リ・カタログを使用している場合は、create scriptコマンドを使用してスクリプトを作成し、
これを runコマンド内で実行する方法も選択できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANのプロンプトからコマンド・ファイルを実行する方法は、11-122ページの
「rmanCmd」を参照してください。コマンド行からコマンド・ファイルを実行する方法は、

11-39ページの「cmdLine」を参照してください。ストアド・スクリプトの作成および実行
の方法は、6-21ページの「リカバリ・カタログへのスクリプトの格納」 を参照してください。
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サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
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Recovery Managerのメタデータの
6

Recovery Manager ののののメメメメタタタタデデデデーーーータタタタのののの管管管管理理理理

この章では、RMANのメタデータの管理方法を説明します。RMANの使用方法によって
は、このデータをリカバリ・カタログに格納することも、制御ファイルのみに格納すること
も可能です。この章では、次の項目について説明します。

■ リカバリ・カタログの作成

■ RMANメタデータのメンテナンス

■ リカバリ・カタログへのスクリプトの格納

■ リカバリ・カタログのバックアップと回復

■ リカバリ・カタログのアップグレード

■ リカバリ・カタログの削除

■ リカバリ・カタログを使用しない RMANの管理方法
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リカバリ・カタログの作成
リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググの作の作の作の作成成成成
リカバリ・カタログを使用するには、そのスキーマを設定する必要があります。リカバリ・
カタログのスキーマは、リカバリ・カタログ専用の表領域に設定することをお薦めします
が、必要に応じて、SYSTEMシステム表領域にインストールすることもできます。

リカバリ・カタログのスキーマは、バックアップ対象のターゲット・データベースとは別の
データベースにインストールします。そうしないと、データベースが消失したために復元が
必要になった場合に、リカバリ・カタログを使用できません。

これ以降に示す例では、次の事柄を前提とします。

■ パスワード CHANGE_ON_INSTALLのユーザー SYSが、リカバリ・カタログ・データ
ベース RCATの SYSDBA権限を有する。

■ リカバリ・カタログ・データベース RCATに、RCVCATという表領域があり、リカバ
リ・カタログはこの表領域に格納される。

■ リカバリ・カタログ・データベースに、TEMPという表領域が存在する。

■ このデータベースは、通常のすべてのデータベースと同じ方法で構成されている。つま
り、catalog.sql と catproc.sql が正常に実行されています。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANへの接続方法は、5-8ページの「RMANへの接続」を参照してください。
リカバリ・カタログを保持することの長所と短所については、5-4ページの「リカバリ・カ
タログの使用・不使用の決定」を参照してください。

リカバリ・カタログのスキーマの設定リカバリ・カタログのスキーマの設定リカバリ・カタログのスキーマの設定リカバリ・カタログのスキーマの設定  

1. SQL*Plusを起動し、リカバリ・カタログが含まれているデータベースに、管理者権限
で接続する。たとえば、次のように入力します。

SQL> CONNECT sys/change_on_install@rcat

2. エラー・チェックに使用するログ・ファイルを作成する。たとえば、次のように入力し
ます。

SQL> SPOOL create_rman.log

3. リカバリ・カタログのユーザーおよびスキーマを作成する。たとえば、次のように入力
します。

SQL> CREATE USER rman IDENTIFIED BY rman
2> TEMPORARY TABLESPACE temp 

警警警警告告告告 : リカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスクリカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスクリカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスクリカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスク
上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して
いると、どちらか一方が消失した場合に、他方も失う可能性がありますいると、どちらか一方が消失した場合に、他方も失う可能性がありますいると、どちらか一方が消失した場合に、他方も失う可能性がありますいると、どちらか一方が消失した場合に、他方も失う可能性があります。。。。
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リカバリ・カタログの作成
3> DEFAULT TABLESPACE rcvcat 
4> QUOTA UNLIMITED ON rcvcat;

4. RECOVERY_CATALOG_OWNERロール権限をスキーマの所有者に付与する。この
ロールは、リカバリ・カタログのメンテナンスおよび同カタログへの問合せの権限を、
ユーザーに与えるものです。

SQL> GRANT recovery_catalog_owner TO rman;

5. その他の必要な権限を RMANユーザーに付与する。

SQL> GRANT connect, resource TO rman;

6. オペレーティング・システムに出力し、create_rman.log ファイルでエラーをチェッ
クした後、作業を継続する。たとえば、UNIXユーザーは次のように発行します。

SQL> host
% vi create_rman.log

リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成  

1. O/Sコマンド行からリカバリ・カタログに接続する。たとえば、次のように入力しま
す。

% rman catalog rman/rman@rcat log = create_rman.log

RMANプロンプトから接続することもできます。

% rman log = create_rman.log
RMAN> connect catalog rman/rman@rcat

2. create catalogコマンドを発行してカタログを作成し、表領域を RCVCATと指定する。

RMAN> create catalog tablespace rcvcat;

3. オペレーティング・システムに出力し、エラーがないかどうか create_rman.log
ファイルをチェックした後、作業を継続する。たとえば、UNIXユーザーは次のように
発行します。

RMAN> host;
% vi create_rman.log

関連項関連項関連項関連項目目目目 : create catalogコマンドの構文は、11-52ページの「createCatalog」を参照してく
ださい。GRANT文および CREATE USER文の SQL構文は、『Oracle8i SQL リファレンス』
を参照してください。
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RMANメタデータのメンテナンス
RMANメタメタメタメタデデデデータータータータののののメメメメンンンンテナテナテナテナンンンンスススス
この項では、RMANの情報リポジトリの管理方法を説明します。ここでは、リカバリ・カ
タログを使用していることを前提として説明を行います。制御ファイルを RMANメタデー
タの専用リポジトリとして使用している場合でも、RMANのメンテナンス・コマンドのほ
とんどが使用できます。カタログ専用コマンドの一覧は、5-6ページの「制御ファイルを
RMANメタデータに使用した場合」を参照してください。

この項では、次の項目について説明します。

■ リカバリ・カタログへのターゲット・データベースの登録

■ リカバリ・カタログからのデータベースの登録解除

■ リカバリ・カタログのリセット

■ バックアップまたはファイル・コピーの可用性の変更

■ RMANメタデータのクロスチェック

■ バックアップおよびコピーの削除と、RMANメタデータにおけるそれらの状態の更新

■ バックアップおよびコピーの復元の妥当性チェック

■ リカバリ・カタログの再同期化

■ 制御ファイル内のレコードの管理

■ O/Sバックアップのカタログ化

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググへへへへののののタタタターーーーゲゲゲゲッッッットトトト・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの登登登登録録録録
ターゲット・データベースに対して RMANを使用するときは、ターゲット・データベース
をリカバリ・カタログに登録します。そのようにしないと、RMANは、ターゲット・デー
タベースに関する情報をリカバリ・カタログに格納できなくなります。RMANは、ター
ゲット・データベースの登録に必要な情報を、すべてターゲット・データベース自体から取
得するためです。リカバリ・カタログには、複数のターゲット・データベースを登録できま
す。

ターゲット・データベースの登録ターゲット・データベースの登録ターゲット・データベースの登録ターゲット・データベースの登録  

1. ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログに接続する。たとえば、RMAN
としてカタログ・データベース RCATに接続するには、次のように発行します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat 

注注注注意意意意 : 1つのデータベースは、1回しか登録できません。
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2. データベースがマウントされていなければ、マウントしてオープンする。たとえば、次
のように発行します。

startup mount;

3. 新規にデータベースを作成した場合や、既存の Oracle7データベースを移行した場合、
またはバージョン 8.0以上のデータベースで使用するために RMANをインストールし
た場合は、次のコマンドを発行します。

register database;

4. バージョン 8.0以上でユーザーが作成したバックアップがディスク内にある場合は、次
のコマンドを発行することにより、リカバリ・カタログにバックアップを追加してくだ
さい。

catalog datafilecopy 'filename';

Oracle7以降のデータベースの回復に Oracle7のバックアップを使用できるのは、その
バックアップが、データベースを移行したときに通常オフラインであったか読取り専用
とされていた表領域の一部であった場合のみです。6-28ページの「O/Sバックアップの
カタログ化」の項を参照してください。

5. RMANは、オリジナルのアーカイブ REDOログに関する情報を、ターゲット・データ
ベースの制御ファイルから自動的に取得します。追加で作成したアーカイブ・ログの
O/Sバックアップ、または古くなったターゲット制御ファイルのログ・レコードがある
場合はカタログ化します。たとえば、次のようにログをカタログ化します（log1 …は、
アーカイブ・ログのフル・ファイル名を指します）。

catalog archivelog 'log1', 'log2', 'log3', ... 'logN';

Oracleでは、データベースを区別するため、DB識別子（DB identifier）という一意的に生
成された内部的な番号を使用します。 データベースを作成すると、Oracleが自動的にこの番
号を作成します。 

通常、それぞれのデータベースには一意の識別子がありますが、（CREATE DATABASE文を
使用せずに）既存のデータベースからファイルをコピーして作成したデータベースがある
と、例外が生じます。そのような場合、RMANでは重複したデータベース識別子が検出さ

注注注注意意意意 : Enterprise Backup Manager（EBU）で作成したバックアップは、
RMANでは使用もカタログ化もできません。

注注注注意意意意 : 制御ファイルのどのログ・レコードが古いかを判断するには、
ディスク上のログ数と、V$ARCHIVED_LOG内のログ・レコード数を比
較します。
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れ、register databaseコマンドは失敗します。このような問題の発生を回避するには、
duplicateコマンドを使用して、バックアップからデータベースをコピーし、新しいデータ
ベース識別子を生成するようにします。

データベース識別子の重複により障害が発生した場合は、別の Oracleデータベース・ユー
ザーを使用して create catalogを再実行すると、別のユーザーのスキーマ内に 2番目のリカ
バリ・カタログが作成されます。その後、データベース識別子が重複したデータベースを、
この新スキーマ内の新たに作成したリカバリ・カタログに登録できます。

 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : registerコマンドの構文は、11-94ページの「register」を参照してください。
catalogコマンドの構文は、11-32ページの「catalog」を参照してください。duplicateコマ
ンドの構文は、11-69ページの「duplicate」を参照してください。データベースの移行に関
する問題は、『Oracle8i 移行ガイド』を参照してください。

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググかかかかららららののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの登登登登録録録録解解解解除除除除
RMANでは、データベースの登録も登録解除も実行できます。この処理は、実際に必要か
どうか確認して行ってください。この処理の実行後、RMANは、データベースのどのバッ
クアップも回復できなくなるためです。

データベースの登録解除データベースの登録解除データベースの登録解除データベースの登録解除  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。RMANを使用してターゲッ
ト・データベースに接続する際に表示される、DBIDの値をメモしておいてください。
たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/change_on_install@prod1 nocatalog

RMAN-06005: connected to target database: RMAN (DBID=1231209694)

2. 制御ファイルに記録されたコピーおよびバックアップ・セットをリスト表示し、change 
... delete文を発行してこれらを O/Sから削除する。7-2ページの「リストの生成」およ
び 6-13ページの「バックアップおよびコピーの削除と、RMANメタデータにおけるそ
れらの状態の更新」を参照してください。

3. SQL*Plusを使用してリカバリ・カタログ・データベースに接続した後、リカバリ・カ
タログで次の問合せを実行し、DB表から該当する行を見つける。DB_IDの値はステッ
プ 1で取得した値と同じに設定します。たとえば、次のように入力します。

SQL> SELECT db_key, db_id FROM db WHERE db_id = 1231209694;

注注注注意意意意 : 同一データベース名と識別子が付いた異なるターゲット・データ
ベースを RMANで使う場合は、Recovery Managerを起動するときに必ず
正しいリカバリ・カタログのスキーマを指定するよう最大限の注意を払う
必要があります。
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この問合せにより戻される行は 1行です。

DB_KEY     DB_ID      
---------- ----------
         1 1237603294 
1 row selected.

4. リカバリ・カタログに接続した状態で、次のように入力する。DB_KEYおよび DB_ID
は、ステップ 2の問合せで得られた行の対応する列を示します。

SQL> EXECUTE dbms_rcvcat.unregisterdatabase(db_key, db_id)

たとえば、次のように入力します。

SQL> EXECUTE dbms_rcvcat.unregisterdatabase(1 , 1237603294)

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググののののリリリリセセセセッッッットトトト
RESETLOGSオプションによりオープンしたターゲット・データベースに対して再度
RMANを使う場合は、データベースのインカーネーションがリセットされたことをあらか
じめ RMANに通知しておく必要があります。リカバリ・カタログ内に新しいデータベー
ス・インカーネーション・レコードを作成するよう、reset databaseコマンドを使用して
RMANに指示します。この新しいインカーネーション・レコードは現行のインカーネー
ションを示します。以降ターゲット・データベースが行う、すべてのバックアップおよびロ
グ・アーカイブは、RMANによって新しいデータベースのインカーネーションに対応付け
られます。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGSコマンドを発行したのみで、データベースをリセッ
トしなかった場合は、RMANは、RESETLOGSコマンドと、古い制御ファイルが誤って復
元された場合との区別ができないため、リカバリ・カタログにアクセスしません。データ
ベースをリセットすると、RMANはデータベースが RESETLOGSオプションを使用して
オープンされたことを認識します。

RESETLOGSオプションを使用したオープンの効果を取り消すために前のデータベース・イ
ンカーネーションのバックアップを復元する場合は、reset database to incarnation keyコマ
ンドを使用して現行のインカーネーションを古いインカーネーションに変更します。 

リカバリ・カタログの古いインカーネーションへのリセットリカバリ・カタログの古いインカーネーションへのリセットリカバリ・カタログの古いインカーネーションへのリセットリカバリ・カタログの古いインカーネーションへのリセット  

1. 必要なデータベース・インカーネーション・主キーを指定する。インカーネーション・
キーの値を取得するには、listコマンドを発行します。 

注注注注意意意意 : DBMS_RCVCAT.UNREGISTERDATABASEパッケージは、
Oracle8のどのデータベースでも有効です。
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list incarnation;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

2. データベースを古いインカーネーションにリセットする。たとえば、次のように入力し
ます。

reset database to incarnation 2;

3. データベースをリセットしたら、restoreコマンドおよび recoverコマンドを発行し、前
のインカーネーションからデータベース・ファイルを復元および回復します。そして、
RESETLOGSオプションでデータベースをオープンします。たとえば、次のように入力
します。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
}

関連項関連項関連項関連項目目目目 : reset databaseコマンドの構文は、11-111ページの「reset」を参照してください。
listコマンドの構文は、11-76ページの「list」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププままままたたたたははははフフフファァァァイイイイルルルル・・・・ココココピピピピーーーーのののの可可可可用用用用性性性性のののの変変変変更更更更
unavailableオプションは、バックアップまたはコピーが見つからない場合、または別のサ
イトに移された場合に使用します。使用不能のマークが付けられたファイルは、restoreコ
マンドや recoverコマンドでは使用できません。後でそのファイルが見つかるか、メイン・
サイトに戻った場合は availableオペランドを使用して再び使用可能のマークを付けること
ができます。この操作では、type maintenanceのチャネルを割り当てる必要はありません。

バックアップ・ピースまたはコピーへバックアップ・ピースまたはコピーへバックアップ・ピースまたはコピーへバックアップ・ピースまたはコピーへのののの available、、、、unavailableのマークの付与のマークの付与のマークの付与のマークの付与  

1. バックアップまたはコピーに unavailableとマークするには、change ... unavailableコ
マンドを発行します。たとえば、次のように入力します。

change datafilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' unavailable;
change backupset 12 unavailable;

注注注注意意意意 : change ... unavailableおよび change ... availableを実行する場合
は、リカバリ・カタログを使用する必要があります。
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2. 以前に使用不能とされたファイルを使用可能にするには、change ... availableを発行す
ると、その状態が availableに戻ります。

change datafilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' available;
change backupset 12 available;

関連項関連項関連項関連項目目目目 : changeコマンドの構文は、11-35ページの「change」を参照してください。

RMANメメメメタタタタデデデデーーーータタタタののののククククロロロロススススチチチチェェェェッッッックククク
バックアップおよびコピーは、ディスクまたはテープから消失したり、破損したりする可能
性があるため、RMANのメタデータ・リポジトリには、古い情報が含まれることがありま
す。リカバリ・カタログまたは制御ファイルのバックアップ・セットおよびイメージ・コ
ピーの情報と、ディスクまたはメディア管理カタログの対応する情報との同期を保つために
は、クロスチェック（crosscheck）を実行します。 

特定のファイルをチェックするには、change ... crosscheckコマンドまたは crosscheck 
backupコマンドを使用します。これらのコマンドは、O/Sファイルやメタデータ・レコー
ドを削除するものではないことに注意してください。これらの操作には別のコマンドを使用
する必要があります。

クロスチェック・コマンドの違いを次の表に示します。

コマンコマンコマンコマンドドドド カタログカタログカタログカタログがががが必要必要必要必要かかかか ? 目的目的目的目的

change ...crosscheck backupsetオプショ
ンおよび
backuppieceオプ
ションの場合のみ

バックアップまたはコピーが存在するかどう
かを確認する。バックアップ・ピースを見つ
けられない場合、RMANはこれらに expired
のマークを付与します。それ以外のタイプの
ファイル、つまり、イメージ・コピーおよび
アーカイブ REDOログについては、不在であ
る場合には deletedとマークされます。

ファイルがディスク上にある場合、RMANは
そのヘッダーに対して問合せを行います。そ
の他のデバイス・タイプの場合、RMANはメ
ディア・マネージャに対して問合せを行い、
ファイルがメディア・カタログに存在するか
どうかを確かめます。
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関連項関連項関連項関連項目目目目 :ファイルを削除する方法、およびメタデータ・レコードを更新する方法は、6-13
ページの「バックアップおよびコピーの削除と、RMANメタデータにおけるそれらの状態
の更新」を参照してください。crosscheckコマンドの構文は、11-57ページの「crosscheck」
を参照してください。

ババババッッッックアップクアップクアップクアップののののクロスチクロスチクロスチクロスチェェェェッッッックククク
ディスクまたはテープ上のバックアップの状態をチェックするには、クロスチェック機能を
使用します。バックアップがディスク上にある場合は、change backupset ... crosscheckコ
マンドおよび crosscheck backupコマンドを使用すると、バックアップ・ピースのヘッダー
が有効であるかどうかが確認できます。テープ上のバックアップについては、そのバック
アップが存在するかのみこれらのコマンドでチェックされます。

RMANは、読み取れないまたは存在しないバックアップ・ピースには、listコマンドの出力
およびリカバリ・カタログ・ビューで expiredのマークを付与します。expiredとマークさ
れても、現在は使用可能になっているバックアップ・ピースについては、RMANは、listコ
マンドの出力およびリカバリ・カタログ・ビューで availableのマークを付与します。

チェックするバックアップ・セットまたはバックアップ・ピースのリストが必要な場合は、
change backupset ... crosscheckを使用します。クロスチェックを特定のデバイス・タイプ、
オブジェクト・タイプあるいはデータ範囲に限定し、RMANでバックアップ・セットまた
はバックアップ・ピースのリストを生成する場合は crosscheck backupを使用します。

 

crosscheck backup 必要 ディスクまたはテープに格納されたバック
アップが存在するかどうかを確認する。バッ
クアップとは、バックアップ・セットまたは
メディア管理のプロキシ・コピーのことを指
します。

このコマンドでは、availableまたは expired
とマークされたバックアップ・セットのみ
チェックされます。type diskの場合はバック
アップ・ピースが検査され、type 'sbt_tape'の
場合はメディア・マネージャに対して問合せ
が行われます。このコマンドは、指定した
チャネルで作成されたバックアップのみ処理
します。

RMANは、見つけられないバックアップ・
ピースについては削除せず、expiredのマーク
を付与します。

注注注注意意意意 : changeコマンドは、リカバリ・カタログまたは制御ファイルに記
録されたファイルでのみ有効です。これは、catalogおよび resync from 
controlfilecopyを除き、その他のコマンドについても同様です。

コマンコマンコマンコマンドドドド カタログカタログカタログカタログがががが必要必要必要必要かかかか ? 目的目的目的目的
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クロスチェックするバックアップの一覧の表示クロスチェックするバックアップの一覧の表示クロスチェックするバックアップの一覧の表示クロスチェックするバックアップの一覧の表示  

1. type maintenanceのチャネルを割り当てる。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. listコマンドを発行して、チェックするバックアップ・ピース、バックアップ・セット
またはプロキシ・コピーを指定する。 

list backup;

3. 指定したバックアップ・セットが存在するかどうかチェックする。この例では、主キー
が 1338、1339および 1340のバックアップ・セットが残っているかどうかをチェックし
ます。

RMAN> change backupset 1338, 1339, 1340 crosscheck;

RMAN-03022: compiling command: change
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
RMAN-08517: backup piece handle=/oracle/dbs/2eafnuj3_1_1 recid=77 
stamp=352057957
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
RMAN-08517: backup piece handle=/oracle/dbs/2dafnuj2_1_1 recid=78 
stamp=352057957
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
RMAN-08517: backup piece handle=/oracle/dbs/2fafnuj3_1_1 recid=79 
stamp=352057960

RMANは、使用不能になっているバックアップ・セットには、expiredのマークを付与
します。expiredとマークされても現在は使用可能になっているバックアップ・セット
に対しては、RMANは availableとマークします。

4. 割り当てられたメンテナンス・チャネルを解放する。

release channel;

クロスチェックするバックアップの一覧クロスチェックするバックアップの一覧クロスチェックするバックアップの一覧クロスチェックするバックアップの一覧のののの RMANによる自動的な生成による自動的な生成による自動的な生成による自動的な生成  

1. type maintenanceのチャネルを割り当てる 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. 指定したデータベース、表領域、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ
REDOログのバックアップがあるかどうかをチェックする。時間順序に基づいて、クロ
スチェックの範囲を限定する。 

ここでは、データ・ファイル tbs_8.f の過去 6か月間のすべてのバックアップを
チェックします。
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crosscheck backup of datafile "/oracle/dbs/tbs_8.f" completed after 
'SYSDATE-180';

RMANは、使用不能になっているバックアップ・セットには、expiredのマークを付与
します。expiredとマークされても現在は使用可能になっているバックアップ・セット
に対しては、RMANは availableとマークします。

3. 割り当てられたメンテナンス・チャネルを解放する。

release channel;

イイイイメメメメージ・コージ・コージ・コージ・コピピピピーのクローのクローのクローのクロススススチェックチェックチェックチェック
ディスクまたはテープ上のデータ・ファイルのイメージ・コピー、制御ファイルまたはアー
カイブ REDOログが有効であるかどうかを確認するには、change ... crosscheckコマンドを
使用します。指定したイメージ・コピーまたはアーカイブ REDOログが見つけられなかっ
た場合、RMANはこれらの状態を更新して deletedに変更します。deleted状態のコピーお
よびログを確認するには、該当するリカバリ・カタログ・ビューに問合せを行います。

RMANでは、アーカイブ REDOログはイメージ・コピーとして認識されることに注意して
ください。なんらかの理由で 1つ以上のアーカイブ REDOログが使用不能になった場合は、
change archivelog all crosscheckコマンドを発行して、そのログに deletedと RMANに
マークさせます。このコマンドを実行する場合、リカバリ・カタログを使用する必要はあり
ません。

イメージ・コピーをクロスチェックするにはイメージ・コピーをクロスチェックするにはイメージ・コピーをクロスチェックするにはイメージ・コピーをクロスチェックするには  

1. RMANに接続する。リカバリ・カタログの使用は任意です。たとえば、次のいずれか
を入力します。 

% rman target / nocatalog
% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. listコマンドを発行して、チェックするイメージ・コピーを指定する。この例では、記
録されていたすべてのイメージ・コピーおよびアーカイブ REDOログをリスト表示し
ます。 

list copy of database archivelog all;

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time    Name
------- ---- - --------------- ---------- ----------  ------
1262    1    A 18-AUG-98       219859     14-AUG-98   /oracle/dbs/copy/tbs_01.f

 
List of Archived Log Copies
Key     Thrd Seq     S Completion time Name
------- ---- ------- - --------------- ------------------------------------
789     1    1       A 14-JUL-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_1.arc
790     1    2       A 11-AUG-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_2.arc
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791     1    3       A 12-AUG-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_3.arc

3. change ... crosscheckを使用して、指定したコピーが存在するかどうかをチェックする。
存在していなければ、RMANはその状態を更新して deletedに変更します。この例で
は、主キーが 1262のデータ・ファイル・コピーが存在しているかどうかをチェックし
ます。

change datafilecopy 1262 crosscheck;

RMAN-03022: compiling command: change
RMAN-06154: validation succeeded for datafile copy
RMAN-08513: datafile copy filename=/oracle/dbs/copy/tbs_01.f recid=1 
stamp=351194732

RMANがそのコピーを検証できない場合は次のように表示されます。

RMAN-06153: validation failed for datafile copy

アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログ削除後の、ログ削除後の、ログ削除後の、ログ削除後の、RMANメタデータの更新メタデータの更新メタデータの更新メタデータの更新  

1. RMANに接続する。リカバリ・カタログの使用は任意です。この例では、次のいずれ
かを入力します。 

% rman target / nocatalog
% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. change ... crosscheckコマンドを発行して、不在のアーカイブ REDOログのメタデー
タ・レコードを更新する。この例では、すべてのアーカイブ REDOログをチェックし
ます。

change archivelog all crosscheck;

関連項関連項関連項関連項目目目目 : crosscheckコマンドの構文は、11-57ページの「crosscheck」を参照してくださ
い。changeコマンドの構文は、11-35ページの「change」を参照してください。listコマン
ドの構文は、11-76ページの「list」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーのののの削削削削除除除除とととと、、、、RMANメメメメタタタタデデデデーーーータタタタににににおおおおけけけけるるるるそそそそれれれれららららのののの
状状状状態態態態のののの更更更更新新新新

RMANでは、バックアップおよびコピーを削除した後、制御ファイルまたはリカバリ・カ
タログにおけるそれらの状態を deletedに更新できます。deleted状態のバックアップおよ
びコピーは、listコマンドの出力には表示されないことに注意してください。これらはリカ
バリ・カタログ・ビューに検索を行う必要があります。

代表的な使用例を次に示します。
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関連項関連項関連項関連項目目目目 : changeコマンドの構文は、11-35ページの「change」を参照してください。  
deleteコマンドの構文は、11-63ページの「deleteExpired」を参照してください。リカバ
リ・カタログ・ビューの詳細は、第 12章の「リカバリ・カタログ・ビュー」を参照してく
ださい。

コマンコマンコマンコマンドドドドまたはスクまたはスクまたはスクまたはスクリリリリプトプトプトプト カタロカタロカタロカタロググググが必要が必要が必要が必要かかかか ? 目的目的目的目的

change ... uncatalog 必要 リカバリ・カタログから指定したバック
アップまたはコピーのレコードを削除する。
物理バックアップまたはコピーは、このコ
マンドでは削除されません。これらのレ
コードのみ削除されます。

注注注注意意意意 : バックアップ制御ファイルから再同
期化を行う場合、削除したレコードがカタ
ログに再び表示されることがあります。

prgrmanc.sql 必要 状態が deletedになっているバックアップ
またはコピーのレコードを、カタログから
すべて同時に削除する。物理バックアップ
またはコピーは、このスクリプトでは削除
されません。これらのレコードのみ削除さ
れます。

注注注注意意意意 : バックアップ制御ファイルから再同
期化を行う場合、削除したレコードがカタ
ログに再び表示されることがあります。

delete expired backup 必要 バックアップ・セットのレコードの状態を、
expiredから deletedに更新する。期限切
れのバックアップが残っている場合、
RMANはこれらについても物理的に削除し
ます。

通常、このコマンドは、クロスチェックの
実行後に発行します。クロスチェックを実
行すると、アクセス不能なバックアップに
は expiredのマークが付与されます。

change ... delete 必要なし 物理バックアップ・セット、イメージ・コ
ピーまたはアーカイブ REDOログを削除
し、これらのメタデータ・レコードの状態
を deletedに更新する。 

delete expiredコマンドとは異なり、
change ... deleteコマンドは、expiredと
マークされたバックアップまたはコピーの
みではなく、あらゆるバックアップまたは
コピーで有効です。
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O/Sユーティリティを使用して削除したバックアップまたはコピーのリカバリ・カタログユーティリティを使用して削除したバックアップまたはコピーのリカバリ・カタログユーティリティを使用して削除したバックアップまたはコピーのリカバリ・カタログユーティリティを使用して削除したバックアップまたはコピーのリカバリ・カタログ・・・・
レコードの更新レコードの更新レコードの更新レコードの更新  

1. type maintenanceのチャネルを割り当てる。

allocate channel for maintenance type disk;

2. オペレーティング・システムから O/Sコマンドを使用して削除したバックアップまた
はコピーに対し、change ... uncatalogコマンドを発行する。この例では、制御ファイル
および datafile 1 のコピーへの参照を削除します。

change controlfilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' uncatalog;
change datafilecopy '/oracle/backup/df_1_c.f' uncatalog;

3. 割り当てられたチャネルを解放する。

release channel;

バックアップおよびコピーの物理的な削除およびそれらのメタデータ・レコードの更新バックアップおよびコピーの物理的な削除およびそれらのメタデータ・レコードの更新バックアップおよびコピーの物理的な削除およびそれらのメタデータ・レコードの更新バックアップおよびコピーの物理的な削除およびそれらのメタデータ・レコードの更新  

この処理では、リカバリ・カタログを使用する必要はありません。

1. 期限切れのバックアップ・セットおよびコピーが存在するかどうかチェックする。これ
らの主キーを取得するには、listコマンドを使用します。

# lists backups of database files and logs
list backup of database archivelog all; 
list copy;

2. type deleteのチャネルを割り当てる。

allocate channel for delete type 'sbt_tape';

3. change ... deleteコマンドを発行して両方の物理ファイルを削除し、リカバリ・カタロ
グ・レコードのステータスを deletedに更新する。この例では、主キーが 101のバック
アップ・ピースと、主キーが 63の制御ファイル・コピーを、テープから削除します。

change backuppiece 101 delete;
change controlfilecopy 63 delete;

4. 割り当てられたメンテナンス・チャネルを解放する。

release channel;

カタログ内の期限切れのバックアップ・レコードの状態カタログ内の期限切れのバックアップ・レコードの状態カタログ内の期限切れのバックアップ・レコードの状態カタログ内の期限切れのバックアップ・レコードの状態をををを deletedに更新する方法（およびに更新する方法（およびに更新する方法（およびに更新する方法（および
期限切れであるにもかかわらずリカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを期限切れであるにもかかわらずリカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを期限切れであるにもかかわらずリカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを期限切れであるにもかかわらずリカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを
削除する方法削除する方法削除する方法削除する方法））））  

この処理では、リカバリ・カタログを使用する必要があります。
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1. オプションで、クロスチェック操作（6-9ページの「RMANメタデータのクロスチェッ
ク」を参照）を実行して、アクセス不可能なバックアップまたは不在のバックアップす
べてに expiredとマークする。delete expired backupコマンドは、期限切れのバック
アップでのみ有効です。

2. type deleteのチャネルを割り当てる。

allocate channel for delete type disk;

3. delete expired backupを発行して、expiredのマークが付与されたバックアップを探
し、それらの状態を deletedに更新する。この例では、リカバリ・カタログに登録され
たバックアップのうち、期限切れになっているものをすべて更新します。

delete expired backup;

4. 割り当てられたチャネルを解放する。

release channel;

リカバリ・カタログから、特定のコピー・レコードまたはバックアップ・レコードのみを削リカバリ・カタログから、特定のコピー・レコードまたはバックアップ・レコードのみを削リカバリ・カタログから、特定のコピー・レコードまたはバックアップ・レコードのみを削リカバリ・カタログから、特定のコピー・レコードまたはバックアップ・レコードのみを削
除する方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しない除する方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しない除する方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しない除する方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しない））））  

1. 期限切れのイメージ・コピーまたはバックアップを探す。これらの主キーを取得するに
は、listコマンドを使用します。たとえば、次のように入力します。

list copy;

2. change ... uncatalogコマンドを発行し、指定したバックアップおよびコピーへの参照
を、リカバリ・カタログから削除する。この例では、制御ファイルのコピーのレコード
と、主キーが 4833のデータ・ファイル・コピーのレコードを削除します。

change controlfilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' uncatalog;
change datafilecopy 4833 uncatalog;

change ... uncatalogでは、O/Sからファイルは削除されないことに注意してください。
削除されるのは、リカバリ・カタログのレコードのみです。

3. 該当するリカバリ・カタログ・ビュー、つまり、RC_DATAFILE_COPYや RC_
CONTROLFILE_COPYなどの内容を確認し、指定したレコードが削除されたかどうか
を確認する。たとえば、この問合せでは、コピー 4833のレコードが削除されたことが
確認できます。

SQL> SELECT cdf_key, status FROM rc_datafile_copy WHERE cdf_key = 4833;
CDF_KEY    S
---------- -
0 rows selected.
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リカバリ・カタログから、すべてのコピー・レコードまたはバックアップ・レコードを削除リカバリ・カタログから、すべてのコピー・レコードまたはバックアップ・レコードを削除リカバリ・カタログから、すべてのコピー・レコードまたはバックアップ・レコードを削除リカバリ・カタログから、すべてのコピー・レコードまたはバックアップ・レコードを削除
する方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しないする方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しないする方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しないする方法（バックアップおよびコピーを物理的に削除しない））））  

$ORACLE_HOME/rdbms/prgrmanc.sql スクリプトを使用すると、削除されたバックアッ
プおよびコピーのリカバリ・カタログ・レコードを、すべて同時に削除することができま
す。この操作を実行するのは、バックアップの履歴が不要な場合のみです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : changeコマンドの構文は、11-35ページの「change」を参照してください。

1. type maintenanceのチャネルを割り当てる。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. change ... deleteコマンドを発行して、必要なレコードの状態を deletedに更新し、ファ
イルを O/Sまたはメディア・マネージャから削除する。アーカイブ REDOログ、バッ
クアップ・セット、制御ファイル・コピーまたはデータ・ファイル・コピーの主キーを
取得するには、listコマンドを発行するか、または該当するリカバリ・カタログ・
ビューに対して問合せを行います。 

change backupset 100, 101, 102, 103 delete;

3. 割り当てられたメンテナンス・チャネルを解放する。

release channel;

4. SQL*Plusセッションを開始し、リカバリ・カタログに接続する。この例では、ユー
ザー RMANとしてデータベース RCATに接続します。

% sqlplus rman/rman@rcat

5. prgrmanc.sql スクリプトを実行する。このスクリプトは、$ORACLE_
HOME/rdbms/admin ディレクトリに格納されています。

SQL> @prgrmanc.sql

RMANは、状態が deletedになっているレコードを、すべてリカバリ・カタログから
削除します。

リカバリ・カタログからのインカーネーション・レコードの削除リカバリ・カタログからのインカーネーション・レコードの削除リカバリ・カタログからのインカーネーション・レコードの削除リカバリ・カタログからのインカーネーション・レコードの削除  

1. type maintenanceのチャネルを割り当てる。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. change ... deleteコマンドを発行し、必要のないバックアップ・ピース、アーカイブ
REDOログおよびイメージ・コピーの状態を、deletedに更新する。アーカイブ REDO
ログ、バックアップ・セット、制御ファイル・コピーまたはデータ・ファイル・コピー
の主キーを取得するには、listコマンドを発行するか、または該当するリカバリ・カタ
ログ・ビューに対して問合せを行います。 

change backupset 100, 101, 102, 103 delete;
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3. 割り当てられたメンテナンス・チャネルを解放する。

release channel;

4. SQL*Plusセッションを開始し、リカバリ・カタログに接続する。この例では、ユー
ザー RMANとしてデータベース RCATに接続します。

% sqlplus rman/rman@rcat

5. RC_DATABASE_INCARNATIONリカバリ・カタログ・ビューに問合せを行い、削除す
るレコードを有するインカーネーションの DBINC_KEYの値を取得する。

SQL> SELECT * FROM rc_database_incarnation;
 

6. 次の DML文を実行する。key_value は、DBINC_KEYの値を示します。

SQL> DELETE FROM dbinc WHERE dbinc_key=key_value;

RMANは、指定したインカーネーションのレコードを、リカバリ・カタログから削除
します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RC_DATABASE_INCARNATIONリカバリ・カタログ・ビューの詳細は、12-15
ページの「RC_DATABASE_INCARNATION」を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーのののの復復復復元元元元のののの妥妥妥妥当当当当性性性性チチチチェェェェッッッックククク
復元の妥当性チェック（validation）とは、ファイルの復元を実際に行わず、そのテストを
行うことです。復元のテストは、データベース全体に対して行うことも、指定した表領域、
データ・ファイルまたは制御ファイルに対して行うこともできます。バックアップまたはコ
ピーが復元できるかどうかをテストするには、restore ... validateコマンドおよび validate 
backupsetコマンドを使用します。これらは、それぞれ次の場合に使用します。

■ restore ... validateは、テストするバックアップ・セットまたはコピーを、RMANに自
動的に選択させる場合に使用する。

■ validate backupsetは、テストするバックアップ・セットを自分で指定する場合に使用
する。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : restoreコマンドの構文は、11-113ページの「restore」を参照してください。
validateコマンドの構文は、11-151ページの「validate」を参照してください。

妥当性チェックを行うバックアップ・セットまたはコピー妥当性チェックを行うバックアップ・セットまたはコピー妥当性チェックを行うバックアップ・セットまたはコピー妥当性チェックを行うバックアップ・セットまたはコピーをををを RMANに自動的に選択させる方に自動的に選択させる方に自動的に選択させる方に自動的に選択させる方
法法法法  

1. データベース全体の妥当性チェックを行う場合は、そのデータベースをクローズする必
要があります。個別のファイルの妥当性チェックを行う場合は、データベースをクロー
ズするか、またはチェック対象のデータ・ファイルをオフラインにします。この例で
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は、データベースの状態のチェック、インスタンスの停止、そしてマウントを行いま
す。 

SQL> SELECT status FROM v$instance;

STATUS 
-------
OPEN   
1 row selected.

SQL> STARTUP FORCE MOUNT;

2. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションのリカバリ・カタログ・
データベースに接続する。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

3. 妥当性チェックをデータベース全体に対して行うのでなければ、listコマンドを発行し、
主キーを明示して、妥当性チェックを行うバックアップ・セットおよびコピーを指定す
る。 

list backupset; 
list copy;

4. バックアップ・セットおよびコピーの復元の妥当性チェックを行う。この例では、バッ
クアップ制御ファイル、SYSTEM表領域および全アーカイブ REDOログのディスクか
らの復元について、妥当性チェックを行います。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type tape;
     restore controlfile validate;
     restore tablespace 'system' validate;
     restore archivelog all validate;
}

5. 出力をチェックする。エラー・メッセージ・スタックがあり、次のようになっている場
合は、妥当性チェックを行うファイルのバックアップまたはコピーがないことを示して
います。

RMAN-06026: some targets not found - aborting restore

エラー・メッセージ・スタックがあり、出力が次のようになる場合は、指定したファイ
ルの復元に問題があることを示しています。

RMAN-03002: failure during compilation of command
RMAN-03013: command type: restore
RMAN-03007: retryable error occurred during execution of command: IRESTORE
RMAN-07004: unhandled exception during command execution on channel c1
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RMAN-10035: exception raised in RPC: ORA-19505: failed to identify file 
            "oracle/dbs/1fafv9gl_1_1"
ORA-27037: unable to obtain file status
SVR4 Error: 2: No such file or directory
Additional information: 3
RMAN-10031: ORA-19624 occurred during call to DBMS_BACKUP_
RESTORE.RESTOREBACKUPPIECE

エラー・スタックがない場合は、ファイルの妥当性チェックに RMANが成功したこと
を示しています。

妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションのリカバリ・カタログ・
データベースに接続する。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. listコマンドを発行して、チェックするバックアップ・セットを指定する。 

list backup of database archivelog all; 

3. バックアップ・セットの復元の妥当性チェックを行う。この例では、バックアップ制御
ファイル、SYSTEM表領域および全アーカイブ REDOログのディスクからの復元につ
いて、妥当性チェックを行います。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     validate backupset 1121;
}

4. 出力をチェックする。RMAN-08024というメッセージがあれば、指定したバックアッ
プ・セットの復元に RMANが成功したことを示しています。

RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: ch1
RMAN-08500: channel ch1: sid=10 devtype=DISK
 
RMAN-03022: compiling command: validate
RMAN-03023: executing command: validate
RMAN-08016: channel ch1: starting datafile backupset restore
RMAN-08502: set_count=47 set_stamp=346169465 creation_time=08-OCT-98
RMAN-08023: channel ch1: restored backup piece 1
RMAN-08511: piece handle=/vobs/oracle/dbs/1faa483p_1_1 params=NULL
RMAN-08024: channel ch1: restore complete
RMAN-08031: released channel: ch1
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リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググへのへのへのへのススススククククリリリリプトプトプトプトのののの格納格納格納格納
ストアド・スクリプトとは、リカバリ・カタログに格納された一連の RMANコマンドのこ
とです。 これにより、頻繁に実行される RMANコマンドのコレクションに、共通リポジト
リがもたらされます。 

たとえば、夜間バックアップを実行するために必要な RMANコマンドを まとめて、
nightlybackup という名前の 1つのスクリプトに入れることができます。スクリプトを、
O/Sのテキスト・ファイルではなく、リカバリ・カタログに格納しておくと、RMANがど
のマシン上で実行されているかに関係なく、どの DBAでも RMANを使用してスクリプト
にアクセスできるので便利です。

RMANでは、次の事柄が実行できます。

■ スクリプトを作成し、これをリカバリ・カタログに格納する。

■ ストアド・スクリプトを実行する。

■ ストアド・スクリプトを置き換える。

■ スクリプトをリカバリ・カタログから削除する。

■ ストアド・スクリプトを、メッセージ・ログ・ファイルまたは画面へ出力する。

■ 全ストアド・スクリプトの一覧を取得する。

ストアド・スクリプトの作成ストアド・スクリプトの作成ストアド・スクリプトの作成ストアド・スクリプトの作成  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースに接続する。たとえば、次のよ
うに入力します。 

% rman catalog rman/rman@rcat

2. 必要なスクリプトを書く。たとえば、このスクリプトでは、データベースおよびアーカ
イブ REDOログがバックアップされます。

create script b_whole{
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     backup database;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';
     backup archivelog all;
}

3. 出力をチェックする。RMAN-08085というメッセージがあれば、スクリプトの作成およ
びリカバリ・カタログへの格納が成功したことを示しています。

RMAN-03022: compiling command: create script
RMAN-03023: executing command: create script
RMAN-08085: created script b_whole
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ストアド・スクリプトの実行ストアド・スクリプトの実行ストアド・スクリプトの実行ストアド・スクリプトの実行  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースおよびターゲット・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. runコマンドを発行し、スクリプトを実行する。RMANは、スクリプトの内容を run
の大カッコに挿入します。スクリプト内でチャネルの割当てをすでに行っていた場合
は、ここでそれを繰り返す必要はないことに注意してください。 

run { execute script b_whole; }

関連項関連項関連項関連項目目目目 : execute scriptコマンドの構文は、11-125ページの「run」を参照してください。

ストアド・スクリプトの置換えストアド・スクリプトの置換えストアド・スクリプトの置換えストアド・スクリプトの置換え  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースおよびターゲット・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. replace scriptコマンドを発行し、ストアド・スクリプトを置き換える。たとえば、この
コマンドでは、b_whole が次のように置き換えられます。

replace script b_whole {
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

関連項関連項関連項関連項目目目目 : replace scriptコマンドの構文は、11-98ページの「replaceScript」を参照してくだ
さい。

ストアド・スクリプトの削除ストアド・スクリプトの削除ストアド・スクリプトの削除ストアド・スクリプトの削除  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースに接続する。たとえば、次のよ
うに入力します。 

% rman catalog rman/rman@rcat

2. delete scriptコマンドを発行し、指定したストアド・スクリプトを削除する。

delete script 'b_whole';

関連項関連項関連項関連項目目目目 : delete scriptコマンドの構文は、11-65ページの「deleteScript」を参照してくださ
い。
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ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースおよびターゲット・データベー
スに接続する。ここでは、メッセージ・ログに出力するので log引数を指定します。た
とえば、rman_log を指定するとして、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log rman_log

2. print scriptコマンドを発行し、スクリプトをログに書き込む。

print script b_whole;

3. O/Sに出力し、O/Sユーティリティを使用してスクリプトを表示する。たとえば、次の
ように入力します。

RMAN> host;
% vi rman_log

関連項関連項関連項関連項目目目目 : replace scriptコマンドの構文は、11-87ページの「printScript」を参照してくだ
さい。

全ストアド・スクリプトの一覧の取得全ストアド・スクリプトの一覧の取得全ストアド・スクリプトの一覧の取得全ストアド・スクリプトの一覧の取得  

1. SQL*Plusを起動し、リカバリ・カタログ・データベースに接続する。たとえば、デー
タベース RCATに接続するのであれば、次のように入力します。 

% sqlplus rman/rman@rcat

2. RC_STORED_SCRIPTビューで SELECT文を発行する。

SQL> SELECT script_name FROM rc_stored_script;
SCRIPT_NAME 
--------------------------------------------------------------------------------
backupdb 
binc
binc1
3 rows selected.

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RC_STORED_SCRIPTビューについては、12-26ページの「RC_STORED_
SCRIPT」を参照してください。

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググのののの再再再再同同同同期期期期化化化化
リカバリ・カタログの再同期化（resynchronization）を実行する場合、RMANは、ター
ゲット・データベースの現行の制御ファイルまたはバックアップ制御ファイルとリカバリ・
カタログを比較し、失われている情報または変更された情報を含めて、リカバリ・カタログ
を更新します。  
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再同期化を実行する場合は、完全再同期化か、部分再同期化を選択できます。部分再同期化
の場合、RMANは、現行の制御ファイルを読み取って変更済み情報を更新しますが、デー
タベースの物理スキーマ（physical schema）に関するメタデータは再同期化しません。 ここ
で言う物理スキーマとは、データ・ファイル、表領域、REDOスレッド、ロールバック・セ
グメント（データベースがオープンしている場合のみ）およびオンライン REDOログのこ
とです。完全再同期化の場合、RMANは、データベース・スキーマも含めてすべての変更
済みレコードを更新します。 

再同期化の実行時、RMANはスナップショット制御ファイルを作成し、リカバリ・カタロ
グと比較します。そして、失われている情報または変更された情報を含めて、リカバリ・カ
タログを更新します。一定のコマンドが実行されるとき、RMANは必要に応じて部分再同
期化または完全再同期化を実行します（詳細は 11-119ページの「resync」を参照）。完全再
同期化を実行するには、 resync catalog を発行します。 

この項では、次の項目について説明します。

■ 再同期化の対象

■ 再同期化を実行する時期

■ 再同期化の方法

再再再再同同同同期化の対象期化の対象期化の対象期化の対象
RMANの再同期化の対象となるレコードのタイプを表 6-1で説明します。

.

注注注注意意意意 : RMANは、制御ファイルがバックアップである場合、部分再同期
化を実行しますが、完全再同期化は実行しません。

表表表表 6-1  再同期再同期再同期再同期化化化化時に更新さ時に更新さ時に更新さ時に更新されれれれるレコーるレコーるレコーるレコードドドド

レコーレコーレコーレコードドドド 説明説明説明説明

ログ履歴 オンライン REDOログ・スイッチが発生すると作成される。 

アーカイブ REDOログ アーカイブ・ログに関連したレコードで、オンライン・ログをアー
カイブしたとき、既存のアーカイブ・ログをコピーしたとき、また
はアーカイブ REDOログのバックアップ・セットを復元したとき
に作成される。RMANはこの情報を追跡して、どのアーカイブ・
ログを検出すべきかを判断します。

バックアップ履歴 バックアップ・セット、バックアップ・ピース、バックアップ・
セット・メンバーおよびファイル・コピーに関連したレコード。
resync catalogコマンドを使うと、backupコマンドまたは copyコ
マンドを実行したときに、これらのレコードが更新されます。
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再再再再同同同同期化を実期化を実期化を実期化を実行行行行する時期する時期する時期する時期
RMANは、ある一定の状況で、必要に応じて完全再同期化または部分再同期化を実行しま
す。ターゲット・データベースがマウントされている場合、次のコマンドを実行すると、
（スキーマ・メタデータの変更の有無に応じて）完全再同期化または部分再同期化が自動的
に行われます。リカバリ・カタログ・データベースは、これらのコマンドが実行されたとき
に使用可能となります。

■ backup

■ copy 

■ crosscheck

■ delete expired backupset

■ duplicate

■ list 

■ recover

■ report

■ restore

■ switch

次の例に基づいて、手動による再同期化を実行します。

リカバリ・カタログが使用できなかった場合の再同期化リカバリ・カタログが使用できなかった場合の再同期化リカバリ・カタログが使用できなかった場合の再同期化リカバリ・カタログが使用できなかった場合の再同期化  リカバリ・カタログが使用不可の
状況で backupコマンドまたは copyコマンドを発行した場合、カタログ・データベースの
オープン後に、resync catalogコマンドを使用して手動でデータベースを再同期化してくだ
さい。

物理スキーマ データ・ファイルおよび表領域に関連したレコード。ターゲット・
データベースがオープンしている場合は、ロールバック・セグメン
トの情報も更新されます。 

リカバリ・カタログ内の物理スキーマ情報が更新されるのは、ター
ゲットに現行の制御ファイルがマウントされている場合のみです。 

ターゲット・データベースに、バックアップ制御ファイル、新しく
作られた制御ファイルまたは前に検出された制御ファイルより古い
制御ファイルがマウントされている場合は、リカバリ・カタログ内
の物理スキーマ情報は更新されません。 resync catalog from 
controlfilecopyコマンドを使用したときには、物理スキーマ情報
は更新されません。

表表表表 6-1  再同期再同期再同期再同期化化化化時に更新さ時に更新さ時に更新さ時に更新されれれれるレコーるレコーるレコーるレコードドドド (続続続続きききき )

レコーレコーレコーレコードドドド 説明説明説明説明
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ARCHIVELOGモードで運用している場合の再同期化モードで運用している場合の再同期化モードで運用している場合の再同期化モードで運用している場合の再同期化  ARCHIVELOGモードで運用している場
合、リカバリ・カタログは定期的に再同期化する必要があります。リカバリ・カタログは、
REDOログ・スイッチが発生したり、REDOログがアーカイブされても自動的には更新され
ないためです。 ただし、Oracleは、ログ・スイッチおよびアーカイブ REDOログに関する情
報は、制御ファイルに格納します。この情報は、定期的にリカバリ・カタログに波及させる
必要があります。

リカバリ・カタログを再同期化する頻度は、Oracleに設定されている REDOログのアーカ
イブの頻度によって決まります。この運用コストは、制御ファイルの中の、前回の再同期化
以降に挿入または変更されたレコード数に比例します。挿入または変更されたレコードが
まったくない場合は、 再同期化のコストは非常に低くなります。したがって、この操作を頻
繁に（たとえば 1時間ごとに）実行しても、コストがかかりすぎるようなことはありませ
ん。

物理データベースの変更後の再同期化物理データベースの変更後の再同期化物理データベースの変更後の再同期化物理データベースの変更後の再同期化  ターゲット・データベースの物理構造になんらかの
変更を加えた場合も、リカバリ・カタログの再同期化を行います。REDOログ・アーカイブ
操作の場合と同様に、物理スキーマを変更した場合も、 リカバリ・カタログは自動的には更
新されません。  

物理スキーマは、次の操作を行った場合に変更されます。

■ 表領域を追加または削除する。

■ 既存の表領域に新しいデータ・ファイルを追加する。

■ ロールバック・セグメントを追加または削除する。

現行の制御ファイルから再同期化する場合、RMANは、制御ファイル内の更新されたレ
コードを自動的に検出し、それらのレコードのみを再同期化します。ターゲット・データ
ベースがオープン状態の場合、RMANは、リカバリ・カタログ内のロールバック・セグメ
ントに関する情報（この情報は TSPITRに使われます）も更新します。 

バックアップ制御ファイルから再同期化する場合、RMANは、バックアップ・ピースまた
はファイル・コピーが実際に存在しているかどうかの検証はしません。したがって、change 
... crosscheckコマンドおよび crosscheckコマンドを使用して、すでに存在していないファ
イルのレコードを削除する必要がある場合があります。

再再再再同同同同期化の方法期化の方法期化の方法期化の方法
resync catalogコマンドを発行し、リカバリ・カタログの完全再同期化を実行します。

リカバリ・カタログの完全再同期化の実行リカバリ・カタログの完全再同期化の実行リカバリ・カタログの完全再同期化の実行リカバリ・カタログの完全再同期化の実行  

1. リカバリ・カタログをオープンする（まだオープンしていない場合）。たとえば、次の
ように入力します。

SQL> STARTUP pfile=initRCAT.ora
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2. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/change_on_install@prod1 catalog rman/rman@rcat

3. ターゲット・データベースをマウントする（まだマウントしていない場合）。

startup mount;

4. resync catalogコマンドを発行する。

resync catalog;

RMAN-03022: compiling command: resync
RMAN-03023: executing command: resync
RMAN-08002: starting full resync of recovery catalog
RMAN-08004: full resync complete

関連項関連項関連項関連項目目目目 : resync catalogコマンドの構文は、11-119ページの「resync」を参照してくださ
い。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルル内内内内ののののレレレレココココーーーードドドドのののの管管管管理理理理
リカバリ・カタログは、情報についてはターゲット・データベースの制御ファイルに依存し
ています。したがって、制御ファイル内の情報の最新性が、リカバリ・カタログの有効性を
左右します。

ターゲット・データベースの制御ファイルのサイズは、次に示すものの数に応じて大きくな
ります。

■ 実行するバックアップの回数

■ Oracleが生成するアーカイブ REDOログの数

■ 制御ファイル内にその情報を格納しておく日数

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEパラメータを使用して、Oracleが制御ファイル内
に情報を保持する最低日数を指定できます。ここで指定した日数より古いエントリは、新し
い情報によって上書きされる候補となります。CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEの
設定値が大きいほど、制御ファイルも大きくなります。

リカバリ・カタログは、CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEの設定値よりも短い間隔
で再同期化してください。このパラメータで指定した日数より後は、Oracleは最新の情報で
制御ファイルの情報を上書きするためです。リカバリ・カタログの再同期化を行っていない
にもかかわらず、Oracleが情報を上書きした場合、この情報をリカバリ・カタログに波及さ
せることはできません。
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関連項関連項関連項関連項目目目目 :CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEパラメータの詳細は、『Oracle8i リファ
レンス・マニュアル』を参照してください。バックアップおよび回復時の制御ファイルの管
理の詳細は、2-3ページの「制御ファイルの管理」 を参照してください。制御ファイル管理の
詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

O/Sババババッッッッククククアアアアッッッッププププののののカカカカタタタタロロロロググググ化化化化
RMAN以外の手段で作成したファイル・コピーの存在を RMANに認識させておくことがで
きます。この項では、次の項目について説明します。

■ カタログ化の目的

■ O/Sバックアップのカタログ化の時期

■ O/Sバックアップのカタログ化の方法

カカカカタタタタログ化のログ化のログ化のログ化の目的目的目的目的
 RMANコマンドを使用してバックアップまたはイメージ・コピーを作成していない場合、
リカバリ・カタログにはこれらのレコードは残りません。O/Sユーティリティを使用して
バックアップを作成した場合は、手動でその旨を RMANに通知する必要があります。次の
ような場合に RMANの catalogコマンドを使用します。

■ O/Sのデータ・ファイル・コピー、アーカイブ REDOログのコピーまたは制御ファイル
のコピーをリカバリ・カタログおよび制御ファイルに追加する。 

■ データ・ファイルのコピーをレベル 0のバックアップとしてカタログ化する。これによ
り、このコピーを増分バックアップ計画の基礎とし、後で増分バックアップを実行する
ことができるようになります。

■ RMANをインストールする前に作成した、Oracle 8のデータベースのバックアップが存
在していることを記録する。

■ Oracle8iに移行する前に作成された、読取り専用または NORMALモードでオフライン
にされたデータベース・ファイルの Oracle7バックアップが存在することを記録する。

O/Sバックバックバックバックアアアアップのカップのカップのカップのカタタタタログ化ログ化ログ化ログ化のののの時時時時期期期期
次のような場合は必ずバックアップをカタログ化します。

■ O/Sユーティリティを使用してコピーを作成する。

■ 移行前に、NORMALモードでオフラインにされたまたは読取り専用になっていた
Oracle7の O/Sバックアップをカタログ化する。

注注注注意意意意 : 制御ファイルの最大サイズは、ポートによって異なります。それ
ぞれの O/S固有の Oracleマニュアルを参照してください。
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リカバリ・カタログへのスクリプトの格納
ホッホッホッホットトトト O/Sバックアップおよびコールバックアップおよびコールバックアップおよびコールバックアップおよびコールドドドド O/Sバックアップのカタログ化バックアップのカタログ化バックアップのカタログ化バックアップのカタログ化  コールド O/Sバッ
クアップを行う場合、すなわち、UNIXの cpコマンドを使用してデータ・ファイルをコ
ピーする場合は必ずカタログ化を行ってください。Oracle8iは、ALTER TABLESPACE 
BEGIN/END BACKUPコマンドをサポートしており、データベースの O/Sバックアップは
これを使用してオープンします。RMANではこのようなバックアップが作成されることは
ありませんが、この種のバックアップをリカバリ・カタログに追加すると、RMANで認識
できます。 

カタログ化するバックアップは、次のようにしてください。

■ ディスク上でアクセス可能である。

■ 単一ファイルの完全なイメージ・コピーである。 

■ 一貫性または非一貫性データベース・バックアップ、表領域、データ・ファイル、制御
ファイルまたはアーカイブ REDOログのバックアップのいずれかであること。RMAN
は、これらのバックアップをすべてデータ・ファイルのコピーと認識します。

たとえば、データ・ファイルがミラー化されたディスク・ドライブに格納されている場合
は、 ミラーを解除すれば O/Sコピーとして使用できます。この例では、ミラーを解除した後
で、catalogコマンドを使用して RMANにオペレーティング・システム・コピーの存在を通
知します。ミラーを復元する場合は、change ... uncatalogコマンドを発行して、ファイル・
コピーを削除することを、RMANにあらかじめ通知します。

Oracle7のののの O/Sバックアップのカタログ化バックアップのカタログ化バックアップのカタログ化バックアップのカタログ化  RMANは、次にあげる特殊な状況を除き、
Oracle7ファイルをカタログ化することはできません。Oracle7から Oracle8iへの移行時に
は、移行ユーティリティを実行する前に、Oracle7データベースを正しく停止しておく必要
があります。このとき、Oracle7データ・ファイルの O/Sバックアップを作成し、これを
RMANでカタログ化することができます。Oracleがこれらを受け入れることができるのは、
これらを回復する際に、古いデータベースの REDOを必要としないからです。RMANは、
他のバックアップが存在しなければ、これらのバックアップを Oracle8iで復元できます。 

RMANでのカタログ化が可能な、Oracle7バックアップの生成の例を次に示します。

1. データ・ファイルを読取り専用か、または NORMALモードでオフラインにする。

2. データベースをクローズする。データベースをクローズする前に、ファイルを読み書き
可能に戻さないでください。

3. オフラインまたは読取り専用ファイルの O/Sバックアップを作成する。

4. データベースを Oracle8iに移行する。

移行前のバックアップは、移行に先立って作成するバックアップと同じ内容です。したがっ
て、これも RMANによるカタログ化が可能です。

注注注注意意意意 : バックアップ・セットおよびバックアップ・ピースを再カタログ
化することはできません。
Recovery Managerのメタデータの管理 6-29



リカバリ・カタログのバックアップと回復
O/Sバックバックバックバックアアアアップのカップのカップのカップのカタタタタログ化ログ化ログ化ログ化のののの方方方方法法法法
O/Sバックアップの情報をリカバリ・カタログに波及させるには、catalogコマンドを使用
します。

O/Sバックアップをカタログ化するにはバックアップをカタログ化するにはバックアップをカタログ化するにはバックアップをカタログ化するには  

1. O/Sユーティリティを使用してバックアップを作成する。この例では、データ・ファイ
ルをバックアップします。

% cp $ORACLE_HOME/dbs/sales.f $ORACLE_HOME/backup/sales.bak';

2. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。

% rman target change_on_install@prod1 catalog rman/rman@rcat

3. catalogコマンドを発行する。たとえば、次のように入力します。

catalog datafilecopy '$ORACLE_HOME/backup/sales.bak';

RMAN-03022: compiling command: catalog
RMAN-03023: executing command: catalog
RMAN-08050: cataloged datafile copy
RMAN-08513: datafile copy filename=/oracle/backup/sales.bak recid=121 
stamp=342972501
RMAN-03023: executing command: partial resync
RMAN-08003: starting partial resync of recovery catalog
RMAN-08005: partial resync complete

関連項関連項関連項関連項目目目目 : catalogコマンドの構文は、11-32ページの「catalog」を参照してください。

リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググのバのバのバのバッッッッククククアアアアップップップップとととと回復回復回復回復
バックアップおよび回復計画には、リカバリ・カタログを含めます。リカバリ・カタログを
バックアップしていない場合に、ディスク・クラッシュが発生すると、データの一部または
すべてを失う可能性があります。このような、望ましくない結果を避けるため、リカバリ・
カタログのバックアップおよび回復方法を検討します。 

この項では、次の項目について説明します。

■ リカバリ・カタログのバックアップ

■ リカバリ・カタログの回復

■ リカバリ・カタログの再作成
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リカバリ・カタログのバックアップと回復
リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
リカバリ・カタログのバックアップ計画を立案する場合は、次のガイドラインに従ってくだ
さい。

■ 定期的なバックアップの励行

■ 物理バックアップに適合したメソッドの選択

■ 適切な場所へのリカバリ・カタログの格納

■ 論理バックアップの作成

定定定定期期期期的なバッ的なバッ的なバッ的なバッククククアップのアップのアップのアップの励行励行励行励行
リカバリ・カタログは、ターゲット・データベースと同じ頻度でバックアップします。たと
えば、ターゲット・データベースに対し、全体データベース・バックアップを週に 1回行っ
ている場合は、毎回その直後にリカバリ・カタログもバックアップします。バックアップさ
れたカタログには、その前のターゲット・バックアップのレコードが記載されます。した
がって、カタログを復元する必要がある場合は、これを使用すればターゲット・データベー
スのバックアップも復元できます。

物物物物理理理理バックアバックアバックアバックアッッッップに適合プに適合プに適合プに適合ししししたメソッたメソッたメソッたメソッドドドドの選の選の選の選択択択択
リカバリ・カタログをバックアップする場合、O/Sバックアップまたは RMANバックアッ
プの選択が可能です。O/Sバックアップを作成する利点は、RMANまたはリカバリ・カタ
ログに依存せず、O/Sコマンドを使用して復元できることです。O/Sバックアップの手順
は、第 13章の「オペレーティング・システム環境でのバックアップの実行」を参照してく
ださい。

RMANを使用してリカバリ・カタログ・データベースをバックアップする場合は、障害の
発生を考慮したリカバリ・カタログの復元方法を検討する必要があります。たとえば、次の
ような方法が選択できます。

■ もう一つのリカバリ・カタログを別のデータベース内に、すなわち、バックアップする
本番データベース内に作成する。カタログ作成の方法は、6-2ページの「リカバリ・カ
タログの作成」 を参照してください。

■ リカバリ・カタログの制御ファイルを、リカバリ・カタログの RMANメタデータ・リ
ポジトリとして使用し、ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'filename' 文
を使用して、同制御ファイルを頻繁にバックアップする。O/Sコマンドを使用した、制
御ファイルのバックアップ方法は、13-11ページの「制御ファイルのバックアップの実
行」 を参照してください。

適適適適切切切切な場所へな場所へな場所へな場所へののののリカバリリカバリリカバリリカバリ・・・・カタログカタログカタログカタログのののの格格格格納納納納
データベースの RMANメタデータを含んだリカバリ・カタログは、ターゲット・データ
ベースと同じデータベースには絶対に格納しないでください。たとえば、データベース
PROD1のカタログは、PROD1に格納してはいけません。PROD1のリカバリ・カタログは、
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リカバリ・カタログのバックアップと回復
保護対象のデータとは分離された状態でのみ有効です。PROD1が完全なメディア障害状態
に陥ったとき、PROD1のリカバリ・カタログが PROD1に格納されていた場合は、回復に
使用するカタログがなくなることになります。

このことは、リカバリ・カタログ・データベースをバックアップする場合に特に重要です。
たとえば、データベース RCATに、ターゲット・データベース PROD1のリカバリ・カタロ
グ・メタデータが含まれていたとします。リカバリ・カタログを使用して、RCATをバック
アップすることにしたのですが、このカタログをどこに格納すればよいかわかりません。
RCATのメタデータが含まれたカタログを、データベース RCATにそのまま格納すると、メ
ディア障害が発生して RCATが失われた場合、RCATの復元が困難になるのみでなく、
PROD1も保護されないままになってしまいます。

論論論論理理理理バックアバックアバックアバックアッッッップの作成プの作成プの作成プの作成
リカバリ・カタログのデータのバックアップを作成する場合は、Exportユーティリティを使
用すると便利です。カタログのエクスポートは、リカバリ・カタログの復元が必要な場合、
最も柔軟性があります。Oracle8iデータベースであれば、既存のどのデータベースにも復元
が可能になるためです。

コマンド行からリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法コマンド行からリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法コマンド行からリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法コマンド行からリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法  

1. コマンド行でエクスポートを実行する。その際、次の事を必ず行うようにします。

a. リカバリ・カタログの所有者として接続する。

b. OWNERオプションを指定する。

c. 出力ファイルを指定する。

たとえば、データベース PROD1のカタログの所有者が RMANであれば、UNIXのコ
マンド行で次のとおり発行すれば、カタログをファイル cat.dmp にエクスポートでき
ます。

% exp rman/rman@prod1 file=cat.dmp owner=rman

2. 出力をチェックし、成功したかどうかを確認する。

Export terminated successfully without warnings.

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Exportユーティリティの使用方法は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイド』を参
照してください。O/Sバックアップの作成方法は、第 13章の「オペレーティング・システ
ム環境でのバックアップの実行」 を参照してください。

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググのののの回回回回復復復復
カタログの回復方法は、カタログのバックアップ方法によって異なります。次の方法が選択
できます。

■ O/Sコマンドによるカタログの回復
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リカバリ・カタログのバックアップと回復
■ RMANによるカタログの回復

■ カタログの論理バックアップのインポート

O/Sコマンコマンコマンコマンドドドドによるカによるカによるカによるカタタタタログの回復ログの回復ログの回復ログの回復
オペレーティング・システムのコマンドを使用してリカバリ・カタログをバックアップして
いた場合は、O/Sコマンドを使用してカタログのバックアップを復元し、SQL*Plusコマン
ドを発行してこれを回復します。方法は、リカバリ・カタログ全体を回復するか、またはリ
カバリ・カタログが格納されている表領域のみを回復するかによって異なります。手順は、
第 14章の「オペレーティング・システム環境での回復の実行」 を参照してください。

RMANによるによるによるによるカカカカタログのタログのタログのタログの回復回復回復回復
RMANを使用してリカバリ・カタログを回復する場合は、第 9章の「Recovery Managerに
よる復元と回復」を参照してください。

カカカカタタタタログの論ログの論ログの論ログの論理理理理バックアバックアバックアバックアッッッップのインプのインプのインプのインポポポポーーーートトトト
Exportを使用して作成したリカバリ・カタログの論理バックアップは、Importを使用して
回復します。リカバリ・カタログがメディア障害によって破損した場合は、次の操作を行い
ます。

1. 別のデータベースに新規ユーザーを作成する。リカバリ・カタログ・データベースに新
規ユーザーを作成するための推奨 SQL構文は、6-2ページの「リカバリ・カタログの作
成」を参照してください。 

2. カタログ・データを Exportファイルからインポートする。コマンド行でインポートを
実行する。その際、次の事柄を必ず行ってください。

a. リカバリ・カタログの新規所有者として接続する。

b. FROMUSERパラメータを使用して、旧所有者を指定する。

c. TOUSERパラメータを使用して、新規所有者を指定する。

d. インポート・ファイルを指定する。

ここでは、次のようにします。

■ データベース PROD1のカタログの旧所有者は RMANとする。

■ 新規リカバリ・カタログ・データベース NEW_CATのユーザーは RCATとする。

■ カタログのエクスポートが含まれたファイルは cat.dmp とする。

imp userid=rcat/rcat_pwd@new_cat file=cat.dmp fromuser=rman touser=rcat 

3. インポートされたカタログ・データを使用して、ターゲット・データベースの復元およ
び回復を行う。
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リカバリ・カタログのアップグレード
関連項関連項関連項関連項目目目目 : Importユーティリティの使用方法は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイド』を参
照してください。 

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググのののの再再再再作作作作成成成成
リカバリ・カタログ用のデータベースが消失または破損し、Oracleの標準的な回復方法によ
りそのリカバリ・カタログ用のデータベースを回復できない場合は、カタログの再作成を実
行する必要があります。

古いカタログの内容を部分的に再作成する場合は、2通りの方法が選択できます。

■ catalogコマンドを発行して、アーカイブ・ログ、バックアップ制御ファイルおよび
データ・ファイル・コピーを再カタログ化する。

■ resync catalog from backup controlfileコマンドを使用して、バックアップ制御ファイ
ルから情報を抽出し、その情報を基にしてリカバリ・カタログを再構築する。

catalogコマンドは、バックアップ・ピースやバックアップ・セットの再カタログ化をサ
ポートしていないので、resync catalog from backup controlfileコマンドを使う以外には、
バックアップ・セットの情報を再作成する方法はありません。RMANは、再カタログ化す
るファイルがまだ存在しているかどうかを検証しないので、すでに存在していないファイル
のレコードが再同期化によって追加されることがあります。そのようなレコードは、change 
... crosscheckコマンドまたは crosscheck backupコマンドを発行して削除する必要がありま
す。

リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググのアのアのアのアッッッッププププググググレーレーレーレードドドド
RMANの実行可能ファイルが必要とするものよりも古いリカバリ・カタログを使用してい
る場合は、これをアップグレードする必要があります。たとえば、RMANのバージョン 8.1
で、8.0のリカバリ・カタログを使用している場合は、リカバリ・カタログをアップグレー
ドする必要があります。

RMANの実行可能ファイルが必要とするバージョンよりも新しいリカバリ・カタログを使
用しているときに、upgrade catalogを発行するとエラーが表示されます。リカバリ・カタ
ログが現行のものであれば、upgrade catalogコマンドの実行が RMANでは可能です。それ
により、パッケージの再作成が必要に応じて随時可能になります。しかしアップグレードが
必要というわけではありません。アップグレード時にエラー・メッセージが生成されていな
いかどうかメッセージ・ログをチェックしてください。

リカバリ・カタログをアップグレードする方法リカバリ・カタログをアップグレードする方法リカバリ・カタログをアップグレードする方法リカバリ・カタログをアップグレードする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

RMAN-06008: connected to recovery catalog database 
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リカバリ・カタログの削除
RMAN-06186: PL/SQL package rcat.DBMS_RCVCAT version 08.00.04 in RCVCAT 
            database is too old

2. upgrade catalogコマンドを発行する。

RMAN> upgrade catalog

RMAN-06435: recovery catalog owner is rman 
RMAN-06442: enter UPGRADE CATALOG command again to confirm catalog upgrade 

3. 確認のため、update catalogコマンドを再度入力する。

RMAN> upgrade catalog

RMAN-06408: recovery catalog upgraded to version 08.01.05
RMAN-06452: DBMS_RCVMAN package upgraded to version 08.01.05
RMAN-06452: DBMS_RCVCAT package upgraded to version 08.01.03

関連項関連項関連項関連項目目目目 : upgrade catalogコマンドの構文は、11-149ページの「upgradeCatalog」を参照
してください。互換性および移行の詳細は、『Oracle8i 移行ガイド』を参照してください。

リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググの削の削の削の削除除除除
リカバリ・カタログが不要となった場合は、表領域からリカバリ・カタログのスキーマを削
除します。drop catalogコマンドを実行すると、リカバリ・カタログからすべての情報が削
除されます。したがって、リカバリ・カタログのスキーマのバックアップがない場合は、こ
のカタログが管理する全ターゲット・データベースの全バックアップは使用不能になりま
す。

複数のターゲット・データベースが登録されているカタログから、あるデータベースを 1つ
のみ "登録解除 "する場合、drop catalogコマンドの使用は適切ではありません。カタログ
を削除して、あるターゲット・データベースの情報を削除しようとすると、全ターゲット・
データベースの情報が削除されてしまいます。

リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続する。

% rman catalog rman/rman@rcvcat

2. 確認のため、drop catalogコマンドを 2回入力する。

RMAN> drop catalog

RMAN-06435: recovery catalog owner is rman
RMAN-06436: enter DROP CATALOG command again to confirm catalog removal
RMAN> drop catalog
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関連項関連項関連項関連項目目目目 : drop catalogコマンドの構文は、11-68ページの「dropCatalog」を参照してくだ
さい。

リカリカリカリカババババリ・リ・リ・リ・カカカカタロタロタロタロググググを使を使を使を使用用用用ししししなななないいいい RMANのののの管理管理管理管理方方方方法法法法
RMANは、リカバリ・カタログがなくても問題なく機能します。リカバリ・カタログは、
実際には情報を制御ファイルから取得しています。ただし、リカバリ・カタログを使用しな
い場合は、次のタスクを実行する必要があります。

■ 制御ファイルのメタデータのメンテナンス

■ 制御ファイルのバックアップ

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 制御ファイルの概説は、『Oracle8i 概要』を参照してください。バックアップおよ
び回復時の制御ファイルの重要性は、第 6章の「Recovery Managerのメタデータの管理」
を参照してください。制御ファイルの管理の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照して
ください。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののメメメメタタタタデデデデーーーータタタタののののメメメメンンンンテテテテナナナナンンンンスススス
RMANには、バックアップおよびコピーを物理的に削除するコマンドの他、バックアップ
のレコードをチェックしたり削除するコマンドが複数用意されています。これらのメンテナ
ンス手順の詳細は、6-4ページの「RMANメタデータのメンテナンス」を参照してくださ
い。これらのコマンドのほとんどは、リカバリ・カタログの使用不使用にかかわらず有効で
す。 

カタログが必要なコマンドのリストは、5-6ページの「制御ファイルを RMANメタデータに
使用した場合」を参照してください。リカバリ・カタログを使用しない場合でも、次のよう
なことが可能なため、メンテナンスの機能性が失われるようなことはほとんどありません。

■ restore ... validateコマンドまたは validate backupsetコマンドを使用して、バックアッ
プおよびコピーが使用可能かどうか、そして復元可能かどうかテストできる。この手順
の説明は、6-18ページの「バックアップおよびコピーの復元の妥当性チェック」を参照
してください。

■ change ... deleteを使用して、古くなったレコードを制御ファイルから削除したり、必
要ない、あるいは破損したバックアップおよびコピーを O/Sから物理的に削除できる。
この手順の説明は、6-13ページの「バックアップおよびコピーの削除と、RMANメタ
データにおけるそれらの状態の更新」を参照してください。

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログを削除しても、バックアップのレコードは制
御ファイルに残ります。これらのレコードを除去するには、制御ファイル
を再作成してください。
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制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
制御ファイルを RMANメタデータの専用のリポジトリとして使用する場合は、多重化また
は O/Sのミラー化を行って代替の制御ファイルをメンテナンスします。この制御ファイル
は頻繁にバックアップするようにしてください。バックアップがないときに、制御ファイル
が失われると、その内部の RMANバックアップおよび RMANコピーの情報もすべて失わ
れてしまいます。 

制御ファイルの多重化およびミラー化の方法は、2-3ページの「制御ファイルの管理」 を参照
してください。制御ファイルの O/Sバックアップの作成方法は、13-12ページの「物理ファ
イルへの制御ファイルのバックアップの作成」 および 13-12ページの「トレース・ファイル
への制御ファイルのバックアップの作成」を参照してください。
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Recovery Managerによるリストおよび
7

Recovery Manager にににによよよよるるるるリリリリスススストトトトおおおおよよよよびびびび

レレレレポポポポーーーートトトトのののの生生生生成成成成

この章では、Recovery Managerを使用して、バックアップおよびイメージ・コピーのリス
トおよびレポートを作成する方法を説明します。取り上げる項目は次のとおりです。

■ バックアップおよび回復計画におけるリストとレポートの使用

■ リストの生成

■ レポートの生成

■ リストとレポートの例
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バックアップおよび回復計画におけるリストとレポートの使用
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププおよおよおよおよびびびび回復回復回復回復計計計計画画画画ににににおけおけおけおけるるるるリスリスリスリストトトトとレとレとレとレポポポポートートートートのののの使用使用使用使用
何をバックアップまたはコピーしたか、そして何をバックアップまたはコピーする必要があ
るかを確認するには、reportコマンドおよび listコマンドを使用します。この情報は、リカ
バリ・カタログを使用するかしないかにかかわらず利用でき、効果的なバックアップ計画を
策定する上でとても役に立ちます。RMANのメタデータを、現行に合ったものにする方法
は、第 6章の「Recovery Managerのメタデータの管理」を参照してください。

listコマンドを実行すると、RMANのバックアップ（バックアップ・セットおよびプロキ
シ・コピー）およびイメージ・コピーがすべて表示されます。reportコマンドでは、さらに
複雑な分析が可能となります。たとえば、バックアップが必要なデータ・ファイルと廃止さ
れたバックアップ・ピースについてのレポートを生成することが可能です。Oracleでは、
reportコマンドおよび listコマンドの出力を、スクリーンに表示することもログ・ファイル
に書き込むこともできます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : listコマンドの構文は、11-76ページの「list」を参照してください。reportコマン
ドの構文は、11-103ページの「report」を参照してください。

リスリスリスリストトトトの生の生の生の生成成成成
リカバリ・カタログまたは制御ファイルに問合せを行い、その内容のリストを作成するに
は、listコマンドを使用します。listコマンドの目的は、どのバックアップまたはコピーが
使用できるかを判断することです。たとえば、次のものをリスト表示できます。

■ RMANメタデータに記録された、バックアップ（バックアップ・セットおよびプロキ
シ・コピー）またはイメージ・コピーのすべて。

■ 指定したデータベース、表領域、データ・ファイル、アーカイブ REDOログ、制御ファ
イルのバックアップまたはイメージ・コピー。

■ 時間、パス名、デバイス名、タグまたは回復可能性に基づいて限定した、バックアップ
およびイメージ・コピー。

■ 指定したデータベース・インカーネーション、またはリカバリ・カタログにより認識さ
れるすべてのデータベース・インカーネーション。

バックアップが必要なものを確認するには RMANメタデータを使用します。具体的には、
次のようにします。

■ 出力表の STATUS列に、使用できるバックアップおよびイメージ・コピーをすべてリス
ト表示する。 

■ バックアップするデータ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルをすべ
て出力に含める。

■ バックアップおよびコピーを最新の状態にする。
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リストの生成
イメージ・コピーおよびバックアップのリストの生成イメージ・コピーおよびバックアップのリストの生成イメージ・コピーおよびバックアップのリストの生成イメージ・コピーおよびバックアップのリストの生成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f' 

2. list copyコマンドおよび list backupコマンドを実行する。of listObjListパラメータを
指定しない場合の、listのデフォルト設定は of databaseです。

list copy of database archivelog all;  # lists datafiles and archived redo logs
list backup;  # lists backup sets, backup pieces, and proxy copies

3. 出力をチェックする。list出力の列見出しにはさまざまな種類があります。それぞれの
説明は、11-76ページの「list」を参照してください。サンプルの出力を次に示します。

list copy of database archivelog all;

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time    Name
------- ---- - --------------- ---------- ----------  ------
1262    1    A 18-AUG-98       219859     14-AUG-98   /vobs/oracle/dbs/copy/tbs_
01.f
 
List of Archived Log Copies
Key     Thrd Seq     S Completion time Name
------- ---- ------- - --------------- ------------------------------------
789     1    1       A 14-JUL-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_1.arc
790     1    2       A 11-AUG-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_2.arc
791     1    3       A 12-AUG-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_3.arc

list backup;

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1174    12         341344528  0  341344502  16         14-AUG-98

     List of Backup Pieces
     Key     Pc# Cp# Status     Completion Time    Piece Name
     ------- --- --- ---------- ------------------ -----------------------------
     1176    1   1   AVAILABLE  14-AUG-98          /vobs/oracle/dbs/0ga5h07m_1_1

     Controlfile Included
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     Ckp SCN    Ckp time
     ---------- ---------------
     219857     14-AUG-98
 
     List of Datafiles Included
     File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
     ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
     1    /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f             0  Full 199843     14-AUG-98
     2    /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f             0  Full 199843     14-AUG-98

オブジェクトまたはその他の条件で限定して、コピーおよびバックアップのリストを生成すオブジェクトまたはその他の条件で限定して、コピーおよびバックアップのリストを生成すオブジェクトまたはその他の条件で限定して、コピーおよびバックアップのリストを生成すオブジェクトまたはその他の条件で限定して、コピーおよびバックアップのリストを生成す
る方法る方法る方法る方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcvcat

2. オブジェクトで限定するには、of listObjList条件を指定した上で、list copyまたは list 
backupを使用する。たとえば、次のように入力します。

list backup of database;     # lists backups of all files in database
list copy of datafile '/oracle/dbs/tbs_1.f'; # lists copy of specified datafile
list backup of tablespace SYSTEM; # lists all backups of SYSTEM tablespace
list copy of archivelog all;  # lists all archived redo logs and copies of logs
list backup of controlfile; # lists all control file backups

タグ、デバイス・タイプ、ファイル名のパターンまたは時間オプションを組み合わせ
て、検索を限定することもできます。たとえば、次のように入力します。

list backup tag 'weekly_full_db_backup';    # by tag 
list copy of datafile '/oracle/dbs/tbs_1.f' type 'sbt_tape';   # by type 
list backup like '/oracle/backup/tbs_4%';    # by filename pattern 
list backup of archivelog until time 'SYSDATE-30';   # by time 
list copy of datafile 2 completed between '10-DEC-1998' and '17-DEC-1998'; # by 
time   

3. 出力をチェックする。ここでは、datafile 1 のコピーのリストのサンプル出力を示し
ます。

RMAN> list copy of datafile 1;

RMAN-03022: compiling command: list

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time        Name
------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------
3       1    A 18-DEC-98       114148     18-DEC-98       
/vobs/oracle/dbs/df1.bak
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レポートの生成
関連項関連項関連項関連項目目目目 : listObjListの構文は、11-85ページの「listObjList」を参照してください。list出力
の列にはさまざまな種類があります。それぞれの説明は、11-78ページの「List Output」を
参照してください。

レポレポレポレポーーーートのトのトのトの生生生生成成成成
RMANメタデータからさらに詳しい情報を取得する場合は、レポートを生成します。次の
ような事柄を調べるには、reportコマンドを使用します。

■ どのファイルのバックアップが必要か ?

■ 最近バックアップがとられていないのはどのファイルか ?

■ 回復不能とされたファイルはどれか ?

■ 不要なバックアップまたはコピーはどれか ?　それは削除可能か ?

■ 過去のある時点でのデータベースの物理スキーマは何であったか ?

■ どのバックアップおよびコピーがディスクにあるか ?　また、テープにあるのはどれか ?

レポートから得た情報は、バックアップおよび回復計画を策定する上で非常に重要です。具
体的には、report need backupコマンドおよび report unrecoverableコマンドを定期的に使
用して次のようにします。

■ 回復に必要なバックアップが利用できるようにする。

■ 回復が妥当な時間内で完了するようにする。つまり、平均回復時間（MTTR）を最小限
に抑えるようにする。

バックアップが必要なオブジェクトのレポートの作成バックアップが必要なオブジェクトのレポートの作成バックアップが必要なオブジェクトのレポートの作成バックアップが必要なオブジェクトのレポートの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込むには、起動時にファイルを指定します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

注注注注意意意意 : レポートの正確性を期すために、RMANメタデータは現行のもの
を使用する必要があります。また、change、uncatalogおよび crosscheck
の各コマンドを適切に使用し、すべてのバックアップおよびコピーが正し
いものとなるよう更新する必要もあります。RMANのメタデータのメン
テナンス方法は、6-4ページの「RMANメタデータのメンテナンス」 を参
照してください。
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2. 必要に応じて、crosscheckコマンドを発行し、バックアップの状態を更新する。
change ... crosscheckコマンドを発行すると、イメージ・コピーの状態を更新できます
（主キーを使用してイメージ・コピーを指定する場合は、listコマンドを発行すると主
キーが取得できます）。

クロスチェック・セッションの例を次に示します。

# must allocate maintenance channel for crosscheck 
allocate channel for maintenance type disk;
crosscheck backup;  # crosschecks all backups
change datafile copy 100,101,102,103,104,105,106,107 crosscheck; # specified by 
key
change archivelog copy 50,51,52,53,54 crosscheck;  # specified by key
release channel;

3. need backupオプションを使用して、どのデータ・ファイルに新規バックアップが必要
かを識別し、日数のしきい値または増分バックアップ数のしきい値でレポートの範囲を
限定する。RMANは、daysパラメータの値よりも古いバックアップは、すべて新規
バックアップを必要としているものとして認識します。バックアップを回復するために
は、アーカイブ REDOログ数と同じ daysが必要となるためです。

たとえば、次のように入力します。

report need backup days = 7 database;  # needs at least 7 days of logs to 
recover
report need backup days = 30 tablespace system;
report need backup days = 14 datafile '/oracle/dbs/tbs_5.f';

incrementalパラメータも指定できます。データ・ファイルの完全な回復のために、指
定した数より多くの増分バックアップが必要な場合、RMANはそのデータ・ファイル
に新規のバックアップが必要であるものとみなします。たとえば、次のように入力しま
す。

report need backup incremental = 1 database; 
report need backup incremental = 3 tablespace system;
report need backup incremental = 5 datafile '/oracle/dbs/tbs_5.f';

4. レポートをチェックし、新規バックアップが必要なデータ・ファイルをバックアップす
る。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : report出力の列見出しにはさまざまな種類があります。それぞれの説明は、
11-107ページの「Report Output」を参照してください。

不要なバックアップのレポートの作成不要なバックアップのレポートの作成不要なバックアップのレポートの作成不要なバックアップのレポートの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat
7-6 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



レポートの生成
出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f' 

2. 必要に応じて、crosscheckコマンドを発行し、バックアップの状態を更新する。
change ... crosscheckコマンドを発行すると、イメージ・コピーの状態を更新できます
（主キーを使用してコピーを指定する場合は、listコマンドを発行すると主キーが取得で
きます）。

allocate channel for maintenance type disk;
crosscheck backup;
change datafile copy 100,101,102,103,104,105,106,107 crosscheck;
change archivelog copy 50,51,52,53,54 crosscheck;
release channel;

3. 回復に不要とされたバックアップを、obsoleteオプションを使用して識別する。
redundancyパラメータを使用すると、バックアップまたはコピーの冗長性の最低レベ
ルを指定できます（このパラメータを指定しない場合の redundancyのデフォルト値は
1です）。 

データ・ファイルのコピーは、少なくとも integerで指定した数以上の、このファイルの
最新のバックアップが存在する場合には不要と判断されます。データ・ファイル・バッ
クアップ・セットは、そのバックアップ・セットに含まれた各ファイルの最新のバック
アップまたはイメージ・コピーが、少なくとも integerで指定した数以上存在する場合に
は不要と判断されます。たとえば、次のように入力します。

# Lists backups or copies that have at least 2 more recent backups or copies
report obsolete redundancy = 2; 

指定した時間、SCNまたはログ順序番号以前の最新のバックアップ・セットまたはコ
ピーに対して冗長性チェックを実行する場合は、untilClauseを使用します。

# Obsolete if there are at least 2 copies/backupss that are no more than 2 weeks 
old.  
report obsolete redundancy = 2 until time 'SYSDATE-14';  
report obsolete until scn 1000;
report obsolete redundancy = 3 until logseq = 121 thread = 1; 

4. 現行のインカーネーションの直接の親元でないインカーネーションに属しているため使
用できなくなっているバックアップおよびコピーを、orphanオプションを使用してリ
スト表示する。 

report obsolete orphan;

孤立したバックアップの説明は、4-22ページの「孤立したバックアップのレポート作
成」を参照してください。
Recovery Managerによるリストおよびレポートの生成 7-7
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5. レポートをチェックし、不要なバックアップを削除する。 

RMAN> report obsolete;
 

RMAN-03022: compiling command: report
Report of obsolete backups and copies
Type                 Recid  Stamp     Filename
-------------------- ------ --------- --------------------------
Backup Set           4      345390311
Backup Piece         4      345390310 /oracle/dbs/04a9cf76_1_1

RMAN> allocate channel for delete type disk;
 
RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: delete
RMAN-08500: channel delete: sid=11 devtype=DISK
 
RMAN> change backuppiece '/oracle/dbs/04a9cf76_1_1' delete;
 
RMAN-03022: compiling command: change
RMAN-03023: executing command: change
RMAN-08073: deleted backup piece
RMAN-08517: backup piece handle=/oracle/dbs/04a9cf76_1_1 recid=4 stamp=345390310
RMAN-03023: executing command: partial resync
RMAN-08003: starting partial resync of recovery catalog
RMAN-08005: partial resync complete

回復不能なバックアップのレポートの作成回復不能なバックアップのレポートの作成回復不能なバックアップのレポートの作成回復不能なバックアップのレポートの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f' 

2. reportコマンドの unrecoverableオプションを使用して、最後のバックアップ以後、回
復不能操作が行われたオプジェクトを含むデータ・ファイルはどれであるかを確認す
る。

report unrecoverable database; # Examines all datafiles.
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指定した時点のデータベース・スキーマのレポートの作成指定した時点のデータベース・スキーマのレポートの作成指定した時点のデータベース・スキーマのレポートの作成指定した時点のデータベース・スキーマのレポートの作成  

過去のある時点、SCNまたはログ順序番号のデータベース・スキーマのレポートを作成する
には、リカバリ・カタログを使用する必要があります。 

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f' 

2. report schemaを発行し、現行の状態のターゲット・データベースの全データ・ファイ
ルおよび表領域のリストを取得する。

report schema;

untilClauseを使用して、過去のある時点、SCNまたはログ順序番号を指定する。

report schema at time 'SYSDATE-14'; 
report schema at scn 1000;
report schema at logseq 100; 

3. 出力をチェックする。サンプル出力を次に示します。 

RMAN> report schema at scn 1000;
RMAN-03022: compiling command: report

Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         35840 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f

回復する時点のデータベースのスキーマがわかるため、この種の情報は不完全回復に役
立ちます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : reportコマンドの構文は、11-103ページの「report」を参照してください。listコ
マンドの構文は、11-76ページの「list」を参照してください。
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リストとレポートの例
リスリスリスリストトトトとレとレとレとレポポポポートートートートのののの例例例例
レポートおよびリスト生成の例を次にいくつか挙げます。

■ バックアップおよびコピーのリストの作成

■ リストを使用した不要なバックアップおよびコピーの判別

■ バックアップの必要なデータ・ファイルのレポート

■ 回復不能データ・ファイルのレポート

■ 不要なバックアップおよびコピーのレポート

■ 不要なバックアップの削除

■ データベース・スキーマの履歴レポートの生成

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーののののリリリリスススストトトトのののの作作作作成成成成
リカバリ・カタログの内容について問い合せるには、listコマンドを使用します。リカバ
リ・カタログを使用していない場合は、これによってターゲット・データベースの制御ファ
イルの内容を問合せできます。リストを修飾するパラメータは複数あります。

次の例では、1998年 11月 1日以降に作成された、表領域 TBS_1のデータ・ファイルの全
バックアップをリスト表示します。

list backup of tablespace tbs_1 completed before 'Nov 1 1998 00:00:00';

次の例では、メディア管理デバイス上のバックアップ・セットまたはプロキシ・コピーをす
べてリスト表示します。

list backup of database device type 'sbt_tape';

次の例では、copy サブ・ディレクトリ内のタグ weekly_df2__copy を使用して、
datafile 2 の全コピーをリスト表示します。

list copy of datafile 2 tag weekly_df2_copy like '/copy/%';

次の例では、リカバリ・カタログに登録されたデータベース・インカーネーションをすべて
リスト表示します。

list incarnation of database;

リリリリスススストトトトをををを使使使使用用用用ししししたたたた不不不不要要要要ななななババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーのののの判判判判別別別別
削除可能なバックアップおよびコピーを判別するには、listコマンドを使用します。たとえ
ば、11月 2日にデータベースのフル・バックアップを作成し、このデータベースをそれより
前の日付に回復する必要がないことがわかっている場合に、次のレポートにリスト表示され
たバックアップおよびイメージ・コピーは削除できます。
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list backup of database completed before 'Nov 1 1998 00:00:00';
list copy completed before 'Nov 1 1998 00:00:00';

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの必必必必要要要要ななななデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののレレレレポポポポーーーートトトト
データベース内のデータ・ファイルのうち、現行の状態に回復するために 3つ以上の増分
バックアップを適用する必要があるデータ・ファイルをすべて表示するには、次のコマンド
を使用します。

report need backup incremental 3 database;

次のコマンドは、5日間以上バックアップ（全体または増分）を作成していない、表領域
SYSTEMの全データ・ファイルがレポートされます。

report need backup days 5 tablespace system;

次のコマンドは、2つ以上のバックアップまたはコピーがテープに格納されていないために、
バックアップが必要となっているデータ・ファイルは 1～ 5のうちどれかをレポートしま
す。

report need backup redundancy 2 datafile 1,2,3,4,5 device type 'sbt_tape';

回回回回復復復復不不不不能能能能デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののレレレレポポポポーーーートトトト
次の例では、テープ上のデータ・ファイルのうち、最新の完全または増分バックアップ後に
行われた変更が記録されていないために、新規バックアップが必要となっているものをすべ
てレポートします。

report unrecoverable database device type 'sbt_tape';

不不不不要要要要ななななババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーののののレレレレポポポポーーーートトトト
次のコマンドは、ディスク上のバックアップおよびコピーのうち、最新バックアップまたは
コピーがすでに 3つ以上使用可能になっているために、不要と判断されたものをすべてレ
ポートします。

report obsolete redundancy 3 device type disk;

次のコマンドは、テープ上のバックアップのうち、1週間以内に作成されたバックアップが
少なくともすでに 2つ存在するため、不要と判断されたものをすべてレポートします。

report obsolete redundancy 2 until time 'SYSDATE-7' device type 'sbt_tape';

次のコマンドは、現行のインカーネーションの直接の親元でないインカーネーションに属し
ているため、不要と判断されたデータ・ファイルをレポートします。

report obsolete orphan;
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たとえば、インカーネーション Aとインカーネーション Bという、2つの子を有する親イン
カーネーションで、インカーネーション Bが現行のインカーネーションであるとすると、A
の子は親のない孤立した状態となります。

不不不不要要要要ななななババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの削削削削除除除除
ここでは、次にのものを削除すると仮定します。

■ 最新のコピーが少なくとも 2つあるデータ・ファイル・コピー。

■ バックアップ・セットに含まれた、各データ・ファイルの最新のバックアップまたはイ
メージ・コピーが、少なくとも 2つあるデータ・ファイル・バックアップ。

1. 冗長性を 2に設定してレポートを生成する。

report obsolete redundancy 2;

RMAN-03022: compiling command: report
Report of obsolete backups and copies
Type                 Recid  Stamp     Filename
-------------------- ------ --------- --------------------------
Datafile Copy        23     345392880 /vobs/oracle/dbs/tbs_01.copy
Datafile Copy        22     345392456 /vobs/oracle/dbs/tbs_01_copy.f
Backup Set           31     345552065
Backup Piece         31     345552061 /vobs/oracle/dbs/0va9hd5o_1_1
Backup Set           23     345399397
Backup Piece         23     345399391 /vobs/oracle/dbs/0ma9co2p_1_1
Backup Set           20     345397468
Backup Piece         20     345397464 /vobs/oracle/dbs/0ka9cm6l_1_1

2. change ... deleteコマンドを、コピーおよびバックアップに対して発行する。主キーを
取得するには、ファイル名を使用するか、または listコマンドを発行します。

allocate channel for delete type disk;
change backuppiece '/vobs/oracle/dbs/0va9hd5o_1_1', '/vobs/oracle/dbs/0ma9co2p_
1_1',
   '/vobs/oracle/dbs/0ka9cm6l_1_1' delete;
change datafilecopy '/vobs/oracle/dbs/tbs_01.copy', '/vobs/oracle/dbs/tbs_01_
copy.f' 
   delete;
release channel;

3. 必要に応じて、SQL*Plusセッションを開始して、リカバリ・カタログ・ビューに対し
て問合せを行い、コピーおよびバックアップ・ピースの状態が deletedに変更されたか
チェックする（list出力には、deleted状態のファイルは表示されません）。

SQL> SELECT handle FROM rc_backup_piece WHERE status = 'D';
SQL> SELECT name FROM rc_datafile_copy WHERE status = 'D';
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デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・ススススキキキキーーーーママママのののの履履履履歴歴歴歴レレレレポポポポーーーートトトトのののの生生生生成成成成
次のコマンドは、現在、1週間前、2週間前、1か月前の各データベース・スキーマをレポー
トします。

report schema;
report schema at time 'SYSDATE-7';
report schema at time "TO_DATE('12/20/98','MM/DD/YY')";

次のコマンドは、SCN953のデータベース・スキーマをレポートします。

report schema at scn 953;

次のコマンドは、スレッド 2のログ順序番号 12のデータベース・スキーマをレポートしま
す。

report schema at logseq 12 thread 2;
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Recovery Managerでのバックアップおよびコピ
8

Recovery Manager ででででののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび

ココココピピピピーーーーのののの作作作作成成成成

この章では、Recovery Managerを使って、バックアップおよびコピーの操作を管理する方
法を説明します。項目は次のとおりです。

■ バックアップの作成

■ イメージ・コピーの作成

■ バックアップおよびコピー処理の監視

■ バックアップおよびコピーの例
ーの作成 8-1



バックアップの作成
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププの作の作の作の作成成成成
次に示すオブジェクトをバックアップするには、RMANの backupコマンドを使用します。

■ データベース（全データ・ファイルおよび現行の制御ファイル）

■ 表領域

■ データ・ファイル（現行またはイメージ・コピー）

■ アーカイブ REDOログ

■ 制御ファイル（現行またはイメージ・コピー）

RMANは、これらのファイルをバックアップする際、1つ以上のバックアップ・セットにま
とめます。backupコマンドに対しては、バックアップ・ピースのファイル名、各セットに
組み込むファイル数、そして各入力ファイルで操作するチャネルを指定するためのパラメー
タを設定できます。

RMANバックアップは、データベースがオープンされているときでもクローズされている
ときも作成できます。クローズ状態のバックアップが、一貫性バックアップになるか非一貫
性バックアップになるかは、データベースの停止の方法によって異なります。オープン状態
のバックアップは、必ず非一貫性のバックアップとなります。一貫性バックアップは、回復
を実行することなく復元できます。非一貫性バックアップは、復元時になんらかのメディア
回復が必要となります。ただしその他の点では、一貫性バックアップと同様に有効です。

RMANバックアップは、さらに全体バックアップと増分バックアップに分けられます。全
体バックアップとは非増分のバックアップです。すなわち、使用済みのブロックがすべて
バックアップされます。

この項では、次の手順について説明します。

■ 一貫性バックアップおよび非一貫性バックアップの作成

■ 全体データベース・バックアップの作成

■ 表領域およびデータ・ファイルのバックアップ

■ 制御ファイルのバックアップ

■ アーカイブ REDOログのバックアップ

■ 増分バックアップの作成

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RMANバックアップの概要は、4-28ページの「バックアップ・セット」を参照し
てください。backupコマンドの構文は、11-21ページの「backup」を参照してください。
RMANバックアップの各タイプの説明は、4-36ページの「バックアップ・タイプ」を参照
してください。
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一一一一貫貫貫貫性性性性ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび非非非非一一一一貫貫貫貫性性性性ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの作作作作成成成成
この章では、データベースがオープン状態のとき、またはクローズ状態のときの、バック
アップの作成手順について説明します。クローズ状態のバックアップには、一貫性バック
アップと非一貫性バックアップの 2通りがあります。オープン状態のバックアップは、非一
貫性バックアップのみです。Oracleでは、NOARCHIVELOGモードでの非一貫性バック
アップは不可能であることに注意してください。

一貫性バックアップを作成する場合、データベースは次のようになっている必要がありま
す。

■ マウントされているがオープンされていない。 

■ 最後にオープンされたときに、クラッシュまたは異常終了していない。

これらの条件が満たされていない場合、そのバックアップは非一貫性バックアップとなりま
す。

全全全全体体体体デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの作作作作成成成成
データベースをクローズしても差し支えない場合は、クローズ状態のデータベース全体の一
貫性バックアップを作成することをお薦めします。データベースを停止できない場合はオー
プン・バックアップのみ作成可能です。 

全体データベース・バックアップの作成全体データベース・バックアップの作成全体データベース・バックアップの作成全体データベース・バックアップの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込むには、起動時にファイルを指定します。たとえば、次
のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log /oracle/log/mlog.f

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていたことを確認してからデー
タベースをマウントする（ただしオープンしない）。データベースがオープンされてい
る場合、またはマウント状態でも前回オープンされたときに正しく停止されていなけれ
ば、非一貫性バックアップとなります。

3. type diskのチャネル、または type 'sbt_tape'チャネルを 1つ以上割り当てる。この例で
は、全データ・ファイルおよび制御ファイルをバックアップします。ここでは format
パラメータを指定していません。したがって、RMANは、各バックアップ・ピースに
一意の名前を自動的に割り当て、これらをポート固有のデフォルトの位置に格納します
（UNIXの場合は $ORACLE_HOME/dbs）。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
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     backup database;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT'; # archives current redo log
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL'; # archives all un-archived redo logs
}

必要に応じて、formatパラメータを使用して、バックアップ・ピースのファイル名を指
定します。たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database
     format '/oracle/backup/%U';  # %U generates a unique filename
}

必要に応じて、tagパラメータを使用して、バックアップ・ピースのタグを指定します。
たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database
     tag = 'weekly_backup';   # gives the backup a tag identifier
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・ピースのリスト
を表示する。

表表表表領領領領域域域域おおおおよよよよびびびびデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
表領域およびデータ・ファイルのバックアップは、データベースがオープン状態のときでも
クローズ状態のときでも実行できます。オープン・データベース・バックアップは、必ず非
一貫性バックアップとなることに注意してください。ALTER DATABASE BEGIN BACKUP
は、オンライン表領域バックアップの作成前には発行しないでください。

表領域のバックアップ表領域のバックアップ表領域のバックアップ表領域のバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていたことを確認してからデー
タベースをマウントする（ただしオープンしない）。データベースがオープンまたはマ
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ウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていなければ、非一貫
性バックアップとなります。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、3つの
表領域と制御ファイルをバックアップします。その際、filespersetパラメータを使用し
て、各バックアップ・セットに 4つ以上のデータ・ファイルが組み込まれないよう指定
しています。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     backup filesperset = 3
       tablespace inventory, sales
       include current controlfile;
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・ピースのリスト
を表示する。

データ・ファイルのバックアップデータ・ファイルのバックアップデータ・ファイルのバックアップデータ・ファイルのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていたことを確認してからデー
タベースをマウントする（ただしオープンしない）。データベースがオープンまたはマ
ウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていなければ、非一貫
性バックアップとなります。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、デー
タ・ファイル 1～ 6と制御ファイルのイメージ・コピーをバックアップします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup
       (datafile 1,2,3,4,5,6
       filesperset 3)
       datafilecopy '/oracle/copy/tbs_1_c.f';
}
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4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・ピースのリスト
を表示する。

データ・ファイル・コピーのバックアップデータ・ファイル・コピーのバックアップデータ・ファイル・コピーのバックアップデータ・ファイル・コピーのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンする。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、デー
タ・ファイル・コピー df1.copy をテープにバックアップします。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup datafilecopy '/oracle/copy/df1.copy';
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・ピースのリスト
を表示する。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
制御ファイルのバックアップは、データベースがオープン状態のときもクローズ状態のとき
も作成できます。RMANは、スナップショット制御ファイルを使用して、読取り一貫性を
確保します。 

全体データベース・バックアップには、現行の制御ファイルが自動的に含まれます。ただ
し、現行の制御ファイルには、全体データベース・バックアップのレコードは含まれていま
せん。全体データベース・バックアップのレコードを含む制御ファイル・バックアップを取
得するには、全体データベース・バックアップを実行した後で、制御ファイルのバックアッ
プを作成します。

include current controlfileオプションを指定すれば、どのようなバックアップにも制御ファ
イルのバックアップを含めることができます。

現行の制御ファイルのバックアップ現行の制御ファイルのバックアップ現行の制御ファイルのバックアップ現行の制御ファイルのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat
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出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンする。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、現行
の制御ファイルをテープにバックアップし、さらにタグを使用します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup current controlfile
     tag = mondayPMbackup;
}

4. 必要に応じて、listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・
ピースのリストを表示する。

制御ファイル・コピーのバックアップ制御ファイル・コピーのバックアップ制御ファイル・コピーのバックアップ制御ファイル・コピーのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンする。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、制御
ファイル・コピー '/oracle/copy/cf.f' をバックアップします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f';
}

4. 必要に応じて、listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・
ピースのリストを表示する。

現行の制御ファイルの別のバックアップへの組込み現行の制御ファイルの別のバックアップへの組込み現行の制御ファイルの別のバックアップへの組込み現行の制御ファイルの別のバックアップへの組込み  

バックアップ・オブジェクトを指定した後、include current controlfileオプションを指定し
ます。たとえば、次のコマンドは、表領域 FOOをバックアップし、このバックアップに現
行の制御ファイルを含めます。
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run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup tablespace foo 
       include current controlfile;
}

アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
アーカイブ REDOログは、正常な回復の鍵となるものです。バックアップを定期的に行っ
てください。 

backupコマンドに delete inputオプションを指定すると、バックアップの済んだアーカイ
ブ REDOログが削除されます。したがって、アーカイブ・ログをテープにバックアップす
ることと、古いログは消去してディスク領域を空けることを、1つのステップで実行できま
す。

一連のアーカイ一連のアーカイ一連のアーカイ一連のアーカイブブブブ REDOログをバックアップするにはログをバックアップするにはログをバックアップするにはログをバックアップするには  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンする。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、アー
カイブ REDOログをすべてテープにバックアップし、ディスクから削除します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog all         # Backs up all archived redo logs.    
       delete input;               # Optionally, delete the input logs
}

時間、SCNまたはログ順序番号で、アーカイブ REDOログの範囲を指定することもで
きます。この例では、8～ 29日前に作成されたすべてのアーカイブ・ログをバックアッ
プします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup archivelog 
       from time 'SYSDATE-30' until time 'SYSDATE-7';
}
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バックアップの作成
4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・ピースのリスト
を表示する。

増増増増分分分分ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの作作作作成成成成
一貫性、非一貫性増分バックアップは、データベース、個別の表領域またはデータ・ファイ
ルに対して行うことができます。ここでは、正しく停止したデータベースの増分バックアッ
プの作成手順を説明します。

一貫性増分バックアップの作成一貫性増分バックアップの作成一貫性増分バックアップの作成一貫性増分バックアップの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていたことを確認してからデー
タベースをマウントする（ただしオープンしない）。データベースがオープンまたはマ
ウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていなければ、非一貫
性バックアップとなります。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行する。この例では、レベ
ル 0のデータベースのバックアップを作成します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup 
       incremental level = 0
       database;
}

この例では、差分レベル 1で、SYSTEM表領域およびデータ・ファイル sales.f の
バックアップを作成します。この場合、レベル 1またはレベル 0の最新のバックアップ
後に変更されたデータ・ブロックのみがバックアップされます。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup 
       incremental level = 1
       tablespace system
       datafile '/oracle/dbs/sales.f';
}

この例では、累積レベル 2で、表領域 TBS_2のバックアップを作成します。この場合、
レベル 1またはレベル 0の最新のバックアップ後に変更されたデータ・ブロックのみが
バックアップされます。

run { 
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イメージ・コピーの作成
     allocate channel ch1 type disk;
     backup 
       incremental level = 2 cumulative  # specify cumulative option
       tablespace tbs_1;
}

4. 必要に応じて、listコマンドを発行して、バックアップ・セットおよびバックアップ・
ピースのリストを表示する。

イメイメイメイメーーーージ・ジ・ジ・ジ・ココココピーピーピーピーのののの作成作成作成作成
ほとんどの場合、バックアップを作成するよりコピーを作成する方がよりよい選択です。コ
ピーは RMAN専用の形式にならず、追加処理を行わずに使用するのに適しているためです。
これに対して、バックアップ・セットは、restoreコマンドで処理を実行しないと使用でき
ません。したがって、メディア回復は、データ・ファイル・コピーに対しては実行できて
も、バックアップ・セットに対しては直接実行できません。これはバックアップ・セットに
含まれているデータ・ファイルが 1つのみで、かつ 1つのバックアップ・ピースで構成され
ている場合も同じです。 

イメージ・コピーを作成するには、copyコマンドを使用します。RMANは、出力ファイル
を常にディスクに書き込みます。コピーが可能なタイプのファイルは次のとおりです。

■ データ・ファイル（現行またはコピー）

■ アーカイブ REDOログ

■ 制御ファイル（現行またはコピー）

全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていたことを確認してからデー
タベースをマウントする（ただしオープンしない）。データベースがオープンまたはマ
ウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていなければ、非一貫
性バックアップとなります。

注注注注意意意意 : 増分コピーは作成できませんが、levelパラメータを使用して、コ
ピーを今後の増分バックアップ・セットの基礎とすることは可能です。
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3. データベースの現行のスキーマのレポートを生成する。

RMAN> report schema;
 
RMAN-03022: compiling command: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         35840 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_12.f

4. データ・ファイルをすべてコピーし、現行の制御ファイルを組み込む。たとえば、次の
ように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     copy 
       datafile 1 to '/oracle/copy/df_1.f',
       datafile 2 to '/oracle/copy/df_2.f',
       datafile 3 to '/oracle/copy/df_3.f',
       datafile 4 to '/oracle/copy/df_4.f',
       current controlfile to '/oracle/copy/cf.f';
}

5. list copyコマンドを発行して、コピーのリストを表示する。

データ・ファイル、アーカイデータ・ファイル、アーカイデータ・ファイル、アーカイデータ・ファイル、アーカイブブブブ REDOログおよび制御ファイルのコピーログおよび制御ファイルのコピーログおよび制御ファイルのコピーログおよび制御ファイルのコピー  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていたことを確認してからデー
タベースをマウントする（ただしオープンしない）。データベースがオープンまたはマ
ウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていなければ、非一貫
性バックアップとなります。

3. 必要なデータ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルをコピーする。た
とえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     # allocate multiple channels for parallelization. For parallelization, 
issue one
     # copy command rather than multiple copy commands.
     allocate channel ch2 type disk;
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     allocate channel ch3 type disk;
     copy 
       # copy datafiles and datafile copies
       datafile '/oracle/dbs/tbs_8.f' to '/oracle/copy/df_8.f',
       datafilecopy '/oracle/copy/df_2.cp' to '/oracle/dontouch/df_2.f',
       datafilecopy tag = 'weekly_df1_copy' to '/oracle/copy/df_1.f',

       # copy archived redo logs
       archivelog '/oracle/arc_dest/arcr_1_1.arc' to '/oracle/copy/arcr_1_
1.arc',
       archivelog '/oracle/arc_dest/arcr_1_2.arc' to '/oracle/copy/arcr_1_
2.arc',

       # copy a control file copy
       controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f' to '/oracle/dontouch/cf.f';
}

4. list copyコマンドを発行して、コピーのリストを表示する。

バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププおよおよおよおよびびびびコピコピコピコピーーーー処処処処理理理理の監の監の監の監視視視視
バックアップまたはコピー処理を行うサーバー・セッションが、現在何を実行しているかを
調べる必要があります。RMANでは、次のチェックを実行することができます。

■ サーバー・セッションとチャネルの関連付け

■ 進行状況の監視

■ パフォーマンスの監視

ササササーーーーババババーーーー・・・・セセセセッッッッシシシショョョョンンンンととととチチチチャャャャネネネネルルルルのののの関関関関連連連連付付付付けけけけ
どのサーバー・セッションがどの RMANチャネルに対応しているかを調べるには、
command idパラメータを指定した setコマンドを使用します。command idパラメータは、
指定した文字列を、V$SESSION動的パフォーマンス・ビューの CLIENT_INFO列に入力す
るものです。サーバー・セッションとチャネルを関連付けるには、V$SESSIONと
V$PROCESSを使用します。

V$SESSIONの CLIENT_INFO列には、Recovery Managerの各サーバー・セッションの情
報が表示されます。このデータは、次のいずれかの形式で表示されます。

■ id=string 

この形式は、RMANによって確立されたターゲット・データベースへの最初の接続に
ついて使用されます。

■ id=string、ch=channel_id

この形式は、割り当てられたすべてのチャネルについて使用されます。
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V$PROCESSの SPID列には、O/Sのプロセス番号が示されます。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : V$SESSIONおよび V$PROCESSの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュア
ル』を参照してください。

バックアップ時のプロセスとチャネルの関連付けバックアップ時のプロセスとチャネルの関連付けバックアップ時のプロセスとチャネルの関連付けバックアップ時のプロセスとチャネルの関連付け  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当て、command idパラメータを設定した後、必要なオブジェクトを
バックアップする。たとえば、次のように入力します。

run {
     allocate channel t1 type disk;
     allocate channel t2 type disk;
     set command id to 'rman';
     backup 
       incremental level 0
       filesperset 5
       tablespace 'SYSTEM';
     # optionally, issue a host command to access the O/S prompt
     host;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';
}

3. RMANジョブの実行中に、SQL*Plusセッションを開始し、V$SESSIONと
V$PROCESSのビューに問合せを行う。たとえば、次のように入力します。

SELECT sid, spid, client_info 
FROM v$process p, v$session s 
WHERE p.addr = s.paddr 
AND client_info LIKE '%id=rman%';

SID        SPID      CLIENT_INFO  
---------- --------- -----------------------------------------------------------
8          21973     id=rman  
16         22057     id=rman    
17         22068     id=rman,ch=t1 
18         22070     id=rman,ch=t2  

  

関連項関連項関連項関連項目目目目 : set command idの構文は、11-134ページの「set_run_option」を参照してくださ
い。
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バックアップおよびコピーの例
進進進進行行行行状状状状況況況況のののの監監監監視視視視
バックアップ、コピーおよび復元の進行状況を監視するには、ビュー V$SESSION_
LONGOPSに問合せを行います。

バックアップ、復元またはコピーを実行する各サーバー・セッションは、復元の各特定の部
分処理に要する全作業量に対する進行状況をレポートします。たとえば、2つのチャネルを
使用して復元を行い、チャネルごとにバックアップ・セットを 2つずつ（合計 4セット）復
元する場合は、それぞれのサーバー・セッションによって、1つのセットの経過についての
進行状況のレポートが行われます。そのセットが完全に復元された後、RMANは、次に復
元するセットについて、進行状況のレポートを開始します。

この情報は、次の SQL文を使用して問い合せます。

SELECT sid, serial#, context, sofar, totalwork
       round(sofar/totalwork*100,2) "% Complete",
FROM v$session_longops
WHERE opname LIKE 'RMAN:%' 
AND opname NOT LIKE 'RMAN: aggregate%';

関連項関連項関連項関連項目目目目 : V$SESSION_LONGOPSの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照
してください。進行状況およびパフォーマンス情報の詳細は、V$BACKUP_SYNC_IOおよ
び V$BACKUP_ASYNC_IOを参照してください。

パパパパフフフフォォォォーーーーママママンンンンススススのののの監監監監視視視視
バックアップおよび復元のパフォーマンスを監視するには、V$BACKUP_SYNCおよび
V$BACKUP_ASYNC_IOに問合せを行います。これらのビューの内容、およびこれらを使用
したバックアップ・パフォーマンスの調整方法の詳細は、『Oracle8i チューニング』を参照
してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : これらのビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してくだ
さい。

バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププおよおよおよおよびびびびコピコピコピコピーーーーのののの例例例例
バックアップおよびコピーを行う際の使用例を次に示します。

■ バックアップの必要なデータ・ファイルのレポート

■ データベースのバックアップ時のファイルのスキップ

■ バックアップの複数ディスク・ドライブへの分散

■ 大規模データベースの複数のファイル・システムへのバックアップ

■ バックアップ・セットのサイズ指定

■ バックアップにおけるデータ・ファイルの多重化
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■ アーカイブ REDOログのバックアップ

■ アーカイブ REDOログの複数のコピーのバックアップおよび削除

■ 差分増分バックアップの実行

■ 累積増分バックアップの実行

■ バックアップ・セットの二重化

■ バックアップ・セットのパラレル化

■ NOARCHIVELOGモードでのバックアップ

■ パラレル・サーバー環境でのバックアップ

■ O/Sコピーのカタログ化

■ バックアップおよびコピーのメンテナンス

■ バックアップおよびコピー時のエラー処理

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの必必必必要要要要ななななデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののレレレレポポポポーーーートトトト
データベース内のデータ・ファイルのうち、現行の状態に回復するために 6つ以上の増分
バックアップを適用する必要があるデータ・ファイルをすべて表示するには、次のコマンド
を使用します。

report need backup incremental 6 database;

次のコマンドは、5日間以上バックアップ（全体または増分）していない、表領域 SYSTEM
の全データ・ファイルをレポートします。

report need backup days 5 tablespace system;

デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ時時時時ののののフフフファァァァイイイイルルルルののののススススキキキキッッッッププププ
次の例（データベースは ARCHIVELOGモードで実行されていると仮定します）は、データ
ベースの一般的なバックアップ方法（オフラインの表領域はスキップする）を示していま
す。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup database
       skip readonly
       skip offline; 
}

読取り専用表領域のバックアップ作成が必要となるのは、読取り専用にした後の 1回のみで
す。skip readonlyオプションを使うと、読取り専用の表領域をスキップできます。skip 
offlineオプションを使用すると、backupはオフライン・データ・ファイルへのアクセスを
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試行しなくなります。このオプションは、オフライン・データ・ファイルが使用できない場
合に使用してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの複複複複数数数数デデデディィィィススススクククク・・・・ドドドドラララライイイイブブブブへへへへのののの分分分分散散散散
通常、テープへのバックアップを実行する場合、形式の指定は必要ありません。デフォルト
の%U変換変数によって、すべてのテープ・バックアップに一意のファイル名が付与される
ためです。ディスクへのバックアップの際、バックアップを複数のディスク・ドライブに分
散してパフォーマンスを向上させる場合は、形式を指定することができます。この場合、
ディスク・ドライブ 1つにつき 1つの diskチャネルを割り当て、形式文字列を allocate 
channelコマンドに指定します。形式の指定は、各ファイル名が別のディスクに割り当てら
れるよう行います。 

たとえば、次のように発行します。 

run { 
     allocate channel disk1 type disk format '/disk1/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk2 type disk format '/disk2/%d_backups/%U'; 
     backup database; 
} 

大大大大規規規規模模模模デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの複複複複数数数数ののののフフフファァァァイイイイルルルル・・・・シシシシスススステテテテムムムムへへへへののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
 この例では、40 GBのデータベースをディスクにバックアップするものとします。RMAN
は、ロー・ディスクへのバックアップを行わないため、複数のファイル・システムにバック
アップを分散する必要があります。そこで、各バックアップ・セットをほぼ同じサイズ
（10GB）にし、4つのファイル・システムにバックアップすることにしました。各バック
アップ・セットに 5つのバックアップ・ピースを組み込むため、各バックアップ・ピースを
2GB以下としようと考えています。

allocate channelコマンドの、formatパラメータを使用し、各チャネルがそれぞれ別のファ
イル・システムに書込みを行うよう設定することにしました。置換変数を使用して、各バッ
クアップ・ピースに一意の名前が付与されるようにします。たとえば、次の RMANスクリ
プトを使用すると、バックアップが 4つのファイル・システム（/fs1 、 /fs2 、 /fs3 、 
/fs4 ）に分散され、これらのディレクトリに 4つのバックアップ・セットが作成されます。
また、各バックアップ・セットがほぼ同じサイズになるよう、データ・ファイルがグループ
化されます。

run { 
     allocate channel fs1 type disk format='/fs1/%u.%p'; 
     allocate channel fs2 type disk format='/fs2/%u.%p'; 
     allocate channel fs3 type disk format='/fs3/%u.%p'; 
     allocate channel fs4 type disk format='/fs4/%u.%p'; 
 
     setlimit channel fs1 kbytes=2000000;  #limit file size to 2Gb 
     setlimit channel fs2 kbytes=2000000; 
     setlimit channel fs3 kbytes=2000000; 
     setlimit channel fs4 kbytes=2000000; 
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     backup database; 
}

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトののののササササイイイイズズズズ指指指指定定定定
バックアップを作成する際、RMANは、バックアップが必要なファイルの合計数を、割り
当てられたチャネル数で割り、各バックアップ・セットに配分するファイル数を算出しま
す。この計算結果を上書きし、各バックアップ・セットに組み込むファイル数を指定するに
は、filespersetパラメータおよび setsizeパラメータを使用します。

filespersetの使の使の使の使用用用用方方方方法法法法
filespersetパラメータを指定すると、RMANは filespersetの値と、自動的に算出された値
（ファイル数 /割り当てられたチャネル数）を比較し、いずれか低い方を選択します。これ
により、チャネルがすべて使用されます。backupSpec句で指定または暗黙指定したファイル
数が、filespersetより大きい場合（たとえば、filesperset= 4のときに、8つのファイルすべ
てがバックアップを必要としている場合）、RMANは複数のバックアップ・セットを作成
し、ファイルとバックアップ・セットの正当な比率を維持します。 

filespersetパラメータを指定しない場合、RMANは算出された値（ファイル数 /割り当て
られたチャネル数）を、デフォルト値である 64と比較し、いずれか低い方を選択します。
したがって、この場合もチャネルがすべて使用されます。ほとんどのアプリケーションに
とって、この 64というデフォルト値は高い値です。これよりも低い値を指定するか、また
は setsizeパラメータを使用して、バックアップ・セットのサイズを制限します。

RMANは、割り当てられたチャネルがすべて作業状態になるようバックアップ・セットを
常に作成しようとします。例外は、バックアップするファイルよりもチャネル数が多い場合
です。たとえば、RMANが 1つのデータ・ファイルをバックアップするときに、
filesperset= 1で、3つのチャネルが割り当てられている場合は、必然的に 2つのチャネルが
アイドル状態となります。

次の例では、バックアップをパラレル化し、1つのバックアップ・セットに 4つ以上のデー
タ・ファイルまたは 2つ以上のアーカイブ REDOログが含まれないように指定しています。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     allocate channel ch4 type disk;
     backup 
       datafile 1,2,3,4,5,9,10,11,12,15
         filesperset = 3
       archivelog all
         filesperset = 1;
}
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setsizeのののの使用方法使用方法使用方法使用方法
setsizeパラメータは、バックアップ・セットの最大サイズを、1K（1024バイト）単位で指
定します。したがって、バックアップ・セットを 2MBに制限するには、setsizeを 2000に
指定します。RMANは、すべてのバックアップ・セットをこのサイズに制限します。この
機能は、メディア・マネージャ構成で、1つのバックアップ・セットを 1つのテープよりも
大きくしないようにする場合に便利です。 

バックアップ・セットは、複数のテープ・ボリュームに分散せず、1つのテープ・ボリュー
ムに収まるよう構成してください。そのようにしないと、複数のボリュームのバックアッ
プ・セットで構成されるテープに障害が発生した場合、バックアップ・セット全体を失うこ
とになります。 

アーカイブ REDOログのバックアップの作成は、filespersetパラメータを使用するよりも
setsizeパラメータを使用した方が簡単です。この例では、アーカイブ REDOログをテープ
にバックアップしますが、サイズは 2MBに設定して、各バックアップ・セットが 1つの
テープ・ボリュームに収まるようにします。

run {
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape';
     backup setsize = 2000
       archivelog all;

}

データ・ファイルがストライプされている場合、または別々のディスクに分散している場合
で、かつ次のような処理を行うときも、setsizeパラメータを使用する方が、データ・ファイ
ルのバックアップが簡単になります。

■ 複数のデータ・ファイルの多重化が必要になる高帯域幅のテープ・ドライブを使用し
て、テープ・ドライブへの書込みを行う。

■ データベースをオープンしてバックアップを作成し、複数のディスク・スピンドルに
I/Oの負荷を分散して、オンライン処理のパフォーマンスを確保する。

たとえば、データ・ファイルが 4つに分割されている場合は、filespersetの設定を 4にする
と、各バックアップ・セットは 4つのディスク装置からデータの読取りを行うようになり、
結果として I/Oの負荷が分散されます。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププににににおおおおけけけけるるるるデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの多多多多重重重重化化化化
FOOという名称のデータベースをバックアップすると仮定します。条件は次のとおりです。

■ バックアップする際、テープ・ドライブを 3台使用できる。

■ 26のデータ・ファイルがこのデータベースに含まれている。 

■ データ・ファイルは多重化してバックアップするが、その際、バックアップ・セット 1
つにつき、4つのデータ・ファイルが含まれるようにする。
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filespersetは 4に設定します。テープ・ドライブへの書込み速度を一定に維持するにはこれ
で十分であると仮定しています。この例では、バックアップ・セットにデータ・ファイルを
どのようにグループ化するかは、考慮しないものとします。

次のコマンドを発行します。

create script foo_full {
   allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel t3 type 'SBT_TAPE';
   backup filesperset 4
   database format 'FOO.FULL.%n.%s.%p';
}

このバックアップ・スクリプトでは、すべてのデータ・ファイルと 制御ファイルを含めて、
データベース全体のバックアップが作成されます。バックアップ対象のファイルは 27個
（データ・ファイルが 26個と制御ファイルが 1個）あり、1つのバックアップ・セットの
ファイル数は最大 4個なので、Oracleは 7つのバックアップ・セットを作成します。バック
アップ・ピースのファイル名は、次のような形式になります。db_nameはデータベースの名
称、set_numはバックアップ・セットの番号、piece_numはバックアップ・ピースの番号を
それぞれ示します。

FOO.FULL.db_name.set_num.piece_num
# for example, a file may have the following name:
FOO.FULL.prod1.3.1

このジョブより前にリカバリ・カタログに記録されたバックアップ・セットはないものと仮
定すると、set_numの範囲は 1～ 7、piece_numは 1以上となります。 

SBT APIバージョン 2.0では、メディア・ベンダーによるバックアップ・ピースの最大サイ
ズ指定が可能です。これを指定すると、RMANが自動的にその制限に従うことに注意して
ください。

アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
アーカイブ REDOログのバックアップをテープに作成することもできます。時間、SCNま
たはログ順序番号で、アーカイブ REDOログの範囲を指定することが可能です。 

アーカイブ・ログの範囲を指定しても、RMANはその範囲内のすべての REDOのバック
アップをとるわけではありません。たとえば、最後のアーカイブ・ログが範囲の終わりより
前に終わっていることもあり、範囲内のログの 1つが欠けていることもあります。RMAN

注注注注意意意意 : 時間で範囲を指定する場合は、Recovery Managerを起動する前
に、NLS_LANG環境変数および NLS_DATE_FORMAT環境変数を設定し
てください。5-2ページの「NLS環境変数の設定」の項を参照してくださ
い。
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は、検出したログをバックアップする際、警告を発行しません。オンライン・ログのバック
アップはとることができません。オンライン・ログは、まず最初にアーカイブする必要があ
ります。

次の例では、1998年 11月 18日の午後 8:57から午後 9:06までの間にアーカイブされたログ
をバックアップします。

NLS_LANG=american
NLS_DATE_FORMAT='Mon DD YYYY HH24:MI:SS'
run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup
     archivelog all
       from time  'Nov 13 1998 20:57:13'
       until time 'Nov 13 1998 21:06:05';
}

次の例では、順序番号 288から 301までのアーカイブ・ログをすべてバックアップし、バッ
クアップの完了後、これらのアーカイブ REDOログを削除します。バックアップが失敗し
た場合、ログは削除されません。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup
       archivelog from logseq 288 until logseq 301 thread 1
       delete input;
}

ここ 24時間以内に生成されたすべてのアーカイブ・ログのバックアップを作成するには、
次のコマンドを使用します。この例では、現時点までに生成されたすべての REDOのバッ
クアップを確実に作成するために、最初に現行の REDOログをアーカイブしています。 

run {  
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT"; 
     backup archivelog from time 'SYSDATE-1';  
} 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 環境変数の詳細は、それぞれのオペレーティング・システム固有のマニュアルを
参照してください。

アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググのののの複複複複数数数数ののののココココピピピピーーーーののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびび削削削削除除除除
この例では、/oracle/arch/dest_1/* および /oracle/arch/dest_2/* というディレ
クトリに、REDOログが自動的にアーカイブされるよう、初期化パラメータを設定します。
したがって、ログ順序番号 1つあたり、アーカイブ REDOログのコピーが同じ内容で 2つ
存在することになります。アーカイブ REDOログの各コピーをバックアップし、その後で
オリジナルを削除することにします。
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backup archivelog allコマンドには、"ログ順序番号 1つにつき、1つのコピーをバック
アップする "という意味があるため、RMANが、同じログ順序番号を有する 2つのコピー
を同一のバックアップ・セットに組み込むことはありません。ここでさらに、delete input 
オプションを指定すると、RMANはバックアップされたアーカイブ REDOログのうち、指
定されたコピーのみ削除します。

この場合の最も簡単な解決策は、各アーカイブ REDOログのコピーを両方ともバックアッ
プし、その後でこれらを削除することです。archivelogRecordSpecifierの likeパラメータを使
用して、使用する宛先を明示します。likeパラメータを使用することにより、両方のアーカ
イブの宛先におけるファイル名を合致させることができます。ここでは、次のとおり実行し
ます。 

run { 
     allocate channel t1 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel t2 type 'sbt_tape'; 
     backup 
       filesperset=20 
       format='al_%d/%t/%s/%p' 
       (archivelog all like '/oracle/arch/dest1/%' channel t1 delete input) 
       (archivelog all like '/oracle/arch/dest2/%' channel t2 delete input); 
} 
 

この例では、第 1の宛先のアーカイブ REDOログをある 1つのテープ・セットに、第 2の宛
先のログをこれとは別のテープ・セットにバックアップします。また、この例では、テー
プ・ドライブを 2台利用できるものと仮定しています。テープ・サブシステムによっては、
この 2つの RMANチャネルを 1つのデータ・ストリームにまとめた上で、1台のテープ・
ドライブに書込みを行うものもあります。このようにならないようメディア管理ベンダーを
構成する必要があります。 

差差差差分分分分増増増増分分分分ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
差分増分バックアップには、同レベル以下の最新のバックアップ以降に変更されたブロック
のみが組み込まれます。最初の増分バックアップは、使用されたブロックすべてを含むレベ
ル 0のバックアップにしてください。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup incremental level 0
       database;
}

次の増分バックアップ（レベル 1以上）には、最新のレベル 1のバックアップ以降に変更さ
れたブロックがすべて組み込まれます。前回のレベル 1のバックアップが使用できない場
合、RMANは基礎となるレベル 0のバックアップ以後に変更されたブロックをすべてコ
ピーします。

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
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     backup incremental level 1  
       database;  
}

新しいデータ・ファイルまたは表領域をデータベースに追加したときは、レベル 0のバック
アップを作成した後で、新たに増分バックアップを作成する必要があります。そうしない
と、Recovery Managerが新規データ・ファイル用の親バックアップを検出できないので、
表領域またはデータベースの増分バックアップは失敗します。

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup incremental level 0
       tablespace new_tbs;
}

増分バックアップは NOARCHIVELOGモードで実行できます。 

累累累累積積積積増増増増分分分分ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
レベル nの累積増分バックアップには、レベル n- 1以下の最後のバックアップ以降に変更さ
れたブロックのみが含まれます。累積バックアップは、差分バックアップよりも大きい格納
領域を必要とします。ただし、必要なバックアップの数はどのレベルの場合でも 1つのみと
なるため、復元操作を重要視する場合には累積バックアップが望ましい選択です。最初の増
分バックアップは、使用されたブロックすべてを含むレベル 0のバックアップである必要が
あることに注意してください。 

レベル 2の累積バックアップには、レベル 1の最後のバックアップ以後に変更されたブロッ
クがすべて含まれます。前回のレベル 1が使用不能であった場合に限り、レベル 0の基礎
バックアップ以後に変更されたブロックがすべてコピーされます。差分レベル 2のバック
アップは、累積バックアップとは異なり、レベル 1とレベル 2のバックアップのどちらが新
しいかを判断し、新しい方のバックアップ以降に変更されたブロックをすべてコピーしま
す。

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     backup incremental level 2 cumulative  # blocks changed since level 0 or level 1 
       database;  
}

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトのののの二二二二重重重重化化化化
災害、メディア障害、人為ミスに備え、バックアップ・セットのコピーは複数作成するよう
にしてください。Oracleでは、最高 4つの同一内容のバックアップ・セットを同時に作成す
ることができます。

set duplexコマンドは、backupコマンドにのみ適用するコマンドです。このコマンドは、
RMANが作成する各バックアップ・ピースのコピー数を指定します。 set duplexコマンド
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は、このコマンドの発行後に割り当てられたチャネルすべてに適用されます。セッション
時、明示的に使用禁止（OFF）に設定するか、または変更するまで有効です。

 

たとえば、次のように入力できます。

run {
     set duplex=3;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 1;
}

このコマンドにより、datafile 1 と同じ内容のバックアップが 3つ作成されます。各バッ
クアップ・ピースには、%Uデフォルト形式により、一意の名称が付与されます。

二重化バックアップを実行するためには、BACKUP_TAPE_IO_SLAVES初期化パラメータを
TRUEに設定する必要があることに注意してください。そのようにしない場合はエラーが表
示されます。RMANは、要求されたバックアップ・コピーの数に応じて、スレーブを構成
します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : BACKUP_TAPE_IO_SLAVES初期化パラメータの詳細は、『Oracle8i リファレン
ス・マニュアル』を参照してください。

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトののののパパパパララララレレレレルルルル化化化化
複数のバックアップ・セットを作成し、複数のチャネルを割り当てる処理は、RMANが自
動的にパラレル化します。複数のバックアップ・セットの書込みもパラレルに行われます。
割当てが行われたサーバー・セッションは、指定されたデータ・ファイル、制御ファイルお
よびアーカイブ REDOログのバックアップ処理を分割します。1つのバックアップ・セット
を複数のチャネルに分散することはできません。 

RMANは、1つのデバイスに 1つのバックアップ・セットを自動的に割り当てます。
channelパラメータを使用すれば、backupSpecの全バックアップ・セットを特定のチャネ
ルに書き込むよう Oracleを設定することができます。

たとえば、この RMANでは、どのチャネルをどの処理に割り当てるかを指定して、バック
アップ処理をパラレル化しています。

run {
     allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     backup 
       # channel ch1 backs up datafiles to tape
       (datafile 1,2,3,4 

注注注注意意意意 : 前回割り当てられたチャネルがある場合、set duplexコマンドは
エラーを生成します。
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       channel ch1)
       # channel ch2 backs up control file copy to disk
       (controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f'
       channel ch2)
       # channel ch3 backs up archived redo logs to disk
       (archivelog from time 'SYSDATE-14'
       channel ch3);
}

NOARCHIVELOGモモモモーーーードドドドででででののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
次のスクリプトは、一貫性全体データベース・バックアップに適したモードに設定した上
で、データベースをバックアップするものです。このスクリプトは、停止、起動、停止、起
動というように処理を行った後、二重化バックアップを実行することに注意してください。 

# Shut down the database cleanly using immediate priority. This type of shutdown lets  
# current calls to the database complete, but prevents further logons or calls. 
# If the database is not up now, you will get a message saying so but RMAN will not 
# treat this situation as an error.
  
shutdown immediate; 
  
# Start up the database in case it crashed or was not shutdown cleanly prior to
# starting this script. This will perform a crash recovery if it is needed. Oracle   
# uses the default INIT.ORA file. Alternatively, use this form:  startup force dba
# pfile=<filename>. Use the DBA option because you are going to shut down again right
# away and do not want to let users in during the short interval. Use the FORCE 
# option because it cannot hurt and might help in certain situations. 
  
startup force dba; 
shutdown immediate; 
  
# Here, we know that the database is cleanly closed and is now ready for a cold
# backup. RMAN requires that the database be started and mounted to perform a backup,
# so do that now. 
  
startup mount; 
run {
        # duplex the backup
        set duplex = 2;

     #  allocate channel t1 type 'SBT_TAPE'; 
     #  allocate channel t2 type 'SBT_TAPE'; 
        allocate channel t1 type disk; 
        allocate channel t2 type disk; 
  
        set limit channel t1 kbytes 2097150; 
        set limit channel t2 kbytes 2097150; 
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        backup 
          incremental level 0 
          filesperset 5 
          database; 
}

# now that the backup is complete, open the database. 
alter database open; 

特定の表領域をスキップすることも可能です。ただし、前回のバックアップの後でオフライ
ンにも読取り専用にもなっていない表領域をスキップすると、バックアップからデータベー
スを復元したときに、その表領域は失われます。またディスクにバックアップする前に、宛
先（ファイル・システムまたはロー・デバイス）に十分な空き領域があることを必ず確認し
てください。 

パパパパララララレレレレルルルル・・・・ササササーーーーババババーーーー環環環環境境境境ででででののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
次のスクリプトは、データ・ファイルのバックアップ作業とアーカイブ REDOログのバッ
クアップ作業を、パラレル・サーバー環境の 2つのノードに分散するものです。

run { 
     allocate channel node_1 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_1'; 
     allocate channel node_2 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_2'; 
        backup filesperset 1  
          (tablespace system, rbs, data1, data2 
           channel node_1)
          (tablespace temp, reccat, data3, data4 
           channel node_2); 
        backup filesperset 20 
          (archivelog  
           until time 'SYSDATE'  
           thread 1 
           delete input 
           channel node_1); 
          (archivelog  
           until time 'SYSDATE' 
           thread 2 
           delete input 
           channel node_2); 
}

関連項関連項関連項関連項目目目目 : OPSバックアップの詳細は、『Oracle8i Parallel Server 概要および管理』を参照し
てください。

O/Sココココピピピピーーーーののののカカカカタタタタロロロロググググ化化化化
O/Sユーティリティを使用すると、データ・ファイルのコピーを作成した後、リカバリ・カ
タログでカタログ化することができます。カタログ化できるのは、ディスクへのコピーのみ
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であることに注意してください。バックアップ・ピースは Oracle独自の形式なので、O/S
ユーティリティは、Recovery Managerに読取り可能な形式ではバックアップを書き込むこ
とができません。 

データ・ファイルのコピーは、O/Sコマンドを使用して作成する必要があります。データ
ベースがオープンされていてデータ・ファイルがオンラインになっている場合は、まず
ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUPを発行します。その結果生成されるイメージ・コ
ピーは、次の方法でカタログ化できます。

catalog datafilecopy '?/dbs/tbs_33.f';

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーーののののメメメメンンンンテテテテナナナナンンンンスススス
バックアップおよびコピーを保存する必要がある期間は、次の要因によって異なります。 

■ バックアップを行う頻度

■ 過去の Point-in-Time回復が必要な期間

たとえば、すべてのデータ・ファイルのバックアップを毎日とる場合は、Point-in-Time回復
は必要なく、各データ・ファイルについて 1つバックアップがあれば十分で、新しいバック
アップを完了すると同時に前のバックアップは削除できます。 

# delete a specific datafile copy 
change datafilecopy '?/dbs/tbs_35.f' delete; 

# delete archived redo logs older than 31 days 
change archivelog until time 'SYSDATE-31' delete'; 

バックアップ・ピースを削除する前に、チャネルを割り当てておく必要があります。指定の
バックアップ・ピースは、同じタイプのデバイスで作成されたものにしてください。
allocate channel for maintenanceコマンドは runコマンドの内部では発行できません。

# delete a backup piece
allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
change backuppiece 'testdb_87fa39e0' delete;

release channel;

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププおおおおよよよよびびびびココココピピピピーーーー時時時時ののののエエエエララララーーーー処処処処理理理理
デフォルトでは、データ・ファイルから読み取られる各ブロックについてチェックサムが計
算され、バックアップまたはイメージ・コピーに格納されます。nochecksumオプションを
使用すると、チェックサムが算出されなくなります。ただし、ブロックにチェックサムがす
でに含まれていた場合、そのチェックサムは妥当性チェックが行われた後、バックアップに
格納されます。妥当性チェックに失敗した場合、そのブロックにはバックアップ内で破損の
マークが付されます。 
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set maxcorrupt for datafileコマンドは、backupまたは copyで許容される、データ・ファ
イル内の破損ブロック数を指定するものです。maxcorruptパラメータに指定した値より多
い破損ブロックがあるデータ・ファイルの場合、このコマンドは正常に終了しません。
check logicalオプションを指定すると、RMANは論理的な破損と物理的な破損を検出しま
す。

backupコマンドは、データ・ファイルにアクセスできない場合は終了するようデフォルト
設定されています。終了を防ぐさまざまなパラメータを指定できます。

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     set maxcorrupt for datafile 1,2,3 to 5;
     backup database
       skip inaccessible
       skip readonly
       skip offline; 
}

指指指指定定定定するオプシするオプシするオプシするオプショョョョンンンン RMAN がスがスがスがスキキキキップするフップするフップするフップするファァァァイルイルイルイル

skip inaccessibleオプション アクセスできないデータ・ファイル。データ・ファイルは、
読取りが不可能な場合のみアクセス不能と判断されること
に注意してください。オフラインのデータ・ファイルでも、
ディスク上に残っているために読取りが可能になっている
場合があります。また、削除されるか移動されたために読
取りが不可能になり、アクセス不能とされるものもありま
す。

skip offlineオプション オフラインのデータ・ファイル

skip readonlyオプション 読取り専用状態のデータ・ファイル
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Recovery Managerによる復元と
9

Recovery Manager にににによよよよるるるる復復復復元元元元とととと回回回回復復復復

この章では、Recovery Managerを使用して、復元操作および回復操作を実行する方法につ
いて説明します。項目は次のとおりです。

■ データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログの復元

■ データ・ファイルの回復

■ 復元および回復の使用例
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データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログの復元
デーデーデーデータタタタ・フ・フ・フ・ファァァァイルイルイルイル、、、、制御制御制御制御フフフファァァァイイイイルおルおルおルおよよよよびアびアびアびアーーーーカイカイカイカイブブブブ REDOロロロロググググ
の復の復の復の復元元元元

データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログをバックアップ・セットま
たはイメージ・コピーから復元するには、RMANの restoreコマンドを使用します。RMAN
は、バックアップをディスクまたはテープから復元します。ただし、イメージ・コピーは
ディスクのみから復元されます。 

ファイルを復元するときは、次の操作が必要です。

■ バックアップまたはコピーの復元の前に、少なくとも 1つのチャネルを割り当てること。
復元操作をパラレル化するには、複数のチャネルを指定します。

■ from copyオプションを使用する場合は、type diskのチャネルを 1つ割り当てること。

■ ファイルを復元するときには、適切な diskまたは 'sbt_tape'チャネルを割り当てること。
適切なタイプのデバイスを割り当てないと、復元候補のバックアップ・セットまたはコ
ピーが見つからず、restoreコマンドが正常に実行されません。 

ファイルの復元先は次のどちらかになります。

■ デフォルトの場所。同じ名前のファイルを上書きします。

■ set newnameコマンドで指定した新規の場所。データ・ファイルを新規の場所に復元す
る場合、Oracleはそのデータ・ファイルをデータ・ファイル・コピーとみなし、制御
ファイルおよびリカバリ・カタログにそのように記録します。

この項では、次の項目について説明します。

■ データベースの復元

■ 表領域およびデータ・ファイルの復元

■ 制御ファイルの復元

■ アーカイブ REDOログの復元

■ 不完全回復準備のための復元

関連項関連項関連項関連項目目目目 : restoreコマンドの構文は、11-113ページの「restore」を参照してください。set 
newnameコマンド構文は、11-134ページの「set_run_option」を参照してください。

デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの復復復復元元元元
ターゲット・データベースの復元では、次のことができます。

■ メディア障害の発生時にデータベースをデフォルトの場所に復元する。

■ メディア障害の発生時にデータベースを新しいホストに移動する。

■ ターゲット・データベースのバックアップを使用して、テスト・データベースを作成す
る。
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データベースをデフォルトの場所に復元するには、restore databaseコマンドを発行します。
ターゲット・データベースを新しいホストに移動するには、set newnameを使用して必要に
応じてデータ・ファイルを改名します。ターゲット・データベースのバックアップを使用し
てテスト・データベースを作成するには、duplicateコマンドを使用します（完全なインス
トラクションについては、第 10章の「Recovery Managerによる複製データベースの作成」
を参照）。

この章では、次の項目について説明します。

■ デフォルトの場所へのデータベースの復元

■ 同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベースの移動

■ 異なるファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベースの移動

デデデデフフフフォルトのォルトのォルトのォルトの場場場場所へのデ所へのデ所へのデ所へのデーーーータベースタベースタベースタベースのののの復復復復元元元元
復元ジョブで set newnameコマンドを指定しない場合、データベースをクローズ状態また
はオフライン状態にしておくことが必要です。このようにしないと、ファイルをオンライン
にして、datafile 3 を復元したときの結果（次に示します）と同じ出力が表示されます。

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure during compilation of command
RMAN-03013: command type: restore
RMAN-03006: non-retryable error occurred during execution of command: IRESTORE
RMAN-07004: unhandled exception during command execution on channel ch1
RMAN-10035: exception raised in RPC: ORA-19573: cannot obtain exclusive enqueue 
for datafile 3
ORA-19600: input file is datafile-copy 102 (/vobs/oracle/dbs/df.3)
ORA-19601: output file is datafile 3 (/vobs/oracle/dbs/tbs_11.f)
RMAN-10031: ORA-19573 occurred during call to DBMS_BACKUP_RESTORE.COPYDATAFILECOPY

データベース全体を復元するときには、データベースはクローズ状態であることが必要で
す。ターゲット・データベースがマウントされている場合は、該当するデータ・ファイル・
コピーと、復元されたファイルを記述するアーカイブ・ログ・レコードにより、そのデータ
ベースの制御ファイルが更新されます。

データベースをデフォルトの場所に復元するデータベースをデフォルトの場所に復元するデータベースをデフォルトの場所に復元するデータベースをデフォルトの場所に復元する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベース、およびオプションでリカバリ・カタロ
グに接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースがオープンになっている場合は、停止した後にマウントする。

shutdown immediate; 
startup mount;
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3. チャネルを割り当てた後に、データベースを復元する。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     restore database;
}

同同同同じじじじファイルファイルファイルファイル・・・・システムシステムシステムシステムのののの新しいホ新しいホ新しいホ新しいホスススストへのトへのトへのトへのタタタターゲットーゲットーゲットーゲット・・・・データベデータベデータベデータベーーーースススス
のののの移動移動移動移動
メディア障害の結果、あるホストから別のホストにバックアップを復元することにより、
データベースの移動が必要な場合があります。テスト用に複製データベースを作成する一
方、元のデータベースも維持する必要がある場合は、この手順は使用しないで duplicateコ
マンドを発行する必要がありますので、注意してください。（第 10章の「Recovery Manager
による複製データベースの作成」を参照）。

復元されたデータベースには本番データベースのオンライン REDOログが含まれていない
ので、各スレッドの最新のアーカイブ REDOログの最小の SCNに到達するまで不完全回復
を実行し、次に RESETLOGSオプションでデータベースをオープンすることが必要です。

この使用例は、次のことを前提とします。

■ HOST_Aから HOST_Bにバックアップを復元する。

■ テープ・バックアップから復元する。

■ HOST_Aのデータベースは、HOST_Bと同じ DB_NAMEではない。

■ HOST_Bのファイル名とディレクトリ・パスは、HOST_Aと同じである。

ターゲット・データベースがリカバリ・カタログを使用するかどうかで、復元の手順は異な
ります。

注注注注意意意意 : あるホストで作成したイメージ・コピーを異なるホストに復元す
るには、RMANは使用できません。O/Sユーティリティを使用してファ
イルを転送し、catalogコマンドを使用して RMANメタデータを更新しま
す。
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リカバリ・カタログを使用しリカバリ・カタログを使用しリカバリ・カタログを使用しリカバリ・カタログを使用してててて HOST_Aかかかからららら HOST_Bにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元する  

1. HOST_Aの init.ora ファイルを、O/Sユーティリティを使用し、HOST_Bにコピー
する。

2. HOST_Bのターゲット・インスタンスおよび HOST_Aのリカバリ・カタログに接続す
る。たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/change_on_install@host_b rman/rman@rcat

3. インスタンスをマウントせずに起動する。

startup nomount;

4. 制御ファイルを復元し、マウントする。次のサブコマンドを持つ runコマンドを実行し
ます。

a. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てる。

b. 制御ファイルを復元する。

c. 制御ファイルをマウントする。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     restore controlfile;
     alter database mount;
}

5. 複数の REDOスレッドが存在する可能性があるので、change-basedの回復を使用する。
回復終了の SCNを取得するには、各スレッドの最新アーカイブ REDOログのなかで最
小の SCNを検索します。

必要な SCNを決めるには、SQL*Plusを起動し、次の問合せをします。

SELECT min(scn) 
FROM (SELECT max(next_change#) scn 
      FROM v$archived_log 
      GROUP BY thread#);

6. 次のサブコマンドを使用した runコマンドを実行する。

a. 前のステップで取得した値を使用して、リカバリ終了の SCNを設定する。

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てる。

c. データベースを復元する。

d. データベースを回復する。

e. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。
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run {
     set until scn = 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
}

リカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしでででで HOST_Aかかかからららら HOST_Bにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元する  

1. HOST_Aの init.ora ファイルを、O/Sユーティリティを使用して、HOST_Bにコ
ピーする。

2. O/Sユーティリティを使用して HOST_Aの制御ファイルのイメージ・コピーを作成し、
それを O/Sユーティリティを使用して HOST_Bに転送する。

3. nocatalogで HOST_Bのターゲット・インスタンスに接続する。たとえば、次のように
入力します。

% rman target sys/change_on_install@host_b nocatalog

4. データベースをマウントする。

startup mount;

5. 複数の REDOスレッドが存在する可能性があるので、change-basedの回復を使用する。
回復終了の SCNを取得するには、各スレッドの最新アーカイブ REDOログのなかで最
小の SCNを検索します。

必要な SCNを決めるには、SQL*Plusを起動し、次の問合せをします。

SELECT min(scn) 
FROM (SELECT max(next_change#) scn 
      FROM v$archived_log 
      GROUP BY thread#);

6. 次のサブコマンドを使用した runコマンドを実行する。

a. 前のステップで取得した値を使用して、リカバリ終了の SCNを設定する。 

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てる。

c. データベースを復元する。

d. データベースを回復する。

e. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

run {
     set until scn 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     alter database mount;
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     restore database;
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
}

異異異異ななななるファイるファイるファイるファイルルルル・システ・システ・システ・システムムムムの新しいの新しいの新しいの新しいホホホホストへストへストへストへののののターゲッターゲッターゲッターゲットトトト・データ・データ・データ・データベベベベーーーー
ススススのののの移移移移動動動動
ファイル・システムが異なるマシンにデータベースを移動する手順は、基本的には 9-33ペー
ジの「オープン状態のデータベースにおけるアクセス不可能なデータ・ファイルの回復」で
説明する手順と同じです。違いは、各データ・ファイルを set newnameを使用して改名す
る必要がある点です。 

たとえば、次のように仮定します。 

■ HOST_Aのデータベースには 10個のデータ・ファイルが存在する。

■ テープ・バックアップから復元する。

■ いくつかのデータ・ファイルは /dsk1 に復元し、他のものは HOST_Bの /disk_2 に復
元する。

リカバリ・カタログを使用しリカバリ・カタログを使用しリカバリ・カタログを使用しリカバリ・カタログを使用してててて HOST_Bにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元する    

1. 9-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」の手順（リカバリ・カタログを使用する場合）を実行するが、runコマンドを
実行する前に停止する。パス名を指定する init.ora ファイルの *_DESTおよび *_
PATH パラメータはすべて確実にリセットしてください。

2. runコマンドを、そのかわりとして実行する。

a. SQL*Plus 問合せで取得した終了 SCNを設定する。 

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てる。

c. 各データ・ファイルに新しいファイル名を指定する。

d. データベースをマウントする。

e. データベースを復元する。

f. データ・ファイルを切り替える。

g. データベースを回復する。

h. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

run { 
     set until scn 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery
     allocate channel ch1 type disk; 
     set newname for datafile 1 to '/disk1/%U'; # rename each datafile manually
     set newname for datafile 2 to '/disk1/%U'; 
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     set newname for datafile 3 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 4 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 5 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 6 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 7 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 8 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 9 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 10 to '/disk2/%U'; 
     alter database mount; 
     restore database; 
     switch datafile all;  # points the control file to the renamed datafiles
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS"; 
}  

リカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしでででで HOST_Bにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元するにデータベースを復元する    

1. 9-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」の手順（リカバリ・カタログを使用しない場合）を実行するが、ステップ 6の
runコマンドを実行する前に停止する。パス名を指定する init.ora ファイルの *_
DESTおよび *_PATHパラメータはすべて確実にリセットします。

2. 次のサブコマンドを使用した runコマンドを実行する。

a. SQL*Plus 問合せで取得した終了 SCNを設定する。 

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てる。

c. 各データ・ファイルに新しいファイル名を指定する。

d. データベースを復元する。

e. データ・ファイルを切り替える。

f. データベースを回復する。

g. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

run { 
     set until scn 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery 
     allocate channel ch1 type disk; 
     set newname for datafile 1 to '/disk1/%U'; # rename each datafile manually 
     set newname for datafile 2 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 3 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 4 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 5 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 6 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 7 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 8 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 9 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 10 to '/disk2/%U'; 
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     restore database; 
     switch datafile all;  # point control file to renamed datafiles
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS"; 
}

表表表表領領領領域域域域おおおおよよよよびびびびデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの復復復復元元元元
データ・ファイルが消失または破損したがアクセス可能である場合、データ・ファイルを前
の場所に復元することができます。この場合表領域をオフラインにして表領域を復元するコ
マンドを発行します。元の位置がアクセス不可能の場合は、表領域をオフラインにし、関連
するデータ・ファイルを新しい位置に復元します。

データ・ファイルをデフォルトの場所に復元できない場合は、復元の前に set newnameコ
マンドを使用します。この場合、Oracleでは復元するデータ・ファイルをデータ・ファイ
ル・コピーとみなし、それを現行データ・ファイルとするために switchコマンドが実行さ
れます。そしてファイル名のエントリを作成するか、すでにある場合はそれを上書きしま
す。

RMANの switchコマンドは、ALTER DATABASE RENAME DATAFILE文と等価です。
switchコマンドを使用すると、現行のデータ・ファイルの位置を変更できることにご注意く
ださい。また、switchコマンドの実行によって、コピーが消費されること、つまりリカバ
リ・カタログおよび制御ファイルにある対応するレコードが削除されることにも注意してく
ださい。

switchコマンドのターゲットを指定しないと、このファイル番号に対する以前の set 
newnameで設定したファイル名が switchコマンドのターゲットとして使用されます。
switch datafile allを指定した場合、このジョブで set newnameを発行されたデータ・ファ
イルはすべて、それらの新しいファイル名に切り替えられます。

後で回復を行う目的で set newnameコマンドを発行してデータ・ファイルを新しい位置に
復元する場合は、復元後で、かつ回復前に switchコマンドを実行して、復元したデータ・
ファイルを現行のデータ・ファイルにしてください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : switchコマンドの構文は、11-145ページの「switch」を参照してください。

表領域をデフォルトの場所に復元する表領域をデフォルトの場所に復元する表領域をデフォルトの場所に復元する表領域をデフォルトの場所に復元する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルの割当て後に、次の操作をする。

■ 回復が必要な表領域をオフラインにする。

■ 表領域を復元する。
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たとえば、表領域 USER_DATAを復元するには、次のコマンドを発行します。

run { 
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE TEMPORARY';
     allocate channel ch1 type disk;
     restore tablespace user_data;
}

3. 復元した表領域にメディア回復を行う。必要な手順の詳細は、9-33ページの「オープン
状態のデータベースにおけるアクセス不可能なデータ・ファイルの回復」を参照してく
ださい。

表領域を新しい位置に復元する表領域を新しい位置に復元する表領域を新しい位置に復元する表領域を新しい位置に復元する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルの割当て後に、次の操作をする。

■ 表領域をオフラインにする。

■ オフライン表領域の破損したデータ・ファイルの復元先として、アクセス可能な場
所を指定する。

■ 新しい位置にデータ・ファイルを復元する。

■ 復元したデータ・ファイルに switchコマンドを実行し、制御ファイルに対して現行
ファイルと設定する。

表領域 TBS_1のデータ・ファイルをディスク上の新しい位置に復元するには、次のコマ
ンドを入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE TEMPORARY';
     # restore the datafile to a new location
     set newname for datafile '/disk1/oracle/tbs_1.f' to '/disk2/oracle/tbs_
1.f';
     restore tablespace tbs_1;
     # make the control file recognize the restored file as current
     switch datafile all;
}

3. 復元表領域に対してメディア回復を行う。必要な手順の詳細は、9-33ページの「オープ
ン状態のデータベースにおけるアクセス不可能なデータ・ファイルの回復」を参照して
ください。
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制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルのののの復復復復元元元元
メディア障害によって制御ファイルが破損し、かつ多重化コピーがない場合は、バックアッ
プの復元が必要になります。restore controlfileコマンドを発行して、制御ファイルをパラ
メータ・ファイルで指定した最初の CONTROL_FILESの場所に復元します。RMANは、パ
ラメータ・ファイルで指定したすべての CONTROL_FILESの場所に自動的に制御ファイル
をコピーします。

デフォルト以外の位置に制御ファイルを復元するときは、restore controlfile 'filename'によ
り宛先を指定します。ファイルがすでに存在する場合、ファイルに上書きします。制御ファ
イルを新しい位置に復元するときは、replicate controlfile from 'filename'を使用して
CONTROL_FILESの宛先に制御ファイルをコピーします。RMANは、制御ファイルを自動
的にはコピーしません。 

replicate controlfileコマンドの使用方法は、copy controlfileコマンドの場合と同じです。
ユーザーが制御ファイルを名前で指定すると、RMANはターゲット・データベースの
CONTROL_FILES初期化パラメータで指定した場所にファイルをコピーします。

リカバリ・カタログを使用して制御ファイルをデフォルトの位置に復元するリカバリ・カタログを使用して制御ファイルをデフォルトの位置に復元するリカバリ・カタログを使用して制御ファイルをデフォルトの位置に復元するリカバリ・カタログを使用して制御ファイルをデフォルトの位置に復元する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースをマウントせずにインスタンスを開始します。

startup nomount;

3. 次の操作を行います。

a. なんらかの理由である日付より前に作成した制御ファイルを復元する必要がある場
合は、その日付で set untilコマンドを発行する。その他の場合は、次のステップに
進みます。

b. 1つ以上のチャネルを割り当てる。

c. 制御ファイルを復元する。

d. データベースをマウントする。

run { 
     # To restore a control file created before a certain date, issue the 
following
     # set command using a valid date for 'date_string'. You can also specify an 
SCN 
     # or log sequence number.
     # set until time = 'date_string'; 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore controlfile;
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     alter database mount;
}

RMANは、CONTROL_FILES初期化パラメータで指定した場所に自動的に制御ファイ
ルをコピーします。

4. 制御ファイルの復元後にデータ・ファイルのメディア回復を実行する必要がある場合
は、9-17ページの「完全回復の実行」または 9-23ページの「不完全回復の実行」を参
照してください。

リカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置に復元するリカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置に復元するリカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置に復元するリカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置に復元する  

特定のバックアップに関する情報を含む制御ファイルは、そのバックアップによってバック
アップされた制御ファイルとは異なりますので注意してください。たとえば、backup 
databaseを発行した場合、この全体データベース・バックアップに含まれるバックアップ制
御ファイルには、この全体データベース・バックアップの記録は入っていません。次の制御
ファイルのバックアップに、この全体データベース・バックアップについての情報が含まれ
ます。

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続する。たとえば、次のように入力
します。 

% rman target / nocatalog

2. データベースをマウントします。

startup mount;

3. 次の操作を行います。

a. ある日付より前に作成した制御ファイルを復元する必要がある場合は、その日付を
指定して set untilコマンドを発行する。その他の場合は、次のステップに進みま
す。

b. 1つ以上のチャネルを割り当てる。

c. 現行制御ファイルを誤って上書きすることを防ぐために、バックアップ制御ファイ
ルを一時ファイルに復元する。

d. データベースを停止する。

e. 制御ファイルを復元した一時ファイルから、パラメータ・ファイルの CONTROL_
FILESパラメータで指定したすべての場所にコピーする。

f. データベースをマウントする。

run { 
     # To restore a control file created before a certain date, issue the 
following
     # set command using a valid date for 'date_string'. You can also specify an 
SCN 
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     # or log sequence number.
     # set until time = 'date_string'; 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     # restore control file to new location
     restore controlfile to '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     shutdown immediate;
     # replicate the control file manually to locations in parameter file
     replicate controlfile from '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     startup mount;
}

4. 制御ファイルの復元後にデータ・ファイルのメディア回復を実行する必要がある場合
は、9-17ページの「完全回復の実行」または 9-23ページの「不完全回復の実行」を参
照してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : replicate controlfileコマンドの構文は、11-101ページの「replicate」を参照して
ください。

アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググのののの復復復復元元元元
RMANは、ターゲット・データベースの LOG_ARCHIVE_FORMATパラメータと、LOG_
ARCHIVE_DESTまたは LOG_ARCHIVE_DEST_1のどちらかのパラメータを組み合せた名
前で、アーカイブ REDOログを復元します。復元されるアーカイブ・ログ・ファイルの名
前を導出するには、これらのパラメータをポート固有の方式で組み合わせます。

デフォルト以外の宛先を指定するには set archivelog destinationコマンドで指定します。
データベースの復元を実行中に、このコマンドを使用して、さまざまな場所へアーカイブ・
ログを準備できます。回復中、RMANは新たに復元されたアーカイブ・ログの所在を認識
しています。このためこれらのログがパラメータ・ファイルで指定した場所になくてもかま
いません。

たとえば、init.ora ファイルに指定された場所とは異なる宛先を指定してバックアップを
復元した場合、その後の復元操作と回復操作では新しい位置を検出するので、init.ora パ
ラメータ指定された場所のファイルは検索されません。

必要な場合は、アーカイブ REDOログに複数の復元宛先を指定できます。ただし、それら
の宛先を同時に指定することはできません。たとえば、次のように発行できます。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     # Set a new location for logs 1 through 10.
     set archivelog destination to '/disk1/oracle/temp_restore';
     restore archivelog from logseq 1 until logseq 10;
     # Set a new location for logs 11 through 20.
     set archivelog destination to '/disk1/oracle/arch';
     restore archivelog from logseq 11 until logseq 20;
     # Set a new location for logs 21 through 30.
     set archivelog destination to '/disk2/oracle/temp_restore';
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     restore archivelog from logseq 21 until logseq 30;
     . . .
     recover database;
}

アーカイブ REDOログを複数の場所に復元する場合、1つの recoverコマンドを発行するの
みで済みます。RMANは、復元されたアーカイブ REDOログを自動的に検索し、データ・
ファイルにそれらを適用します。

必要なアーカイ必要なアーカイ必要なアーカイ必要なアーカイブブブブ REDOログの復元ログの復元ログの復元ログの復元  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

オプションで、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープンになっている場合は、停止してからマウントする。

shutdown immediate; startup mount

3. runコマンドのなかで、次の操作を実行する。

a. 必要な場合、set archivelog destinationコマンドを使用して、復元アーカイブ
REDOログに新しい位置を指定する。その他の場合は、次のステップに進みます。

b. チャネルを割り当てる。

c. アーカイブ REDOログを復元する。

たとえば、このジョブではすべてのバックアップ・アーカイブ REDOログを復元しま
す。

run { 
     # Optionally, set a new location for the restored logs.
     set archivelog destination to '/oracle/temp_restore';
     allocate channel ch1 type disk;
     restore archivelog all;
}

関連項関連項関連項関連項目目目目 : set archivelog destinationコマンドの構文は、11-134ページの「set_run_option」
を参照してください。
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不不不不完完完完全全全全回回回回復復復復準準準準備備備備ののののたたたためめめめのののの復復復復元元元元
set untilコマンドを使用して、回復の終了点を指定します。このコマンドは、同じ runコマ
ンド内の後続の restore、switchおよび recoverの各コマンドのどれにも影響します。

不完全回復準備のためにデータベースを復元する方法不完全回復準備のためにデータベースを復元する方法不完全回復準備のためにデータベースを復元する方法不完全回復準備のためにデータベースを復元する方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

オプションで、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープンになっている場合は、停止してからマウントする。

shutdown immediate;
startup mount;

3. runコマンドのなかで、次の操作を実行する。

a. 特定の時刻、SCNまたはログ順序番号に到達するまで回復する必要があるかどうか
を判断し、適切な set untilコマンドを発行する。

b. チャネルを割り当てる。

c. データベースを復元する。

たとえば、このジョブでは不完全回復に備えてデータベースを 1998年 12月 15日午前 9
時まで復元します。

run { 
     set until time 'Dec 15 1998 09:00:00';
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
}

デーデーデーデータタタタ・フ・フ・フ・ファァァァイルイルイルイルのののの回復回復回復回復
メディア回復とは、現行時刻または他のなんらかの指定時刻までファイルを更新するため
に、復元ファイルに REDOログまたは増分バックアップを適用することです。回復または
増分バックアップを適用できるのは、データ・ファイルのみです。データ・ファイル・コ
ピーには適用できません。

次の場合に、メディア回復を実行します。

■ メディア障害によってデータ・ファイルが破損し、現行時刻までの回復が必要である。

■ データベース全体を以前のある時刻まで回復する必要がある。
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■ メディア障害により制御ファイルが破損した。

■ CREATE CONTROLFILEコマンドを実行した。

RMANは、メディア回復を実行する上で、必要に応じてアーカイブ REDOログのバック
アップ・セットを復元します。デフォルトでは、RMANは init.ora ファイルに指定した
ログのアーカイブ先にアーカイブ REDOログを復元します。別の場所を指定するには、set 
archivelog destinationコマンドを使用します。

RMANが増分バックアップの適用か REDOの適用かを選択できる場合は、常に増分バック
アップが選択されます。オーバーラップしたレベルの増分バックアップが使用できる場合
は、RMANが自動的に最長期間にわたる増分バックアップを選択します。

メディア回復を実行するには、できる限りリカバリ・カタログを使用可能にしてください。
使用できない場合、RMANは、ターゲット・データベース制御ファイルの情報を使用して
回復を実行します。 

この項では、次の項目について説明します。

■ メディア回復の準備

■ 完全回復の実行

■ 不完全回復の実行

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 増分バックアップの概要は、4-38ページの「増分バックアップ」を参照してくだ
さい。

メメメメデデデディィィィアアアア回回回回復復復復のののの準準準準備備備備
いつ、どのような方法でメディア回復を行うかは、データベースの状態と、そのデータ・
ファイルの位置によって決まります。 

メディア回復の必要性の判断メディア回復の必要性の判断メディア回復の必要性の判断メディア回復の必要性の判断  

1. SQL*Plusを起動し、ターゲット・データベースに接続する。たとえば、次のコマンド
を発行して PRO1に接続します。

% sqlplus sys/change_on_install@prod1;

2. コマンド行で次の SQL問合せを実行して、データベースの状態を判断する。

SELECT parallel, status FROM v$instance;

注注注注意意意意 : 制御ファイルの回復が必要な場合は、リカバリ・カタログを使用
可能にする必要があります。リカバリ・カタログもターゲット・データ
ベース制御ファイルも使用できない場合、RMANは操作を行うことがで
きません。
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PAR STATUS
--- -------
NO  OPEN

STATUS列が OPENであれば、データベースはオープン状態です。しかし、それでもど
の表領域およびどのデータ・ファイルを復元または回復する必要があるかはわかりませ
ん。 

3. 次の問合せを実行して、データ・ファイルのヘッダーをチェックし、下の表に従って解
決策を実行してください。 

SELECT file#, status, error, recover, tablespace_name, name 
FROM v$datafile_header
WHERE error IS NOT NULL
OR recover = 'YES'; 

完完完完全全全全回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
完全回復を実行するときは、データベース全体またはデータベースのサブセットを回復しま
す。たとえば、表領域の大部分の完全回復を実行し、次に残りの表領域を回復することもで
きます。データ・ファイルが読み書き可能または NORMALモードでオフラインにされた表
領域であっても、違いはありません。

完全回復の使用方法は、データベースがオープン状態かクローズ状態かで決まります。 

エラーエラーエラーエラー列列列列 RECOVER列列列列 解解解解決策決策決策決策

NULL NO エラーの原因がハードウェアまたは O/Sの一時的な問題ではな
い場合は、データ・ファイルを復元するか、そのデータ・ファイ
ルのコピーに切り替えてください。

NULL YES データ・ファイルを回復します。recoverコマンドは、まず適切
な増分バックアップがあればそれを適用し、次に REDOログを適
用します。RMANは、増分バックアップおよび REDOログを必
要なだけ復元します。 

NULLで
はない

エラーの原因がハードウェアまたはオペレーティング・システム
の一時的な問題でない限り、データ・ファイルを復元するか、そ
のデータ・ファイルのコピーと入れ替える必要があります。

注注注注意意意意 : V$DATAFILE_HEADERでは、各データ・ファイルのヘッダー・
ブロックが読み取られるのみなので、データ・ファイルの復元が必要にな
る問題をすべて検出できるわけではありません。たとえば、データ・ファ
イルに読取り不能なデータ・ブロックがあっても、そのデータ・ファイル
のヘッダー・ブロックに障害がなければ、エラーはレポートされません。 
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skipオプションが役立つのは、一時データのみの表領域の回復を避ける場合や、いくつかの
表領域の回復を延期する場合です。skipオプションは、メディア回復を開始する前に指定し
た表領域をオフラインにし、メディア回復完了までそれらをオフラインの状態のままにしま
す。 

アーカイブ REDOログまたは増分バックアップ・セットを復元する必要がない場合でなけ
れば、recoverコマンドの前に、channelコマンドを少なくとも 1回は実行しておく必要が
あります・復元が必要なバックアップ・セットに適切なタイプのデバイスを割り当ててくだ
さい。 適切なタイプの記憶デバイスが使用できない場合は、recoverコマンドは失敗します。

デデデデーーーータベースタベースタベースタベースのののの回回回回復復復復
データベースの完全回復を実行する手順は、制御ファイルが使用可能かどうかによって変わ
ります。

制御ファイルに障害がないときのデータベースの回復制御ファイルに障害がないときのデータベースの回復制御ファイルに障害がないときのデータベースの回復制御ファイルに障害がないときのデータベースの回復  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースがオープンになっている場合は、これを停止してからマウントする。

shutdown immediate;
startup mount;

3. チャネルを割り当てた後、データベースを復元し、回復する。この例では、TEMP表領
域をスキップしています。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database
       skip tablespace temp;
}

デデデデーーーータベースのタベースのタベースのタベースの状状状状態態態態 処理処理処理処理

クローズ状態 次のどちらかの操作をします。

■ 1つの操作でデータベース全体を回復する。

■ 別々の操作でそれぞれの表領域を回復する。

オープン状態 次のどちらかの操作をします。

■ データベースをクローズし、回復する。

■ 個々の表領域をオフラインにし、それらを回復する。
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4. 正常に回復できたか出力を調べる。RMANが必要なデータ・ファイルを復元したら、
出力に RMAN-08055があるか探します。

RMAN-08024: channel ch1: restore complete
RMAN-03023: executing command: partial resync
RMAN-08003: starting partial resync of recovery catalog
RMAN-08005: partial resync complete
 
RMAN-03022: compiling command: recover
 
RMAN-03022: compiling command: recover(1)
 
RMAN-03022: compiling command: recover(2)
 
RMAN-03022: compiling command: recover(3)
RMAN-03023: executing command: recover(3)
RMAN-08054: starting media recovery
RMAN-08515: archivelog filename=/oracle/arc_dest/arcr_1_40.arc thread=1 
sequence=40
RMAN-08515: archivelog filename=/oracle/arc_dest/arcr_1_41.arc thread=1 
sequence=41
RMAN-08055: media recovery complete
 
RMAN-03022: compiling command: recover(4)
RMAN-08031: released channel: ch1

バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの回復バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの回復バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの回復バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの回復  

バックアップ制御ファイルとリカバリ・カタログを使用して復元操作を実行する場合、
RMANは制御ファイルが復元バックアップの構造を反映するよう自動的に調整します。

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。リカバリ・カタログを使用すると、RMANは制御ファイルを更新します。
たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースをマウントせずにインスタンスを開始します。

startup nomount;

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、次の操作をする。

a. restore controlfileコマンドを使用して、CONTROL_FILES初期化パラメータに指
定したすべての場所に、制御ファイルを復元する。

b. データベースをマウントする。

c. データベースを復元し、回復する。
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d. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore controlfile;
     alter database mount;
     restore database;
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
}

4. データベースの情報をリセットする。

reset database;

5. ただちにデータベースをバックアップする。データベースは新しいインカーネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

表表表表領領領領域の回域の回域の回域の回復復復復
表領域回復の手順は、データベースがオープン状態かクローズ状態か、また本来の表領域の
位置にアクセス可能かによって変わります。

データベースがクローズ状態のときにアクセス可能な表領域を回復するデータベースがクローズ状態のときにアクセス可能な表領域を回復するデータベースがクローズ状態のときにアクセス可能な表領域を回復するデータベースがクローズ状態のときにアクセス可能な表領域を回復する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、表領域を復元し、それを回復する。この例では、表領域
TBS_3を回復します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     restore tablespace tbs_3;
     recover tablespace tbs_3;
}

3. 正常に回復したか出力を調べる。
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データベースがクローズ状態のときにアクセス不可能な表領域を回復するデータベースがクローズ状態のときにアクセス不可能な表領域を回復するデータベースがクローズ状態のときにアクセス不可能な表領域を回復するデータベースがクローズ状態のときにアクセス不可能な表領域を回復する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、次の操作をする。

a. アクセス可能な位置を指定して、破損したデータ・ファイルのファイル名を変更す
る。

b. 新しい位置にバックアップしたデータ・ファイルを復元する。

c. 復元したデータ・ファイルの切替えを行い、制御ファイルがこれを現行ファイルと
みなすよう設定する。

d. 表領域を回復する。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     set newname for datafile '/disk1/oracle/tbs_1.f' to '/disk2/oracle/tbs_
1.f';
     restore tablespace tbs_1;
     switch datafile all;
     recover tablespace tbs_1;
}

データベースがオープン状態のときにアクセス可能な表領域を回復するデータベースがオープン状態のときにアクセス可能な表領域を回復するデータベースがオープン状態のときにアクセス可能な表領域を回復するデータベースがオープン状態のときにアクセス可能な表領域を回復する  

データ・ファイルが消失または破損したがアクセス可能である場合は、データ・ファイルを
デフォルト位置に復元する必要があります。 

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 次の操作をする。

a. 回復が必要な表領域をオフラインにする。

b. チャネルを割り当てる。

c. オプションで、回復に必要なアーカイブ REDOログの復元先を指定する。RMAN
はこの場所にアーカイブ REDOログを復元するため、どこのアーカイブ REDOロ
グを使用すべきかを認識しています。

d. 表領域を復元し、回復する。

e. 表領域をオンラインにする。

run { 
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     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE TEMPORARY';
     allocate channel ch1 type disk;
     set archivelog destination to '/oracle/temp/arcl_restore';
     restore tablespace user_data;
     recover tablespace user_data;
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data ONLINE';
}

データベースがオープン状態のときにアクセス不可能な表領域を回復するデータベースがオープン状態のときにアクセス不可能な表領域を回復するデータベースがオープン状態のときにアクセス不可能な表領域を回復するデータベースがオープン状態のときにアクセス不可能な表領域を回復する  

メディア障害のために表領域またはデータ・ファイルがアクセス不可能な場合、データ・
ファイルを新しい位置に復元するか、または既存のデータ・ファイル・コピーに切り替える
必要があります。 

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、次の操作をする。

a. 回復が必要な表領域をオフラインにする。

b. アクセス可能な位置を指定して、破損したデータ・ファイルのファイル名を変更す
る。

c. 新しい位置にバックアップ・データ・ファイルを復元する。

d. 復元したデータ・ファイルの切替えを行い、制御ファイルがこれを現行ファイルと
みなすよう設定する。

e. 表領域を回復する。

f. 表領域をオンラインにする。

run { 
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE IMMEDIATE';
     allocate channel ch1 type disk;
     set newname for datafile '/disk1/oracle/tbs_1.f' to '/disk2/oracle/tbs_
1.f';
     restore tablespace tbs_1;
     switch datafile all;
     recover tablespace tbs_1;
     sql 'ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE';
}
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不不不不完完完完全全全全回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
RMANでは、指定した時刻、SCN、ログ順序番号までのデータベース全体の回復を実行で
きます。このタイプの回復を不完全回復（incomplete recovery）といいます。データベース
全体の回復の場合、データベースの Point-in-Time回復（DataBase Point-In-Time Recovery: 
DBPITR）ということもあります。

不完全回復は、完全回復と異なる点がいくつかあります。最も重要な違いは、不完全回復で
はデータベースを RESETLOGSオプションでオープンする必要があることです。このオプ
ションを使用すると、オンライン REDOログには新しいタイムスタンプおよび SCNが記録
されます。その結果、古いアーカイブ REDOログの適用でデータ・ファイルを破損する危
険性がなくなります。

不完全回復の後に RESETLOGSオプションでオープンする必要があるため、すべてのデー
タ・ファイルを回復することが必要です。データ・ファイルのなかには RESETLOGSの前に
は回復できないもの、および RESETLOGSの後には回復できないものがあります。たとえ
ば、Oracleではデータ・ファイルがオフラインの場合、RESETLOGSオプションでオープン
することができません。例外は、データ・ファイルが NORMALモードでオフラインにされ
たまたは読取り専用の場合です。RESETLOGSの後は、読取り専用またはNORMALモード
でオフラインにされた表領域のファイルをオンラインにできます。これらのファイルあるい
は表領域には REDOを適用する必要がないからです。

データベースの Point-in-Time回復（DataBase Point-In-Time Recovery: DBPITR）を実行す
る最も容易な方法は、set untilコマンドを使用する方法です。このコマンドは、同じ runコ
マンド内の後続する restore、switch、および recoverの各コマンドに対して、必要な時刻を
設定します。set untilコマンドを restoreの後で、かつ recoverの前に指定した場合、デー
タベースを必要な時刻まで回復できないので注意してください。復元されたファイルに設定
時刻よりも最近のタイムスタンプがすでにあるからです。したがって、通常 set untilコマン
ドは restoreコマンドまたは switchコマンドの前に指定するのが最善の方法です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : set untilコマンドの構文は、11-147ページの「untilClause」を参照してくださ
い。

リリリリカカカカバリ・カバリ・カバリ・カバリ・カタタタタログを使ログを使ログを使ログを使用用用用した不完した不完した不完した不完全全全全回復の回復の回復の回復の実行実行実行実行
データベースの Point-in-Time回復を実行するには、データベースをクローズしておく必要
があります。時刻を指定した回復を行う場合、RMANを起動する前に時刻の書式を指定す
る環境変数の設定が必要ですので注意してください（5-2ページの「NLS環境変数の設定」
を参照）。たとえば、次のように入力します。

NLS_LANG=american 
NLS_DATE_FORMAT='Mon DD YYYY HH24:MI:SS' 

指定時刻までデータベースを回復する指定時刻までデータベースを回復する指定時刻までデータベースを回復する指定時刻までデータベースを回復する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat
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オプションで、接続時にログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープンになっている場合は、停止してからマウントする。

shutdown immediate;
startup mount;

3. どの時刻まで回復する必要があるかを決める。たとえば、午前 9時 15分に、ユーザー
が午前 9時 2分に表領域を誤って削除したことを発見した場合、削除が生じる直前の午
前 9時まで回復できます。その時刻以降にデータベースに加えた変更は消失します。

4. runコマンドのなかで、次の操作を実行する。

a. NLS_LANGおよび NLS_DATE_FORMATで指定した日付書式を使用して、回復終
了時刻を設定する。

b. チャネルを割り当てる。

c. データベースを復元する。

d. データベースを回復する。

e. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

たとえば、このジョブでは 11月 15日午前 9時まで不完全回復を実行します。

run { 
     set until time 'Nov 15 1998 09:00:00';
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
}

5. データベースをリセットする。

reset database;

6. ただちにデータベースをバックアップする。データベースは新しいインカーネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}
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指指指指定定定定 SCNまでデータベースを回復するまでデータベースを回復するまでデータベースを回復するまでデータベースを回復する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

オプションで、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープンになっている場合は、停止してからマウントする。

shutdown immediate;
startup mount;

3. どの SCNまで回復が必要かを決める。たとえば、表領域 TBS_1のバックアップを作成
し、そのしばらく後にユーザーが TBS_3にあるデータ・ファイルを誤って上書きした場
合、listコマンドを発行して TBS_1の SCNを決定し、次に昨日の全体データベース・
バックアップを復元し、その SCNまでデータベースを回復することができます。

4. run コマンドのなかで、次の操作を実行する。

a. 回復終了 SCNを設定する。

b. チャネルを割り当てる。

c. データベースを復元する。

d. データベースを回復する。

e. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

たとえば、このジョブでは SCN1000まで不完全回復を実行します。

run { 
     set until scn 1000;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
}

5. データベースをリセットする。

reset database;

6. ただちにデータベースをバックアップする。データベースは新しいインカーネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。
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run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

指定ログ順序番号までデータベースを回復する指定ログ順序番号までデータベースを回復する指定ログ順序番号までデータベースを回復する指定ログ順序番号までデータベースを回復する  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびオプションでリカバリ・カタログ
に接続する。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

オプションで、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープンになっている場合は、停止してからマウントする。

shutdown immediate;
startup mount;

3. どのログ順序番号まで回復が必要か決める。たとえば、V$LOG_HISTORYに問い合せ
て、アーカイブしてある REDOログを表示する。 

RECID      STAMP      THREAD#    SEQUENCE#  FIRST_CHAN FIRST_TIM NEXT_CHANG
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ----------
         1  344890611          1          1      20037 24-SEP-98      20043
         2  344890615          1          2      20043 24-SEP-98      20045
         3  344890618          1          3      20045 24-SEP-98      20046
         4  344890621          1          4      20046 24-SEP-98      20048
         5  344890624          1          5      20048 24-SEP-98      20049
         6  344890627          1          6      20049 24-SEP-98      20050
         7  344890630          1          7      20050 24-SEP-98      20051
         8  344890632          1          8      20051 24-SEP-98      20052
         8 rows selected.

4. runコマンドのなかで、次の操作を実行する。

a. 回復終了のログ順序番号を設定する。

b. チャネルを割り当てる。

c. データベースを復元する。

d. データベースを回復する。

e. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

たとえば、このジョブではスレッド 1のログ順序番号 6まで不完全回復を実行します。
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run { 
     set until logseq 6 thread 1;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
}

5. データベースをリセットする。

reset database;

6. ただちにデータベースをバックアップする。データベースは新しいインカーネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

リリリリカカカカバリ・カバリ・カバリ・カバリ・カタタタタログなしログなしログなしログなしのののの不完全回不完全回不完全回不完全回復復復復の実の実の実の実行行行行
リカバリ・カタログなしで DBPITRを実行できますが、次の指示を確実に守る必要がありま
す。

■ すべての RMANバックアップ・コマンドを実行した後に、個々の制御ファイルのバッ
クアップをとる。 

■ すべてのバックアップの RMAN出力を保存する。

制御ファイルの個別のバックアップ制御ファイルの個別のバックアップ制御ファイルの個別のバックアップ制御ファイルの個別のバックアップ  RMANデータベース・バックアップをとってから、制
御ファイルのバックアップを作成する。これは、いま作成したデータベース・バックアップ
についての情報を収めたバックアップ制御ファイルが必要になるからです。datafile_1 を
バックアップする際に include current controlfileを指定した場合や、データベースのバッ
クアップに制御ファイルのバックアップが含まれている場合でも、そのバックアップ・セッ
トにあるバックアップ制御ファイルは自己参照することができません。以下のコマンドにつ
いて検討してみます。

backup database;

このコマンドは、制御ファイルのバックアップを含むバックアップ・セットを作成します。
バックアップ制御ファイルには、自分自身を含むバックアップ・セットのレコードはありま
せん。その結果、このバックアップ制御ファイルを復元し、それをマウントしても、バック
アップ・セットからファイルを復元できません。制御ファイルにはこのファイルのレコード
がないためです。 

制御ファイルを個別にバックアップするには、runコマンドでなかで次の順序のコマンドを
発行します。
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backup database;
backup current controlfile;   # obtain a useful control file backup.

これらのコマンドで 2つのバックアップ・セットを作成します。各バックアップ・セットご
とにバックアップ制御ファイルがあります。2番目のコマンドで作成した制御ファイルの
バックアップは非常に重要なバックアップです。つまり、データベース・バックアップに関
連するすべてのレコードを含む制御ファイル・バックアップです。

リカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしリカバリ・カタログなしでででで DBPITRを実行するを実行するを実行するを実行する  

1. nocatalogオプションを指定して、RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続
する。 

% rman target / nocatalog

2. データベースがオープンになっている場合は、停止してからマウントする。

startup force mount;

3. バックアップ制御ファイルを一時的な場所に復元する。前述したように個別の制御ファ
イル・バックアップが作成されていれば、RMANはこのバックアップを使用します。
backup databaseと backup current controlfileの間の時間間隔にある時間を指定した場
合、RMANは不適切な制御ファイルを選択することになります。 

以前述べたように RMAN出力が保存されていれば、RMANが選択したバックアップ制
御ファイルが正しいものであることを検証できます。backup current controlfileコマン
ドで tagオプションを使用し、次に復元でこのタグを使用して RMANに必要な制御
ファイルの選択を強制する方法も可能です。 

たとえば、次のコマンドを発行して制御ファイルを一時的な場所に復元します。

run {
    set until time 'Jun 18 1998 16:32:36';
    allocate channel ch1 type disk;
    # restore a backup controlfile to a temporary location.
    restore controlfile to '/tmp/cf.tmp';
}

RMANが復元した制御ファイルが、すべてのバックアップを終えた後に backup 
current controlfileコマンドで作成した制御ファイルであることを検証します。backup 
current controlfileコマンドでタグを指定した場合、restore controlfileコマンドで
from tagオプションを指定する方法も可能です。

4. 現行の制御ファイルをバックアップした後にそれを前のステップで復元したバックアッ
プ制御ファィルに置き換える。

run { 
     allocate channel ch1 type disk; 
     # save a copy of the current controlfile just to be safe 
     copy current controlfile to '/tmp/original.cf'; 
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     shutdown immediate; 
     startup nomount;
     replicate controlfile from '/tmp/cf.tmp'; 
     alter database mount; 
} 

5. 次の操作を実行する。

a. 回復の終了時刻、SCNまたはログ順序番号（ARCHIVELOGモードで実行する場
合）を指定する。

b. データベースを復元し、回復する。データベースを NOARCHIVELOGモードで実
行している場合 recoverコマンドで noredoオプションを指定します。データベー
スを ARCHIVELOGモードで実行している場合は、noredoオプションは除きます。

c. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする。

run {
     set until time 'Jun 18 1998 16:32:36';
     restore database;
     recover database noredo;
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
}

6. データベースをリセットする。

reset database;

7. ただちにデータベースをバックアップする。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
}

復元復元復元復元おおおおよびよびよびよび回回回回復の復の復の復の使使使使用例用例用例用例
復元および回復操作を実行するための使用例を次に挙げます。

■ データ・ファイル・コピーを使用した新しいホストへの復元

■ 複数データベースが同じ名前を共有する場合の復元

■ バックアップ・セットからの制御ファイルの変則的な復元の実行

■ オープン状態のデータベースにおけるアクセス不可能なデータ・ファイルの回復

■ ディスクおよびテープのバックアップを使用してのアクセス不可能なデータ・ファイル
の回復

■ データベース全体のメディア障害に対する回復の実行
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■ RESETLOGS以前のバックアップの回復

■ NONARCHIVELOGモードでのデータベースの回復

デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルル・・・・ココココピピピピーーーーをををを使使使使用用用用ししししたたたた新新新新ししししいいいいホホホホスススストトトトへへへへのののの復復復復元元元元
データベースをデータ・ファイル・コピーを使用して新しいホストに移動するには、コピー
を新しいマシンに手動で転送する必要があります。この例では、リカバリ・カタログを使用
しているものとして説明を行います。

1. ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログに接続してから、listコマンドを
発行して、データ・ファイル・コピーおよびそれらの主キーのリストを表示する。 

list copy;

2. O/Sユーティリティを使用して、データ・ファイル・コピーを新しいホストにコピーす
る。たとえば、UNIXユーザーは次のとおりに入力します。

% cp -r /oracle/copies /net/new_host/oracle/dbs

3. 旧ホストのデータ・ファイル・コピーをカタログから削除する。たとえば、次のように
入力します。

change datafile copy 1,2,3,4,5,6,7,9,10 uncatalog;

4. 転送したデータ・ファイル・コピーをその新しいファイル名でカタログに登録する。た
とえば、次のように入力します。

catalog datafilecopy '/oracle/dbs/tbs_1.f', '/oracle/dbs/tbs_2.f', 
'/oracle/dbs/tbs_3.f', '/oracle/dbs/tbs_4.f', '/oracle/dbs/tbs_5.f', 
'/oracle/dbs/tbs_6.f', '/oracle/dbs/tbs_7.f', '/oracle/dbs/tbs_8.f', 
'/oracle/dbs/tbs_9.f', '/oracle/dbs/tbs_10.f';

5. 9-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」または 9-7ページの「異なるファイル・システムの新しいホストへのターゲッ
ト・データベースの移動」に説明されている復元操作および回復操作を実行する。チャ
ネルは、'sbt_tape'ではなくて type diskを指定します。

複複複複数数数数デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススがががが同同同同じじじじ名名名名前前前前をををを共共共共有有有有すすすするるるる場場場場合合合合のののの復復復復元元元元
データベース識別子は、データベース作成時に計算する 32ビットの数値です。他のデータ
ベースと同じ名前を共有するデータベースを復元する場合は、その識別が必要です。RMAN
の set dbidコマンドを使用し、そのデータベース識別子によってデータベースを指定しま
す。
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復復復復元元元元が必要なが必要なが必要なが必要なデデデデータベーータベーータベーータベーススススのののの DBIDの取の取の取の取得得得得
RMANの出力を保存している場合は、データベース識別子を決定するためにこの情報を参
照してください。ユーザーがデータベースに接続する際には、RMANが必ずこの情報を表
示します。

% rman target /

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0

RMAN-06005: connected to target database: RMAN (DBID=1231209694)

RMANの出力を保存していないが復元操作のためにデータベースの DBIDの値が必要な場
合は、RC_DATABASEまたは RC_DATABASE_INCARNATIONリカバリ・カタログ・
ビューによってデータベース識別子を取得してください。

この使用例ではリカバリ・カタログに登録されたデータベースの名前は一意ではないと想定
しているので、正しい DBIDの決定にはなんらかの一意の情報を使用する必要があります。
復元の必要があるデータベースに対応付けられたデータ・ファイルまたはオンライン REDO
ログの名前がわかっており、かつこのファイル名がリカバリ・カタログに登録されたすべて
のデータベース間で一意である場合は、次の問合せの中で filename_of_log_or_dfのファイル
名をこの完全修飾ファイル名に置き換えます。次の問合せのどちらかを実行して、DBIDを
決定します。 

SELECT distinct db_id  
FROM db, dbinc, dfatt  
WHERE db.db_key = dbinc.db_key  
  AND dbinc.dbinc_key = dfatt.dbinc_key  
  AND dfatt.fname = 'filename_of_log_or_df';  
  
SELECT distinct db_id  
FROM db, dbinc, orl  
WHERE db.db_key = dbinc.db_key  
  AND dbinc.dbinc_key = orl.dbinc_key  
  AND orl.fname = 'filename_of_log_or_df';  

DBIDをををを使使使使用した用した用した用したババババックアッックアッックアッックアッププププ制御ファ制御ファ制御ファ制御ファイイイイルの復ルの復ルの復ルの復元元元元
次の条件のすべてを満たすときは、set dbidコマンドのみを使用して制御ファイルを復元し
ます。 

■ 制御ファイルが消失し、バックアップからの復元が必要である。 

■ リカバリ・カタログを使用している。

■ リカバリ・カタログに登録された複数データベースはデータベース名を共有している。

これらの条件が満たされない場合は、RMAN-20005: target database name is 
ambiguous が戻されます。制御ファイルの復元を試みたときに表示されるメッセージです。
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RMANは復元する制御ファイルを正しく識別しますので、set dbidコマンドを使用する必
要はありません。 

RMANが set dbidを受け入れるのは、ターゲット・データベースに接続していない場合の
みです。つまり、set dbidは targetコマンドの前に発行する必要があります。ターゲット・
データベースがマウントされていると、RMANはユーザー指定の DBIDがデータベース自
体の DBIDに一致するか検証し、一致しない場合はエラーを通知します。ターゲット・デー
タベースがマウントされていない場合、RMANはユーザー指定の DBIDを使用して制御
ファイルを復元します。制御ファイルの復元が完了した後、データベースをマウントするこ
とで、データベースの残りの部分を復元できます。 

データベースの IDを設定するには、次のコマンドを入力します。この場合の target_dbidは
整数値です。

set dbid = target_dbid; 

制御ファイルをデフォルトの位置に復元するには、次のとおりに入力します。

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     restore controlfile; 
     alter database mount; 
} 

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・セセセセッッッットトトトかかかかららららのののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルのののの変変変変則則則則的的的的なななな復復復復元元元元のののの実実実実行行行行
次の状況で、RMANバックアップから制御ファイルを復元するには、変則的な手順を使用
する必要があります。

■ リカバリ・カタログに同じ名前を持つデータベースが 1つ以上登録されており、データ
ベースの復元に RMANの 8.0.5以前のバージョンを使用する場合（この問題の説明は、
9-30ページの「複数データベースが同じ名前を共有する場合の復元」を参照）。

■ リカバリ・カタログを使用しておらず、かつ唯一の制御ファイル・バックアップが
RMANバックアップ・セット内にある場合。 

RMANバックアップ・セット内を除き他に制御ファイルのバックアップがなく、かつ復元
操作の実行に制御ファイルが必要な場合、次の PL/SQLプログラムを使用してバックアッ
プ・セットから制御ファイルを取り出す必要があります。 

ターゲット・データベースに SYSDBAとして接続している間に、SQL*Plusからこのプログ
ラムを実行します。

DECLARE
  devtype varchar2(256);
  done    boolean;
BEGIN
  devtype := dbms_backup_restore.deviceallocate('devtype', params=>'');
  # Replace 'devtype' with the device type you used when creating the backup: disk or 
  # sbt_tape.  If you used an sbt_tape device and specified a 'parms' option on the RMAN 
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  # allocate channel command, then put that parms data in the 'params' operand here.

  dbms_backup_restore.restoresetdatafile;

  dbms_backup_restore.restorecontrolfileto('/tmp/foo.cf');
  # This path specifies the location for the restored control file. If there are multiple
  # control files specified in the init.ora file, copy the control file to all specified 
  # locations before mounting the database.

  dbms_backup_restore.restorebackuppiece('handle',done=>done);
  # Replace 'handle' with the your backup piece handle. This example assumes that the 
  # backup set contains only one backup piece. If there is more than one backup piece in 
  # the backup set (which only happens if the RMAN command set limit kbytes is used), then 
  # repeat the restorebackuppiece statement for each backup piece in the backup set.

END;
/

制御ファイルの復元が正常に終了した後は、データベースをマウントして復元操作および回
復操作を実行できます。 

オオオオーーーーププププンンンン状状状状態態態態ののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススににににおおおおけけけけるるるるアアアアククククセセセセスススス不不不不可可可可能能能能ななななデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルル
のののの回回回回復復復復

この使用例では、データベースはオープン状態ですがデータ・ファイルにアクセスできない
状態を想定しています。次の SQL問合せを実行して、その状態を調べます。 

SELECT * FROM v$recover_file;

     FILE# ONLINE  ERROR          TIME
---------- ------- -------------- ----------
        19 ONLINE  FILE NOT FOUND                                                             

次に RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

reportコマンドを発行して、データ・ファイルの表領域およびファイル名を決定します。

RMAN> report schema;

RMAN-03022: compiling command: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_11.f
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4           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_22.df
7           500 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_13.f
8           500 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_23.f
9           500 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_24.f
10          500 TBS_3                NO      /oracle/dbs/tbs_31.f
11          500 TBS_3                NO      /oracle/dbs/tbs_32.f
12          500 TBS_4                NO      /oracle/dbs/tbs_41.f
13          500 TBS_4                NO      /oracle/dbs/tbs_42.f
14          500 TBS_5                YES     /oracle/dbs/tbs_51.f
15          500 TBS_5                YES     /oracle/dbs/tbs_52.f
16         5120 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_03.f
17         2048 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_14.f
18         2048 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_25.f
19         2048 TBS_3                NO      /oracle/dbs/tbs_33.f
20         2048 TBS_4                NO      /oracle/dbs/tbs_43.f
21         2048 TBS_5                YES     /oracle/dbs/tbs_53.f

メディア障害について調査する直前にデータ・ファイルをオンラインにする必要があるの
で、データ・ファイルを新しい位置に復元し、そのデータ・ファイルのコピーに切り替えま
す。

run { 
     sql 'ALTER TABLESPACE tbs_3 OFFLINE IMMEDIATE';
     allocate channel ch1 type disk;
     set newname for datafile '/oracle/dbs/tbs_33.f' to '/oracle/temp/tbs_33.f';
     restore tablespace tbs_3;
     switch datafile all;
     recover tablespace tbs_3;
     sql 'ALTER TABLESPACE tbs_3 ONLINE';
}

デデデディィィィススススククククおおおおよよよよびびびびテテテテーーーーププププののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププをををを使使使使用用用用ししししててててののののアアアアククククセセセセスススス不不不不可可可可能能能能ななななデデデデーーーー
タタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの回回回回復復復復

ディスク障害が原因でデータ・ファイルにアクセスできない場合は、そのデータ・ファイル
を新しい位置に復元するか、既存のデータ・ファイルのコピーに切り替える必要がありま
す。次の復元例では、4つのデータ・ファイルを収めた表領域 TBS_1を復元し、回復しま
す。これらのファイルのコピーのいくつかはディスク上にあり、いくつかのバックアップは
テープ上にあるので、例ではディスクおよびテープの双方から restoreができるように、
ディスク・チャネルとメディア管理チャネルを 1つずつ割り当てています。

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE";  
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs11.f' 
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       to '/disk9/oracle/tbs11.f';  
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs12.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs12.f';  
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs13.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs13.f'; 
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs14.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs14.f';   
     restore tablespace tbs_1; 
     switch datafile all;     # makes the renamed datafile the current datafile
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE";  
}

デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス全全全全体体体体ののののメメメメデデデディィィィアアアア障障障障害害害害にににに対対対対すすすするるるる回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
次の使用例は、以下のことを想定しています。

■ データベース全体、すべての制御ファイル、オンライン REDOログおよびリカバリ・カ
タログが消失した。

■ メディアの問題を修復してから、データベースを元の場所に復元する。

■ テープ ドライブが 4台ある。

■ リカバリ・カタログを使用している。

データベースの復元の前に、次の操作が必要です。

■ O/Sコマンドあるいはユーティリティを使用して、最新のバックアップから init.ora
ファイル、パスワード・ファイル（使用している場合）、およびリカバリ・カタログを
復元する。

■ ディスク上にあるがリカバリ・カタログに登録されていないアーカイブ REDOログ、
データ・ファイル・コピー、あるいはバックアップ・セットをカタログに登録する。復
元の終了点のログ順序番号までのアーカイブ REDOログは、リカバリ・カタログにカ
タログする必要があります。カタログに登録しないと、Recovery Managerは、それら
をどこから検索すべきかを認識できません。リカバリ・カタログを頻繁に再同期化し、
復元を行った元の最新コピーがある場合、カタログへの登録が必要なアーカイブ REDO
ログはそれほど多くはありません。 

次の使用例では、使用可能のもののうち、最新のアーカイブログ（スレッド 1内のログ 124）
まで、データベースを復元し、回復します。

■ データベースをマウントしないでインスタンスを開始し、接続を DBAユーザーのみに
限定する。

■ init.ora パラメータ CONTROL_FILESにより指定した場所に、制御ファイルを復元
する。

■ 制御ファイルをマウントする。
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■ リカバリ・カタログにないアーカイブ REDOログをカタログに登録する。

■ データベース・ファイルを元の場所に復元する。ボリューム名が変更されている場合
は、復元の前に set newnameコマンドを使用して改名し、復元後に切替えを実行して
データ・ファイルの新しい位置の制御ファイルを更新します。

■ データ・ファイルの回復には、増分バックアップと REDOの組み合わせまたは REDOの
みを使用します。RMANは、指定したログ順序番号に到達すると回復を停止します。

■ RESETLOGSモードでデータベースをオープンする。他には適用できるアーカイブ
REDOログがないことが確信できる場合のみ、この最後のステップを実行します。

■ オラクル社は、RESETLOGSの後でデータベースをバックアップすることをお薦めしま
す（ただし、この例には含まれません）。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat
startup nomount dba;

run {
     #  If you need to restore the files to new locations, tell Recovery Manager
     #  to do this using 'set newname'.
     #  set newname for datafile 1 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_1';
     #  set newname for datafile 2 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_2';
     #  set newname for datafile 3 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_3';
     #  set newname for datafile 4 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_4';
     #  etc...
   
     #  The set until command is used in case the database
     #  structure has changed in the most recent backups, and you wish to
     #  recover to that point-in-time.  In this way Recovery Manager restores
     #  the database to the same structure the database was at that time.
     set until logseq 124 thread 1;

     allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel t3 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel t4 type 'SBT_TAPE';

     restore controlfile;
     alter database mount;

     #  Catalog any archivelogs that are not in the recovery catalog
     #  catalog archivelog '/oracle/db_files/prod1/arch/arch_1_123.rdo';
     #  catalog archivelog '/oracle/db_files/prod1/arch/arch_1_124.rdo';
     #  etc...
     restore database;

     #  Update the control file by telling it the new location of the datafiles
     #  only if you used 'set newname for datafile' above.
     #  switch datafile all;
     recover database;
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     #  Complete this last step only if no more archived logs need to be applied.
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
}

RESETLOGS以以以以前前前前ののののババババッッッッククククアッアッアッアッププププのののの回回回回復復復復
次のことを想定します。

■ リカバリ・カタログを使用する。

■ PROD1のバックアップを 1998年 7月 2日に作成した。

■ 1998年 7月 10日にこのデータベースの不完全回復を行い、RESETLOGSオプションで
オープンした。これにより新しいインカーネーションが作成された。

■ 必要とする重大データが1998年7月8日午前8時にデータベースから削除されたことを 7
月 25日に発見した。

■ PROD1を前のインカーネーションにリセットし、7月 2日のバックアップを復元し、7
月 8日午前 7時 55分まで回復することに決定した。

# obtain primary key of old incarnation
list incarnation of database prod1;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

# reset database to old incarnation
reset database to incarnation 2;
# recover it
run { 
     set until time 'Jul 8 1998 07:55:00'; 
     allocate channel dev1 type disk; 
     shutdown abort; 
     startup nomount; 
     restore controlfile; 
     alter database mount; 
     restore database; 
     recover database; 
     sql 'alter database open resetlogs'; 
} 
# make this new incarnation the current incarnation
reset database;
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NONARCHIVELOGモモモモーーーードドドドででででののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復
増分バックアップを使用して、NOARCHIVELOGモードで実行しているデータベース・
モードを回復することができます。次の使用例を想定してみます。

■ PROD1のデータベースを NOARCHIVELOGモードで実行している。

■ リカバリ・カタログを使用している。

■ 月曜日にデータベース PROD1のレベル 0バックアップを作成した。

■ 水曜日と金曜日の午前 7時に、レベル 1増分バックアップの差分を作成する。

■ データベースは日曜日にメディア障害の被害を受け、これによってデータ・ファイルの
半分が消失する。

この場合、金曜日が最新の増分バックアップの日付であることから、金曜日までの不完全メ
ディア回復を実行してください。RMANは回復中にアーカイブログを探す前に必ず増分
バックアップを探すことに注意してください。 

ユーザーが recoverコマンドで noredoオプションを指定すれば、RMANは必要な不完全メ
ディア回復を自動的に実行できます。noredoオプションの指定がない場合、RMANは金曜
日の増分バックアップを適用した後アーカイブ REDOログを探し、それらを探すことがで
きない場合はエラー・メッセージを発行します。

PROD1およびカタログ・データベースに接続後、次のコマンドを使用してデータベースを
回復します。

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     restore database; 
     recover database noredo; 
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS'; 
}
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Recovery Manager にににによよよよるるるる複複複複製製製製デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス

のののの作作作作成成成成

この章では、Recovery Managerを使用して、テスト目的の複製データベースを作成する方
法を説明します。項目は次のとおりです。

■ 複製データベース作成の概要

■ 複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成

■ 複製データベースの使用例
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複製データベース作成の概要
複製複製複製複製デデデデータータータータベベベベースースースース作作作作成の成の成の成の概概概概要要要要
RMANの duplicateコマンドを使用すると、元のデータベースを保持しながら、ターゲッ
ト・データベースを使用してテスト・データベースを作成することができます。このコマン
ドは、ターゲット・データベースのファイルのイメージ・コピーまたはバックアップ・セッ
トを使用し、新たなデータベースを生成します。本番データベースを週 7日、1日 24時間実
行する必要がある場合は、複製データベースが特に役に立ちます。 

複製操作の一環として、RMANは次の操作を管理します。

■ ターゲット・データベースのデータ・ファイルを複製データベースに復元し、すべての
使用可能なアーカイブ REDOログおよび増分バックアップを使用して不完全回復を実
行する。

■ 不完全回復の後、複製データベースを RESETLOGSオプションでオープンし、REDOロ
グを作成する。

■ 複製データベースに一意のデータベース識別子を新たに生成する。

ターゲット・データベースの復元では、次のことが可能です。

■ 読取り専用の表領域を skip readonly句でスキップする。読取り専用の表領域は、デ
フォルトでは含まれています。省略したものを、後から追加することができます。

■ 複製データベースを新しいホストに作成する。新しいホストでもディレクトリ構造が同
じ場合は、nofilenamecheckを使用し、ターゲット・データ・ファイルのファイル名を
複製データ・ファイルのファイル名に再使用できます。

■ 複製データベースを作成するときに set untilオプションを使用し、複製データベースを
現行以外の時刻に回復する。デフォルトでは、duplicateコマンドはターゲット・デー
タベースの最新のバックアップを使用してデータベースを作成してから、増分バック
アップおよびアーカイブ REDOログのバックアップに含まれる一貫性をもつ最新の時
点まで回復を実行します。

■ リカバリ・カタログを指定しないで duplicateコマンドを使用する。

■ 複製データベースをターゲット・データベースと同じリカバリ・カタログに登録する。
このオプションが可能であるのは、複製のとき複製データベースにデータベース識別子
を新たに割り当てるからです。O/Sユーティリティを使用してターゲット・データベー
スをコピーした場合、コピー・データベースのデータベース識別子が元のままなので、
同じリカバリ・カタログには登録できません。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : duplicateコマンドの構文は、11-69ページの「duplicate」を参照してください。
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制制制制限限限限事事事事項項項項
RMANの複製機能には次の制限があります。これらのことは実行できません。

■ オフライン表領域の複製。ただし、複製後に手動でこれらの表領域を追加できます。

■ ターゲット・バックアップのなかに存在しないものがある場合に、データベースを複製
すること。RMANは、次の複製を試みます。

■ データ・ファイルがオンラインであるかどうかにかかわらず、オンライン表領域に
含まれるすべてのデータ・ファイル。

■ IMMEDIATEオプションでオフラインにしたすべての表領域。

表領域またはデータ・ファイルのバックアップに有効なものがなければ、コマンドは失
敗します。

■ 複製データ・ファイルの名前がターゲット・データ・ファイルと同じで、かつデータ
ベースが同じホストにある場合は、nofilenamecheckを使用する。nofilenamecheckを
指定すると、RMANはデータ・ファイルを上書きするか、または次のエラーを表示し
ます。

RMAN-10035: exception raised in RPC: ORA-19504: failed to create file 
            "/oracle/dbs/tbs_01.f" 
ORA-27086: skgfglk: unable to lock file - already in use 
SVR4 Error: 11: Resource temporarily unavailable 
Additional information: 8 
RMAN-10031: ORA-19624 occurred during call to 
DBMS_BACKUP_RESTORE.RESTOREBACKUPPIECE 

データベースに同じファイル名が必要で、かつデータベースが異なるホストにある場合
は、nofilenamecheckオプションを使用する必要があります。

■ ターゲット・データベースをオープンしていないときに複製する。

■ あるホストにあるイメージ・コピーを使用して新しいホストへの複製データベースを作
成する。イメージ・コピーのかわりに、テープ・バックアップを使用する必要がありま
す。

複複複複製製製製デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス用用用用ののののフフフファァァァイイイイルルルルのののの作作作作成成成成
データベースを複製するときは、次の操作を実行する必要があります。

■ 制御ファイルの作成

■ オンライン REDOログの作成

■ データ・ファイルの改名
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複製データベース作成の概要
制制制制御御御御ファイルファイルファイルファイルのののの作作作作成成成成
duplicateコマンドは、複製データベースの init.ora ファイルにリストされている名前を
使用して、制御ファイルを作成します。複製データベース制御ファイルの名前を選択すると
きは、ターゲット・データベースの init.ora で設定されている本番ファイルを上書きしな
いようにしてください。

オオオオンンンンライライライラインンンン REDOロロロロググググの作の作の作の作成成成成
複製オンライン REDOログの名前を作成する場合、次の選択肢があります。これらを優先
順に示します。

RMANが REDOログをどのように改名するかは、優先順序によって決まります。たとえば、
ユーザーが logfile句と LOG_FILE_NAME_CONVERTパラメータの両方を指定した場合、
RMANは logfile句を使用します。すべてのオプションを指定した場合、RMANは logfile
句を使用し、他のものは無視します。

表表表表 10-1  REDOロロロロググググのファイルのファイルのファイルのファイル名名名名作成の優先作成の優先作成の優先作成の優先順順順順序序序序

順序順序順序順序 方法方法方法方法 結果結果結果結果

1 duplicateコマンドの logfile句を指
定する。

指定のとおりに REDOログを作成する。

2 LOG_FILE_NAME_CONVERT初期
化パラメータを設定する。

ターゲット・ファイル名を、たとえば log.*
から duplog.* に、変換する。

注注注注意意意意 : このパラメータを使用した場合、REDO
ログはそのサイズが一致する限り、あらかじ
め存在していても問題はありません。このパ
ラメータはログ作成時に reuseパラメータを
使用するからです。

3 前述のどれも実行しない。 ターゲット・ファイル名を再使用する。この
方法を使用するときは、nofilenamecheckオ
プションを指定する必要があります。

警警警警告告告告 : ターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内にターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内にターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内にターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内に
存在する場合、ターゲット・データベースが使用中のオンライ存在する場合、ターゲット・データベースが使用中のオンライ存在する場合、ターゲット・データベースが使用中のオンライ存在する場合、ターゲット・データベースが使用中のオンラインンンン REDO
ログの名前を使用しないようにしてください。また、複製データベースがログの名前を使用しないようにしてください。また、複製データベースがログの名前を使用しないようにしてください。また、複製データベースがログの名前を使用しないようにしてください。また、複製データベースが
別のホストにあ別のホストにあ別のホストにあ別のホストにありりりり nofilenamecheckを使用していない場合も、ターゲッを使用していない場合も、ターゲッを使用していない場合も、ターゲッを使用していない場合も、ターゲッ
ト・データベースが使用中ト・データベースが使用中ト・データベースが使用中ト・データベースが使用中のののの REDOログの名前を使用しないようにしてログの名前を使用しないようにしてログの名前を使用しないようにしてログの名前を使用しないようにして
くださいくださいくださいください。。。。 
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デデデデーーーータ・ファタ・ファタ・ファタ・ファイイイイルの改名ルの改名ルの改名ルの改名
複製データ・ファイルに異なる名前を付ける必要がある場合は、パラメータまたはコマンド
を使用して、それを指定する必要があります。データ・ファイルの改名には、表に示す選択
肢があります。これらを優先順に示します。

RMANがどのようにファイルに名前をつけるかは、優先順序によって決まります。たとえ
ば、すべてのコマンドおよび初期化パラメータを指定した場合、RMANは set newnameを
使用します。set auxnameコマンドと DB_FILE_NAME_CONVERTを指定した場合、
TMANは set auxnameを使用します。最初の 3つのオプションのいずれも指定しない場合、
RMANは複製ファイルに対して元のターゲット・ファイル名を使用します。

読取り専用表領域のスキップ読取り専用表領域のスキップ読取り専用表領域のスキップ読取り専用表領域のスキップ  skip readonlyを指定した場合、RMANはこれらの表領域の
データファイルを複製しません。以下のビューまたは表には、スキップされるデータ・ファ
イルおよび表領域が次の値で表示されます。

表表表表 10-2  データ・フデータ・フデータ・フデータ・ファァァァイルのファイルのファイルのファイルのファイイイイル名作成の優ル名作成の優ル名作成の優ル名作成の優先先先先順序順序順序順序

順序順序順序順序 方法方法方法方法 結果結果結果結果

1 set newnameコマンドを発行する。 新しいデータ・ファイルのファイル名を作成す
る。このコマンドは、ファイルの改名が必要に
なるたびに、再発行する必要があります。

2 set auxnameコマンドを発行する。 新しいデータ・ファイルのファイル名を作成す
る。この設定は、set auxname ... to nullコマン
ドで無効にされるまで、有効です。

3 DB_FILE_NAME_CONVERT初期
化パラメータを設定する。

たとえば、ターゲット・ファイル名を tbs.* か
ら dupdbs.* に、変換する。set newnameおよ
び set auxnameで改名されたことがないファイ
ルに対して、このパラメータが使用できます。

4 前述のどれも実行しない。 ターゲット・ファイル名を再使用する。この方
法を使用するときは、nofilenamecheckオプ
ションを指定する必要があります。

表また表また表また表またははははビュービュービュービュー 列列列列 値値値値

V$DATAFILE STATUS OFFLINE

V$DATAFILE ENABLED READ ONLY

V$DATAFILE NAME MISSINGxxx

SYS.DBA_DATA_FILES STATUS AVAILABLE

SYS.DBA_TABLESPACES STATUS READ ONLY
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複製データベース作成の概要
NORMALモードでオフラインにされた表領域のスキップモードでオフラインにされた表領域のスキップモードでオフラインにされた表領域のスキップモードでオフラインにされた表領域のスキップ  表領域を NORMALモード・オプ
ションでオフラインにしたとき、RMANはこのような表領域のデータ・ファイルを複製し
ません。複製の後で、手動でこのような表領域の追加または削除を行うことができます。

以下のビューまたは表には、スキップされるデータ・ファイルおよび表領域が次の値で表示
されます。

IMMEDIATEオプションで表領域をオフラインにした場合、RMANは表領域をスキップせ
ずに複製します。オンライン表領域の場合と同じく、RMANでは複製にも有効なバック
アップが必要です。

ファイル名チェックの禁止ファイル名チェックの禁止ファイル名チェックの禁止ファイル名チェックの禁止  set newname、set newnameまたは DB_FILE_NAME_
CONVERTはターゲット・データベースですでに使用中の名前を生成することができます。
この場合、nofilenamecheckを指定して、エラーを避けます。たとえば、ホスト Aには 2
つのデータベースがあるとします。 datafile1 の名前は /oracle/data/file1.f で、
datafole2 の名前は /oracle/data/fil2.f です。ホスト Bに複製するとき次のコマン
ドを発行します。 

run { 
     set newname for datafile 1 to /oracle/data/file2.f; # rename datafile 1 as file2.f
     set newname for datafile 2 to /oracle/data/file1.f; # rename datafile 2 as file1.f
     allocate ... 
     duplicate target database to newdb; 
} 

すべてのデータ・ファイルに対して set newnameコマンドを発行しても、複製ファイル名
がまだターゲット・データベースで使用中なので、duplicateコマンドは正常に実行されま
せん。ターゲットの datafile 1 は /oracle/datafile2.f を使用しておらず、ター
ゲットの datafile 2 も /oracle/datafile1.f を使用していませんが、複製データ
ベースの 1つがターゲット・ファイル名を使用しているために、nofilenamecheckを指定し
てエラーを避ける必要があります。

表また表また表また表またははははビュービュービュービュー 列列列列 値値値値

V$DATAFILE STATUS OFFLINE

V$DATAFILE ENABLED DISABLED

V$DATAFILE NAME MISSINGxxx

SYS.DBA_DATA_FILES STATUS AVAILABLE

SYS.DBA_TABLESPACES STATUS OFFLINE
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複製データベース作成の概要
 

複複複複製製製製用用用用のののの補補補補助助助助イイイインンンンススススタタタタンンンンススススのののの準準準準備備備備
RMANにより複製データベースを作成するには、次の要件があります。

■ 補助インスタンスの Oracleパスワード・ファイルの作成

■ 補助インスタンスのパラメータ・ファイルの作成

■ 補助インスタンスの起動

■ Net8と補助インスタンスとの接続性の確認

■ ターゲット・データベースのオープン

■ RMANコマンド行インタフェースの起動

■ 必要なバックアップおよびアーカイブ REDOログの確認

■ 補助チャネルの割当て

補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンススススのののの Oracleパパパパススススワード・ワード・ワード・ワード・フフフファイルのァイルのァイルのァイルの作成作成作成作成
Oracleパスワード・ファイルの作成と維持の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照して
ください。

補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンスのパラスのパラスのパラスのパラメメメメータ・フータ・フータ・フータ・ファァァァイルのイルのイルのイルの作成作成作成作成
補助インスタンスの init.ora ファイルを作成し、次のパラメータ要件を設定する。

注注注注意意意意 : すべてのデータ・ファイルが DB_FILE_NAME_CONVERTによっ
て変換される場合、つまりデータ・ファイルのすべてが同じ接尾辞または
接頭辞をもつ場合、set newnameと set auxnameのどちらも使用せずに、
DB_FILE_NAME_CONVERTのみを使用してください。

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 指定指定指定指定

DB_NAME duplicateコマンドで使用する名前と同じ名前。

CONTROL_FILES 10-4ページの「制御ファイルの作成」を参照。
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複製データベース作成の概要
オプションとして、次のパラメータを設定します。

SYSDBAとして Net8への接続を可能にするパラメータも含めて、その他のパラメータを必
要に応じて設定します。同じホスト、または異なるファイル・システムを持つ新しいホスト
に複製するとき、パス名を指定するすべてのパラメータに特に注意してください。

次に示すのは、複製データベース用の init.ora パラメータの例です。

DB_NAME=newdb
CONTROL_FILES=(/oracle/dup_prod/cf/cf1.f,/oracle/dup_prod/cf/cf2.log)
DB_FILE_NAME_CONVERT=(/oracle/prod/db,/oracle/dup_prod/db)
LOG_FILE_NAME_CONVERT=("/oracle/prod/log","/oracle/dup_prod/log")

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Net8の詳細は、『Net8 管理者ガイド』を参照してください。

補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンスの起動スの起動スの起動スの起動
RMANによる複製データベースの作成を開始する前に、SQL*Plusを使用して補助インスタ
ンスに接続し、NOMOUNTモード（必要ならばパラメータ・ファイルを指定して）で起動
します。この例では、aux_pwdは SYSDBA認可レベルのユーザーのパスワードであり、
aux_strは補助インスタンスのネット・サービス名です。

SQL> connect sys/aux_pwd@aux_str
SQL> startup nomount pfile='/oracle/aux/dbs/initAUX.ora';

補助インスタンスにはまだ制御ファイルがないので、インスタンスは NOMOUNTモードで
しか起動できません。制御ファイルの作成、補助インスタンスのマウントまたはオープンは
実行しないでください。

Net8と補と補と補と補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンスとの接スとの接スとの接スとの接続続続続性の確認性の確認性の確認性の確認
補助インスタンスは Net8経由でアクセス可能な状態になっていることが必要です。先に進
む前に、SQL*Plusを使用して補助インスタンスへの接続を確立できることを確認してくだ
さい。補助インスタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイル
が必要ですので注意してください。

タタタターーーーゲット・ゲット・ゲット・ゲット・デデデデータベーータベーータベーータベーススススのオープンのオープンのオープンのオープン
RMANによる複製データベースの作成を開始する前に、ターゲット・データベースがオー
プン状態でない場合は、ターゲット・データベースをオープンします（必要ならばパラメー
タ・ファイルを指定します）。たとえば、次のように入力します。

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 指定指定指定指定

DB_FILE_NAME_CONVERT 10-5ページの「データ・ファイルの改名」を参照。

LOG_FILE_NAME_CONVERT 10-4ページの「オンライン REDOログの作成」を参照。
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複製データベース作成の概要
SQL> startup pfile='/oracle/dbs/initPROD1.ora';

RMANコマンコマンコマンコマンドドドド行インタ行インタ行インタ行インタフフフフェースのェースのェースのェースの起動起動起動起動
次のいずれかの方法で、RMANのコマンド行インタフェースを起動してください。

■ O/Sコマンド行への接続

■ RMANプロンプトでの接続

O/Sコマンド行への接続コマンド行への接続コマンド行への接続コマンド行への接続  補助インスタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パス
ワード・ファイルが必要です。補助インスタンス、ターゲット・インスタンス、およびリカ
バリ・カタログに接続するには、Recovery Managerの起動時に次の情報を提供します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str auxiliary  \ 
> sys/aux_pwd@aux_str

このとき、

RMANプロンプトでの接続プロンプトでの接続プロンプトでの接続プロンプトでの接続  補助インスタンスへの接続を行わずに RMANコマンド行インタ
フェースを起動し、RMANプロンプトで connect auxiliaryコマンドを使用して補助インス
タンスに接続することもできます。

% rman
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str

必必必必要要要要なバックなバックなバックなバックアアアアップおよップおよップおよップおよびびびびアーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログの確認ログの確認ログの確認ログの確認
ターゲット・データベースのすべてのデータ・ファイルのバックアップがあることを確認し
てください。すべてのバックアップがない場合には、複製操作は失敗します。データベース
のバックアップは全体データベース・バックアップである必要はありません。個々のデー
タ・ファイルの全体および増分バックアップを混合して使用できます。

target_pwd SYSDBAとして接続するためにターゲット・データベースの
orapwd ファイルに指定してあるパスワード。

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名。

cat_pwd リカバリ・カタログの orapwd ファイルに指定している、ユーザー
RMANのパスワード。

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名。

aux_pwd SYSDBAとして接続するために補助データベースの orapwd ファイ
ルに指定しているパスワード。

aux_str 補助データベースのネット・サービス名。
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必要な時刻、SCNまたはログ順序番号まで回復するために必要なすべてのアーカイブ
REDOログのバックアップがすべて存在することを確認してください。

補補補補助助助助チャネルチャネルチャネルチャネルのののの割当割当割当割当てててて
duplicateコマンドを発行する前に、同じ runコマンドのなかで少なくとも 1つの補助チャ
ネルを割り当ててください。チャネル・タイプ（diskまたは 'sbt_tape'）は、ターゲット・
データベースのバックアップが存在するメディアと一致する必要があります。バックアップ
がディスク上にある場合、割り当てるチャネルが多いほど、短時間で実行できます。テー
プ・バックアップの場合、チャネル数は操作に使用することができるデバイスの数に制限し
てください。 

run {
     # to allocate a channel of type 'sbt_tape' issue:
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';

     # to allocate three auxiliary channels for disk issue (specifying whatever channel 
     # id that you want):
     allocate auxiliary channel aux1 type disk;
     allocate auxiliary channel aux2 type disk;
     allocate auxiliary channel aux3 type disk;
     . . .
}

複製複製複製複製デデデデータータータータベベベベースースースースののののローローローローカカカカルルルルままままたはたはたはたはリリリリモーモーモーモートトトト・ホ・ホ・ホ・ホスススストへトへトへトへのののの作成作成作成作成
複製データベースを作成するとき、次のオプションを選択できます。

■ 同じディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製

■ 異なるディレクトリ構造のリモート・ホストへのデータベースの複製

■ ローカル・ホストへの複製データベースの作成

同同同同じじじじデデデディィィィレレレレククククトトトトリリリリ構構構構造造造造をををを持持持持つつつつリリリリモモモモーーーートトトト・・・・ホホホホスススストトトトへへへへののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの複複複複製製製製
一番簡単なケースは、データベースを別のホストに複製し、同じディレクトリ構造を使用す
る場合です。この場合、init.ora ファイルを変更したり、複製データベースのデータ・
ファイルに新しいファイル名を設定したりすることは必要ありません。 

同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法

1. O/Sユーティリティを使用して、パラメータ・ファイルをターゲット・ホストのディレ
クトリ構造内の場所から、複製ホストのディレクトリ構造内の同じ場所にコピーする。

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスを、マウントせずに開始する。たとえば、次
のように入力します。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;
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3. SQL*Plusを使用して、ターゲット・データベースがまだオープン状態でない場合、そ
れをオープンする。たとえば、次のように入力します。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは Net8経由でアクセスできる必要がある。先に進む前に、SQL*Plus
を使用して補助インスタンスへの接続が確立できることを確認してください。補助イン
スタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要です
ので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベース、および（使用し
ている場合）リカバリ・カタログ・データベースに接続する。この例では、O/S認証を
使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod

次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてネット・サービス
名を使用しています。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary 
scott/tiger@dupdb

6. 次の操作を実行する。

■ 少なくとも補助チャネルを 1つ割り当てる。

■ nofilenamecheckパラメータを指定する。

たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';
     duplicate target database to dupdb 
     nofilenamecheck;
}

7. RMANにより、アーカイブ REDOログおよび増分バックアップで使用できるものはす
べて使用して不完全回復を実行し、次に RESETLOGSオプションでデーターベースを
オープンしてオンライン REDOログを作成する。
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異異異異ななななるるるるデデデディィィィレレレレククククトトトトリリリリ構構構構造造造造ののののリリリリモモモモーーーートトトト・・・・ホホホホスススストトトトへへへへののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの複複複複製製製製
異なるファイル・システムを持つホスト上に複製データベースを作成する場合、init.ora
ファイルのパラメータをいくつか変更したり、複製データベースのデータ・ファイルに新し
いファイル名を生成したりする必要があります。 

LOG_FILE_NAME_CONVERTまたは logfile句を使用して、オンライン REDOログのファ
イル名を変換します。データ・ファイル名の変換には、DB_FILE_NAME_CONVERT、set 
newnameコマンド、または set auxnameコマンドを使用します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データ・ファイルのファイル名の変換に関しては、10-5ページの表 10-2を参照し
てください。

DB_FILE_NAME_CONVERTおよおよおよおよびびびび LOG_FILE_NAME_CONVERTでデータベースを複でデータベースを複でデータベースを複でデータベースを複
製する方法製する方法製する方法製する方法

1. O/Sユーティリティを使用して、パラメータ・ファイルをターゲット・ホストのディレ
クトリ構造内の場所から、複製ホストのディレクトリ構造内の同じ場所にコピーする。
確実に次の設定を行ってください。 

■ パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期化パラメータ。

■ DB_FILE_NAME_CONVERT。このパラメータは、すべてのターゲット・データ・
ファイルを獲得し、たとえば tbs_* から duptbs_* への変換のように、適切に名
前を変換する。

■ LOG_FILE_NAME_CONVERT。このパラメータは、すべてのオンライン REDOロ
グを獲得し、たとえば log_* から duplog_* への変換のように、適切に名前を変
換する。

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスを、マウントせずに開始する。たとえば、次
のように入力します。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;

3. SQL*Plusを使用して、ターゲット・データベースがまだオープン状態でない場合、こ
れをオープンする。たとえば、次のように入力します。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは Net8経由でアクセスできる必要がある。先に進む前に、SQL*Plus
を使用して補助インスタンスへの接続を確立できることを確認してください。補助イン
スタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要です
ので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベース、および（使用し
ている場合）リカバリ・カタログ・データベースに接続する。この例では、O/S認証を
使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb 
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次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod

次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてがネット・サービ
ス名を使用しています。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary 
scott/tiger@dupdb

6. duplicateコマンドを発行する。たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';
     duplicate target database to dupdb;
}

7. RMANにより、アーカイブ REDOログおよび増分バックアップで使用できるものをす
べて使用して不完全回復を実行し、次に RESETLOGSオプションでデーターベースを
オープンしてオンライン REDOログを作成する。

DB_FILE_NAME_CONVERTおよおよおよおよびびびび logfile句でデータベースを複製する方法句でデータベースを複製する方法句でデータベースを複製する方法句でデータベースを複製する方法

パラメータ LOG_FILE_NAME_CONVERTを使用した複製データベース作成と同じ手順で進
めます。ただし、次の点は変えます。

■ ステップ 1では、LOG_FILE_NAME_CONVERTパラメータを設定しない。

■ ステップ 6で、runコマンドを次のとおりに変更して、複製データベースの REDOロ
グ・メンバーを指定する。

run {
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';
     duplicate target database to dupdb 
       logfile
         '/oracle/dbs/log1.f' size 200K,
         '/oracle/dbs/log2.f' size 200K;
}

set newnameコマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法

1. O/Sユーティリティを使用して、パラメータ・ファイルをターゲット・ホストのディレ
クトリ構造内の場所から、複製ホストのディレクトリ構造内の同じ場所にコピーする。
パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期化パラメータを設定します。

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスを、マウントせずに開始する。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;
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3. SQL*Plusを使用して、ターゲット・データベースがまだオープン状態でない場合は、
これをオープンする。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは Net8経由でアクセスできる必要がある。先に進む前に、SQL*Plus
を使用して補助インスタンスへの接続を確立できることを確認してください。補助イン
スタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要です
ので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベース、および（使用し
ている場合）リカバリ・カタログ・データベースに接続する。この例では、O/S認証を
使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod

次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてがネット・サービ
ス名を使用しています。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary 
scott/tiger@dupdb

6. 次の操作を実行する。

■ 少なくとも補助チャネルを 1つ割り当てる。

■ ターゲット・データベースで使用したものと同じ REDOログ・メンバーおよびグ
ループの番号を指定する。

■ 複製データベースのデータ・ファイルに新しいファイル名を指定する。

たとえば、次のように入力します。

run {  
     # allocate at least one auxiliary channel of type disk or tape 
     allocate auxiliary channel dupdb1 type 'sbt_tape'; 
     . . . 
     # set new filenames for the datafiles
     set newname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_data_01.f'; 
     set newname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_data_02.f'; 
     . . .
     # issue the duplicate command
     duplicate target database to dupdb 
     # create at least two online redo log groups
     logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_1.f', 
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                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_2.f') size 200K, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_2.f') size 200K; 
}

7. RMANにより、アーカイブ REDOログおよび増分バックアップで使用できるものをす
べて使用して不完全回復を実行し、次に RESETLOGSオプションでデーターベースを
オープンしてオンライン REDOログを作成する。

set auxnameコマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法

1. O/Sユーティリティを使用して、パラメータ・ファイルをターゲット・ホストのディレ
クトリ構造内の場所から、複製ホストのディレクトリ構造内の同じ場所にコピーする。
パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期化パラメータを設定する。

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスを、マウントせずに開始する。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;

3. SQL*Plusを使用して、ターゲット・データベースがまだオープン状態でない場合は、
これをオープンする。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは Net8経由でアクセスできる必要がある。先に進む前に、SQL*Plus
を使用して補助インスタンスへの接続を確立できることを確認してください。補助イン
スタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要です
ので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベース、および（使用し
ている場合）リカバリ・カタログ・データベースに接続する。この例では、O/S認証を
使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod

次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてがネット・サービ
ス名を使用します。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary 
scott/tiger@dupdb

6. データ・ファイルの補助名を設定する。たとえば、次のように入力します。

# set auxiliary names for the datafiles     
set auxname for datafile 1 to '/oracle/auxfiles/aux_1.f'; 
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set auxname for datafile 2 to '/oracle/auxfiles/aux_2.f'; 
... 
set auxname for datafile n to '/oracle/auxfiles/aux_ n.f'; 

7. 次の操作を実行する。

■ 少なくとも補助チャネルを 1つ割り当てる。

■ ターゲット・データベースで使用したものと同じ REDOログ・メンバーおよびグ
ループの番号を指定する。

run {  
     # allocate at least one auxiliary channel of type disk or tape 
     allocate auxiliary channel dupdb1 type 'sbt_tape'; 
     . . . 
     # issue the duplicate command
     duplicate target database to dupdb 
     . . .
     # create at least two online redo log groups
     logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_2.f') size 200K, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_2.f') size 200K; 
}

8. RMANにより、アーカイブ REDOログおよび増分バックアップで使用できるものをす
べて使用して不完全回復を実行し、次に RESETLOGSオプションでデーターベースを
オープンしてオンライン REDOログを作成する。

9. データ・ファイルが誤って上書きされないよう、データ・ファイルの補助名を未指定に
する。たとえば、次のように入力します。

# un-specify auxiliary names for the datafiles
set auxname for datafile 1 to null; 
set auxname for datafile 2 to null; 
... 
set auxname for datafile n to null; 

ロロロローーーーカカカカルルルル・・・・ホホホホスススストトトトへへへへのののの複複複複製製製製デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの作作作作成成成成
ターゲット・データベースと同じホストに複製データベースを作成するときは、異なるディ
レクトリ構造を持つリモート・ホストに複製する場合と同じ手順で進めます（10-12ページ
の「異なるディレクトリ構造のリモート・ホストへのデータベースの複製」）。 

ターゲットと同じ $ORACLE_HOMEにデータベースを複製できますが、別のホスト上での
変換に使用するのと同じ方法を使用して、ファイル名を変換する必要がありますので注意し
てください。 
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複製データベースの使用例
複製複製複製複製デデデデータータータータベベベベースースースースのののの使用使用使用使用例例例例
次に、複製データベース作成の使用例を示します。

■ 新しいファイル名の手作業での設定

■ 複製データベースとターゲット・データベースの再同期化

■ 最新でない複製データベースの作成

新新新新ししししいいいいフフフファァァァイイイイルルルル名名名名のののの手手手手作作作作業業業業ででででのののの設設設設定定定定
この例は次の状況を想定しています。

■ リカバリ・カタログ・データベース RCATを使用する。

■ ターゲット・データベースは HOST1にあり、9つのデータ・ファイルがある。

■ ターゲット・データベースをリモート・ホスト HOST2の DUPDBデータベースに複製
する必要がある。

■ HOST1とHOST2は異なるファイル・システムを使用している。

■ すべてのデータ・ファイルを HOST2の /oracle/dbs サブディレクトリに格納し、各
データ・ファイルには tbs_* の接頭辞を使用する必要がある。

■ O/Sユーティリティを使用して、パラメータ・ファイルを HOST1からHOST2の適切な
ファイルにコピーした。 

■ パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期化パラメータをリセットした。

■ ターゲット・データベースのすべてのデータ・ファイルのディスク・コピーまたはバッ
クアップ・セットをディスクに格納してあり、それらを O/Sユーティリティを使用し、
手動で HOST2に移動した。

■ オンライン REDOログ・グループは 2つにする。それぞれサイズ 200Kのメンバーが 2つ
ある。

connect target;
connect catalog rman/rman@rcat;
connect auxiliary sys/change_on_install@dupdb;
run {  
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb2 type disk; 

警警警警告告告告 : プライマリ・データベースと同プライマリ・データベースと同プライマリ・データベースと同プライマリ・データベースと同じじじじ $ORACLE_HOMEにデータにデータにデータにデータ
ベースを複製するときは、ベースを複製するときは、ベースを複製するときは、ベースを複製するときは、nofilenamecheckオプションは使用しないでくオプションは使用しないでくオプションは使用しないでくオプションは使用しないでく
ださい。このオプションを使用した場合、ターゲット・データベースを上ださい。このオプションを使用した場合、ターゲット・データベースを上ださい。このオプションを使用した場合、ターゲット・データベースを上ださい。このオプションを使用した場合、ターゲット・データベースを上
書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します。。。。
Recovery Managerによる複製データベースの作成 10-17



複製データベースの使用例
     allocate auxiliary channel dupdb3 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb4 type disk; 
     set newname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f'; 
     set newname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_02.f'; 
     set newname for datafile 3 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_03.f'; 
     set newname for datafile 4 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_04.f'; 
     set newname for datafile 5 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_05.f'; 
     set newname for datafile 6 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_06.f'; 
     set newname for datafile 7 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_07.f'; 
     set newname for datafile 8 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_08.f'; 
     set newname for datafile 9 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_09.f'; 
     duplicate target database to dupdb logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/log_1_2.f') size 200K reuse, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/log_2_2.f') size 200K reuse; 
} 

複複複複製製製製デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススととととタタタターーーーゲゲゲゲッッッットトトト・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの再再再再同同同同期期期期化化化化
この例では、10-17ページの「新しいファイル名の手作業での設定」と同じことを前提とし
ています。さらに、常に複製データベースをターゲット・データベースの現行状態にするた
め、複製データベースを毎日更新する必要があることを前提としています。

# start RMAN and then connect to the databases     
connect target /
connect catalog rman/rman@rcat
connect auxiliary sys/change_on_install@dupdb

# set auxiliary names for the datafiles only once     
set auxname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f'; 
set auxname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_02.f'; 
set auxname for datafile 3 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_03.f'; 
set auxname for datafile 4 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_04.f'; 
set auxname for datafile 5 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_05.f'; 
set auxname for datafile 6 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_06.f'; 
set auxname for datafile 7 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_07.f'; 
set auxname for datafile 8 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_08.f'; 
set auxname for datafile 9 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_09.f'; 

# Create the duplicate database. Issue the same command daily
# to re-create the database, thereby keeping the duplicate 
# in sync with the target.
run { 
     # allocate auxiliary channels 
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb2 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb3 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb4 type disk; 
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複製データベースの使用例
     duplicate target database to dupdb 
       logfile
         group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_1_1.f', 
                  '$ORACLE_HOME/dbs/log_1_2.f') size 200K reuse, 
         group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_2_1.f', 
                  '$ORACLE_HOME/dbs/log_2_2.f') size 200K reuse; 
}

最最最最新新新新ででででなななないいいい複複複複製製製製デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの作作作作成成成成
この例は次の状況を想定しています。

■ ターゲット・データベース PROD1と複製データベース DUPDBは別のホストにあるが、
ファイル構造まったく同じである。

■ 複製データベースのファイルをターゲット・データベースのファイルとまったく同じ名
前にする。

■ リカバリ・カタログは使用しない。

■ 複製データベースを 1週間前まで回復する必要がある。

connect target sys/change_on_install@prod1
connect auxiliary sys/sysdba@dupdb
run { 
     set until time 'sysdate-7';
     allocate auxiliary channel dupdb1 type 'sbt_tape'; 
     allocate auxiliary channel dupdb2 type 'sbt_tape'; 
     duplicate target database to dupdb 
     nofilenamecheck;
}
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Recovery Managerのコ
11

Recovery Manager ののののココココママママンンンンドドドド構構構構文文文文

この章では、Recovery Managerのコマンドおよび句についてアルファベット順に説明しま
す。 
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このリファレンス・マニュアルでの表記法
このこのこのこのリリリリファファファファレレレレンスンスンスンス・・・・マニマニマニマニュュュュアアアアルルルルでのでのでのでの表表表表記法記法記法記法
この項では、本書での表記法について説明します。 

■ テキスト

■ 構文図および表記法

■ コマンド例

テテテテキキキキスススストトトト
このリファレンスのテキストは、次の表記表に従います。

構構構構文文文文図および図および図および図および表表表表記記記記法法法法

構文図構文図構文図構文図  このリファレンスでは、構文図によって Recovery Managerのコマンドを説明しま
す。構文図では、次の例に示すように線と矢印で構文構造を表します。

この項では、構文図の構成要素を説明し、Recovery Managerコマンドの書式の例を示しま
す。構文図の構成要素には、次のものがあります。 

キーワードキーワードキーワードキーワード  キーワードは、Recovery Managerの構文で特殊な意味を持ちます。構文図で、
キーワードは、四角形の箱で囲み、大文字フォントで表します。説明文のなかでは、RMAN
キーワードは、太字の小文字で表します。たとえば、backup databaseと表します。RMAN
文においてキーワードは、構文図に示すとおりに使用する必要があります。ただし、大文字
と小文字は区別しません。

大文字 大文字のテキストは、SQLのコマンドおよびキーワー
ド、ファイル名、表およびビューの列の見出し、初期化
パラメータを明示します。 

太字太字太字太字 太字テキストは、Recovery Managerのキーワードを明
示します。 

イタリック イタリック体テキストは、用語の定義、Recovery 
Managerのパラメータおよびキーワードではないオプ
ション（たとえば、integer）の名前、および Recovery 
Manager のパラメータのサンプル値（たとえば、
datafile tbs_01.f）を明示します。

ALTER DATABASE
MOUNT

OPEN

MOUNT

OPEN
DATABASE

;
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このリファレンス・マニュアルでの表記法
RMANのコマンドは、自由形式です。キーワードは、少なくとも１つの空白文字で区切る
必要があります。その他の制約はありません。コマンドは、複数行になることがあります。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ  パラメータは、構文図でプレースホルダになります。パラメータは、構文図で
楕円形の枠内に表します。説明文のなかで、RMANパラメータは、小文字のイタリック体
で表します。たとえば、'filename'と表します。通常、パラメータは、データベース・オブ
ジェクト名（tablespace_name）、Oracleデータ・タイプ名（date_string）、あるいは句
（datafileSpec）を示します。構文図にパラメータがあったときには、RMAN文の適切なオブ
ジェクトまたは型に置き換えます。たとえば、duplicate target database toコマンドを記述
する場合、構文図の database_nameパラメータを、作成する複製データベース名、たとえば
dupdbに置き換えます。

パラメータの値には、引用符で囲む必要があるものと、任意のものがあります。構文図では
一重引用符を使用しますが、二重引用符を使用することもできます。たとえば、'filename'と
も、"filename"とも指定できます。sqlコマンドの場合は、二重引用符の使用を推奨します。

次のリストに、構文図に表されるパラメータとそれらを置き換える値の例を示します。

 

ココココママママンドンドンドンド例例例例
このリファレンスには、RMANコマンドの多くの例が示されています。RMANの要素の使
用方法が、これらの例でわかります。次に、backupコマンドの例を示します。 

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
} 

例と説明文では、異なるフォントを使用していることに注意してください。 

パパパパララララメータメータメータメータ 説明説明説明説明 例例例例

引用符に囲まれた文字
列。'filename'、
'tablespace_name'、
'channel_name'、
'channel_parms'など。

一重引用符または二重引用符で囲んだ文
字列。たとえば、'filename'または
"filename"。引用符で囲んだ文字列には、
空白文字、句読点、RMANキーワードお
よび SQLキーワードも使用できます。

"?/dbs/cf.f"

'dev1'

引用符なしの文字列。
channel_id、tag_name、
date_stringなど。

先頭がアルファベット文字で始まってお
り、空白および句読点のない文字列。

ch1

整数 数字のみの文字列。 67843
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コマンド入力
コマコマコマコマンンンンド入ド入ド入ド入力力力力
コマンドあるいは句の説明は、次の項を含んでいます。

 

構文構文構文構文 文の要素である、キーワードとパラメータについて説明し
ます。 

注注注注意意意意 : キーワードおよびパラメータは、常に有効とは限り
ません。構文上の制約については、必ず各文の「キーワー
ドおよびパラメータ」の項を参照してください。

目的目的目的目的 文の基本的な使用例について説明します。 

要件要件要件要件 コマンドを正しく使用するための要件および制約について
説明します。

キーワードおよびキーワードおよびキーワードおよびキーワードおよび
パラメータパラメータパラメータパラメータ

キーワードおよびパラメータの目的について説明します。
制約および使用上の注意についても、この項で説明します。

例例例例 文の各句および各オプションの使用例を示します。

使用上の注意 : 例の次のオプションの項では、文の使用方
法と使用時機について詳しく説明します。 
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RMANコマンドの概要
RMANコマコマコマコマンンンンドのドのドのドの概概概概要要要要
次の表に RMANコマンドの機能の概要を示します。リリース 8.0のコマンドは、すべてリ
リース 8.1の RMAN実行可能ファイルで動作することに注意してください。 

 

表表表表 11-1  Recovery Manager コマコマコマコマンンンンドドドド

ココココママママンドンドンドンド 目目目目的的的的

11-9ページの「allocate」 チャネル（channel）を確立します。つまり、RMANとデータベース・イン
スタンスを接続します。

11-9ページの「allocateForMaint」 changeコマンドなどのメンテナンス・コマンドの発行の準備として、チャネ
ルを割り当てます。

11-9ページの「alterDatabase」 データベースをマウントまたはオープンします。

11-17ページの
「archivelogRecordSpecifier」

バックアップ、復元およびメンテナンスの操作やリカバリ・カタログへの問
合せに使用する、アーカイブ REDOログ・ファイルの範囲を指定します。 

11-21ページの「backup」 データベース、表領域、データ・ファイル、あるいはアーカイブ REDOロ
グ・ファイルのバックアップをとります。 

11-32ページの「catalog」 リカバリ・カタログおよび制御ファイルに、データ・ファイル・コピー、
アーカイブ REDOログまたは制御ファイルのコピーに関する情報を書き込み
ます。 

データ・ファイル・コピーをレベル 0バックアップとしてカタログに登録し
ます。これによって、コピーを増分バックアップ計画の一部分として使用す
ることができます。

RMANの導入前あるいは RMAN以外の方法で作成されたファイル・コピー
の存在を記録します。

11-35ページの「change」 バックアップ・ピース、イメージ・コピー、あるいはアーカイブ REDOログ
を、availableまたは unavailableにマークします。

バックアップ・ピース、イメージ・コピー、あるいはアーカイブ REDOログ
をオペレーティング・システムから削除し、リカバリ・カタログ・レコード
を deleted状態に更新します。

バックアップ・ピース、データ・ファイル・コピー、あるいはアーカイブ
REDOログが使用可能であるかチェックして、使用可能でない場合は、
expiredにマークします。
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RMANコマンドの概要
11-39ページの「cmdLine」 ターゲット・データベース、リカバリ・カタログあるいは補助データベース
に接続します。

リカバリ・カタログなしで RMANを使用していることを指定します。

コマンド・ファイルを指定します。コマンド・ファイルとは、RMANコマン
ドを含むユーザー定義ファイルです。

RMANがコマンドの処理結果を記録するファイルを指定します。

コマンド・ファイルの内容を上書きではなく、追加します。

デバッグするアウトプットを作成し、その場所を指定します。

11-42ページの
「completedTimeSpec」

バックアップまたはコピーを行う時間範囲を指定する句です。

11-44ページの「connect」 RMANとターゲット・データベース、補助データベース（TSPITRに使用す
る複製または補助インスタンス）、あるいはリカバリ・カタログ・データベー
スとの接続を確立します。

11-46ページの
「connectStringSpec」

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、あるいは
補助データベースに接続するため、ユーザー名、パスワードおよびネット・
サービス名を指定します。接続は、ユーザーの認証およびデータベースの識
別のために必要です。

11-48ページの「copy」 ファイルのイメージ・コピーを作成します。 

11-52ページの「createCatalog」 リカバリ・カタログのためのスキーマを作成します。

11-54ページの「createScript」 ストアド・スクリプトを作成し、後で参照するためにリカバリ・カタログに
格納します。

11-57ページの「crosscheck」 ディスクまたはテープに格納したバックアップ・セットがまだ存在するか、
判断します。

11-60ページの「datafileSpec」 データ・ファイルをファイル名または絶対ファイル番号で指定します。

11-62ページの「debug」 RMANのデバッグ機能をオン、オフします。

11-63ページの「deleteExpired」 crosscheckコマンドによって期限切れとマークされたバックアップ・セット
を削除し、その参照をリカバリ・カタログおよび制御ファイルから削除しま
す。 

11-63ページの「deleteScript」 ストアド・スクリプトをリカバリ・カタログから削除します。

11-66ページの「deviceSpecifier」 バッアップまたはコピーに使用する記憶装置のタイプを指定します。

11-68ページの「dropCatalog」 リカバリ・カタログからスキーマを削除します。

11-69ページの「duplicate」 ターゲット・データベースのバックアップを使用して、テスト目的に使用で
きる複製データベースを作成します。

表表表表 11-1  Recovery Manager コマコマコマコマンンンンドドドド (続続続続きききき )

ココココママママンドンドンドンド 目目目目的的的的
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RMANコマンドの概要
11-74ページの「host」 RMANのなかから O/Sコマンド行のサブ・シェルを呼び出します。

11-76ページの「list」 リカバリ・カタログまたはターゲット制御ファイルに記録された特定グルー
プのバックアップ・セットまたはコピーの詳細レポートを作成します。

11-85ページの「listObjList」 データベースまたは 1つ以上の表領域、制御ファイル、データ・ファイルま
たはアーカイブ REDOログを指定します。

11-87ページの「printScript」 ストアド・スクリプトを RMANメッセージ・ログ・ファイルに出力します。
コマンド行にログ・ファイル名と log引数を指定します（11-44ページの
「connect」を参照）。

11-89ページの「recover」 復元したバックアップ・セットまたはコピーに、REDOログまたは増分バッ
クアップを適用して、その内容を特定のある時点の状態に更新します。

11-94ページの「register」 ターゲット・データベースをリカバリ・カタログに登録し、RMANからアク
セスできるようにします。

11-96ページの「release」 ターゲット・データベースへ接続した状態で、順次 I/Oデバイスを解放しま
す。

11-97ページの「releaseForMaint」 allocate channelコマンドの for deleteまたは for maintenanceオプションで
指定された順次 I/Oデバイスを解放します。

11-98ページの「replaceScript」 リカバリ・カタログに格納されている既存のスクリプトを置換します。既存
のものがない場合、replace scriptは、スクリプトを作成します。

11-101ページの「replicate」 制御ファイルを複数の宛先にコピーします。

11-103ページの「report」 リカバリ・カタログの内容の詳細分析を行います。

11-111ページの「reset」 リカバリ・カタログに新規データベースのインカーネーション・レコードを
作成します。

11-113ページの「restore」 バックアップ・セットまたはディスク上のコピーによって、現行の位置に
ファイルを復元します。

11-119ページの「resync」 完全再同期化（resynchronization）を行います。それによってスナップ
ショット制御ファイルを作成し、リカバリ・カタログをターゲット・データ
ベースの現行の制御ファイルまたはスナップショット制御ファィルと比較し
て、欠落または変更されている情報があれば更新します。

11-122ページの「rmanCmd」 スタンドアロン・コマンドを実行します。コマンド行インタプリタ（CLI）、
たとえば RMANプロンプトからのコマンドの実行です。

11-125ページの「run」 ジョブ・コマンドをコンパイルし、実行します。すなわち、runの中カッコ
のなかの 1つ以上の文を実行します。

11-128ページの「send」 ベンダー固有の引用符付き文字列を 1つ以上の特定チャネルに送信します。

表表表表 11-1  Recovery Manager コマコマコマコマンンンンドドドド (続続続続きききき )

ココココママママンドンドンドンド 目目目目的的的的
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RMANコマンドの概要
11-130ページの「set」 ターゲット・データ・ファイルの補助ファイル名を指定します。この操作は、
TSPITRを実行する場合に役立ちます。

メッセージ・ログに記録された実行済み RMANコマンドを表示します。

データベースの DB識別子を指定します。

スナップショット制御ファイルのファイル名を設定します。

11-134ページの「set_run_option」 データ・ファイルの新規ファイル名を指定します。

ブロック破損許容数の上限を指定します。

デフォルトのアーカイブ REDOログの出力先を変更します。

バックアップの二重化を指定します。

サーバー・プロセスとチャネルの対応を判断します。

指定されたチャネルの各入力データ・ファイルから読み取るバッファ数を制
限します。

指定のチャネルで一定時間に backup操作がオープンすることができる入力
ファイル数を制限します。

指定したチャネルのバックアップ・ピースのサイズを制限します。

11-138ページの「shutdown」 RMANを終了せずに、ターゲット・データベースを停止します。このコマン
ドは、SQL*Plus の SHUTDOWNコマンドと同等です。 

11-141ページの「sql」 Recovery Managerから SQL文を実行します。

11-143ページの「startup」 RMAN環境からデータベースを起動します。このコマンドは、SQL*Plus の
STARTUPコマンドと同等です。 

11-145ページの「switch」 データ・ファイルのコピーを現行データ・ファイルとして使用する、すなわ
ち制御ファイルが指すデータ・ファイルを変更します。

11-149ページの
「upgradeCatalog」

リカバリ・カタログ・スキーマを、旧バージョンから、RMAN実行可能ファ
イルに必要なバージョンにアップグレードします。

11-151ページの「validate」 バックアップ・セットを調べて、データの損傷がないかレポートします。
RMANは指定したバックアップ・セットのすべてのバックアップ・ピースを
走査し、チェックサムを調べて、必要な場合は内容の復元が正常にできるこ
とを検証します。

表表表表 11-1  Recovery Manager コマコマコマコマンンンンドドドド (続続続続きききき )

ココココママママンドンドンドンド 目目目目的的的的
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allocate
allocate

構文構文構文構文

目的目的目的目的
チャネル（channel）を確立します。すなわち、RMANとデータベース・インスタンスとの
接続を行います。各接続では、ターゲット・インスタンスの Oracleサーバー・セッション
が開始されます。このサーバー・セッションで、バックアップ・セットまたはコピーのバッ
クアップ、復元および回復の作業を行います。 

各チャネルは、一度に 1つのバックアップ・セット（backup、restoreまたは recoverの場
合）または 1度に 1つのイメージ・コピー（copyの場合）で使用されます。RMANは、
ジョブ終了時点で自動的にチャネルを解放します。

割り当てられたチャネル数によって、ジョブでの並列度を制御します。複数チャネルを同時
に割り当て、単一ジョブで複数のバックアップ・セットまたはコピーをパラレルに読み書き
できます。複数接続を確立すると、各接続は別個のバックアップ・セットまたはファイル・
コピーに対して使用されます。

allocate channelでオペレーティング・システム・リソースを割り当てるかどうかは、オペ
レーティング・システムにより異なります。プラットフォームによっては、オペレーティン
グ・システム・リソースは、コマンドが発行されるときに割り当てられます。別のプラット
フォームでは、オペレーティング・システム・リソースはファイルを読み書きのためにオー
プンするまで割り当てられません。

ALLOCATE
AUXILIARY

CHANNEL
’

channel_id
’ TYPE

=
deviceSpecifier

NAME
=

’ channel_name ’

PARMS
=

’ channel_parms ’

CONNECT
=

connectStringSpec

DEBUG
=

integer

FORMAT
=

’ format_string ’

TRACE
=

integer
;
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allocate
要件要件要件要件
■ allocateは、runコマンドの中カッコ内のみで実行してください。 

■ backup、duplicate（11-69ページの「duplicate」を参照）、copy、restore、recoverま
たは validateコマンドを実行する前に、チャネルの割当てが必要です。

■ バックアップを二重化する場合は、set duplexコマンド（11-134ページの「set_run_
option」を参照）を実行してから、backupコマンドに対するチャネル割当てを実行し
てください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

注注注注意意意意 : type diskを指定した場合、サーバー・セッションの作成以外の目
的には、O/Sリソースは割り当てられません。

auxiliary RMANと補助データベース・インスタンスとの接続を指定します。補助インスタンスは、
duplicateコマンドの実行または TSPITRの実行の場合に使用します。補助データベースは、元
のデータベースと同じホストにも、異なるホストにも作成することができます。このオプション
を指定した場合、補助データベースのマウントが必要です。オープンしておく必要はありませ
ん。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : データベースの複製の方法は、11-69ページの「duplicate」を参照してください。複
製データベースへの接続方法については、11-44ページの「connect」を参照してください。

channel     
channel_id

RMANとターゲット・データベース・インスタンスとの接続を指定します。各接続では、デー
タベース・インスタンスの Oracleサーバー・セッションが開始されます。このサーバー・セッ
ションで、バックアップ・セットまたはコピーの作成、復元および回復の作業を行います。 

channelキーワードの後に、チャネル ID、すなわちチャネルの名前を指定します。Oracleは、
release channelコマンドの実行および I/Oエラーのレポートに、この識別子を使用します。

type
deviceSpecifier

記憶デバイス（11-66ページの「deviceSpecifier」を参照）のタイプを指定します。

注注注注意意意意 : typeパラメータを指定しない場合、nameパラメータにより、特定の順次 I/Oデバイスを
指定する必要があります。V$BACKUP_DEVICEビューへの問合せで、使用することができるデ
バイス・タイプと名前がわかります。

name              
'channel_name'

順次 I/Oデバイスの名前を指定します。デバイス名を指定しないと、システムは各記憶デバイス
の使用可能デバイスを使用します。このパラメータと typeパラメータとを一緒に使用しないで
ください。

現在のところ、nameパラメータをサポートするプラットフォームはありません。
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allocate
例例例例

バックアップのために単一チャネルを割当バックアップのために単一チャネルを割当バックアップのために単一チャネルを割当バックアップのために単一チャネルを割当てててて このコマンドで全体データベース・バック
アップ用に１つのテープ・チャネルを割り当てます。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';

parms             
'channel_parms'

割り当てるデバイスに対するデバイス固有のパラメータを指定します。type diskを指定した場
合、この固有の文字列は使用しないでください。

parmsと type  'sbt_tape'とを一緒に使用した場合、デバイスに対する環境変数を指定できます。
構文に沿った例を次に示します。

PARMS="ENV=(var1=value1,var2=value2,var3=value3 . . . )"
PARMS="BLKSIZE=integer"

たとえば、次のように指定できます。

PARMS="BLKSIZE=16384,ENV=(NSR_SERVER=tape_server,NSR_CLIENT=oracleclnt,
NSR_GROUP=oracle_tapes)"

引用符付き文字列の最大長は 1000バイトです。

connect            
connectStringSpec

RMANがバックアップまたは復元の操作を行うデータベース・インスタンスへの接続文字列を
指定します（11-46ページの「connectStringSpec」を参照）。OPS構成で別々のインスタンスに
バックアップまたは復元の操作を分散する必要がある場合に、このパラメータを使用します。

このパラメータの指定がなく、かつ auxiliaryオプションも指定していない場合、RMANはコマ
ンド行パラメータ（11-39ページの「cmdLine」を参照）で指定したターゲット・データベース・
インスタンスか、または connectコマンドを発行したときに接続されたインスタンスに対してす
べての操作を実行します。一般的には、connectパラメータと auxiliaryオプションを一緒に使
用することはできません。

debug integer このチャネルで実行するコピー、バックアップおよび復元の操作に関するデバッグ情報を、ター
ゲット・データベースまたは補助データベースごとに、トレース・ファイルにログを出力するよ
う Oracleに指定します。オラクル社カスタマ・サポートの指示があるときのみこのパラメータ
を使用してください。オラクル社カスタマ・サポートがどの整数を使用するかお知らせします。

format             
'format_string'

このチャネルで作成するバックアップ・ピースの名前に使用するフォーマットを指定します。
フォーマットの指定がない場合、RMANはデフォルトの %Uを使用します。これにより一意の
識別子を保証できます。使用できる formatパラメータについては、backupコマンドを参照して
ください。

複数のディスク・チャネルを割り当て、各チャネルに別々のファイル・システムへの書き込みを
させる場合に、このパラメータは役に立ちます。formatパラメータを backupコマンドで指定す
ると、allocate channelで指定した formatパラメータに上書きします。

trace integer 指定する整数の意味は、メディア管理ソフトウェアにより異なります。一般的には、このパラ
メータによって、メディア管理ソフトウェアがどのぐらいの量の診断トレース・データを作成す
るかを制御します。
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allocate
     backup database;
}

バックアップ・セットを複数チャネルに分バックアップ・セットを複数チャネルに分バックアップ・セットを複数チャネルに分バックアップ・セットを複数チャネルに分散散散散 ディスクにバックアップする場合、複数の
ディスク・ドライブに分散したバックアップが実行できます。ディスク・ドライブごとに 1
つの type disk チャネルを割り当て、ファイル名ごとに異なるディスクになるようフォー
マット文字列を指定します。 

run{ 
     allocate channel disk1 type disk format '/disk1/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk2 type disk format '/disk2/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk3 type disk format '/disk3/%d_backups/%U';
     backup database; 
} 

バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重化化化化 バックアップ・セットを二重化する場合、チャネルを割り
当てる前に、set duplexコマンド（11-134ページの「set_run_option」を参照）を指定しま
す。次の例では、datafile 1 の同一のバックアップが 4つ作成されます。

run {
     set duplex = 4;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 1;
}

補助チャネルの割当補助チャネルの割当補助チャネルの割当補助チャネルの割当てててて 複製データベース（11-69ページの「duplicate」を参照）を作成す
る場合には、auxiliaryオプションを使用してチャネルを割り当てます。

run { 
     allocate auxiliary channel c1 type disk; 
     allocate auxiliary channel c2 type disk; 
     duplicate target database to ndbnewh 
       logfile 
         '/oracle/dbs/log_1.f' size 200K, 
         '/oracle/dbs/log_2.f' size 200K 
     skip readonly 
     nofilenamecheck; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-13ページの「allocateForMaint」

11-69ページの「duplicate」

11-39ページの「cmdLine」
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allocateForMaint
allocateForMaint

構文構文構文構文

目的目的目的目的
changeまたは crosscheckコマンドを発行するための準備として、チャネルを割り当てま
す。maintenanceオプションおよび deleteオプション（両者は意味的に全く同じです）を
使用して、状態を変更しようとしているファイルに適したデバイス・タイプを指定します。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトから実行してください。

■ 次のコマンドを発行する前に、allocate channel for deleteまたは allocate channel for 
maintenanceコマンドを発行してください。

■ change backupset ... delete

■ change backuppiece ... delete

■ change backupset ... crosscheck

■ change backuppiece ... crosscheck

■ crosscheck

■ チャネル IDは指定しないでください。

ALLOCATE CHANNEL FOR
MAINTENANCE

DELETE

TYPE
=

deviceSpecifier

NAME
=

’ channel_name ’

PARMS
=

’ channel_parms ’

CONNECT
=

connectStringSpec

DEBUG
=

integer

FORMAT
=

’ format_string ’

TRACE
=

integer
;
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allocateForMaint
■ 新しいチャネルを割り当てる前に、現在割り当てられているチャネルを解放する必要が
あります。すなわち、複数のメンテナンス・チャネルを割り当てることはできません。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
11-9ページの「allocate」を参照してください。

例例例例

バックアップ・ピースの削バックアップ・ピースの削バックアップ・ピースの削バックアップ・ピースの削除除除除 この例では、メディア管理カタログからバックアップ・ピー
スを削除します。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
change backuppiece '/oracle/dbs/01aj3q5012' delete;
release channel;

ファイルを使用不可にマーファイルを使用不可にマーファイルを使用不可にマーファイルを使用不可にマークククク この例では、主キーが 828のバックアップ・セットをメディ
ア管理カタログとのクロスチェックにより確認しています。

allocate channel for maintenance type disk;
change backupset 828 crosscheck;
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-35ページの「change」
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alterDatabase
alterDatabase

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データベースをマウントまたはオープンします。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、runコマンドの中カッコ内か、または RMANプロンプトで実行できま
す。

■ Oracleインスタンスが起動されている場合に限り、このコマンドを実行できます。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

alter database データベースをマウントまたはオープンします。

mount データベースをマウントします。オープンはしません。

open データベースをオープンします。

mount database データベースをマウントします。オープンはしません。このオプションは、SQL文 ALTER 
DATABASE MOUNTと同等です。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : ALTER DATABASEの構文は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

open database データベースをマウントし、かつオープンします。このオプションは、SQL文 ALTER 
DATABASE OPENと同等です。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : ALTER DATABASEの構文に関しては、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してく
ださい。

ALTER DATABASE
MOUNT

OPEN

MOUNT

OPEN
DATABASE

;
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alterDatabase
例例例例

バックアップ後のデータベースのオープバックアップ後のデータベースのオープバックアップ後のデータベースのオープバックアップ後のデータベースのオープンンンン この例では、データベースをマウントし、全体
データベース・バックアップを実行してからデータベースをオープンします。RMANプロ
ンプトで、次のように入力します。

startup mount; 
run { 
     allocate channel ch1 type disk; 
     backup database;  
     # now that the backup is complete, open the database. 
     alter database open; 
} 

制御フアィル復元後のデータベースのマウン制御フアィル復元後のデータベースのマウン制御フアィル復元後のデータベースのマウン制御フアィル復元後のデータベースのマウントトトト 制御ファイルをデフォルトの位置に復元
し、データベースをマウントするには、次のように入力します。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     restore controlfile; 
} 
# mount the database with the restored control file.
alter database mount;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-141ページの「sql」

11-143ページの「startup」

11-138ページの「shutdown」
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archivelogRecordSpecifier
archivelogRecordSpecifier

構文構文構文構文

archlogRange::=

目的目的目的目的
バックアップ、復元およびメンテナンスの操作で使用するアーカイブ REDOログ・ファイ
ルの範囲を指定する句です。 

要件要件要件要件
この句は、次のコマンドでのみ使用できます。

■ backup

■ change

■ crosscheck

ARCHIVELOG

ALL

LIKE ’ string_pattern ’

archlogRange
LIKE ’ string_pattern ’ THREAD

=
integer

UNTIL TIME

FROM TIME

=
’ date_string ’

FROM TIME
=

’ date_string ’ UNTIL TIME
=

’ date_string ’

UNTIL SCN
=

integer

FROM SCN
=

integer
UNTIL SCN

=
integer

UNTIL LOGSEQ
=

integer
THREAD

=
integer

FROM LOGSEQ
=

integer
UNTIL LOGSEQ

=
integer THREAD

=
integer
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archivelogRecordSpecifier
■ deleteExpired

■ list

■ restore

アーカイブ REDOログ・ファイルの範囲を指定した場合、RMANがすべての REDOデータ
をその範囲内に含めるという保証はありません。たとえば、最新のアーカイブ・ログ・ファ
イルの最終時点が範囲の最後より前の場合、あるいは範囲内のアーカイブ・ログ・ファイル
が欠落している場合などです。RMANは、検索したアーカイブ REDOログは選択しますが、
ファイルの欠落について警告はしません。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
アーカイブ・ログのタイムスタンプ、SCNおよびログ順序番号を決めるには、
V$ARCHIVED_LOGデータ・ディクショナリ・ビューを検索します。時刻の書式を指定す
る際に、NLS_LANGおよび NLS_DATE_FORMAT環境変数を使用する方法は、『Oracle8i 
リファレンス・マニュアル』を参照してください。

 '

all 各ログ順序番号ごとに必ず 1つのアーカイブ REDOログを含めるよう指定します。たとえば、
backup archivelog allを実行し、ログが複数の宛先にアーカイブされている場合でも、RMAN
がバックアップするのは、各ログ順序番号の 1つのコピーであって、各ログ順序番号の全ての
アーカイブ・コピーではありません。 

like  
'string_pattern'

アーカイプ REDOログ・ファイルのパス名を指定します。OPSモードに対して操作を行ってい
る場合に、RMANがアクセスするファイル・システムを指定するために、このパラメータを使
用します。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : Oracle Parallel Server構成に関しては、『Oracle8i Parallel Server 概要および管理』を
参照してください。

until time      
'date_string'

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの終了時刻を指定します。文字列による時刻指定は、
現在有効な NLS日付書式に従って行う必要があります。 

from timeパラメータを指定しない場合、順序番号に使用する開始時刻は、使用できる一番古い
アーカイブ REDOログの時刻になります。ログの最初のエントリと最後のエントリのタイムス
タンプを調べるには、V$ARCHIVED_LOGデータ・ディクショナリ・ビューに問い合せます。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : 時刻の書式を指定する NLS_LANGおよび NLS_DATE_FORMAT環境変数の使用方法
は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

from time
'date_string'

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの開始日を指定します。until timeパラメータを指定し
ない場合、RMANは from timeパラメータで指定した日付から始まるすべての使用可能なロ
グ・ファイルを組み込みます。 

ログの最初のエントリと最後のエントリのタイムスタンプを調べるには、V$ARCHIVED_LOG
データ・ディクショナリ・ビューを使用します。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : 時刻の書式を指定する NLS_LANGおよび NLS_DATE_FORMAT環境変数の使用方法
は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。
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例例例例

時刻によるレコードの指時刻によるレコードの指時刻によるレコードの指時刻によるレコードの指定定定定 この例では、2週間よりも古いアーカイブ REDOログのバック
アップをすべて削除します。 

change archivelog until time 'SYSDATE-14' delete; 

SCNによるレコードの指によるレコードの指によるレコードの指によるレコードの指定定定定 この例では、SCNの範囲内に入るバックアップ・アーカイブ
REDOログ・ファイルをテープから復元します。

run {  
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';  
     restore archivelog 
          from SCN 500 until SCN 700; 
     release channel dev1;  
} 

ログ順序番号によるレコードの指ログ順序番号によるレコードの指ログ順序番号によるレコードの指ログ順序番号によるレコードの指定定定定 この例では、スレッド 1の順序番号 288から 301まで
のすべてのアーカイブ・ログをバックアップし、その完了後にアーカイブ・ログを削除しま
す。バックアップが失敗した場合は、ログを削除しません。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog 
          from logseq 288 until logseq 301 thread 1
          # delete original archived redo logs after backup completes
          delete input;
}

until SCN integer 一連のアーカイブ REDOログ・ファイルに対して終了 SCNを指定します。from SCNパラメー
タを指定しない場合、RMANは一番古い SCNを使用して順序を開始します。

from SCN integer 一連のアーカイブ REDOログ・ファイルに対する開始 SCNを指定します。until SCNパラメー
タを指定しない場合、RMANは from SCNパラメータで指定した SCNから始まるすべての使用
可能なログ・ファイルを組み込みます。 

until logseq 
integer

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの終了ログ順序番号を指定します。from logseqパラ
メータを指定しない場合、RMANは一番低いログ順序番号を使用して順序を開始します。

from logseq 
integer

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの開始ログ順序番号を指定します。until logseqパラ
メータを指定しない場合、RMANは from logseqパラメータで指定した日付から始まるすべて
の使用可能なログ・ファイルを組み込みます。 

thread integer 選択する必要があるアーカイブ REDOログ・ファイルが含まれているスレッドを指定します。
データベースを OPSモードで使用する場合に限り、このパラメータの指定が必要です。

アーカイブ REDOログ・レコードのスレッド番号を調べるには、V$ARCHIVED_LOGデータ・
ディクショナリ・ビューを使用します。
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関連項目関連項目関連項目関連項目
11-21ページの「backup」

11-35ページの「change」

11-57ページの「crosscheck」

11-63ページの「deleteExpired」

11-76ページの「list」

11-113ページの「restore」
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backup

構文構文構文構文

BACKUP

FULL

INCREMENTAL LEVEL
=

integer

PARMS
=

’ channel_parms ’

CUMULATIVE

NOCHECKSUM

CHECK LOGICAL

FILESPERSET
=

integer

FORMAT
=

’ format_string ’

CHANNEL
’

channel_id
’

SKIP

OFFLINE

READONLY

INACCESSIBLE

TAG
= ’

tag_name
’

SETSIZE
=

integer

DISKRATIO
=

integer

PROXY
ONLY

POOL
=

integer
backupSpec ;
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backupSpec::=

目的目的目的目的
データベース、表領域、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログ・
ファイルのバックアップを実行します。バックアップを実行する場合、バックアッブが必要
なファイルを指定します。RMANは入力ファイルをバッアップ・セットに書き込みます。
バックアップ・セットは RMAN固有の論理構造になっています。各バックアップ・セット
には少なくとも 1つのバックアップ・ピースが含まれています。プロキシ・コピーの作成に
も、backupコマンドが使用されます。プロキシ・コピーとはメディア・マネージャによっ
て作成されたバックアップのことです。

Oracleが作成するバックアップ・セットの数および RMANが 1つのバックアッブ・セット
に入れる入力ファイルの数は、ユーザーが制御します。ファイルの読取り中またはバック

(

DATAFILE datafileSpec

,

DATAFILECOPY ’ filename ’

,

DATAFILECOPY TAG
= ’

tag_name
’

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

DATABASE

archivelogRecordSpecifier

CURRENT CONTROLFILE

CONTROLFILECOPY ’ filename ’

FORMAT
=

’ format_string ’

FILESPERSET
=

integer

CHANNEL
’

channel_id
’

SETSIZE
=

integer

TAG
= ’

tag_name
’

DISKRATIO
=

integer

PARMS
=

’ channel_parms ’

DELETE INPUT

SKIP

OFFLINE

READONLY

INACCESSIBLE

POOL
=

integer

INCLUDE CURRENT CONTROLFILE )
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アップ・ピースの書込み中に I/Oエラーが発生した場合、Oracleはジョブを異常終了させ
ます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : ファイルのバックアップ方法は、第 8章の「Recovery Managerでのバックアップ
およびコピーの作成」を参照してください。

要件要件要件要件
backupコマンドを使用する場合、次の操作が必要です。

■ データベースをマウントまたはオープンする。RMANでは、データベースが
ARCHIVELOGモードになっている場合、非一貫性バックアップ（inconsistent 
backup）が実行できます。ただし、復元操作に使用するバックアップに一貫性をもたせ
るため、REDOログを適用する必要があります。

■ 現在の制御ファイルを使用する。

■ backupコマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内で行う。

■ backupコマンドの実行ごとにチャネルを割り当てる。

■ 各バッアップ・ピースに一意の名前を付ける。

■ 有効なメディアにバックアップする。type  diskを指定した場合、ディスクにバック
アップすることが必要です。バックアップを作成することができるのは、Oracleデー
タ・ファイルを格納できるデバイスです。すなわち、CREATE TABLESPACE tablespace_
name DATAFILE 'filename'の文が有効であれば、'filename'は有効なバックアップ・パス
名です。type 'sbt_tape'を指定した場合、メディア管理ソフトウェアがサポートするメ
ディアであれば、どのメディアにもバックアップできます。

また、以下のことは実行できません。

■ NOARCHIVELOGモードでオープン・バックアップを実行する。

■ 1つのバックアップを複数のチャネルに分散する。

■ 1つの入力ファイルを複数のバックアップに分散する。 

■ アーカイブ REDOログ・ファイルとデータ・ファイルを 1つのバックアップに含める。

■ backupコマンドに、チャネルを allocateした後で、set duplexコマンド（11-134ページ
の「set_run_option」を参照）を実行する。set duplexコマンドは、チャネルを割り当
てる前に実行する必要があります。そうしない場合エラーになります。

■ バックアップ・セットに入れるバックアップ・ピースの数を指定する。

■ 100以上のバックアップ・ピースを入れたバックアップ・セットを作成する。

■ 各バックアップの一意なタグ名を自動的に作成する。一意なタグ名をそのつど作成する
には、O/Sユーティリティで、バックアップ・スクリプトを作り、その実行前に編集す
ることが必要です。
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キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

full すべてのブロックをバックアップ・セットにコピーします。これまでに使用されたことがない
データ・ファイル・ブロックはスキップされます。fullか incrementalの指定がない場合、
RMANはデフォルトにより全体バックアップを実行します。アーカイブ REDOログまたは制御
ファイルをバックアップする場合、サーバー・セッションはブロックをスキップしません。

全体バックアップはその後の増分バックアップに何の影響も与えません。したがって、全体バッ
クアップは増分バックアップ計画の一部分とはみなされません。

incremental level 
integer

最後のレベル n増分バックアップ以降に変更されたブロックのみをコピーします。この場合の n
は、1から 4までの整数です。たとえば、レベル 2増分バックアップでは、RMANは最近作成
したレベル 2、レベル 1、レベル 0増分バックアップ以降に使用されたすべてのブロックをバッ
クアップします。

このタイプの増分バックアップは、累積バックアップと区別するために、差分バックアップと呼
ばれます。レベル 0の増分バックアップは内容的には全体バックアップと同じですが、全体バッ
クアップと違って、増分バックアップ計画の一部分とみなされます。

Oracleシステムは、レベルが 0より大きい増分バックアップの作成を試みると、チェックを実行
します。このチェックによって、増分バックアップがその後の recoverコマンドで使用できるこ
とを確認します。チェックの内容は次のとおりです。

■ backupコマンドに指定されているデータ・ファイルには、レベル 0バックアップ、または
レベル 0データ・ファイル・コピーが存在すること。これらが unavailable（11-35ページ
の「change」を参照）にマークされていないこと。

■ レベル 0以降に増分バックアップが作成されている場合、これから作成する増分バックアッ
プが必要とするバックアップを使用できること。

incrementalを指定した場合、backupSpecで datafile、datafilecopy、tablespaceまたは
databaseのいずれかを指定します。RMANは、制御ファイル、アーカイブ REDOログまたは
バックアップ・セットの増分バックアップをサポートしません。

parms               
'channel_parms'

O/S固有の情報を含む引用符付き文字列を指定します。RMANは、バックアップ・ピースを作
成するたびに、OSDレイヤーに文字列を渡します。

cumulative n-1以下のレベルの最新バックアップ以降に使用されたことがあるデータ・ブロックをコピーし
ます。たとえば、レベル 2の累積バックアップでは、RMANは直近のレベル 1または 0以降に
使用されたすべてのブロックをバックアップします。
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nochecksum ブロックに対するチェックサムを抑止します。checksumとは、データ・ブロックの内容によって
計算した数字のことです。DB_BLOCK_CHECKSUM初期化パラメータが TRUEの場合、Oracle
は各ブロックのチェックサムを計算し、ブロックをディスクに書き込む前に、ブロック内に値を
格納します。その後 Oracleではディスクからブロックを読み出すとき、ブロックが同じチェッ
クサムを生成するかどうかを確認します。同じチェックサムが生成されない場合は、ブロックは
破損しています。

nochecksumオプションを指定しなければ、各ブロックのチェックサムが計算され、値がバック
アップに格納されます。データ・ファイルをバックアップから復元するときは、チェックサムを
確認します。また復元されるデータ・ファイルにもチェックサムを書きこみます。データベース
がすでにブロック・チェックサムをメンテナンスしている場合は、このフラグは何の効果もあり
ません。この場合、常にチェックサムが確認されバックアップに格納されます。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : DB_BLOCK_CHECKSUM初期化パラメータの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マ
ニュアル』を参照してください。

filesperset integer 1バックアップ・セットに含める入力ファイルの最大数を指定します。 

RMANは、バックアップが必要なファィルの数を割り当てられたチャネルの数で割り、各バッ
クアップ・セットに含めるファイル数を決めます。filespersetパラメータを指定すると、
RMANは filespersetの値を前述の計算値と比較して低い方の値を使用します。その結果、すべ
てのチャネルが確実に使用されることになります。backupSpec句で指定または自動的に選択され
たファイル数が filespersetの値よりも大きい場合、たとえば filesperset = 4でバックアップが必
要なファイル数が 8の場合、RMANは複数のバックアップ・セットを作成して、バックアッ
プ・セット当たりのファイル数の適切な比率をメンテナンスします。

filespersetを指定しない場合、RMANは計算した値（ファイル数 /割り当てたチャネル数）を
デフォルト値の 64と比較して低い方の値をとり、すべてのチャネルを確実に使用します。デ
フォルト値 64はほとんどのアプリケーションで高い値になります。バックアップ・セットのサ
イズを制限するには、小さい値にするか、あるいは setsizeパラメータを使用します。

RMANは、割り当てられたすべてのチャネルを使用することができるように、十分なバック
アップ・セットを設定するよう常に試みます。バックアップするファイルの数よりも多くのチャ
ネルがある場合は、このルールの例外となります。たとえば、3つのチャネルが割り当てられ、
filesperset = 1のときに、RMANが 1つのデータ・ファイルをバックアップする場合、2つの
チャネルが必然的にアイドル状態になります。

注注注注意意意意 : setsizeパラメータの方が filespersetよりも使用しやすい場合があります。具体的には、
アーカイブ・ログ・バックアップを行う場合およびデータ・ファイルがストライピングされてい
るか、個別のディスクに分散している場合です。両方のパラメータを指定した場合、両方とも有
効です。RMANは、filespersetを上限として、setsizeパラメータによってバックアップ・セッ
トのサイズを決めます。 
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format              
'format_string'

バックアップ・ピースに使用するファイル名を指定します。各バックアップ・ピースが一意の名
前であり、かつプラットフォーム上の順次ファイル名として有効であればどのような名前でも指
定できます。ディスクにバックアップする場合、一意の有効なファイル名であれば、どのような
ディスク・ファイル名も使用できます。formatパラメータを指定しない場合、RMANはバック
アップ・ピースをポート固有のディレクトリ（UNIXの $ORACLE_HOME/dbs）に格納します。

formatパラメータは、次に示す場所で指定します。

■ backupSpec句

■ backupコマンド

■ allocate channelコマンド

前述の場所のうち、2箇所以上に指定した場合、RMANは前述の順序で、formatパラメータを
検索します。

一意のファイル名を生成するために、次の置換変数をフォーマット文字列で使用することができ
ます。

%c 1セットの二重バックアップ・ピースのなかにあるバックアップ・ピースの
コピー番号を指定します。set duplexコマンドを発行していない場合、この
変数は正規バックアップ・セットに対しては 1、プロキシ・コピーに対して
は 0になります。set duplexが発行済みの場合、変数はコピー番号を示しま
す。1、 2、 3または 4。

%p バックアップ・セットのなかのバックアップ・ピース番号を指定します。こ
の値は、バックアップ・セットごとに 1から始まり、バックアップ・ピース
が作成されるごとに 1ずつ増えます。

%s バックアップ・セット番号を指定します。この番号は制御ファイルにあるカ
ウンタで、バックアップ・セットごとに加算されます。カウンタ値は 1から
始まり、制御ファイルの存続期間中は一意になっています。バックアップ制
御ファイルを復元した場合には、重複した値になることがあります。また、
CREATE CONTROLFILE によって、カウンタの値は 1に初期化されます。

%d データベース名を指定します。

%n データベース名を指定します。データベース名は合計 8文字の桁数になるま
で、右側に 'x'が埋め込まれます。たとえば、PROD1というデータベース名
の場合、PROD1xxxがデータベース名です。

%t バックアップ・セットのタイムスタンプを指定します。4バイトの内部的な
基準日時以降の経過秒数を表す値です。バックアップ・セットの一意の名前
を作るには、%sと %tの組み合わせを使用できます。

%u バックアップ・セット番号とバックアップ・セット作成時刻の圧縮形で表わ
される 8文字の名前を指定します。

%U 生成されたバックアップ・ファイル名の一意性を保証できる %u_%p_%cの
各置換変数を組み合せた値を指定します。書式の指定がない場合、RMAN
はデフォルトにより %Uを使用します。
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channel            
channel_id

バックアップ・セットを作成するときに使用するチャネルの名前を指定します。 任意の名前を使
用できます。たとえば、ch1あるいは dev1です。Oracleは、release channelコマンドの実行お
よび I/Oエラーの報告に、このチャネル IDを使用します。このパラメータを指定しないと、
RMANはジョブ実行中に使用できるチャネルに動的にバックアップ・セットを割り当てます。 

注注注注意意意意 : backupSpec句でもこのパラメータを指定できます。

skip バックアップ・セットに含めないデータ・ファイルまたはアーカイブ REDOログを指定します。

注注注注意意意意 : backupSpec句でもこのオプションを指定できます。

offline オフライン・データ・ファイルをバックアップ・セットに含めないことを指
定します。 

readonly 読取り専用データ・ファイルをバックアップ・セットに含めないことを指定
します。

inaccessible I/Oエラーのために読み込むことができないデータ・ファイルまたはアーカ
イブ REDOログをバックアップ・セットに含めないことを指定します。 

データ・ファイルは読み込めない場合に限り、アクセス不可能とみなされま
す。オフライン・データ・ファイルでも、ディスクに存在している間は読取
り可能なものもあります。削除または移動したために読取りができなくな
り、アクセス不可能となるオフライン・データ・ファイルもあります。

tag tag_name バックアップ・セットにタグ名を指定します。一般的に、タグは monday_evening_backupまたは
weekly_full_backupなど意味のある名前にします。タグは 30文字以下にしてください。タグは再
使用できます。たとえば、バックアップ・セット 100がある週に monday_evening_backupのタグ
を使用し、翌週にはバックアップ・セット 105が同じタグを使用することができます。

backupSpecレベルでもタグを指定できます。どのレベルでタグを指定するかによって、次のよう
になります。

■ コマンド・レベルで指定した場合は、 このコマンドによって作成されるすべてのバックアッ
プ・セットに、このタグが与えられます。

■ backupSpecレベルで指定した場合は、 異なるバックアップ指定で作成されたバックアップ・
セットには、それぞれ異なるタグが与えられます。 

■ 両方のレベルに指定すると、backupSpecのタグが優先します。

注注注注意意意意 : 各バックアップに異なるタグ名を自動的に割り当てることはできません。各バックアップ
に新しいタグを付ける最も簡単な方法は、バックアップ・スクリプトを作成し、実行の前に常に
O/Sユーティリティで編集することです。
Recovery Managerのコマンド構文 11-27



backup
setsize integer バックアップ・セットの最大サイズを 1K（1024バイト）単位で指定します。バックアップ・
セットを 3MBに制限するには、setsize = 3000と指定します。RMANはすべてのバックアッ
プ・セットをこのサイズに制限します。これは、メディア管理ソフトウェアを使用する場合にど
のバックアップ・セットも 1つのテープに収まるよう設定する場合に役に立つ方法です。

アーカイブ REDOログ・バックアップを行うとき、setsizeパラメータは filespersetよりも使用
しやすい手段です。バックアップ・セットを構成するときは、複数のテープ・ボリュームにまた
がらないで 1テープ・ボリュームに合うようにしてください。そうしないと、複数ボリュームの
バックアップ・セットの 1テープにエラーが生じた場合、すべてのテープのデータを失うことに
なります。

注注注注意意意意 : setsizeと filespersetの両方を指定した場合、両方とも有効です。RMANは、filesperset
を上限とみなした上で、setsizeパラメータによってバックアップ・セットのサイズを決めます。

diskratio integer 指定した数のドライブに分散したバックアップ・セットへのデータ・ファイル（かつデータ・
ファイルのみ）の割当てを RMANに指示します。たとえば、システムで 10台のディスクを使
用しており、ディスクは 1秒に 10バイトのデータを送る能力があり、テープ・ドライブではス
トリーミングの維持のため 1秒に 50バイトのデータを要求している場合を想定します。この場
合、diskratioを 5に設定して、バックアップの負荷を 5台のディスクに分散します。

データ・ファイルがストライプされているか別個のディスクにあり、かつ次のどちらかの要件を
もつ場合にも、diskratioパラメータは有用です。

■ 高帯域のテープ・ドライブを使用しており、テープ・ドライブのストリーミングを維持する
には、複数のデータ・ファイルの多重化が必要である。

■ データベースがオープン中にバックアップを行うが、オンライン操作用に帯域幅を確保して
おくために、複数のディスクに I/O負荷を分散する必要がある。

バックアップ・パフォーマンスの調整のために filespersetを指定し、diskratioは指定しない場
合、diskratioのデフォルトは filespersetと同じ値になります。どちらの指定もない場合、
diskratioのデフォルトは 4になります。

注注注注意意意意 : テープ・ストリーミングを維持するのに必要な最少ディスク台数以上に I/Oを分散しない
でください。それ以上に分散しても、パフォーマンスは改善しないばかりでなく、単一ファイル
の復元時間も増大します。

proxy プロキシ・コピー機能を使用して、指定したファイルをバックアップします。これにより、メ
ディア管理ソフトウェアは記憶デバイスとディスク上の Oracleデータ・ファイルとの間のデー
タ転送を制御できることになります。（RMANではなく）メディア・マネージャがデータ移動の
方法と時期を決めます。

プロキシ・コピーを行うファイルごとに、RMANはメディア・マネージャに問い合せて、コ
ピーができるか判断します。メディア・マネージャがプロキシ・コピーを行えない場合、
RMANは従来のバックアップ・セットを使用してファイルをバックアップします。

only プロキシ・コピーができない場合、従来のバックアップ・セットを作るので
はなく、Oracleにエラー・メッセージを発行させます。

pool integer バックアップを格納するメディア・プールを指定します。メディア管理ソフトウェアのマニュア
ルを調べて、poolオプションがサポートされているか確認してください。
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backupSpec backup_specification_listには、1つ以上の backupSpec句のリストが入っています。backupSpec句に
は、最低限１つ以上の、バックアップするオブジェクト（1つ以上）のリスト、backup_object_list
が含まれます。

各 backupSpec句は、1つ以上のバックアップ・セットを生成します。backup_object_listに指定ま
たは自動的に選択されたデータ・ファイルの数が filespersetの制限を超えている場合は、
backupSpec句で複数のバックアップ・セットが作成されます。

datafile 
datafileSpec

1つ以上のデータ・ファイル（11-60ページの「datafileSpec」を参照）のリ
ストを指定します。

注注注注意意意意 : 表領域 SYSTEMの第 1ファイル datafile 1 をバックアップする場
合、RMANはバックアップ・セットに制御ファイルを自動的に組み込みま
す。

datafile copy 
'filename'

1つ以上のデータ・ファイル・イメージ・コピーのファイル名を指定しま
す。

datafile copy tag 
tag_name

タグで識別された、1つ以上のデータ・ファイル・コピーのリストを指定し
ます。このタグの付いたデータ・ファイル・コピーが複数存在する場合、
Oracleは特定のデータ・ファイルの最新のデータ・ファイルのみをバック
アップします。 

tablespace     
tablespace_name

1つ以上の表領域の名前を指定します。RMANは、表領域の一部になって
いるデータ・ファイルをすべてバックアップします。

Oracleは表領域名を内部的にデータ・ファイルのリストに変換します。

database 制御ファイルとデータベースのすべてのデータ・ファイルを指定します。
Oracleは表領域名を内部的にデータ・ファイルのリストに変換します。

archivelogRecord- 
Specifier句

アーカイブ REDOログの範囲を指定します。11-17ページの
「archivelogRecordSpecifier」を参照してください。

current controlfile 現行の制御ファイルを指定します。

controlfile copy 
'filename'

制御ファイル・コピーのファイル名を指定します。

parms         
'channel_parms'

割り当てるデバイスに関するパラメータを指定します。type diskを指定し
た場合、この固有の文字列は使用しないでください。

parmsを type  'sbt_tape'と一緒に使用すれば、デバイスに対する環境変数を
指定できます。 有効な構文のモデルを次に示します。

PARMS="ENV=(var1=value1,var2=value2,var3=value3 . . .)" 
PARMS="BLKSIZE=integer"

たとえば、次のように指定できます。

PARMS="BLKSIZE=16384,ENV=(NSR_SERVER=tape_server,NSR_
CLIENT=oracleclnt,
NSR_GROUP=oracle_tapes)"

引用符付き文字列の最大長は 1000バイトです。
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例例例例

表領域およびデータ・ファイルのバックアッ表領域およびデータ・ファイルのバックアッ表領域およびデータ・ファイルのバックアッ表領域およびデータ・ファイルのバックアッププププ このコマンドは、表領域とデータ・ファイ
ルをバックアップするために、2つの backupSpec句を使用します。 

run {
     allocate channel dev1 type disk;
     allocate channel dev2 type disk; 
     backup 
       (tablespace system,sales1,sales2,sales3
       filesperset 20
       skip readonly
       channel dev1)

format                
'format_string'

バックアップ・ピースに使用するファイル名を指定します。コマンド・レベ
ルの formatパラメータの説明を参照してください。

filesperset integer 1つのバックアップ・セットに含めるデータ・ファイルの最大数を指定しま
す。コマンド・レベルの filespersetの説明を参照してください。

channel            
channel_id

backupSpec句のバックアップ・セットを作成するときに使用するチャネルの
名前を指定します。コマンド・レベルの channelの説明を参照してくださ
い。

setsize integer バックアップ・セットの最大サイズを 1K（1024バイト）単位で指定しま
す。コマンド・レベルの setsizeパラメータの説明を参照してください。

tag tag_name バックアップ・セットに対してタグを作成します。コマンド・レベルの tag
パラメータの説明を参照してください。

diskratio integer バックアップに関連するディスク台数を指定します。コマンド・レベルの
diskratioパラメータの説明を参照してください。

delete input バックアップ・セットが正しく作成された時点で入力ファイルを削除しま
す。これを指定できるのは、アーカイブ・ログまたはデータ・ファイル・コ
ピーのバックアップを作成するときのみです。すべての入力ファイルに対し
て change ... deleteコマンドを発行するのと同じです。

注注注注意意意意 : backupコマンドは各ログ順序番号について 1つのコピーのみをバッ
クアップします。したがって、delete inputオプションが指定されても、
RMANはバックアップしたファイルのコピーのみを削除します。 

skip offline、readonlyまたは inaccessibleのデータ・ファイルをスキップしま
す。コマンド・レベルの skipオプションの説明を参照してください。

pool バックアップを格納するメディア・プールを指定します。コマンド・レベル
の poolの説明を参照してください。

include current 
controlfile

現行の制御ファイルのスナップショットを作成し、作成するバックアップ・
セットに含めます。
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       (datafile 1, 4, 5
       channel dev2);
}

データベースの累積増分バックアップの実データベースの累積増分バックアップの実データベースの累積増分バックアップの実データベースの累積増分バックアップの実行行行行 この例では、直近のレベル 0またはレベル 1
のバックアップ以降にデータベース上で変更された、すべてのブロックをバックアップしま
す。 

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     backup 
       incremental level 2 cumulative
       # do not include inaccessibile datafiles in the backup
       skip inaccessible
       database;  
}

バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重化化化化 バックアップ・セットを二重化する場合、チャネルを割り
当てる前に、set duplexコマンドを指定します。

run {
     # generate four identical backup sets of datafile 1
     set duplex=4;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 1;
}

破損のチェッ破損のチェッ破損のチェッ破損のチェックククク この例では、datafile 3 をバックアップするが、物理的な破損または論
理的な破損のあるブロックが 2つ以上あれば許容しないことを指定しています。

run {
     set maxcorrupt for datafile 3 to 2;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup check logical
       datafile 3;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-17ページの「archivelogRecordSpecifier」

11-87ページの「printScript」

11-134ページの「set_run_option」
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catalog
catalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
次の目的に Catalogコマンドを使用します。

■ リカバリ・カタログおよび制御ファイルに、O/Sデータ・ファイル・コピー、アーカイ
ブ REDOログまたは制御ファイルのコピーに関する情報を追加する。 

■ データ・ファイル・コピーをレベル 0バックアップとしてカタログに追加する。これに
よって、コピーを増分バックアップの一部分として使用することができます。

■ RMANのインストール以前に作成した Oracle8のデータベースのバックアップをカタロ
グに追加する。

■ Oracle8または Oracle8i への移行以前に作成した読取り専用またはNORMALモードで
オフラインにされたファイルの Oracle7バックアップをカタログに追加する。

要件要件要件要件
■ catalogコマンドは、RMANプロンプトのみで実行してください。

■ RMANをリカバリ・カタログと一緒に使用してください。

■ O/Sバックアップのカタログへの追加には、次の条件が必要です。

■ ディスク上でアクセスできること。

■ 単一ファイルの完全イメージ・コピーであること。 

■ データベース全体、表領域、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ
REDOログの一貫性がある、または一貫性のないバックアップであること。一貫性
がない場合、BEGIN BACKUPおよび END BACKUP文を使用して作成されている
必要があります。 制御ファイルのバックアップの場合、ALTER DATABASE 
BACKUP CONTROLFILE文を使用して作成されている必要があります。

CATALOG

CONTROLFILECOPY

DATAFILECOPY

ARCHIVELOG

’ filename ’

,

TAG
= ’

tag_name
’

LEVEL
=

integer
;
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RMANは、このような O/Sバックアップをすべてデータ・ファイルのコピーとみなし
ます。

次の操作の実行に catalogを使用することはできません。

■ Oracle7で作成したアーカイブ REDOログおよび制御ファイルのコピーのカタログへの
追加。ただし、これらのファイルが Oracleバージョン 8以降に移行したときに
NORMALモードでオフラインにされたまたは読取り専用であった表領域に属するもの
の場合は、カタログに追加できます。

■ バックアップ・ピースまたはバックアップ・セットを再度カタログに追加すること。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログをカタログに追ログをカタログに追ログをカタログに追ログをカタログに追加加加加 この文では、アーカイブ REDOログ log1 、
log2 および log3 をカタログします。

catalog archivelog 'log1', 'log2', 'log3';

ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追加加加加 次の例では、データ・ファイ
ル・コピー tbs_2.c を増分レベル 0バックアップとしてカタログします。

catalog datafile '/oracle/copy/tbs_2.c' level 0;

O/Sコピーをカタログに追コピーをカタログに追コピーをカタログに追コピーをカタログに追加加加加 次の例では、RMANhostコマンドを使用してデータ・ファ
イルの O/Sコピーを作り、次にそのコピーをカタログします（サンプル出力も示します）。

host 'cp $ORACLE_HOME/dbs/sales.f $ORACLE_HOME/dbs/sales.bak';
catalog datafilecopy '$ORACLE_HOME/dbs/sales.bak';

RMAN-03022: compiling command: catalog

controlfilecopy 
'filename'

リカバリ・カタログおよび制御ファイルへの追加またはこれらの更新が必要な制御ファイル・コ
ピーのファイル名を指定します。

datafilecopy  
'filename'

リカバリ・カタログおよび制御ファイルへの追加またはこれらの更新が必要なデータ・ファイ
ル・コピーのファイル名を指定します。

archivelog  
'filename'

リカバリ・カタログおよび制御ファイルへの追加またはこれらの更新が必要なアーカイブ・ロ
グ・コピーのファイル名を指定します。

tag tag_name 入力ファイルのタグ、たとえば Sunday_PM_Backupを指定します。

level integer ファイル・コピーを指定レベル、（一般的にはレベル 0）の増分バックアップとして記録すること
を指示します。増分バックアップはデータ・ファイル・コピーをベースとなるレベル 0バック
アップとして使用できます。
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RMAN-03023: executing command: catalog
RMAN-08050: cataloged datafile copy
RMAN-08513: datafile copy filename=/oracle/dbs/sales.bak recid=121 stamp=342972501
RMAN-03023: executing command: partial resync
RMAN-08003: starting partial resync of recovery catalog
RMAN-08005: partial resync complete

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-76ページの「list」

11-103ページの「report」
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change
change

構文構文構文構文

CHANGE

ARCHIVELOG

primary_key

,

’ filename ’

,

archivelogRecordSpecifier

BACKUPPIECE

’ media_handle ’

,

primary_key

,

TAG
= ’

tag_name
’

BACKUPSET primary_key

,

CONTROLFILECOPY

DATAFILECOPY

primary_key

,

’ filename ’

,

TAG
= ’

tag_name
’

,

PROXY

’ media_handle ’

,

primary_key

,

TAG
= ’

tag_name
’

DELETE

AVAILABLE

UNAVAILABLE

UNCATALOG

CROSSCHECK

;
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目的目的目的目的
RMANメタデータにおけるバックアップとコピーの状態を変更すること。このコマンドは
次の目的に使用します。

■ バックアップまたはコピーを unavailableまたは availableの状態にマークすること。

■ バックアップまたはコピーを O/Sから削除し、その状態を deletedに更新すること。

■ バックアップ、イメージ・コピーおよびアーカイブ REDOログが使用可能であるか
チェックして、使用可能でない場合は、expiredにマークします。

要件要件要件要件
■ changeコマンドは、RMANプロンプトに対して、または runコマンドの中で実行する。

■ RMANメタデータに記録されており、かつ現行データベースのインカーネーションに
属するファイルにのみ、このコマンドを使用する。

■ 次のオプションには、リカバリ・カタログが必要です。

■ available

■ unavailable

■ uncatalog

■ crosscheck（バックアップ・セットとバックアップ・ピースにのみ必要）

■ 次のコマンドを発行するには、その前に、allocate channel for deleteまたは allocate 
channel for maintenanceコマンドを発行する必要があります。

■ change backupset ... delete

■ change backuppiece ... delete

■ change backupset ... crosscheck

■ change backuppiece ... crosscheck

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
状態変更が必要なレコードの主キーを取得するには、 listコマンドを発行するか、あるいは
リカバリ・カタログ・ビューを検索します。

 

archivelog primary_keyまたは 'filename'のどちらかで、REDOログを指定します。

archivelogRecord- 
Specifier句

アーカイブ REDOログの範囲を指定します。11-17ページの「archivelogRecordSpecifier」を参
照してください。

backuppiece primary_key、'media_handle'、または tag_nameにより、バックアップ・ピースを指定します。

backupset 
primary_key

primary_keyによりバックアップ・セットを指定します。
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controlfilecopy primary_key、'filename'、または tag_nameにより、制御ファイル・コピーを指定します。制御
ファイル・コピーのクロスチェックを行う場合、主キーではなくファイル名を指定する必要があ
ります。

datafilecopy primary_key、'filename'、または tag_nameにより、データ・ファイル・コピーを指定します。

proxy primary_key、'filename'、または tag_nameにより、プロキシ・コピーを指定します。

delete バックアップまたはコピーの状態を deletedに変更し、ファイルを O/Sから物理的に削除しま
す。

available バックアップまたはコピーを availableの状態にマークし、状態を list出力に表示します。

unavailable バックアップまたはコピーを unavailableの状態にマークし、状態を list出力に表示します。こ
のオプションは、ファイルが検索できないか、またはオフサイトに移行した場合に使用します。
unavailableにマークされたファイルは、restoreコマンドや recoverコマンドでは使用できませ
ん。後でファイルが検索された場合、またはメイン・サイトに戻された場合は、availableオプ
ションを使用して、この変更を反映します。

uncatalog データ・ファイル・コピーまたは REDOログ（バックアップ・ピースおよびバックアップ・
セットは除く）への参照をリカバリ・カタログから除去します。ファイルが change ... deleteコ
マンド以外の手段で削除されたときに、このコマンドを使用して RMANに通知します。バック
アップ・ピースまたはバックアップ・セットに対して uncatalogオプションを使用すると、
RMANはエラー・メッセージを戻します。

警警警警告告告告 : バックアップ制御ファイルから再同期化すると、カタログから除去したレコードは再びメ
タデータに登録されます。

注注注注意意意意 : deletedの状態のレコードをただちに除去する必要がある場合、$ORACLE_HOME/admin
ディレクトリにある prgrmanc.sql スクリプトを実行します。6-13ページの「バックアップお
よびコピーの削除と、RMANメタデータにおけるそれらの状態の更新」を参照してください。

crosscheck 指定したバックアップおよびコピーの存在をチェックします。RMANは、バックアップ・ピー
スを検索することができない場合、expiredの状態にマークします。RMANは、その他の検索で
きないファイル（イメージ・コピーおよびアーカイブ REDOログ）はすべて deletedにマーク
します。

ファイルがディスクにある場合、RMANはファイル・ヘッダーを検索します。その他のデバイ
ス・タイプの場合、RMANはメディア・マネージャを検索して、ファイルがメディア管理カタ
ログに存在するか確認します。

注注注注意意意意 : RMANはアーカイブ REDOログをコピーとみなします。したがって、1つ以上のログが
使用不可になった場合は、change archivelog all crosscheckコマンドを発行してください。アー
カイブ・ログが再度使用不可になった場合には、catalog archivelogを発行して再カタログする
必要があります。

注注注注意意意意 : 制御ファイル・コピーのクロスチェックを行う場合は、主キーではなくてファイル名を指
定する必要があります。



change
例例例例

バックアップ・ピースの削バックアップ・ピースの削バックアップ・ピースの削バックアップ・ピースの削除除除除 この例では、メディア・マネージャによって格納されたバッ
クアップ・ピースを削除し、メタデータにおけるそのバックアップ・ピースの状態を
deletedに変更します。（list出力では deletedのレコードは表示しません。したがって、こ
のようなレコードにはリカバリ・カタログ・ビューでアクセスする必要があります。） 

allocate channel for delete type 'sbt_tape';
change backuppiece '$ORACLE_HOME/dbs/testdb_87fa39e0' delete;
release channel;

バックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セットをををを unavailable としてマークすとしてマークすとしてマークすとしてマークするるるる この例では、バックアップ・セッ
トを unavailableの状態にマークします。メンテナンス・チャネルの割当ては不要です。 

change backupset 100 unavailable;

ファイルのクロスチェッファイルのクロスチェッファイルのクロスチェッファイルのクロスチェックククク この例では、登録済みのアーカイブ REDOログがすべて存在
しているかを確認します。存在しないものがあると、RMANはメタデータを expiredに変
更します。

allocate channel for maintenance type disk;
change archivelog all crosscheck;
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-13ページの「allocateForMaint」

11-17ページの「archivelogRecordSpecifier」

11-57ページの「crosscheck」

11-63ページの「deleteExpired」
11-38 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



cmdLine
cmdLine

構文構文構文構文

目的目的目的目的
O/Sコマンド・プロンプトから RMANを起動します。これらの引数は、次の目的に使用し
ます。

■ ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、あるいは補助データ
ベースに接続する。

■ リカバリ・カタログなしで RMANを使用することを指定する。

注注注注意意意意 : プラットフォームによっては、システム内の他のユーザーがパス
ワードを参照できてしまうため、RMANのコマンド行から接続すること
もできます。connectコマンドは、この問題を避ける代替手段です。

RMAN

TARGET
=

connectStringSpec

CATALOG
=

connectStringSpec

NOCATALOG

AUXILIARY
=

connectStringSpec

LOG
= ’

filename
’

APPEND

CMDFILE
=

@

’
filename

’

MSGNO

TRACE
= ’

filename
’

DEBUG

SEND
=

’ command ’
Recovery Managerのコマンド構文 11-39



cmdLine
■ コマンド・ファイルを実行する。コマンド・ファイルとは、RMANコマンドを含む
ユーザー定義ファイルのことです。

■ RMANがコマンドの処理結果を記録するファイルを指定する。

■ コマンド・ファイルの内容を上書きではなく、追加する。

■ デバッグ用のアウトプットを作成し、その場所を指定する。

■ メディア・マネージャにコマンドを送信する。

■ RMANに list出力のメッセージ番号を出力させる。

要件要件要件要件
これらのコマンドは、RMANプロンプトではなく O/Sコマンド行で使用する必要がありま
す。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

target 
connectStringSpec

ターゲット・データベースへの接続文字列を指定します。たとえば、target sys/change_on_
install@inst1のように指定します。11-46ページの「connectStringSpec」を参照してください。 

catalog          
connectStringSpec

リカバリ・カタログを格納するデータベースへの接続文字列を指定します。たとえば、catalog 
rman/rman@inst2のように指定します。11-46ページの「connectStringSpec」を参照してくださ
い。

nocatalog リカバリ・カタログなしで RMANを使用することを示します。リカバリ・カタログなしで
RMANを開始する場合には、この引数を使用する必要があります。

auxiliary             
connectStringSpec

補助データベースへの接続文字列を指定します。たとえば、auxiliary sys/change_on_
install@dupdbのように指定します。11-46ページの「connectStringSpec」を参照してください。

log filename Recovery Managerが RMAN出力を記録するファイルを指定します。RMAN出力とは、処理し
たコマンドおよびその結果です。この引数を指定しないと、Recovery Managerはメッセージ・
ログ・ファイルを標準出力に書き出します。

append 新規出力をメッセージ・ログ・ファイルの終わりに追加させます。このパラメータを指定せず、
かつメッセージ・ログ・ファイルと同じ名前のファイルがすでにある場合、RMANはそのファ
イルに上書きします。

cmdfile filename ユーザー定義の RMANコマンド・リストのファイルを実行します。ファイル名の最初の文字が
アルファベットの場合は、ファイル名を囲む引用符を省略できます。

コマンド・ファイルの内容は、RMANプロンプトに入力したものと同じにする必要があります。
たとえば、次のファイルの内容によって、RMANはターゲット・データベースおよびリカバリ・
カタログ RCATに接続します。

connect target; connect catalog rman/rman@rcat;

RMANは、コマンド・ファイルの実行後に終了します。
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cmdLine
例例例例

リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接続続続続 この例では、リカバリ・カタログなしでターゲット・
データベース PROD1に接続します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 nocatalog

補助インスタンスへの接補助インスタンスへの接補助インスタンスへの接補助インスタンスへの接続続続続 この例では、ターゲット・データベース PROD1、リカバリ・
カタログ・データベース RCATおよび補助インスタンス AUX1に接続します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat auxiliary sys/aux_pwd@aux1

コマンド・ファイルの指コマンド・ファイルの指コマンド・ファイルの指コマンド・ファイルの指定定定定 この例では、ターゲット・データベース PROD1、リカバリ・
カタログ・データベース RCATに接続し、その後でコマンド・ファイルを実行します。
b_whole_10.rcv:

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat @'/oracle/dbs/b_whole_l0.rcv'

APPEND モードでのメッセージ・ログの指モードでのメッセージ・ログの指モードでのメッセージ・ログの指モードでのメッセージ・ログの指定定定定 この例では、リカバリ・カタログなしで
ターゲット・データベース PROD1に接続し、メッセージ・ログに RMANがメッセージを
追加するよう指定しています。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 nocatalog log = $ORACLE_HOME/dbs/log/msglog.f append

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-44ページの「connect」

11-122ページの「rmanCmd」

@filename cmdfileと同じです。

msgno RMANにメッセージ番号を印刷させます。すなわち、listコマンドの出力に対して、 
RMAN-xxxxの形で印刷させます。デフォルトでは、listは RMAN-xxxx接頭部を印刷しません。

trace filename RMANがデバッグ情報を出力するファイルの名前を指定します。デバッグ出力の生成には、
debugオプションの指定も必要です。debugを指定しても、同時に traceも指定しないと、
RMANはデバッグ出力を標準出力に書き出すか、あるいはメッセージ・ログが指定されていれ
ばメッセージ・ログに書き出します。

debug デバッグ機能を起動します。オラクル社カスタマ・サポートの指示のもとに問題の診断を行うと
きにのみ、このオプションを使用します。

send'command' ベンダー固有のコマンド文字列を割当てられたチャネルすべてに送信します。この機能のサポー
トの有無は、メディア管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

関関関関連連連連項項項項目目目目 : 特定チャネルへの文字列の送り方は、11-128ページの「send」を参照してください。
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completedTimeSpec
completedTimeSpec

構文構文構文構文

目的目的目的目的
バックアップまたはコピーを完了させる時刻を指定する句です。

要件要件要件要件
日付文字列は次のものであることが必要です。

■ 現行有効な NLS日付書式仕様に従って書式化していること。

■ DATE値を戻す SQL式で作成していること。たとえば、'SYSDATE-30'。

この句は、次のコマンドと一緒に使用します。

■ crosscheck

■ deleteExpired

■ list

注注注注意意意意 : from timeおよび until timeパラメータは、completedTimeSpecを
使用するコマンドでは無効になりました。これらのパラメータを指定した
スクリプトを実行すると、ジョブは失敗します。

COMPLETED

AFTER
=

BETWEEN ’ date_string ’ AND

BEFORE
=

’ date_string ’
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キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

時間範囲内のバックアップのクロスチェッ時間範囲内のバックアップのクロスチェッ時間範囲内のバックアップのクロスチェッ時間範囲内のバックアップのクロスチェックククク この例では、前月に作成したデータベースの
バックアップ・セットをクロスチェックします。 

crosscheck backup of database between 'SYSDATE-62' and 'SYSDATE-31';

期限切れのバックアップの削期限切れのバックアップの削期限切れのバックアップの削期限切れのバックアップの削除除除除 この例では、最近 2週間に作成した datafile1 の期限切
れのバックアップ・セットを削除します。

delete expired backup of datafile 1 after 'SYSDATE-14';

コピーのリスト作コピーのリスト作コピーのリスト作コピーのリスト作成成成成 この例では、1998年 12月 13日より前に作成した
/oracle/dbs/tbs_22.f のイメージ・コピーのリストを作成します。

list copy of datafile '/oracle/dbs/tbs_22.f' before 'Dec 13 1998 20:31:10';

after 'date_string' その時刻より後に完了したバックアップを指定するための時刻です。

between 
'date_string' および
'date_string'

その時間範囲の間に完了したバックアップを指定するための時間範囲です。 

before  
'date_string'

その時刻より前に完了したバックアップを指定するための時刻です。
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connect
connect

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANとターゲット・データベース、補助データベース、またはリカバリ・カタログ・
データベースとの接続を確立します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : コマンド行による接続オプションに関しては、11-39ページの「cmdLine」を参照
してください。

要件要件要件要件
connectコマンドを使用できるのは、RMANがプロンプトを表示しており、かつ未接続状態
の場合です。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

注注注注意意意意 : プラットフォームによっては、O/Sコマンド行から接続すると、
システムの他のユーザーがパスワードを参照できます。connectコマンド
を使用すると、この問題を回避できます。 

connect target       
connectStringSpec

RMANとターゲット・データベースとの接続を確立します。11-46ページの
「connectStringSpec」を参照してください。 

connect catalog 
connectStringSpec

RMANとリカバリ・カタログ・データベースとの接続を確立します。11-46ページの
「connectStringSpec」を参照してください。 

connect auxiliary 
connectStringSpec

RMANと補助インスタンスとの接続を確立します。補助インスタンスは、duplicateコマンドで
使用するか、または TSPITRの間に使用することができます。11-46ページの
「connectStringSpec」を参照してください。

CONNECT TARGET
connectStringSpec ;

CONNECT CATALOG

CONNECT AUXILIARY
connectStringSpec

;
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connect
例例例例

リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接続続続続 この例では、RMANを起動し、次に NET8サービス名
prod1 のターゲット・データベースに接続します。 

% rman nocatalog
RMAN> connect target sys/change_on_install@prod1;

リカバリ・カタログを使用しての接リカバリ・カタログを使用しての接リカバリ・カタログを使用しての接リカバリ・カタログを使用しての接続続続続 次の例では、RMANを起動し、次に O/S認証機能
を使用してターゲット・データベース PROD1に接続し、パスワード・ファイルを使用して
リカバリ・カタログ・データベース RCATに接続します。 

% rman
RMAN> connect target /; connect catalog rman/rman@rcat;

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースへの接ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースへの接ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースへの接ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースへの接
続続続続 次の例では、3つの異なるデータベースに、それぞれユーザー名とパスワードを指定し
て接続します。 

% rman
RMAN> connect target sys/sysdba@prod1;
RMAN> connect catalog rman/rman@rcat;
RMAN> connect auxiliary sys/sysdba@dupdb;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-39ページの「cmdLine」
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connectStringSpec
connectStringSpec

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベースまたは補助データベースに
接続するため、ユーザー名、パスワードおよびネット・サービス名を指定する句です。接続
は、ユーザーの認証およびデータベースの識別のために必要です。

要件要件要件要件
■ ターゲット・データベースおよび補助データベースの SYSDBA権限があること。

■ リカバリ・カタログ・データベースに接続するときは、ユーザー SYSとしては接続しな
いでください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

/ ターゲット・データベースに接続するときにユーザー IDまたはパスワードを指定しないと、ス
ラッシュ（/）が、O/S認証機能を使用して、SYSとしての接続を確立します。たとえば、ター
ゲット・データベースに接続するには、次のように入力します。

% rman target /

注注注注意意意意 : スラッシュは ORACLE_SID環境変数によって、どのデータベースに接続する必要がある
かを認識します。ORACLE_SIDは補助データベースまたはターゲット・データベースのどちら
かを指しますが、両方同時に指すことはありません。スラッシュのみでは、リカバリ・カタロ
ク・データベースには接続できません。

userid 指定したユーザーに対してデータベース接続を確立します。パスワードを指定しないと、
RMANはプロンプトを表示して対話方式でパスワードを取得します。文字は端末には表示され
ません。

ターゲット・データベースに接続するときは SYSDBA権限が必要です。ただし、リカバリ・カ
タログ・データベースに SYSとして接続することはできません。

注注注注意意意意 : 接続文字列に空白を含めることはできませんが、"/"および "@"などの文字を含めること
はできます。 

’ userid /
password

@ net_service_name ’
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connectStringSpec
例例例例

リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接リカバリ・カタログなしでの接続続続続 この例では、パスワードおよび Net8サービス名 PROD1
を使用してターゲット・データベースに接続します。 

% rman target sys/change_on_install@prod1 nocatalog

対話方式でのパスワード入対話方式でのパスワード入対話方式でのパスワード入対話方式でのパスワード入力力力力 この例では、コマンド行からパスワードを入力せずに、ユー
ザー SYSとしてターゲット・データベースに接続します。 

% rman target sys

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0

target database Password:

O/S認証機能を使用した接認証機能を使用した接認証機能を使用した接認証機能を使用した接続続続続 この例では、RMANを起動し、次に O/S認証機能を使用し
てターゲット・データベースに接続し、パスワード・ファイルを使用してリカバリ・カタロ
グ・データベース RCATに接続します。 

% rman
RMAN> connect target /
RMAN> connect catalog rman/rman@rcat

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスへの接ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスへの接ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスへの接ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスへの接続続続続 この例
では、3つの異なるデータベースに、それぞれユーザー名、パスワードおよびサービス名を
指定して、コマンド行から接続します。 

% rman target sys/sysdba@prod1 catalog rman/rman@rcat auxiliary sys/sysdba@dupdb

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-39ページの「cmdLine」

11-44ページの「connect」

/password パスワードを使用して指定したユーザーに対して接続を確立します。ター
ゲット・データベースがオープンされていない場合は、パスワード・ファイ
ルの存在を必要とします。

@net_service_name オプションの Net8ネット・サービス名を使用してデータベースへの接続を確立します。サービ
ス名は、tnsnames.ora ファイルに指定された有効にしてください。
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copy
copy

構文構文構文構文

copy_inputfile::=

copy_option::=

COPY
copy_option

copy_inputfile TO

AUXNAME

’ filename ’
copy_option

,

( copy_inputfile TO

AUXNAME

’ filename ’
copy_option )

;

DATAFILE datafileSpec

DATAFILECOPY
’ filename ’

TAG
= ’

tag_name
’

ARCHIVELOG ’ filename ’

CURRENT CONTROLFILE

CONTROLFILECOPY
’ filename ’

TAG
= ’

tag_name
’

TAG
= ’

tag_name
’

LEVEL
=

integer

NOCHECKSUM

CHECK LOGICAL
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copy
目的目的目的目的
ファイルのイメージ・コピーを作成します。出力ファイルは常にディスクに書き込まれま
す。次のタイプのファイルをコピーできます。

■ データ・ファイル（現行ファイルまたはコピー）

■ アーカイブ REDOログ

■ 制御ファイル（現行ファイルまたはコピー）

多くの場合、データ・ファイルのバックアップを作成するより、コピーする方が便利です。 
ファイルをコピーした場合の出力は、追加処理をしなくても使用に適したものになるからで
す。これに対し、バックアップ・セットを使用可能にするには、その前に restoreコマンド
を使用する必要があります。したがってメディア回復は、データ・ファイル・コピー上に行
うことができますが、1データ・ファイルのみのバックアップでしかも 1バックアップ・
ピースしかない場合であってもバックアップ・セットに直接行うことはできません。

要件要件要件要件
■ コマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内で行います。

■ copyコマンドの前に、allocate type diskオプションを少なくとも 1つ指定します。

■ 増分コピーは実行できません。 

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

copy_option 入力ファイルまたは出力ファイルまたは両方に関するオプション・パラメータを指定します。

tag tag_name 入力ファイルまたは出力ファイルのコピーのタグを指定します。

level integer 入力ファイルまたは出力ファイルのコピーをその後の増分バックアップ・
セットの基礎として使用することで、それを増分バックアップ計画に組み込
みます。一般的には、level 0を指定します。levelオプションを指定しなけ
れば、データ・ファイルのコピーは増分バックアップ計画には何ら影響しま
せん。

nochecksum ブロックに対するチェックサムを抑止します。このオプションを指定しなけ
れば、Oracleは各ブロックのチェックサムを計算します。RMANはコピー
を復元するときにチェックサムを検証します。データベースですでにブロッ
ク・チェックサムがメンテナンスされている場合は、このフラグは効果があ
りません。
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copy
check logical 物理的な破損チェックを通過したデータ・ブロックおよび索引ブロックにつ
いて論理的な破損がないかどうかをテストします。たとえば、行ピースまた
は索引エントリの破損がないかを調べます。RMANは論理的な破損を発見
すると、alert.log およびサーバー・セッション・トレース・ファイルに
そのブロックのログを書き込みます。 

あるファイルで検出された物理的な破損と論理的な破損の合計が、
maxcorruptの設定を下回る場合、RMANコマンドは完了し、Oracleは
V$BACKUP_CORRUPTIONおよび V$COPY_CORRUPTIONに破損ブロッ
ク範囲を移入します。maxcorruptをこえている場合は、コマンドはビュー
への移入を行わずに終了します。 

注注注注意意意意 : copyおよび backupの場合の、maxcorruptの設定は、ファイルに許
容される物理的な破損と論理的な破損の総数を意味します。

copy_inputfile 句 入力ファイル、すなわちコピーが必要なファイルのタイプを指定します。 

datafile 
datafileSpec

1つ以上のデータ・ファイルのリストを入力ファイルとして指定します。
11-60ページの「datafileSpec」を参照してください。

注注注注意意意意 : ファイル名を指定する場合、それは制御ファイルにリストされている
現行のデータ・ファイルの名前であることが必要です。

datafilecopy 1つ以上のデータ・ファイルのリストを入力ファイルとして指定します。
データ・ファイル・コピーを 'filename'または tag = tag_nameによって指定
します。制御ファイルにリストされている現行のデータ・ファイル名は使用
できません。既存のコピーは、以前の copyコマンドで作成されたものでも、
あるいは外部 O/Sユーティリティで作成されたものでもかまいません。 

archivelog 
'filename'

入力するアーカイブ REDOログのファイル名を指定します。アーカイブ・
ログは、Oracleアーカイブ・セッションにより作成されたものでも、以前の
copyコマンドにより作成されたものでもかまいません。アーカイブ REDO
ログをファイル名で指定します。

current 
controlfile

現行の制御ファイルを指定します。

controlfilecopy  
'filename'

制御ファイル・コピーのファイル名を指定します。1つ以上の制御ファイ
ル・コピーを指定するために、tag = tag_nameを設定することもできます。

注注注注意意意意 : 制御ファイル・コピーはバックアップ制御ファイルとしてマークされ
ていますので、制御ファイル・コピーをマウントするには、メディア回復が
必要です。このコマンドは、ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE 
TO '...'文と同等です。

to 'filename' 出力ファイル・コピーのファイル名を指定します。

to auxname 入力データ・ファイルを、以前 set auxnameコマンドで指定したファイル名にコピーするよう、
Oracleに指定します。
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copy
例例例例

データ・ファイルのコピデータ・ファイルのコピデータ・ファイルのコピデータ・ファイルのコピーーーー この例では、データ・ファイル tbs_01.f を出力ファイル
temp3.f に nochecksumオプションでコピーし、レベル 0のバックアップとしてマークし
ます。 

run {
     allocate channel dev1 type disk;
     copy
       nochecksum 
       datafile '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f' 
         to '$ORACLE_HOME/copy/temp3.f'
       level 0;
}

制御ファイルのコピ制御ファイルのコピ制御ファイルのコピ制御ファイルのコピーーーー この例では、現行の制御ファイルをコピーし、weekly_cf_copyのタ
グを付けます。 

run {
     allocate channel dev1 type disk;
     copy 
       current controlfile 
         to '$ORACLE_HOME/copy/cf1.f' 
       tag = 'weekly_cf_copy';
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-21ページの「backup」
Recovery Managerのコマンド構文 11-51



createCatalog
createCatalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログとして使用するスキーマを作成します。一般的には、このスキーマはリ
カバリ・カタログ用のデータベースに作成します。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトから実行してください。

■ リカバリ・カタログの所有者は、RECOVERY_CATALOG_OWNERのロールのみでな
く、リカバリ・カタログ・テーブルを作成する表領域の権限も付与されていること。

■ catalogコマンド行オプション（11-39ページの「cmdLine」を参照）または connect 
catalogコマンドのいずれかで、RMANをリカバリ・カタログに接続していること。

■ SYSスキーマでリカバリ・カタログを作成しないこと。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : RECOVERY_CATALOG_OWNERの役割の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

注注注注意意意意 : 8.1.5以前のリリースでは、リカバリ・カタログ・スキーマはリカ
バリ・カタログ・データベースに接続し、catrman.sql スクリプトを実
行して作成します。

tablespace  
tablespace_name

リカバリ・カタログ・スキーマを格納する表領域を指定します。カタログの所有者は割当て権限
を付与されている必要があります。表領域を指定しないと、RMANはリカバリ・カタログを
SYSTEM表領域に格納します。

CREATE CATALOG
TABLESPACE

’
tablespace_name

’
;
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createCatalog
例例例例

カタログ・スキーマの作カタログ・スキーマの作カタログ・スキーマの作カタログ・スキーマの作成成成成 この例では、ユーザー RMANを作成し、RMANに
RECOVERY_CATALOG_OWNERの役割の権限を付与し、次にデータベース RCATのス
キーマ RMAN.RCVCATにリカバリ・カタログを作成しています。

% sqlplus sys/change_on_install@rcat;

SQL> CREATE USER rman IDENTIFIED BY rman 
  2> DEFAULT TABLESPACE rcvcat QUOTA UNLIMITED ON rcvcat;
SQL> GRANT recovery_catalog_owner TO rman;
SQL> exit

% connect rman/rman@rcat;
RMAN> create catalog tablespace rcvcat;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-44ページの「connect」

11-68ページの「dropCatalog」

11-149ページの「upgradeCatalog」
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createScript
createScript

構文構文構文構文

CREATE SCRIPT
’

script_name
’

{

allocate

alterDatabase

backup

catalog

change

duplicate

@

@@
filename

copy

debug

EXECUTE SCRIPT
’

script_name
’

;

host

recover

release

replicate

restore

resync

send

set_run_option

shutdown

sql

startup

switch

validate

}
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createScript
目的目的目的目的
スクリプトを作成し、後で参照するためにリカバリ・カタログに格納します。ストアド・ス
クリプトは頻繁に実行する RMANコマンドを収集した共通リポジトリを提供します。スク
リプトは、runコマンドで有効なコマンドを使用してください。スクリプトはそのままでは
実行されません。スクリプトを実行するには、execute scriptコマンド（11-125ページの
「run」を参照）を使用します。

要件要件要件要件
次の制限事項に注意してください。

■ create scriptは、RMANプロンプトから実行すること。

■ リカバリ・カタログに接続していること。

■ ストアド・スクリプトのなかで runコマンドは実行できません。runコマンドで execute 
scriptコマンドを実行すると、RMANはスクリプトの内容を runの中カッコの間に入
れます。そのため、スクリプトのなかでチャネルをすでに割り当てている場合は、run
コマンドのレベルではチャネルを割り当てないでください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
ストアド・スクリプトで使用できる各コマンドの説明は、11-21ページの「backup」など、
該当の項目を参照してください。スクリプトのなかで実行する場合は、@@コマンドは特殊
な動作を行うことに注意してください。execute scriptコマンドの詳細は、11-125ページの
「run」を参照してください。

 

script_name 指定した名前のストアド・スクリプトを作成します。create script 'script_name' ( ...)コマンドの
カッコのなかで使用できる文は、runコマンドのなかで使用できるものと同じです。中カッコの
なかの文は、job_command_listを構成します。

注注注注意意意意 :  ストアド・スクリプトを実行するには、runコマンドの中カッコのなかで execute script
コマンドを使用します。

@filename 絶対パス名、（たとえば@$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.f）が指定された O/Sファイルに格
納した一連の RMANコマンドを実行します。文字列の前後に引用符を使用したり、@とファイ
ル名の間に空白を残さないでください。RMANは、指定したファイルの内容が @コマンドに代
入されたかのように、処理します。

注注注注意意意意 : ファイルには Recovery Managerコマンドとして完全なもののみを入れる必要があります。
ファイルに不完全なコマンドがあると、構文エラーになります。 
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createScript
例例例例

スクリプトの作スクリプトの作スクリプトの作スクリプトの作成成成成 この例では、データベースおよび REDOログをバックアップするスク
リプト B_WHOLE_10を作成し、次に実行します。  

create script b_whole_l0 {
    allocate channel d1 type disk;
    allocate channel d2 type disk;
    allocate channel d3 type disk;
    backup
        incremental level 0
        tag b_whole_l0
        filesperset 6          
        database;
    sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT';
    backup
        filesperset 20
        archivelog all
        delete input;
}

RMAN-03022: compiling command: create script
RMAN-03023: executing command: create script
RMAN-08085: created script b_whole_10

run { execute script b_whole_10; }

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-65ページの「deleteScript」

11-87ページの「printScript」

11-98ページの「replaceScript」

11-125ページの「run」

@@filename 一連の RMANコマンドが入った O/Sファイルの相対ファイル名、（たとえば cmd1.f ）を指定
します。@@によって指定されたコマンド・ファイルは、親スクリプトと同じディレクトリにあ
るとみなされます。文字列の前後に引用符を使用したり、 @@とファイル名の間に空白を残さな
いでください。RMANは、指定したファイルの内容が @@コマンドに代入されたかのように、
処理します。

注注注注意意意意 : ファイルには Recovery Managerコマンドとして完全なもののみを入れる必要があります。
ファイルに不完全なコマンドがあると、構文エラーになります。
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crosscheck
crosscheck

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ディスクまたはテープに格納されたバックアップが存在するかどうかを確認します。バック
アップとは、バックアップ・セットまたはメディア管理ソフトウェアにより管理されるプロ
キシ・コピーのことです。

crosscheckコマンドは availableまたは expiredとマークされたバックアップのみをチェッ
クします。チェックは、チャネルが type diskのときはディスクのバックアップ・ピースを
調べることにより、またチャネルが type 'sbt_tape'のときはメディア・マネージャに問い合
せることにより行います。指定したチャネル上に作成されたバックアップのみを処理しま
す。

RMANは、検索することができないバックアップ・ピースを削除せずに、そのメタデータ・
レコードを expiredの状態に更新します。バックアップ・ピースのなかに、メディア・マ
ネージャの構成ミスなどのために、誤って expiredにマークされたものがある場合は、ファ
イルが実際にはメディア・マネージャに存在することを確認してから、crosscheck backup
コマンドを再度実行し、ファイルを availableの状態に復元します。

要件要件要件要件
■ crosscheck backupは、RMANプロンプトから実行してください。

■ crosscheckbackupを発行する前に、メンテナンス・チャネルを割り当ててください。

■ リカバリ・カタログを使用してください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

of listObjList 操作するオブジェクトのリストを listObjList句で指定したオブジェクト・タイプのものに限定し
ます。オブジェクトの指定がない場合、コマンドは database controlfile archivelog allのすべて
のオブジェクトをチェックします。 11-85ページの「listObjList」を参照してください。

tag tag_name バックアップ・セットに対してタグを指定します。

CROSSCHECK BACKUP
OF listObjList

TAG
= ’

tag_name
’

completedTimeSpec
;
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crosscheck
例例例例

すべてのバックアップのクロスチェッすべてのバックアップのクロスチェッすべてのバックアップのクロスチェッすべてのバックアップのクロスチェックククク 次の例では、ディスクにあるすべてのバックアッ
プの状態を問い合せています。例にはサンプル出力も含まれています。

RMAN> allocate channel for maintenance type disk;

RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: delete
RMAN-08500: channel delete: sid=15 devtype=DISK

RMAN> crosscheck backup;

RMAN-03022: compiling command: XCHECK
RMAN-03023: executing command: XCHECK
RMAN-08517: backup piece handle=/vobs/oracle/dbs/01a8t4pq_1_1 recid=1 stamp=3448
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
RMAN-08517: backup piece handle=/vobs/oracle/dbs/05a9cfs3_1_1 recid=5 stamp=3453
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
RMAN-08517: backup piece handle=/vobs/oracle/dbs/06a9cfv8_1_1 recid=6 stamp=3453
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
RMAN-08517: backup piece handle=/vobs/oracle/dbs/07a9ck4t_1_1 recid=7 stamp=3453
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'
RMAN-08517: backup piece handle=/vobs/oracle/dbs/08a9cl23_1_1 recid=8 stamp=3453
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'EXPIRED'
RMAN-08517: backup piece handle=/vobs/oracle/dbs/09a9cl2b_1_1 recid=9 stamp=3453
RMAN-08074: crosschecked backup piece: found to be 'AVAILABLE'

RMAN> release channel;

RMAN-03022: compiling command: release
RMAN-03023: executing command: release
RMAN-08031: released channel: delete

日付範囲を指定したクロスチェッ日付範囲を指定したクロスチェッ日付範囲を指定したクロスチェッ日付範囲を指定したクロスチェックククク 次の例では、datafile 3 のある 6ヶ月間の状況をメ
ディア・マネージャに問い合せています。RMANが使用している日付書式は、NLS_DATE_
FORMATパラメータに指定した 'DD-MON-YY'であることに注意してください。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
crosscheck backup of datafile 3 device type 'sbt_tape' completed between '01-JAN-98' and 
     '01-JUL-98';
release channel;

completedTimeSpec バックアップ完了のための時刻範囲を指定します。11-85ページの「completedTimeSpec」を参
照してください。
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関連項目関連項目関連項目関連項目
11-13ページの「allocateForMaint」

11-35ページの「change」

11-76ページの「list」

11-103ページの「report」
Recovery Managerのコマンド構文 11-59



datafileSpec
datafileSpec

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データ・ファイルをファイル名または絶対ファイル番号で指定する句です。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

ファイル名でデータ・ファイルを指ファイル名でデータ・ファイルを指ファイル名でデータ・ファイルを指ファイル名でデータ・ファイルを指定定定定 この例では、ファイル名を指定して、データ・ファ
イル /oracle/dbs/tbs_12 をディスクにコピーしています。 

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     copy datafile '/oracle/dbs/tbs_12.f'
       to '/oracle/copy/tbs_1.copy';
}

絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指定定定定 この例では、ファイル番号を指定して、デー
タ・ファイル /oracle/dbs/tbs_31.f をディスクにコピーしています。 

RMAN> report schema;

RMAN-03022: compiling command: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f

'datafile' 絶対パスまたは相対ファイル名のどちらかでデータ・ファイルを指定します。相対ファイル名を
指定した場合、ファイル名はターゲット・データベースによってポート固有の方法で修飾されま
す。

integer データ・ファイルを絶対ファイル番号で指定します。ファイル番号は、V$DATAFILE、 
V$DATAFILE_COPYまたは V$DATAFILE_HEADERビューから取得するか、または report 
schemaコマンドの出力から取得します。

’ filename ’

integer
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datafileSpec
2           978 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_22.df
7           500 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_13.f
8           500 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f
9           500 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_24.f
10          500 TBS_3                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_31.f

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     copy datafile 10
     to '/oracle/copy/tbs_31.copy';
}
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debug
debug

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANのデバッグ機能をオン /オフします。この機能は、オラクル社カスタマ・サポート
のガイドに従って使用してください。この機能の目的は、RMANの問題を診断することで
す。

要件要件要件要件
このコマンドは、runコマンドの中カッコの中、または RMANプロンプトで実行してくだ
さい。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

デバッグ機能をアクティブデバッグ機能をアクティブデバッグ機能をアクティブデバッグ機能をアクティブ化化化化 この例では、データ・ファイル 3のバックアップ中にはデ
バッグ出力が表示されますが、データ・ファイル 4のバックアップでは表示されません。 

run {
     allocate channel c1 type disk;
     debug on;
     backup datafile 3;
     debug off;
     backup datafile 4;
}

on デバッグ機能をアクティブ化します。

off デバッグ機能を非アクティブ化します。 

DEBUG
ON

OFF
;
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deleteExpired

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANメタデータのバックアップ・セットを expiredの状態から deletedの状態に更新しま
す。このコマンドが機能するのは、crosscheckコマンドにより expiredにマークされたバッ
クアップ・ピースのリカバリ・カタログ・レコードのみです。バックアップ・セットの状態
データを取得するには、listコマンドを使用するか、またはリカバリ・カタログ・ビューを
検索します。

要件要件要件要件
■ リカバリ・カタログを使用する必要があります。

■ delete expired backupは、RMANプロンプトでのみ実行可能です。

■ delete expired backupの前に、allocatechannel for deleteコマンドまたは allocate 
channel for maintenance コマンドを実行してください（11-13ページの
「allocateForMaint」を参照）。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

注注注注意意意意 : delete expired backupコマンドを実行したときに、なんらかの理
由で expiredにマークされたバックアップ・セットが存在すると、RMAN
はその物理ファイルを削除します。

of listObjList オブジェクトのリストを listObjList句で指定したオブジェクト・タイプのものに限定します。オ
ブジェクトを指定しないと、コマンドは database controlfile archivelog allのすべての期限切れ
オブジェクトを削除します。 11-85ページの「listObjList」を参照してください。

tag tag_name バックアップ・セットに対してタグを指定します。

completedTimeSpec バックアップ完了のための時刻範囲を指定します。11-85ページの「completedTimeSpec」を参
照してください。

DELETE EXPIRED BACKUP
OF listObjList

TAG
= ’

tag_name
’

completedTimeSpec
;
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例例例例

期限切れのバックアップの削期限切れのバックアップの削期限切れのバックアップの削期限切れのバックアップの削除除除除 次の例では、表領域 USER_DATAについて expiredになっ
て 1ヶ月以上経過しているバックアップがあるかどうかメディア・マネージャをチェックし、
該当するレコードを deletedの状態に更新しています。

allocate channel for delete ch1 type 'sbt_tape';
crosscheck backup of tablespace user_data completed before 'SYSDATE-31';
delete expired backup of tablespace user_data' completed before 'SYSDATE-31';
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-13ページの「allocateForMaint」

11-57ページの「crosscheck」
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deleteScript

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ストアド・スクリプトをリカバリ・カタログから削除します。

要件要件要件要件
■ delete scriptは、RMANプロンプトから実行してください。

■ リカバリ・カタログを使用する必要があります。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

スクリプトの削スクリプトの削スクリプトの削スクリプトの削除除除除 この例では、スクリプト b_whole_10 を削除します。 

delete script 'b_whole_10';

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-54ページの「createScript」

11-87ページの「printScript」

11-98ページの「replaceScript」

11-125ページの「run」

script_name 指定したスクリプトを削除します。スクリプト名は、以前の create scriptまたは replace script
コマンド（11-54ページの「createScript」を参照）で指定した名前であることが必要です。

DELETE SCRIPT
’

script_name
’

;
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deviceSpecifier

構文構文構文構文

目的目的目的目的
バッアップまたはコピーに使用する記憶装置のタイプを指定する句です。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

テープ・チャネルの割当テープ・チャネルの割当テープ・チャネルの割当テープ・チャネルの割当てててて この例では、メディア管理デバイスにメンテナンス・チャネル
を割り当てます。 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

ディスクへのバックアッディスクへのバックアッディスクへのバックアッディスクへのバックアッププププ この例では、データベースをディスクにバックアップします。 

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
}

ディスクからテープへの復ディスクからテープへの復ディスクからテープへの復ディスクからテープへの復元元元元 この例では、ディスクおよびテープからのバックアップを使
用して、データベースを復元します。 

run {
     allocate channel d1 type disk;
     allocate channel t1 type 'sbt_tape'
     restore database;
     recover database;
}

disk ディスク記憶装置を指定します。

'media_device' 記憶装置として使用する順次 I/Oデバイスまたはアクセス方法を指定します。順次 I/Oデバイ
ス・タイプの構文と意味はプラットフォームによって異なります。現行、唯一使用できる値は、
sbt_tapeです。すなわち、サード・パーティのテープ・サブシステム・インタフェースです。

DISK

’ media_device ’
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関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-13ページの「allocateForMaint」

11-76ページの「list」

11-97ページの「releaseForMaint」

11-103ページの「report」

11-113ページの「restore」
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dropCatalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログからスキーマを削除します。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトから実行してください。

■ catalogコマンド行オプション（11-39ページの「cmdLine」を参照）または connect 
catalogコマンドのいずれかで、RMANをリカバリ・カタログに接続していること。

■ スキーマの削除を確認するため、コマンドは 2回入力してください。

例例例例

カタログの削カタログの削カタログの削カタログの削除除除除 この例では、リカバリ・カタログからスキーマを削除します（確認のた
め、コマンドを 2回入力する必要があります）。 

RMAN> drop catalog

RMAN-06435: recovery catalog owner is rman
RMAN-06436: enter DROP CATALOG command again to confirm catalog removal
RMAN> drop catalog

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-52ページの「createCatalog」

11-149ページの「upgradeCatalog」

警警警警告告告告 : このコマンドは、リカバリ・カタログからすべての情報を削除し
ます。リカバリ・カタログのバックアップを取っておかないと、このリカ
バリ・カタログで管理しているデータベースのバックアップは、このコマ
ンドの実行後すべて使用できなくなります。 

DROP CATALOG
;
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duplicate

構文構文構文構文

logSpec::=

目的目的目的目的
ターゲット・データベースのバックアップを使用して、複製データベースを作成します。複
製データベースによって、バックアップおよび復元の手順のテストに安全な環境が提供され
ます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの複製の方法は、第 10章の「Recovery Managerによる複製データ
ベースの作成」を参照してください。

要件要件要件要件
■ このコマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内で実行してください。

■ このコマンドでは、リカバリ・カタログを使用する必要はありません。

■ 1つ以上の allocate auxiliary channel コマンドを実行した後に、duplicateコマンドを実
行してください。イメージ・コピーまたはディスクにあるバックアップから複製する場
合は、割り当てるチャネルが多いほど、複製操作が速くなります。

■ ターゲット・データベースと補助インスタンスの両方に接続する必要があります。 

■ 補助インスタンスは NOMOUNTオプションで起動する必要があります。 

DUPLICATE TARGET DATABASE TO
’

database_name
’

LOGFILE logSpec

,

NOFILENAMECHECK SKIP READONLY
;

’ filename ’

SIZE integer

K

M REUSE

GROUP integer ( ’ filename ’

,

)

SIZE integer

K

M REUSE
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■ ターゲット・データベースはオープンの状態であることが必要です。

■ ターゲット・データベースと複製データベースが同じホストにある場合、CONTROL_
FILESパラメータを設定して、複製データベースの制御ファイルがターゲットの制御
ファイルを上書きしないようにしてください。パラメータの説明は、『Oracle8i リファ
レンス・マニュアル』を参照してください。

■ ターゲット・データベースと複製データベースが同じホストを共有する場合、すべての
*_PATH および *_DEST初期化パラメータを適切に設定して、ターゲット・データベー
ス・ファィルが複製データベース・ファイルに上書きされないようにしてください。 パ
ラメータの説明は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

■ ターゲット・データベースと複製データベースが別のホストにある場合は、次のいずれ
かの処置をとる必要があります。

■ ディスク・コピーおよびバックアップをターゲット・ホストから複製ホストに移動
して、再度カタログに登録すること。

■ 複製ホストから、ターゲット・ホストのすべてのバックアップおよびコピーに、確
実にリモート・アクセスできること。

■ データ・ファイルおよびオンライン REDOログに対して、新規ファイル名を指定する
か、またはターゲット・ファイル名を変換してください。ファイル名を指定しないと、
RMANはターゲットのデータ・ファイル名を再使用します。この場合、
nofilenamecheckを使用する必要があります。 

■ duplicateコマンドは、各ターゲット・ファイルの該当するバックアップまたはコピー
を自動的に復元します。ターゲット・データ・ファイルにバックアップがない場合、複
製操作は正常に終了しません。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

database_name 複製データベースの名前を指定します。データベース名の指定が必要な理由は、データベースを
起動したのに、それがマウントされていなければ、データベース名を取得できないからです。名
前は、複製データベースの init.ora ファイルにある名前と一致させる必要があります。これ
が一致していないと、Oracleは制御ファイルを作成するときにエラーを表示します。

注注注注意意意意 : ターゲット・データベースと複製データベースに同じデータベース名を使用することがで
きます。RMANは複製データベースに新しい DBIDを生成するからです。
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logfile logSpec オンライン REDOログを指定します。構文は、CREATE DATABASE 文の LOGFILE オプション
の構文と同じです。 

logfile句を指定しないと、RMANは LOG_FILE_NAME_CONVERTが設定されていれば、それ
を使用します。logfileも LOG_FILE_NAME_CONVERTも指定しないと、RMANは複製ファイ
ルに元のターゲット REDOログのファイル名を使用します。この場合、nofilenamecheckオプ
ションを使用する必要があります。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : CREATE DATABASE文に関しては、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してくださ
い。

'filename' オンライン REDOログのファイル名を指定します。

size integer ファイルのサイズをキロバイト（K）またはメガバイト（M）で指定しま
す。ファイルがすでに存在する場合は、このパラメータを省略することがで
きます。

reuse Oracleは既存のファイルを再使用します。ファイルがすでに存在する場合、
Oracleはそのサイズが sizeパラメータと一致するか検証します。ファイル
が存在しない場合、Oracleはファイルを作成します。ファイルがすでに存在
する場合は、sizeパラメータを省略することができます。

reuseオプションは、sizeと一緒に使用したときにのみ意味があります。
sizeパラメータを省略した場合、Oracleはファイルがすでに存在している
ものとみなします。

group integer 
('filename', ... )

1つ以上のメンバーを持つ REDOログ・グループを指定します。カッコ内に
指定したファイル名はグループのメンバーを示します。

nofilenamecheck 複製ファイルと同じ名前を共有するターゲット・データ・ファイルが使用されているかどうかの
チェックを RMANにさせないようにします。このオプションを指定した場合に、複製操作が使
用中のデータを上書きしないか確認するのは、ユーザーの責任です。

このオプションが必要になるのは、ディスク構成、ディレクトリ構造およびファイル名がター
ゲット・データベースのホストと同じであるが、それとは別のホストに複製データベースを作成
する場合です。たとえば、HOST1の /dbs ディレクトリに次のものが存在する、小規模なデー
タベースを考えてください。 

/oracle/dbs/system_prod1.dbf 
/oracle/dbs/users_prod1.dbf 
/oracle/dbs/tools_prod1.dbf 
/oracle/dbs/rbs_prod1.dbf 
/oracle/dbs/users2_prod1.dbf 

HOST2にデータベースを複製する必要があるとします。また、HOST2は HOST1と同じファイ
ル・システム /oracle/dbs/  * で、かつ複製データベースには HOST1と同じファイル名を使用
する必要があるとします。この場合、nofilenamecheckを使用することで、すべてのファイルの
改名は行わないでください。RMANは別のホストを認識できないので、ファイル名のチェック
をすべきでないことを、自動的に判断できません。
Recovery Managerのコマンド構文 11-71



duplicate
例例例例

新しいファイル名の手動による設新しいファイル名の手動による設新しいファイル名の手動による設新しいファイル名の手動による設定定定定 この例では、ターゲット・データベースが HOST1に
あり、ファイル構造 /oracle/dbs/* の host2 の NEWDBにデータベースを複製すること
を想定しています。HOST1にあるファイル名は不規則に命名されており、またいくつもの
サブ・ディレクトリに分散しているので、set newnameコマンドを使用して、一貫性をもつ
ように再命名します。duplicateコマンドは、テープに格納してあるバックアップ・セット
を使用して、ターゲット・データベースを NEWDBデータベースに複製します。

connect target;
connect catalog rman/rman@rmancat;
connect auxiliary sys/change_on_install@newdb;
run {  
    allocate auxiliary channel newdb1 type 'sbt_tape'; 
    allocate auxiliary channel newdb2 type 'sbt_tape'; 
    allocate auxiliary channel newdb3 type 'sbt_tape'; 
    allocate auxiliary channel newdb4 type 'sbt_tape'; 
    set newname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_01.f'; 
    set newname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_02.f'; 
    set newname for datafile 3 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_11.f'; 
    set newname for datafile 4 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_12.f'; 
    set newname for datafile 5 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_21.f'; 
    set newname for datafile 6 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_22.f'; 
    duplicate target database to newdb logfile
      group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_1_1.f', 
               '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_1_2.f') size 200K, 
      group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_2_1.f', 
               '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_2_2.f') size 200K reuse; 
}

ターゲット・ファイル名の再使ターゲット・ファイル名の再使ターゲット・ファイル名の再使ターゲット・ファイル名の再使用用用用 この例では、新しいホストへ復元すること、および次の
ことを想定しています。

■ ターゲット・ホストと複製ホストは同一のファイル構造である。

■ 複製ファイルをターゲット・データベース・ファィルとまったく同じ名前にする。

■ リカバリ・カタログは使用しない。

■ 読取り専用の表領域は複製しない。

skip readonly 読取り専用の表領域にあるデータ・ファイルは複製データベースから除外します。

注注注注意意意意 : スキップした読取り専用の表領域のレコードは、DBA_TABLESPACESにまだ存在してい
ます。この機能によって、後で読取り専用の表領域をアクティブ化できます。たとえば、読取り
専用の表領域のデータをディスクではなく CD-ROMに格納して、その後 CD-ROMをマウント
してデータを参照することができます。
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■ RMANに、複製ファイルと同じ名前のターゲット・データベースのファイルが使用中
か、チェックさせない。 

connect target
connect auxiliary sys/aux_pwd@newdb
run { 
     allocate auxiliary channel ndbnewh1 type disk; 
     allocate auxiliary channel ndbnewh2 type disk; 
     duplicate target database to ndbnewh 
     logfile 
       '$ORACLE_HOME/dbs/log_1.f' size 200K, 
       '$ORACLE_HOME/dbs/log_2.f' size 200K 
     skip readonly 
     nofilenamecheck; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-44ページの「connect」

11-48ページの「copy」

11-130ページの「set」

11-143ページの「startup」
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host

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANのなかから O/Sコマンド行のサブ・シェルを起動します。

要件要件要件要件
このコマンドは、runコマンドの中カッコの中、または RMANプロンプトで実行してくだ
さい。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

RMAN 内で内で内で内でのののの O/Sコピーの実コピーの実コピーの実コピーの実行行行行 この例では、データベースを停止し、メディア・マネー
ジャを使用してデータ・ファイル tbs_01.f のバックアップをとり、次に UNIXコマンド
を使用してディスクに同じファイルのイメージ・コピーを作成しています。データベース
は、分裂ブロックを防ぐため、正しく停止する必要があります。 

shutdown immediate;
run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape';
     backup datafile '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f' channel ch2;
     host 'cp $ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f $ORACLE_HOME/dbs/copy/tbs_01.f';
}

host O/Sコマンドを実行できるようにします。次のパラメータを使用します。

■ 'command'あり。この場合、RMANは指定文字列にあるコマンドを実行し、継続します。

■ 'command'なし。この場合、RMANはコマンド・プロンプトを表示し、ユーザーがサブ・
シェルを終了後に再開します。

HOST
’ command ’

;
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コピー・ジョブでコピー・ジョブでコピー・ジョブでコピー・ジョブでのののの O/Sへの切替への切替への切替への切替ええええ この例では、datafile3のイメージ・コピーを作成し、
UNIXプロンプトに切替えて、コピーがディレクトリにあることをチェックし、次に run
ジョブを再開しています。 

RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> copy datafile 3 to 'df.3';
4> host;
5> release channel c1;
6> }

RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: c1
RMAN-08500: channel c1: sid=17 devtype=DISK

RMAN-03022: compiling command: copy
RMAN-03023: executing command: copy
RMAN-08000: channel c1: copied datafile 3
RMAN-08501: output filename=/oracle/dbs/df.3 recid=102 stamp=352745706
RMAN-03023: executing command: partial resync
RMAN-08003: starting partial resync of recovery catalog
RMAN-08005: partial resync complete

RMAN-03022: compiling command: host
% ls df.3
df.3
% exit
exit
RMAN-06134: host command complete

RMAN-03022: compiling command: release
RMAN-03023: executing command: release
RMAN-08031: released channel: c1
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list

構文構文構文構文

目的目的目的目的
指定したバックアップ（バックアップ・セットまたはメディア管理ソフトウェアにより作成
されたプロキシ・コピーのいずれか）の詳細リストの作成、またはリカバリ・カタログまた
はターゲット制御ファイルに記録されているイメージ・コピーの詳細リストの作成を行いま
す。RMANは、出力を標準出力またはメッセージ・ログ（11-39ページの「cmdLine」を参
照）に記録しますが、同時に両方に記録することはしません。次のものをリストする際に、
このコマンドを使用します。

■ 指定したデータ・ファイル・リストのバックアップまたはイメージ・コピー。

■ 指定した表領域リストのメンバーであるデータ・ファイルのバックアップまたはイメー
ジ・コピー。

■ データベース内のすべてのバックアップ・セットまたはすべてのデータ・ファイルのイ
メージ・コピー（必要に応じて、時刻またはデータ・ファイル・コピーのファイル名
別、デバイス名別、回復可能性別またはタグ別に限定可能）

■ 指定した名前、あるいは指定した範囲内のいずれかまたは両方のアーカイブ REDOログ
のバックアップまたはコピー。

■ 指定したデータベースのインカーネーションまたはリカバリ・カタログにより認識され
るすべてのデータベースのインカーネーション。

LIST

INCARNATION
OF DATABASE

’
database_name

’

BACKUP

COPY

OF listObjList

TAG
= ’

tag_name
’

completedTimeSpec

RECOVERABLE
untilClause

DEVICE TYPE deviceSpecifier

,

LIKE ’ string_pattern ’

;
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関連項関連項関連項関連項目目目目 : リストおよびレポートの作成方法は、第 7章の「Recovery Managerによるリスト
およびレポートの生成」を参照してください。

要件要件要件要件
■ listは、RMANプロンプトでのみ実行できます。

■ incarnationオプションには、リカバリ・カタログの使用が必要です。

■ ターゲット・データベースに接続してあること。リカバリ・カタログを使用する場合
は、それに接続してあることも必要です。

■ listコマンドは、deletedの状態のレコードを表示しません。deletedの状態のレコード
を表示するには、リカバリ・カタログ・ビューに問い合せます。第 12章の「リカバリ・
カタログ・ビュー」を参照してください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

incarnation データベースのインカーネーションに関する情報を表示します。list incarnationの出力テーブル
の列見出しの説明は、表 11-8を参照してください。

リストには、指定したデータベース名に該当するすべてのデータベースのインカーネーション・
レコードの主キーが含まれます。RMANが現行とみなしているインカーネーションを前のイン
カーネーションに変更するには、reset databaseコマンドでこのキーを使用します。of database
オプションを指定しなかった場合、コマンドはリカバリ・カタログに登録したすべてのデータ
ベースをリストします。

of database 
database_name

データベースの名前を指定します。

copy データ・ファイルのコピー、アーカイブ REDOログおよびアーカイブ REDOログのイメージ・
コピーに関する情報を表示します。デフォルトでは、listはデータベースのすべてのファイルの
コピーを表示します。使用可能なイメージ・コピーと使用不能イメージ・コピーばかりでなく、
復元できないもの、あるいは fのもの、さらには使用不可のものも出力に含まれます。 

関関関関連連連連項項項項目目目目 : list copy出力テーブルの列見出しの説明は、表 11-6および表 11-7を参照してくださ
い。

backup バックアップ・セット、バックアップ・ピースおよびプロキシ・コピーに関する情報を表示しま
す。出力には、各々の一意キーが表示されます。デフォルトでは、全データベース・バックアッ
プがリストされます。出力に含まれるバックアップには、使用可能のものと使用不能のもの、さ
らに、復元できないもの、期限切れのものまたは使用不能のものもあります。また、親の全バッ
クアップまたはコピーが既にないために復元できない増分バックアップも出力に含まれます。 

関関関関連連連連項項項項目目目目 : list  backup出力テーブルの列見出しの説明は、表 11-2、表 11-3、表 11-4、 および表
11-5を参照してください。出力の KEY列を使用して、changeおよび delete expired backupset
コマンドで使用できる主キーを取得できます。
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List Output
表 11-2に、出力に表示される状態情報を示します。

of listObjList 操作するオブジェクトのリストを listObjList句で指定したオブジェクト・タイプのものに限定し
ます。11-85ページの「listObjList」を参照してください。オブジェクトを指定しないと、listは
デフォルトの of databaseになります。

completedTimeSpec バックアップ完了のための時刻範囲を指定します。11-42ページの「completedTimeSpec」を参
照してください。

tag tag_name コピーまたはバックアップのタグを指定して、データ・ファイルのコピーおよびバックアップを
限定します。tagを指定した場合、指定したタグのコピーまたはバックアップのみがリストされ
ます。

recoverable 使用可能であり、復元操作で使用できると思われる、データ・ファイルのバックアップまたはコ
ピーのみを指定します。復元操作に使用できるようにするには、バックアップは次の 2つの基準
を満たす必要があります。

■ 増分バックアップの場合、この増分バックアップを適用できる、有効な親バックアップが存
在する必要があります。

■ バックアップが以前のインカーネーションの場合、そのインカーネーション内のファイル
に、その後変更が行われていないことが必要です。言いかえると、ファイルはオフラインで
ある必要があり、そのインカーネーション内で再びオンラインになっていないことが必要で
す。

untilClause 終了時刻、SCNまたはログ順序番号を指定します。11-147ページの
「untilClause」を参照してください。

device type 
deviceSpecifier

指定のデバイス・タイプのいずれかにあるバックアップ・セットのみをリストします（11-66
ページの「deviceSpecifier」を参照してください。指定しなかった場合は、使用可能なバック
アップ・セットがすべてリストされます。このオプションは、list backupsetコマンドのみに適
用されます。

like string_pattern ファイル名パターンを指定して、データ・ファイル・コピーおよび REDOログを限定します。
パターンには、Oracleのパターン照合文字 '%'および '_'が使用できます。RMANは、パターン
に一致する名前のファイルのみをリストします。

表表表表 11-2  バックアッバックアッバックアッバックアッププププ・セットの・セットの・セットの・セットのリリリリストストストスト

列列列列 意味意味意味意味

KEY このバックアップを識別する一意のキー。 

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログのかわりにターゲット・データベース制御
ファイルを使用する場合、このフィールドはターゲット・データ
ベース制御ファイルにおいてこのバックアップ・セットを指定する
一意の識別子になります（またリカバリ・カタログを使用しないと
きに識別子の役割をする RECIDと同等です）。このキーを change... 
backupset文で使用し、バックアップ・セットの状態を変更します。
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RECID STAMP列と結合することで、ターゲット・データベース制御ファイ
ルでこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。
新規制御ファイル・レコードが旧レコードが使用していたスペース
を使用している場合、RECIDは無効になります。したがって、
resyncコマンドを頻繁に発行して、新規レコードをできるだけ早く
リカバリ・カタログにコピーしてください。 

STAMP RECID列と結合すると、ターゲット・データベース制御ファイルで
このバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。 

LV バックアップのレベルを表します。非増分の場合は NULL、増分の
場合はレベル 0 - 4です。 

SET STAMP SET COUNT列と結合すると、ターゲット・データベース制御ファ
イルでこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。
V$BACKUP_SET、 V$BACKUP_PIECE、 V$BACKUP_DATAFILEお
よび V$BACKUP_REDOLOG ビューで制御ファイル・レコードにア
クセスするために、これらの値を使用します。 

SET STAMPの値は、制御ファイルでも（リカバリ・カタログを使用
しないとき）、リカバリ・カタログを使用するときでも、有効です。
SET STAMPの値は、2値キーの一部であるため、ユーザーが入力す
ることはありません。オラクル社カスタマ・サポートは、リカバリ・
カタログが存在せず、制御ファイル・レコードも消失している状態
で、ユーザーのデータベースの復元が必要となった場合に、この値
を必要とすることがあります。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、『Oracle8i リ
ファレンス・マニュアル』を参照してください。

SET COUNT SET STAMP列と結合すると、ターゲット・データベース制御ファイ
ルでこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。
V$BACKUP_SET、 V$BACKUP_PIECE、 V$BACKUP_DATAFILEお
よび V$BACKUP_REDOLOG ビューで制御ファイル・レコードにア
クセスするために、これらの値を使用します。 

SET COUNTの値は、制御ファイルでも（リカバリ・カタログを使
用しないとき）、リカバリ・カタログを使用するときでも、常に有効
です。SET COUNTの値は、2値キーの一部であるため、ユーザーが
入力することはありません。オラクル社カスタマ・サポートは、リ
カバリ・カタログが存在せず、制御ファイル・レコードも消失して
いる状態で、ユーザーのデータベースの復元が必要となった場合に、
この値を必要とします。 

COMPLETION TIME バックアップ・セットをとった日付と時刻。このフィールドの書式
は、NLS_LANGおよび NLS_DATE_FORMATの環境設定によって
変わります。 

表表表表 11-2  バックアッバックアッバックアッバックアッププププ・セットの・セットの・セットの・セットのリリリリストストストスト
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表表表表 11-3  バックアッバックアッバックアッバックアッププププ・ピースの・ピースの・ピースの・ピースのリリリリストストストスト

列列列列 意味意味意味意味

KEY リカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイル
にあるバックアップ・ピースの一意の識別子。

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログおよび制御ファイルにある KEYの値は異
なります。

PC# バックアップ・セットにあるバックアップ・ピースのピース番号。 

CP# 削除済みのバックアップにあるバックアップ・ピースのコピー番号。
たとえば、set duplex = 4の場合、CP#は 1から 4の範囲になりま
す。

注注注注意意意意 : バックアップが二重化されていない場合、CP#は 1です。

STATUS バックアップ・ピースの状態で、次のとおり。使用可能、使用不能、
または期限切れ（各状態の説明は、changeコマンドを参照）。 

COMPLETION TIME ピースを作成した日付と時刻。

PIECE NAME バックアップ・ピースの名前。

表表表表 11-4  制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルルに組み込んに組み込んに組み込んに組み込んだだだだものものものもの

列列列列 意味意味意味意味

CKP SCN バックアップ制御ファイルのチェックポイント SCN。指定した SCN
より前に REDOレコードに記録されたデータベース変更はすべて、
制御ファイルに反映されます。 

CKP TIME バックアップ制御ファイルのチェックポイントの時刻。指定した時
刻より前に REDOレコードに記録されたデータベース変更はすべ
て、制御ファイルに反映されます。 

表表表表 11-5  データ・フデータ・フデータ・フデータ・ファァァァイルが組みイルが組みイルが組みイルが組み込込込込んだもののんだもののんだもののんだもののリリリリストストストスト

列列列列 意味意味意味意味

FILE バックアップされたファイルの数。

NAME ファイルがこのバックアップ・セットから復元され、かつ set 
newnameコマンド（11-134ページの「set_run_option」を参照）が
なかった場合に、このファイルが復元される場所。 

LV バックアップのレベル。非増分の場合は NULL、増分の場合はレベ
ル 0 - 4。 

TYPE バックアップが FULLか INCR（増分）かを示す。
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CKP SCN データ・ファイルをバックアップした時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。SCNより前のデータベース変更はすべて、ファ
イルに書き込まれます。指定した SCN以降の変更はファイルに書き
込まれていません。

CKP TIME データ・ファイルをバックアップした時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。時刻より前のデータベース変更はすべて、ファ
イルに書き込まれます。指定した時刻以降の変更はファイルに書き
込まれていません。

表表表表 11-6  データ・フデータ・フデータ・フデータ・ファァァァイル・コピイル・コピイル・コピイル・コピーーーーのリストのリストのリストのリスト

列列列列 意味意味意味意味

KEY データ・ファイル・コピーを指す一意の識別子。changeコマンドで
この値を使用して、データ・ファイル・コピーの状態を変更します。 

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログおよび制御ファイルにある KEYの値は異
なります。

FILE コピー元のデータ・ファイルのファイル番号。 

S バックアップ・ピースの状態で、次のとおり。使用可能、使用不能、
または期限切れ（各状態の説明は、changeコマンドを参照）。  

COMPLETION TIME コピーを取った日付と時刻。このフィールドの書式は、NLS_LANG
および NLS_DATE_FORMATの環境変数によって変わります。 

CKP SCN データ・ファイルのコピーを取った時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。SCNより前のデータベース変更は、すべてこの
ファイルに書き込まれます。 

CKP TIME データ・ファイルのコピーを取った時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。この時刻より前のデータベース変更は、すべて
このファイルに書き込まれます。 

NAME データ・ファイル・コピーのファイル名。

表表表表 11-5  データ・フデータ・フデータ・フデータ・ファァァァイルが組みイルが組みイルが組みイルが組み込込込込んだもののリんだもののリんだもののリんだもののリスススストトトト
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表表表表 11-7  アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ・・・・ログ・コピログ・コピログ・コピログ・コピーーーーのリストのリストのリストのリスト 

列列列列 意味意味意味意味

KEY アーカイブ REDOログ・コピーの一意の識別子。changeコマンドで
この値を使用して、コピーの状態を変更します。 

注注注注意意意意 : リカバリ・カタログおよび制御ファイルにある KEYの値は異
なります。

THRD REDOログのスレッド番号。

SEQ ログ順序番号。 

COMPLETION TIME コピーを取った日付と時刻。このフィールドの書式は、NLS_LANG
および NLS_DATE_FORMATの環境変数によって変わります。 

NAME アーカイブ REDOログ・コピーのファイル名。

表表表表 11-8  データベーデータベーデータベーデータベーススススのインカーのインカーのインカーのインカーネネネネーションのーションのーションのーションのリリリリストストストスト

列列列列 意味意味意味意味

DB KEY INC KEYと結合して、RMANがリカバリ・カタログのデータベー
スのインカーネーションを識別する一意のキー。このキーを使用し
てデータベースの登録解除をします。すなわち、そのデータベース
に関連するすべての行をリカバリ・カタログから削除します。 

INC KEY DB KEYと結合して、RMANがリカバリ・カタログのデータベース
のインカーネーションを識別する一意のキー。最新の RESETLOGS
以前の時点にデータベースを回復する必要がある場合に使用する
reset database to incarnationコマンドでこのキーを使用します。 

DB NAME DB_NAMEパラメータにリストされたデータベース名。

DB ID データベース作成のとき Oracleが自動的に生成するデータベース識
別番号。

CUR インカーネーションがデータベースの現行インカーネーションであ
るかどうかを示す。

RESET SCN インカーネーションが作成されたときの SCN。

RESET TIME インカーネーションが作成されたときの時刻。
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例例例例

コピーのリスト作コピーのリスト作コピーのリスト作コピーのリスト作成成成成 次の例では、リカバリ・カタログに記録されたデータ・ファイル・コ
ピーおよびアーカイブ REDOログをリストしています。

list copy of database archivelog all;

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time    Name
------- ---- - --------------- ---------- ----------  ------
1262    1    A 18-AUG-98       219859     14-AUG-98   /vobs/oracle/dbs/copy/tbs_01.f
 
List of Archived Log Copies
Key     Thrd Seq     S Completion time Name
------- ---- ------- - --------------- ------------------------------------
789     1    1       A 14-JUL-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_1.arc
790     1    2       A 11-AUG-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_2.arc
791     1    3       A 12-AUG-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_3.arc

バックアップのリスト作バックアップのリスト作バックアップのリスト作バックアップのリスト作成成成成 次の例では、リカバリ・カタログに記録された 2つのデータ・
ファイルのバックアップをリストしています。

list backup of datafile '/oracle/dbs/tbs_01.f', '/oracle/dbs/tbs_02.f';

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1174    12         341344528  0  341344502  16         14-SEP-98

List of Backup Pieces
Key     Pc# Cp# Status     Completion Time    Piece Name
------- --- --- ---------- ------------------ -----------------------------
1176    1   1   AVAILABLE  14-AUG-98          /vobs/oracle/dbs/0ga5h07m_1_1
 
Controlfile Included
Ckp SCN    Ckp time
---------- ---------------
219857     14-AUG-98
 
List of Datafiles Included
File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
1    /oracle/dbs/tbs_01.f                  0  Full 199843     14-AUG-98
2    /oracle/dbs/tbs_02.f                  0  Full 199843     14-AUG-98
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データベースのインカーネーションのリスト作データベースのインカーネーションのリスト作データベースのインカーネーションのリスト作データベースのインカーネーションのリスト作成成成成 次の例では、リカバリ・カタログに記録
されたすべてのデータベースのインカーネーションをリストしています。

list incarnation;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-57ページの「crosscheck」

11-85ページの「listObjList」

11-103ページの「report」

11-151ページの「validate」
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listObjList

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データベース・ファイルおよび REDOログの指定に使用します。

要件要件要件要件
この句は、次のコマンドで使用します。

■ list

■ crosscheck

■ deleteExpired

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

datafile 
datafileSpec

ファイル番号に対応するファイル名でデータ・ファイルを指定します。この句では、データ・
ファイルの少なくとも 1つが含まれているデータ・ファイル・イメージ・コピーまたはバック
アップ・セットを指定します。11-60ページの「datafileSpec」を参照してください。

tablespace  
tablespace_name

表領域名を指定します。この句では、指定した表領域からのデータ・ファイルの少なくとも 1つ
が含まれているデータ・ファイル・イメージ・コピーまたはバックアップ・セットを指定しま
す。

DATAFILE datafileSpec

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

archivelogRecordSpecifier

DATABASE
SKIP TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,

CONTROLFILE
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例例例例

データ・ファイル・コピーのリスト作データ・ファイル・コピーのリスト作データ・ファイル・コピーのリスト作データ・ファイル・コピーのリスト作成成成成 次のコマンドは、データベースにあるファイルす
べてのイメージ・コピーを、TEMP表領域をスキップして、リストします。

list copy of database skip tablespace temp;

アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログのクロスチェッログのクロスチェッログのクロスチェッログのクロスチェックククク 次の例では、最近 90日間に作成したアーカイブ
REDOログ・バックアップ・セットの状態について、メディア・マネージャに問い合せま
す。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
crosscheck 
   backup
   of archivelog 
   from time 'SYSDATE-90';
release channel;

期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットの削期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットの削期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットの削期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットの削除除除除 次の例では、制御ファイル
の期限切れになったバックアップを削除します。

delete expired backup of controlfile;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-17ページの「archivelogRecordSpecifier」

11-57ページの「crosscheck」

11-60ページの「datafileSpec」

11-63ページの「deleteExpired」

11-76ページの「list」

archivelogRecord- 
Specifier

アーカイブ REDOログの範囲を指定します。11-17ページの「archivelogRecordSpecifier」を参
照してください。

database 現行データベースのすべてのファイルのバックアップ・セットまたはイメージ・コピーを指定し
ます。 

skip tablespace     
tablespace_name

database指定から、指定した表領域を除外します。

controlfile 現行の制御ファイルを指定します。
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printScript

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ストアド・スクリプトを標準出力または RMANメッセージ・ログに出力します。コマンド
行にログ・ファイル名と log引数を指定します。この引数を指定しないと、Recovery 
Managerはメッセージ出力を標準出力に書き出します。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトで実行してください。

■ リカバリ・カタログを使用すること。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

スクリプトのメッセージ・ログへの出スクリプトのメッセージ・ログへの出スクリプトのメッセージ・ログへの出スクリプトのメッセージ・ログへの出力力力力 この例では、ターゲット・データベース PROD1
およびリカバリ・カタログ・データベース RCATに接続し、RMANログをメッセージ・ロ

注注注注意意意意 : RC_STORED_SCRIPT_LINEリカバリ・カタログ・ビューへの問
合せによっても、ストアド・スクリプトの各行の表示ができます。

script_name 指定した名前のストアド・スクリプトを標準出力またはメッセージ・ログに出力します。すべて
のストアド・スクリプトのリストを取得するには、SQL*Plusを使用してカタログ所有者として
リカバリ・カタログに接続し、次の問合せを発行します。

select * from rc_stored_script;

注注注注意意意意 : ストアド・スクリプトを実行するには、runコマンドの中カッコの内の execute scriptを
使用します。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : RC_STORED_SCRIPTに関しては、12-26ページの「RC_STORED_SCRIPT」を参照し
てください。

PRINT SCRIPT
’

script_name
’

;
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グ・ファイルに出力するよう指示しています。その後で backup_db スクリプトを作成し、
それを rman_log に出力しています。最後にスクリプトを実行します。

rman target sys/change_on_install@prod1 catalog rman/rman@rcat log rman_log
create script backup_db {
       allocate channel d1 type disk;
       backup database;
}
print script backup_db;

run{ execute script backup_db;};

スクリプトの画面への表スクリプトの画面への表スクリプトの画面への表スクリプトの画面への表示示示示 この例では、ストアド・スクリプトを画面に表示します。

print script tbs1_b;

RMAN-03027: printing stored script: tbs1_b
{
allocate channel ch1 type disk;
backup tablespace tbs1;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-39ページの「cmdLine」

11-54ページの「createScript」

11-65ページの「deleteScript」

11-125ページの「run」
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recover

構文構文構文構文

目的目的目的目的
１つ以上の復元したデータ・ファイルに、REDOログまたは増分バックアップを適用して、
その内容を特定時点の状態に更新します。 

RMANは、オンライン REDOログを使用して、メディア回復の実行に必要なだけのアーカ
イブ REDOログのバックアップ・セットを復元します。RMANが増分バックアップの適用
か REDOの適用かを選択できる場合は、常に増分バックアップを選択します。オーバー
ラップしたレベルの増分バックアップが使用できる場合、RMANは自動的に最長期間にわ
たる増分バックアップを選択します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データ・ファイルの回復方法は、第 9章の「Recovery Managerによる復元と回
復」を参照してください。

RECOVER

DATABASE

untilClause

untilClause
SKIP

FOREVER
TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

DATAFILE datafileSpec

,

DELETE ARCHIVELOG

CHECK READONLY

NOREDO

CHECK LOGICAL

,

;
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要件要件要件要件
■ このコマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内でのみ実行すること。

■ リカバリ・カタログなしでこのコマンドを使用することができますが、これは制御ファ
イルの回復が不必要な場合に限ります。RMANは、リカバリ・カタログかターゲット・
データベース制御ファイルのどちらかがなければ操作できません。

■ データ・ファイルおよび表領域の回復の場合は、ターゲット・データベースをマウント
しておいてください。そのデータベースがオープンされている場合は、回復するデー
タ・ファイルまたは表領域はオフラインにしてください。データベースの回復の場合
は、そのデータベースをマウントしておく必要がありますが、オープンしてあってはな
りません。

■ アーカイブ REDOログまたは増分データ・ファイル・バックアップ・セットを回復する
必要がある場合は、recoverに先行して、allocate channelコマンドを少なくとも 1回実
行しておく必要があります。

■ 復元が必要なバックアップに適切なタイプのデバイスを割り当ててください。適切なタ
イプのデバイスが使用できない場合は、recoverコマンドは正常に実行されません。

■ 回復するか増分バックアップを適用できるのは、現行のデータ・ファイルのみです。

■ 特定の時点まで回復する場合、restoreおよび recoverコマンドの両方の前に、set until 
コマンドの入力が必要です。restoreの後で recoverの前に set untilコマンドを指定し
た場合、復元されたファイルのタイムスタンプは指定した時刻の後になるので、必要な
時刻までのデータベースへのメディア回復は実行できない場合があります。

■ recover databaseコマンドは、ファイルが回復される時点でNORMALモードでオフラ
インにされているまたは読取り専用であるファイルの復元はしません。RMANは、
NORMALモードでオフラインにされたファイルをそれ以上のチェックはしないで、除
外します。check readonlyの指定がある場合、RMANはディスク上の各読取り専用
ファイルをチェックして、指定した時点ですでに現行になっていることを確認します。
check readonlyの指定がなければ、RMANは読取り専用ファイルを処理しません。

■ 不完全回復またはバックアップ制御ファイルを使用した回復の後は、RESETLOGSオプ
ションでオープンしてください。
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キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

database データベース全体の回復を指定します。オプションの untilClauseを指定して、指定の条件に達
したときに回復を停止させることができます。

untilClause recoverに対して現行以外の時刻、SCNまたはログ順序番号を指定します。11-147ページの
「untilClause」を参照してください。

skip [ forever ] 
tablespace  
tablespace_name

回復の必要がない表領域をリストします。一時データのみがある表領域の回復を行わないように
したり、いくつかの表領域の回復を延期したりするのに役立ちます。skip句は、メディア回復
開始前に、指定された表領域にあるデータ・ファイルをオフラインにします。これらのファイル
は、メディア回復が完了した後もオフラインのままになります。

不完全回復を実行する場合、skipは使用できません。 そのかわりに、skip foreverを使用するこ
とによって、RESETLOGSオプションによってデータベースをオープンした後スキップした表領
域を削除するようにします。skip forever句を使用すると、RMANは、DROPオプションを使
用してデータ・ファイルをオフラインにします。skip foreverは、指定した表領域がデータベー
スのオープン後に削除される場合に限り使用してください。

tablespace  
tablespace_name

表領域名によって表領域を指定します。

datafile 
datafileSpec

回復する 1つ以上のデータ・ファイルをリストして指定します。引用符付き文字列を使用した
ファイル名または integerを使用した絶対データ・ファイル番号で、データ・ファイルを指定し
ます（11-60ページの「datafileSpec」を参照）。 

RMANメタデータのリポジトリとして制御ファイルのみを使用している場合、ファイル名は制
御ファイルで認識されているデータ・ファイルの名前にする必要があります。 

リカバリ・カタログを使用している場合、データ・ファイルのファイル名はカタログに記録され
た最新の名前にする必要があります。たとえば、データ・ファイルが制御ファイルにおいて改名
されたとします。このとき、データベースがカタログを再同期化する前にクラッシュしたとしま
す。この場合 recoverコマンドではデータ・ファイルの古い名前を指定してください。これはこ
の名前がカタログに記録されている名前だからです。

delete archivelog 不要になった復元済みのアーカイブ・ログを削除します。RMANは、restoreコマンド開始前に
すでにディスク上に存在したアーカイブ・ログは削除しません。

check readonly 読取り専用ファイルのヘッダーをチェックして、それらを回復から除外する前に、現行であるこ
とを確認します。 

noredo REDOログの適用を抑止します。増分バックアップのみを適用します。このオプションは、増分
バックアップを使用して NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースを回復するた
めのものです。NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースの回復のときに noredo
を指定しないと、Oracleは回復を完了できず、エラー・メッセージを発行します。
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例例例例

オープン状態のデータベースでの表領域の回オープン状態のデータベースでの表領域の回オープン状態のデータベースでの表領域の回オープン状態のデータベースでの表領域の回復復復復 次の例では、表領域 TBS_1をオフラインに
し、それを復元および回復してから、オンラインに戻しています。

run {  
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE"; 
     restore tablespace tbs_1; 
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE"; 
} 

新しい場所に復元したデータ・ファイルの回新しい場所に復元したデータ・ファイルの回新しい場所に復元したデータ・ファイルの回新しい場所に復元したデータ・ファイルの回復復復復 次の例では、ディスク上のデータ・ファイ
ル・コピーおよびテープのバックアップを使用するために 1つのディスク・チャネルと 1つ
のメディア管理チャネルを割り当て、表領域 TBS_1にあるデータ・ファイルの 1つを別の場
所に復元します。 

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE";  
     set newname for datafile 'disk7/oracle/tbs11.f' 
       to 'disk9/oracle/tbs11.f';  
     restore tablespace tbs_1;  
     switch datafile all;  
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE";  
}  

バックアップ制御ファイルを使用しての不完全回復の実バックアップ制御ファイルを使用しての不完全回復の実バックアップ制御ファイルを使用しての不完全回復の実バックアップ制御ファイルを使用しての不完全回復の実行行行行 ディスク・クラッシュのために
データベースおよびアーカイブ REDOログ 1234の両方が消失したとします。増分バック
アップを取っていないので、使用可能なアーカイブ REDOログでデータベースの回復が必
要です。表領域 READONLY1はログ 1234以降に変更がなかったので、回復は必要ありませ
ん。

run {  
     # Recover database until log sequence 1234 
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     set until logseq 1234 thread 1; 
     restore controlfile to '/vobs/oracle/dbs/cf1.f' ;  
     # Because you specified a restore destination, you must manually replicate the
     # control file. The restore command replicates automatically when no destination is
     # specified.
     replicate controlfile from '/vobs/oracle/dbs/cf1.f';
     alter database mount;
     restore database skip tablespace temp1, readonly1;
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     recover database skip forever tablespace temp1;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
     sql "DROP TABLESPACE temp1";
     sql "CREATE TABLESPACE temp1 DATAFILE '/vobs/oracle/dbs/temp1.f' SIZE 10M";
     release channel dev1;  
     release channel dev2;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-134ページの「set_run_option」

11-113ページの「restore」

11-147ページの「untilClause」
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register

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ターゲット・データベースをリカバリ・カタログに登録し、RMANがアクセスできるよう
にします。RMANは、ターゲット・データベースの登録に必要な情報をターゲット・デー
タベース自体から取得します。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトで実行してください。

■ データベースは 1回のみ登録できます。

■ リカバリ・カタログを使用すること。

■ ターゲット・データベースはマウントしてある必要があります。

■ RMANが同一のデータベース識別子を検出すると、register databaseコマンドはエラー
になります。この状況になるのは、データベースを作成するのに duplicateコマンドを
使用しないで既存のデータベースからファイルをコピーしたときです。 

この障害が発生した場合、他のユーザーのスキーマで、別のユーザー IDを使用して
create catalog（11-52ページの「createCatalog」を参照）を実行することにより、別の
リカバリ・カタログを作成できます。その後で、新しいスキーマにある、新たに作成さ
れたリカバリ・カタログに同一のデータベース識別子を付けたデータベースを登録しま
す。

 

注注注注意意意意 : 同じデータベース名と識別子を持つ異なるターゲット・データ
ベースを RMANで使用する場合は、RMANを起動するときに必ず正しい
リカバリ・カタログのスキーマを指定するよう最大限の注意を払う必要が
あります。

REGISTER DATABASE ;
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例例例例

データベースの登データベースの登データベースの登データベースの登録録録録 この例では、ターゲット・データベースを登録し、既存のデータ・
ファイル・コピーをカタログし、次にデータベースを使用するためにオープンします。

connect target / catalog rman/rman@rcat;
startup mount;
register database;
catalog datafilecopy '/vobs/oracle/dbs/foo.f';
sql 'alter database open';

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-32ページの「catalog」

11-69ページの「duplicate」
Recovery Managerのコマンド構文 11-95



release
release

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ターゲット・データベース・インスタンスへ接続した状態で、チャネルを解放します。
allocate channelコマンドで使用した識別子と同じ識別子を付けて、チャネル名を指定して
ください。このコマンドはオプションになっています。RMANは、runコマンドが終了する
と、割り当てられていたすべてのチャネルを自動的に解放します。

要件要件要件要件
このコマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内でのみ実行すること。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

チャネルの解チャネルの解チャネルの解チャネルの解放放放放 この例では、テープに datafile1 の複製バックアップ・セットを 3組作
成し、次にテープ・チャネルを解放しています。RMANは、次にディスクに datafile 2
の複製バックアップを 3組作成し、次にディスク・チャネルを解放します。

run {
     set duplex=3;
     allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel ch2 type disk;
     backup channel ch1 datafile 1;
     release channel ch1;
     backup datafile 2;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

channel_id allocate channelコマンドで使用したチャネル IDを指定します。

RELEASE CHANNEL
’

channel_id
’

;
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releaseForMaint

構文構文構文構文

目的目的目的目的
allocate channelコマンドの for deleteまたは for maintenanceオプションで指定された順
次 I/Oデバイスを解放すること。メンテナンス・チャネルは runコマンドのなかで発行さ
れる allocate channelおよび release channelコマンドに影響されないという点に注意して
ください。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトのみで実行してください。

■ メンテナンス・チャネルを解放するためには、それが割当て済みであることが必要で
す。

例例例例

削除操作後のメンテナンス・チャネルの解削除操作後のメンテナンス・チャネルの解削除操作後のメンテナンス・チャネルの解削除操作後のメンテナンス・チャネルの解放放放放 この例では、メディア・マネージャにメンテ
ナンス・チャネルを割り当て、次に解放します。

allocate channel for delete type 'sbt_tape';
change backuppiece 100 delete;
run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup datafile 1;
     release channel ch1; # releases run channel
}
release channel; # releases maintenance channel

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-13ページの「allocateForMaint」

RELEASE CHANNEL ;
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replaceScript

構文構文構文構文

REPLACE SCRIPT
’

script_name
’

{

allocate

alterDatabase

backup

catalog

change

duplicate

@

@@
filename

copy

debug

EXECUTE SCRIPT
’

script_name
’

;

host

recover

release

replicate

restore

resync

send

set_run_option

shutdown

sql

startup

switch

validate

}

11-98 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



replaceScript
目的目的目的目的
リカバリ・カタログに格納されている既存のスクリプトを置換します。既存のものがない場
合、replace scriptによりスクリプトが作成されます。

ストアド・スクリプト機能は、主として、実行頻度が高い RMANコマンドを収集した共通
リポジトリを提供するためのものです。スクリプトには、runコマンドで有効なコマンドを
使用してください。スクリプトは、そのままでは実行されません。スクリプトを実行するに
は、execute scriptコマンド（11-125ページの「run」を参照）を使用します。

要件要件要件要件
■ replace scriptは、RMANプロンプトでのみ実行すること。

■ リカバリ・カタログを使用すること。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
ストアド・スクリプトで使用できる各コマンドの説明は、11-21ページの「backup」など、
該当の項目を参照してください。 @および @@引数については、11-54ページの
「createScript」を参照してください。execute scriptコマンドについては、11-125ページの
「run」を参照してください。

 

例例例例

スクリプトの置換スクリプトの置換スクリプトの置換スクリプトの置換ええええ この例では、backup_full という名称のスクリプトを作成し、それ
を別のスクリプトに置換してから、実行します。 

create script backup_full {
   allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel ch2 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel ch3 type 'SBT_TAPE';
   backup database;
}
replace script backup_full {
   allocate channel ch1 type disk;

replace script     
script_name

指定したストアド・スクリプトを新しいコマンドに置き換えます。replace script 'filename' ( ...)
コマンドのカッコ内で使用できる文は、runコマンドのなかで使用できる文と同じです。

すべてのストアド・スクリプトのリストを取得するには、SQL*Plusを使用してリカバリ・カタ
ログ・データベースにカタログ所有者として接続し、次の問合せを発行します。

select * from rc_stored_script;

注注注注意意意意 : スクリプトを実行するには、runコマンドの中カッコの中で execute scriptを発行します。

関関関関連項連項連項連項目目目目 : RC_STORED_SCRIPTの詳細は、12-26ページの「RC_STORED_SCRIPT」を参照して
ください。
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   backup database;
}
run { execute script backup_full; }

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-54ページの「createScript」

11-65ページの「deleteScript」

11-87ページの「printScript」

11-125ページの「run」
11-100 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



replicate
replicate

構文構文構文構文

目的目的目的目的
制御ファイルをターゲット・データベースの CONTROL_FILES初期化パラメータで指定し
た場所にコピーします。

制御ファイルを復元後、replicate controlfile文を使用してデータベースをマウントする準備
をします。この操作は、複数の copy controlfile文を実行する場合と同じです。 

要件要件要件要件
■ replicate controlfileは、runコマンドの中カッコ内のみで実行してください。

■ type diskオプションを指定した allocate channel文を replicate controlfile文の前に少な
くとも 1回は実行する必要があります。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

注注注注意意意意 : restoreコマンドは、復元先の指定がない場合、すべての
CONTROL_FILESの場所に制御ファイルを自動的にレプリケートします。

'filename' レプリケートされる制御ファイルの場所を指定します。たとえば、制御ファイルのバックアップ
を /oracle/temp/cf.bak に復元する場合、replicateコマンドにもこのファイル名を指定しま
す。

REPLICATE CONTROLFILE FROM ’ filename ’ ;
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例例例例

復元された制御ファイルのレプリケー復元された制御ファイルのレプリケー復元された制御ファイルのレプリケー復元された制御ファイルのレプリケートトトト この例では、制御ファイルを復元し、次にそれを
レプリケートします。

startup nomount;
run {
     set until time 'Jun 18 1998 16:32:36';
     allocate channel ch1 type disk;
     # restore a backup controlfile to a temporary location.
     restore controlfile to '/tmp/cf.tmp';
     replicate controlfile from '/tmp/cf.tmp'; 
     startup force mount; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-48ページの「copy」

11-113ページの「restore」
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report

構文構文構文構文

atClause::=

REPORT

NEED BACKUP

INCREMENTAL

DAYS

=
integer

REDUNDANCY
=

integer

UNRECOVERABLE

reportObject

OBSOLETE

REDUNDANCY
=

integer

untilClause

ORPHAN

SCHEMA
atClause

DEVICE TYPE deviceSpecifier

,

;

AT TIME
=

’ date_string ’

AT SCN
=

integer

AT LOGSEQ
=

integer THREAD
=

integer
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reportObject::=

目的目的目的目的
RMANメタデータの詳細分析を実行します。Oracleでは、reportコマンドの出力を標準出
力またはメッセージ・ログ・ファイルに書き出します（11-44ページの「connect」）を参照
してください。

次のような質問に回答するには、reportを使用してください。

■ どのファイルのバックアップが必要か ?

■ 最近バックアップを取っていないファイルはどれか ?

■ UNRECOVERABLE操作が原因で回復不能になっているファイルはどれか ?

■ どのバックアップ・ファイルを削除できるか ?

■ 過去のある時点でのデータベースの物理スキーマは何であったか ?

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトのみで実行してください。

■ report schemaコマンドを at time、at scnまたは at logseqオプションとともに発行する
場合は、リカバリ・カタログの使用が必要です。それらのオプションがない場合は、
reportコマンドにリカバリ・カタログは必要ありません。

DATAFILE datafileSpec

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

DATABASE
SKIP TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,
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キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

need backup 新規バックアップが必要なすべてのデータ・ファイルをリストします。レポートでは、復元操作
にユーザーが最新のバックアップを使用することを前提としています。

incremental 
integer 

増分バックアップのしきい値を指定します。指定した数以上の増分バック
アップがデータ・ファイルの完全回復に必要な場合、データ・ファイルには
新規の全体バックアップが必要になります。reportコマンドは、recoverコ
マンドと同様に、選択ができる場合には一番低いレベルの増分バックアップ
を使用します。これは、recover コマンドによってファイルが実際に回復さ
れるときに RMANが使用する方法と同じです。 

注注注注意意意意 : バックアップがないファイルは、このリストには入りません。それら
のファイルを表示するには、report need backup redundancyコマンドを使
用してください。

days integer このファイルの回復時に適用する必要がある REDOログ・ファイルの日数
のしきい値を指定します。たとえば、report need backup days 7 database
では、その回復に 1週間分以上のアーカイブ REDOログが必要なデータ・
ファイルを示しています。

ターゲット・データベースの制御ファイルがマウントされていて現行である
場合、RMANはこのレポートに次のような最適化を行います。

■ オフラインであって、最新のバックアップにすべての変更内容が保存さ
れているファイルは含まれません。

■ 以前はオフラインであったが現在はオンラインであり、最新のバック
アップにオフラインのときまでのすべての変更内容が保存されている
ファイルは、オンラインの期間が指定した日数を超えている場合に限り
レポートに含まれます。

redundancy 
integer

データ・ファイルをバックアップが必要ない範囲にあるとみなすために必要
なバックアップまたはコピーの最小数を指定します。つまり、このファイル
に integer以下のバックアップまたはコピーしか存在しない場合にデータ・
ファイルのバックアップが必要になります。たとえば、redundancy 2では、
データ・ファイルのバックアップまたはコピーが 2つ未満の場合は新しい
バックアップが必要になることを意味します。

unrecoverable すべての回復不能なデータ・ファイルをリストします。最後のバックアップ以降に、データ・
ファイル内のオブジェクトに対して UNRECOVERABLE操作が実行されていれば、そのデー
タ・ファイルは回復不能とみなされます。

注注注注意意意意 : データ・ファイルのバックアップのいずれかが存在しないというだけでは、回復不能とみ
なされる理由にはなりません。このようなデータ・ファイルは、ファイルの作成時以降の REDO
ログがまだ存在していれば、CREATE DATAFILEコマンドを使用して回復できるからです。

reportObject句 レポートに組み込むデータ・ファイルを指定します。レポートには、データベース全体（必要に
応じて特定の表領域をスキップ）または表領域のリスト、データ・ファイルのリストを組み込む
ことができます。
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datafile 
datafileSpec

指定したデータ・ファイルをリストします。RMANは、指定したデータ・
ファイルを少なくとも 1つ含むバックアップまたはデータ・ファイル・コ
ピーについてレポートを作ります。

tablespace   
tablespace_name

指定した表領域にあるデータ・ファイルをリストします。RMANは、指定
した表領域にあるデータ・ファイルを少なくとも 1つ含むバックアップまた
はデータ・ファイル・コピーについてレポートを作ります。

database 現行データベースにあるすべてのファイルのバックアップまたはデータ・
ファイル・コピーをリストします。 

skip tablespace 
tablespace_name

database指定から、指定した表領域を除外します。

obsolete RMANメタデータに記録されている全体バックアップまたはデータ・ファイル・コピーのうち、
必要がなくなったため削除できるものをリストします。これ以外のパラメータを指定しないと、
redundancyはデフォルトの 1になります。このオプションを device typeと一緒に使用すると、
RMANは指定したタイプのバックアップおよびコピーのみを行います。

redundancy 
integer

バックアップまたはコピーを不要とみなすために必要な最小レベルの冗長性
を指定します。データ・ファイル・コピーが不要とみなされるのは、この
ファイルに少なくとも integerで指定した数以上の最近のバックアップまた
はイメージ・コピーがある場合です。データ・ファイルのバックアップ・
セットは、バックアップ・セットに含まれる各ファイルに少なくとも integer
で指定した数以上の最近のバックアップまたはイメージ・コピーが存在する
場合不要とみなされます。たとえば、redundancy 2は、データ・ファイル
のバックアップまたコピーに少なくともさらに 2つ以上最近のものが存在し
ないと他のバックアップまたはコピーを不要とすることができないことを意
味します。

untilClause 少なくとも n（nは redundancyの値）の最近のバックアップまたはコピー
が存在し、それらが指定した時刻、SCNまたはログ順序番号以降の変更を
含まないものでなければ、バックアップまたはコピーを不要とみなさないこ
とを指定します。たとえば、obsolete redundancy 2 until 'SYSDATE-7'は、
少なくとも 2つの最近のバックアップまたはコピーがあり、かつそれらが 1
週間以上前にチェックポイントを取ったものである場合、そのバックアップ
またはコピーは不要とされることを意味します。

この句は、データベースが現行以外の時刻、SCNまたはログ順序番号に対
して回復可能にする必要がある場合に役立ちます。11-147ページの
「untilClause」を参照してください。

orphan バックアップまたはコピーが属するデータベースのインカーネーションが現
行のインカーネーションの直接の親ではないためにこのようなバックアップ
またはコピーを使用できない場合に、それらを不要と指定します。親なし
バックアップの説明は、4-22ページの「孤立したバックアップのレポート作
成」を参照してください。 

ススススキキキキーマーマーマーマ 指定時点でのすべてのデータ・ファイルおよび表領域の名前をリストします。

atClause 時刻、SCNまたはログ順序番号により特定の時点を指定します。
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Report Output
各レポートのフィールドについて次に説明します。 

 

at time date_string 日付を指定します。NLS_LANG および NLS_DATE_FORMAT環境変数で時
刻の書式を指定します。

at scn integer SCNを指定します。

at logseq integer 指定した REDOスレッドに対するログ順序番号を指定します。この整数は、
指定したログおよびスレッドが最初にオープンされた時刻を示します。

device type 
deviceSpecifier

記憶デバイスのタイプを指定します。RMANは、レポート用に指定したデバイスに存在する
バックアップおよびコピーのみを使用可能とみなします。11-66ページの「deviceSpecifier」を
参照してください。

表表表表 11-9  データベーデータベーデータベーデータベースススス・スキーマ・スキーマ・スキーマ・スキーマののののレポートレポートレポートレポート

列列列列 意味意味意味意味

FILE 絶対データ・ファイル番号。

K-BYTES キロバイト単位のファイルのサイズ。 

TABLESPACE 表領域名。

RB SEGS 表領域にロールバック・セグメントがある場合は YES、ない場合は
NO（リカバリ・カタログに接続されている場合のみ）。RMANをカ
タログに接続していないと、'***'が表示されます。

NAME データ・ファイルのファイル名。

表表表表 11-10  不要不要不要不要ななななバックアッバックアッバックアッバックアッププププおよびコピおよびコピおよびコピおよびコピーーーーのレポートのレポートのレポートのレポート

列列列列 意味意味意味意味

TYPE オブジェクトがバックアップ・セットか、バックアップ・ピースか、
プロキシ・コピーか、またはデータ・ファイル・コピーかの区分。 

KEY ターゲット・データベースの制御ファイルでこのバックアップを識
別する一意のキー。 

COMPLETION TIME バックアップまたはコピーを取った時刻。 

FILENAME/HANDLE バックアップまたはデータ・ファイル・コピーのファイル名または
メディア・ハンドル。
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表表表表 11-11  回回回回復復復復不能操作のた不能操作のた不能操作のた不能操作のためめめめにバックアにバックアにバックアにバックアッッッップが必要とプが必要とプが必要とプが必要とななななったファイったファイったファイったファイルルルルのレポートのレポートのレポートのレポート

列列列列 意味意味意味意味

FILE 回復不能操作のために新しいバックアップを必要とするデータ・
ファイルの絶対番号。

TYPE OF BACKUP 
REQUIRED

FULLまたは INCREMENTAL。このファイルのすべてのデータの回
復可能性を保証するために必要なバックアップのタイプによって決
まります。FULLの場合、全体バックアップ、レベル 0のバックアッ
プ、またはデータ・ファイル・コピーを作成します。
INCREMENTALの場合、全体または増分バックアップです。 

NAME データ・ファイルのファイル名。

表表表表 11-12  n 以以以以下下下下のののの冗長度のバ冗長度のバ冗長度のバ冗長度のバッッッックアップクアップクアップクアップししししかかかかないファイないファイないファイないファイルルルルのレポートのレポートのレポートのレポート 

列列列列 意味意味意味意味

FILE 冗長度 n以下のバックアップしかないデータ・ファイルの絶対デー
タ・ファイル番号。

#BKPS このファイルに対して存在するバックアップの数。

NAME ファイルの名前。

表表表表 11-13  n 日日日日以以以以上のアーカイ上のアーカイ上のアーカイ上のアーカイブブブブ・ログ・ログ・ログ・ログが回が回が回が回復復復復のために必のために必のために必のために必要要要要なファイルなファイルなファイルなファイルののののレポートレポートレポートレポート

列列列列 意味意味意味意味

FILE n日以上のアーカイブ REDOログが回復のために必要であるデー
タ・ファイルの絶対ファイル番号。

DAYS 回復のために必要なアーカイブ REDOデータの日数。

NAME データ・ファイルの名前。

表表表表 11-14  n 以以以以上上上上の増分が回復の増分が回復の増分が回復の増分が回復中中中中に必要であに必要であに必要であに必要であるるるるファイルのファイルのファイルのファイルのレレレレポートポートポートポート

列列列列 意味意味意味意味

FILE n以上の増分が完全回復のために必要なデータ・ファイルの絶対ファ
イル番号。

INCREMENTALS 完全回復のために必要な増分バックアップの数。

NAME データ・ファイルの名前。
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例例例例

データベース・スキーマのレポーデータベース・スキーマのレポーデータベース・スキーマのレポーデータベース・スキーマのレポートトトト この例では、1週間前のデータベースにあったすべて
のデータ・ファイルおよび表領域の名前をレポートします。

report schema at time 'SYSDATE-7';

Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f
7           500 TBS_3                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_31.f
8           500 TBS_3                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_32.f
9          5120 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f

増分バックアップが必要なデータ・ファイルのレポー増分バックアップが必要なデータ・ファイルのレポー増分バックアップが必要なデータ・ファイルのレポー増分バックアップが必要なデータ・ファイルのレポートトトト この例では、データベース内の
データ・ファイルのうち、現行の状態に回復するために 5つ以上の増分バックアップを適用
する必要があるデータ・ファイルすべてをレポートします。

report need backup incremental 5 database;

Report of files that need more than 5 incrementals during recovery
File Incrementals Name
---- ------------ ----------------------------------------------
1    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
2    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f
7    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f
8    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f

バックアップが必要なデータ・ファイルのレポーバックアップが必要なデータ・ファイルのレポーバックアップが必要なデータ・ファイルのレポーバックアップが必要なデータ・ファイルのレポートトトト 次の例では、表領域 SYSTEMのデー
タ・ファイルのうち最新のバックアップで復元してから 2日以上のアーカイブ REDOログ
を適用して回復する必要があるものすべてをレポートします。

report need backup days 2 tablespace system; 

Report of files whose recovery needs more than 2 days of archived logs
File Days  Name
---- ----- -----------------------------------------------------
1    3     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
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2    3     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
16   3     /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f

回復不能なデータ・ファイルのレポー回復不能なデータ・ファイルのレポー回復不能なデータ・ファイルのレポー回復不能なデータ・ファイルのレポートトトト 次の例では、REDOが消失したために既存のバッ
クアップから回復できないデータ・ファイルすべてをレポートします。

report unrecoverable;

Report of files that need backup due to unrecoverable operations
File Type of Backup Required Name
---- ----------------------- -----------------------------------
4     FULL                   /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f

不要なバックアップおよびコピーのレポー不要なバックアップおよびコピーのレポー不要なバックアップおよびコピーのレポー不要なバックアップおよびコピーのレポートトトト 次の例では、冗長度 1とした場合に不要とな
るバックアップおよびコピーをレポートします。

report obsolete;

Report of obsolete backups and copies
Type                 Key    Completion Time    Filename/Handle
-------------------- ------ ------------------ --------------------
Backup Set           836    04-DEC-98         
Backup Piece         839    04-DEC-98          /vobs/oracle/dbs/05aetj6b_1_1
Backup Set           807    04-DEC-98         
Backup Piece         810    04-DEC-98          /vobs/oracle/dbs/03aetj1f_1_1
Backup Set           835    04-DEC-98         
Backup Piece         838    04-DEC-98          /vobs/oracle/dbs/04aetj6b_1_1

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-76ページの「list」

11-147ページの「untilClause」

11-151ページの「validate」
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構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログに新しいデータベースのインカーネーション・レコードを作成します。
RMANは、新しいインカーネーションをデータベースの現行のインカーネーションとみな
します。ターゲット・データベースが行う、後続のすべてのバックアップおよびログ・アー
カイブ操作は、新しいデータベースのインカーネーションに対応付けられます。

要件要件要件要件
■ reset databaseは、RMANプロンプトでのみ実行できます。

■ リカバリ・カタログを使用すること。

■ RESETLOGSオプションでオープンされたターゲット・データベースで RMANを使用
する前に、reset databaseコマンドの発行が必要です。そうしないと、RMANは
RESETLOGSと古い制御ファイルを間違えて復元してしまった場合との区別ができない
ので、RMANはリカバリ・カタログへのアクセスを拒否します。reset databaseコマン
ドは、ユーザーが RESETLOGSコマンドを発行したことを RMANに確認させます。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

to incarnation 
primary_key

RMANが現行とみなすインカーネーションを古いインカーネーションに変更します。このオプ
ションが役立つのは、RESETLOGSの効果を取り消すことが必要になり、データベースの以前の
インカーネーションのバックアップを復元するという場合です。 

データベースのインカーネーションを指す DBINCレコードの主キーを指定します。主キーの値
を取得するには、list incarnation of databaseコマンドを使用します。reset database to 
incarnationコマンドを発行した後、restoreコマンドおよび recoverコマンドを発行して、以前
のインカーネーションからデータベース・ファイルを復元し、データベースを回復します。

RESET DATABASE
TO INCARNATION primary_key

;
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例例例例

RESETLOG 後のデータベースのリセッ後のデータベースのリセッ後のデータベースのリセッ後のデータベースのリセットトトト 次の例では、不完全メディア回復の実行後に
データベースをリセットします。

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     set until logseq 1234 thread 1;
     restore database skip tablespace readonly;  
     recover database;  
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
     release channel dev1;
}
reset database;

古いインカーネーションのリセッ古いインカーネーションのリセッ古いインカーネーションのリセッ古いインカーネーションのリセットトトト 次のコマンドは、データベース PROD1の古いイン
カーネーションを再び現行にします。

# obtain primary key of old incarnation
list incarnation of database prod1;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

shutdown immediate;
# reset database to old incarnation
reset database to incarnation 2;
# recover it
run {  
     allocate channel dev1 type disk;
     restore controlfile;
     startup mount;
     restore database;
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
     release channel dev1;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-76ページの「list」

11-113ページの「restore」

11-89ページの「recover」
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restore

構文構文構文構文

restoreObject::=

RESTORE
(

restoreObject
restoreSpecOperand )

CHANNEL
’

channel_id
’

PARMS
=

’ channel_parms ’

FROM
BACKUPSET

DATAFILECOPY

untilClause

FROM TAG
= ’

tag_name
’

VALIDATE

CHECK LOGICAL

CHECK READONLY
;

CONTROLFILE
TO ’ filename ’

DATABASE
SKIP

FOREVER
TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,

DATAFILE datafileSpec

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

archivelogRecordSpecifier
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restoreSpecOperand::=

目的目的目的目的
バックアップまたはイメージ・コピーによって、現在の位置にファイルを復元し、ファイル
を同じ名前で上書きします。RMANは、ディスクまたはテープからはバックアップを復元
しますが、イメージ・コピーはディスクからのみ復元します。 

一般的には、メディア障害によって現行のデータ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイ
ブ REDOログ・ファイルが破損したとき、または Point-In-Time回復を実行する前に復元を
行います。 

このコマンドは、次の全体バックアップ、レベル 0増分バックアップ、またはコピーを復元
します。

■ データベース

■ 表領域

■ データ・ファイル

■ 制御ファイル

■ アーカイブ REDOログ

restoreコマンドは、レベル 0より高いレベルの増分バックアップは復元しません。recover
コマンドを増分バックアップに適用します。 

バックアップ制御ファイルおよびリカバリ・カタログを使用して復元操作を実行するとき、
RMANは復元されるバックアップの構造を反映するために制御ファイルを自動的に調整す
るので注意してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : ファイルのバックアップ方法は、第 9章の「Recovery Managerによる復元と回
復」を参照してください。

注注注注意意意意 : recoverコマンドはアーカイブ REDOログを必要に応じて自動的
に復元するので、restoreコマンドでアーカイブ・ログを復元する必要は
ほとんどありません。アーカイブ REDOログを手動で復元する可能性と
しては、回復のスピード・アップやログの複数宛先への移動があります。

CHANNEL
’

channel_id
’

FROM TAG
= ’

tag_name
’

PARMS
=

’ channel_parms ’
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要件要件要件要件
■ restoreは、runコマンドの中カッコ内のみで実行すること。

■ データ・ファイルをその現行の場所に復元するには、データベースがマウントされてい
るか、またはデータ・ファイルがオフラインであることが必要です。データベース全体
を復元するには、データベースがマウントされていなければなりません。データ・ファ
イルを別の場所に復元するには、set newnameコマンドを使用します。

■ allocate channelコマンドを restoreの前に少なくとも 1つ発行する必要があります。 

■ from datafilecopyオプションを使用する場合、割り当てるチャネルのタイプは type 
diskにしてください。

■ from backupsetオペランドを使用する場合は、復元が必要となるバックアップ・セット
用に、適切なタイプの記憶デバイスを割り当てる必要があります。適切なタイプのデバ
イスを割り当てておかないと、復元候補のバックアップ・セットまたはコピーが検索で
きず、restore コマンドは失敗します。 

■ RMANは、restoreコマンドに割り当てたチャネルと同じタイプのチャネルで作成した
バックアップのみを復元します。 

たとえば、あるデータ・ファイルのいくつかのバックアップを diskチャネルに作成し、
他のバックアップは 'sbt_tape'チャネルに作成した状態で、restoreコマンドには disk
チャネルのみを割り当てた場合、RMANは 'sbt_tape'で作成したバックアップからは復
元しません。

■ バックアップ制御ファイルを使用してデータベースを復元した後は、RESETLOGSオプ
ションを指定してデータベースをオープンすること。

■ 復元ジョブでは、データ・ファイルは必ず 1度のみ指定するようにください。たとえば、
次のコマンドでは datafile 1 が明示的に指定されると同時に SYSTEM表領域によっ
て暗示されているので、コマンドは無効になります。

restore 
  tablespace system 
  datafile 1;
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キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

restoreObject 復元するオブジェクトを指定します。

controlfile 現行の制御ファイルを復元し、それを自動的にパラメータ・ファイルのなか
のすべての CONTROL_FILESにレプリケートします。新しいパス名を to 
'filename'オプションを使用して指定した場合、RMANは制御ファイルを新
しい場所にのみ復元します。この場合は、replicateコマンドを使用して手
動で制御ファイルをコピーします。

database オフラインまたは読取り専用のものを除いて、データベースのすべてのデー
タ・ファイルを復元します。check readonlyオプションを指定した場合、
RMANはすべての読取り専用ファイルのヘッダーを調べて、復元が必要な
ものは復元します。backup databaseコマンドとは異なり、restore 
database コマンドは制御ファイルを復元しません。 

いくつかの表領域を復元しないためには、オプションの skip ... tablespace
引数を使用します。これは、一時データを含む表領域の復元を避ける必要が
あるとき役立ちます。

datafile 
datafileSpec

ファイル名または絶対データ・ファイル番号で指定したデータ・ファイルを
復元します。11-60ページの「datafileSpec」を参照してください。

tablespace  
tablespace_name

指定した表領域にあるデータ・ファイルを復元します。

archivelogRecord- 
Specifier句

アーカイブ REDOログの指定範囲を復元します。11-17ページの
「archivelogRecordSpecifier」を参照してください。

restoreSpec- 
Operand

restoreObject句に対するオプションを指定します。

注注注注意意意意 : これらのパラメータは、restoreコマンドのレベルで同じ名前をもつパラメータに上書きし
ます。

channel       
channel_id

この復元操作に使用するチャネルの名前を指定します。チャネル指定がない
と、restoreはいずれか正しいデバイス・タイプで割り当てられた使用可能
なチャネルを使用します。

from tag
tag_name

使用可能なものからデフォルトで選択された最新のバックアップまたはファ
イル・コピーを上書きします。このタグは、自動選択の対象を、指定したタ
グを持つバックアップ・セットまたはファイル・コピーに制限するために使
用します。複数のバックアップ・セットまたはファイル・コピーにマッチン
グするタグが存在すると、RMANは最新のものを選択します。

parms        
channel_parms

O/S固有の情報を含む引用符付き文字列を指定します。バックアップ・
ピースを 1つ復元するたびに、この文字列が OSDレイヤーに渡されます。

channel     
channel_id

restoreSpecOperand句を参照してください。

from tag   
tag_name

restoreSpecOperand句を参照してください。
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Recovery Managerのコマンド構文 11-117

例例例例

表領域の復表領域の復表領域の復表領域の復元元元元 この例では、表領域をオフラインにし、それを復元し、次にメディア回復を
実行します。

run {  
     # recover tablespace tbs_1 while the database is open  
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE" ; 
     restore tablespace tbs_1 ; 
     recover tablespace tbs_1 ;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE" ; 
     release channel ch1 ;  
} 

parms 
channel_parms

restoreSpecOperand句を参照してください。

from RMANが復元を、ディスクにある datafilecopyから行うか、それとも backupsetから行うかを
指定します。デフォルトでは、restoreは最新のバックアップ・セットまたはファイル・コピー
を使用します。すなわち、最小のメディア回復で済むファイル・コピーまたはバックアップ・
セットを使用します。

untilClause バックアップ・セットまたはファイル・コピーの選択範囲を Point-in-Time回復の実行に適した
ものに限定します。他の基準がない場合は、RMANは、 復元する最新のファイル・コピーまた
はバックアップ・セットを選択します。11-147ページの「untilClause」を参照してください。

validate RMANは、復元が必要なのはどのバックアップ・セット、データ・ファイル・コピーおよび
アーカイブ・ログなのかを決定し、次にその内容を検証するためにそれらを走査します。この操
作では出力ファイルが作成されません。このオプションを定期的に指定して、指定したファイル
の復元に必要なコピーおよびバックアップ・セットに障害がなく使用可能なことを検証してくだ
さい。

check logical 物理的な破損チェックを通過したデータ・ブロックおよび索引ブロックについて論理的な破損が
ないかどうかをテストします。たとえば、行ピースまたは索引エントリの破損がないかを調べま
す。RMANは論理的な破損を発見すると、alert.log およびサーバー・セッション・トレー
ス・ファイルにそのブロックのログを書き込みます。 

あるファイルで検出された物理的な破損および論理的な破損の合計数がmaxcorruptの設定値以
下の場合、RMANコマンドは完了し、Oracleは V$BACKUP_CORRUPTIONおよび V$COPY_
CORRUPTIONに破損ブロック範囲を移入します。maxcorruptを超えている場合は、コマンド
はビューへの移入を行わずに終了します。 

注注注注意意意意 : maxcorruptの設定値は、ファイルに許容される物理的な破損および論理的な破損の合計
数を表します。

check readonly データ・ファイルをチェックして、それが存在すること、読取り可能であること、および適切な
チェックポイントであることを確認します。これらの条件が満たされない場合、RMANはファ
イルを復元します。この場合、ファイルが読込み専用であるかどうかは問いません。デフォルト
では、RMANは、ユーザーが restore databaseコマンドを発行したとき、読込み専用ファイル
を復元しません。
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制御ファイルの復制御ファイルの復制御ファイルの復制御ファイルの復元元元元 この例では、制御ファイルをそのデフォルトの場所に復元し、それを
すべての CONTROL_FILESの場所にコピーし、データベースをマウントします。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     restore controlfile; 
     alter database mount; 
} 

バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの復バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの復バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの復バックアップ制御ファイルを使用したデータベースの復元元元元 この例では、制御ファイルを新
しい場所に復元し、パラメータ・ファイルで指定したすべての制御ファイルの場所にコピー
し、次にデータベースを復元するために制御ファイルをマウントします。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore controlfile to '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     replicate controlfile from '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     alter database mount;
     restore database;
}

新しい場所へのアーカイ新しい場所へのアーカイ新しい場所へのアーカイ新しい場所へのアーカイブブブブ REDOログの復ログの復ログの復ログの復元元元元 この例では、すべてのアーカイブ REDOロ
グを /oracle/temp_restore ディレクトリに復元します。

run { 
      set archivelog destination to '/oracle/temp_restore';
      allocate channel ch1 type disk;
      restore archivelog all;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-9ページの「allocate」

11-89ページの「recover」

11-147ページの「untilClause」
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resync

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログの完全再同期化（resynchronization）を実行します。再同期化は、完全
でも部分でも実行できます。 

完全再同期化では、RMANは物理スキーマ（physical schema）の変更されたレコードすべ
てを更新します。 つまり、データ・ファイル、表領域、REDOスレッドおよびオンライン
REDOログのすべてです。データベースがオープン状態の場合、RMANはロールバック・
セグメントについての情報も取得します。

部分再同期化では、RMANは現行の制御ファイルを読み取って変更情報を更新しますが、
物理スキーマ（physical schema）またはロールバック・セグメントに関するメタデータの再
同期化は行いません。 

再同期化を行うとき、RMANは制御ファイルの読込み一貫性のあるビューを取得するため
にスナップショット制御ファイルを作成し、次にカタログをスナップショットの新規情報に
より更新します。 

resync catalogコマンドは、次のクラスのレコードを更新します。

Record Type 説明説明説明説明

Log history REDOログ・スイッチが発生したときに作成されたレコード。ログ
履歴レコードはオンライン・ログ・スイッチについて表し、ログ・
アーカイブについては表しませんので、注意してください。

Archived redo logs オンライン REDOログのアーカイブ、既存のアーカイブ REDOロ
グのコピー、またはアーカイブ REDOログのバックアップの復元
により作成されたアーカイブ・ログに対応付けられたレコード。

Backups バックアップ・セット、バックアップ・ピース、バックアップ・
セット・メンバー、プロキシ・コピーおよびイメージ・コピーに対
応付けられたレコード。

Physical schema データ・ファイルおよび表領域に対応付けられたレコード。ター
ゲット・データベースがオープンしている場合は、ロールバック・
セグメントの情報も更新されます。

RESYNC CATALOG
FROM CONTROLFILECOPY ’ filename ’

;
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次のコマンドは、ターゲット・データベースの制御ファイルがマウントされ、かつリカバ
リ・カタログ・データベースがコマンド実行時に使用可能のとき、リカバリ・カタログを自
動的に更新します。

■ backup

■ change

■ copy

■ crosscheck

■ deleteExpired

■ duplicate

■ restore

■ switch

■ recover

■ list

■ report

ユーザーがこれらのコマンドを実行するとき、RMANは必要に応じて完全または部分再同
期化を自動的に実行します。RMANは、現行の制御ファイルを読み取り、物理スキーマが
変更されていないと判断した場合は、物理スキーマに関するメタデータの再同期化は行いま
せん。RMANが変更を検出した場合には、完全再同期化を実行します。

次の場合は、resync catalogを使用して手動で完全再同期化を実行します。

■ 再同期化を自動的に実行するコマンドのうちのいずれかをユーザーが発行したときに、
リカバリ・カタログが使用不可能である。 

■ ARCHIVELOGモードで実行している。この場合、ログ・スイッチが発生するか、また
はオンライン REDOログをアーカイブしたときにリカバリ・カタログを自動的に更新
しないからです。 

■ ターゲット・データベースの物理構造に、表領域の追加または削除などの変更を行っ
た。アーカイブ操作の場合と同様に、物理スキーマを変更した場合も、 リカバリ・カタ
ログは自動的には更新されません。

要件要件要件要件
■ resync catalogコマンドは、RMANプロンプトまたは runコマンドの中カッコのなかで
実行してください。

■ リカバリ・カタログを使用すること。

■ RMANがリカバリ・カタログ内の物理スキーマ情報を更新するのは、ターゲット・
データベースに現行の制御ファイルがマウントされている場合のみです。ターゲット・
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データベースに、バックアップ制御ファイル、新たに作られた制御ファイル、または前
に検出した制御ファイルより古い制御ファイルをマウントしている場合は、RMANは
リカバリ・カタログ内の物理スキーマ情報を更新しません。 

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

構造変更後の再同期構造変更後の再同期構造変更後の再同期構造変更後の再同期化化化化 この例では、表領域 TBS_1にデータ・ファイル sales.f を追加
し、次に物理データベース変更を反映するために、リカバリ・カタログを再同期化します。

startup mount;
sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ADD DATAFILE ''sales.f'' NEXT 10K MAXSIZE 100K";
resync catalog;

ARCHIVELOG モードでの再同期モードでの再同期モードでの再同期モードでの再同期化化化化 この例では、すべてのアーカイブされていない REDO
ログをアーカイブした後、ARCHIVELOGデータベースの完全再同期化を手動で実行しま
す。

sql "ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL";
resync catalog;

from 
controlfilecopy 
'filename'

再同期化に使用する制御ファイルのコピーの名前を指定します。このオプションを使用すると、
物理スキーマ情報は更新されません。
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rmanCmd
rmanCmd

構文構文構文構文
 

allocateForMaint

alterDatabase

@

@@
filename

catalog

change

connect

createCatalog

createScript

crosscheck

debug

deleteExpired

deleteScript

dropCatalog

EXIT

host

list

printScript

register

releaseForMaint

replaceScript

report

reset

resync

run

send

set

shutdown

sql

startup

upgradeCatalog
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rmanCmd
Recovery Managerのコマンド構文 11-123

目的目的目的目的 
stand-aloneコマンドを実行すること。このコマンドは、RMANプロンプトで実行します。

要件要件要件要件
RMANプロンプトから実行できるコマンドについての情報は、各項目を参照してください。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

コマンド・ファイルの実コマンド・ファイルの実コマンド・ファイルの実コマンド・ファイルの実行行行行 この例では、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタ
ログに O/Sコマンド行から接続し、次にコマンド・ファイル cmd1.f を実行します。

% rman target / catalog rman/rman@rcvcat
RMAN> @$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.f

バックアップのクロスチェッバックアップのクロスチェッバックアップのクロスチェッバックアップのクロスチェックククク この例では、メンテナンス・チャネルを割り当て、表領域
FOOのバックアップをクロスチェックし、次に表領域 FOOをバックアップします。

allocate channel for maintenance type disk;
crosscheck backup of tablespace foo;
delete expired backup of tablespace foo;
run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup tablespace foo;
}

@filename O/Sファイルに格納した一連の RMANコマンドを、@$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.rman
などのフルパス名を指定して実行します。フルパス名を指定しない場合は、@cmd1.rmanなど
の実行時ディレクトリが前提となります。文字列の前後に引用符を使用したり @とファイル名
の間に空白を残さないでください。RMANは、指定したファイルの内容が @コマンドに代入さ
れたかのように、処理します。

注注注注意意意意 : ファイルには Recovery Managerコマンドとして完全なもののみを含める必要があります。
ファイルに不完全なコマンドがあると、構文エラーになります。

@@filename スクリプトのなかで使用するのでなければ、@filenameと同じです。スクリプトのなかで使用す
ると、@@filenameは、指定したファイル名が呼び出された元のコマンド・ファイルと同じパス名
で、そのファイル名を探すよう RMANに指示します。

たとえば、UNIXでの実行時ディレクトリが $ORACLE_HOMEであり、次のように RMANを起
動した場合を想定します。

% rman @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scripts/cmd1.rman 

cmd1.rman スクリプトのなかに@@cmd2.rmanのコマンドがあるとします。この場合、@@コ
マンドは、ディレクトリ $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scripts にあるファイル
cmd2.rman を探すよう RMANに指示します。

exit Recovery Managerを終了します。



rmanCmd
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-125ページの「run」
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run
run

構文構文構文構文

RUN {

allocate

alterDatabase

backup

catalog

change

duplicate

@

@@
filename

copy

debug

EXECUTE SCRIPT
’

script_name
’

;

host

recover

release

replicate

restore

resync

send

set_run_option

shutdown

sql

startup

switch

validate

}
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run
目的目的目的目的
ジョブ・コマンドをコンパイルし、実行すること。つまり、runの中カッコのなかの 1つ以
上の文を実行すること。runコマンドは、ジョブ・コマンドのリストを 1つ以上のジョブ・
ステップにコンパイルし、ただちにそれらのジョブ・ステップを実行します。RMANは、
各コマンドを、次のコマンドを処理する前に、コンパイルし、実行します。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトのみで実行してください。

■ ジョブ・コマンドのリストの前には中カッコ、後には閉じ中カッコが必要です。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
RMANプロンプトから実行できるコマンドについての情報は、各項目を参照してください。

 

@filename O/Sファイルに格納した一連の RMANコマンドを、@$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.rman
などのフルパス名を指定して実行します。フルパス名を指定しない場合は、@cmd1.rmanなど
の実行時ディレクトリが前提となります。文字列の前後に引用符を使用したり、@とファイル名
の間に空白を残さないでください。RMANは、指定したファイルの内容が @コマンドに代入さ
れたかのように処理します。 

注注注注意意意意 : ファイルには Recovery Managerコマンドとして完全なもののみを含める必要があります。
ファイルに不完全なコマンドがあると、構文エラーになります。 

@@filename スクリプトのなかで使用するのでなければ、@filenameと同じです。スクリプトのなかで使用す
ると、@@filenameは、指定したファイル名が呼出された元のコマンド・ファイルと同じパス名
で、そのファイル名を探すよう RMANに指示します。

たとえば、UNIXでの実行時ディレクトリが $ORACLE_HOMEであり、次のように RMANをコ
マンド行から起動したとします。

% rman @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scripts/cmd1.rman 

cmd1.rman スクリプトのなかに@@cmd2.rmanのコマンドがあるとします。この場合、@@コ
マンドは、ディレクトリ $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scripts にあるファイル
cmd2.rman を探すよう RMANに指示します。

execute script            
script_name

指定したストアド・スクリプトを実行します。すべてのストアド・スクリプトのリストを取得す
るには、SQL*Plusを使用してリカバリ・カタログ・データベースにカタログ所有者として接続
し、次の問合せを発行します。

select * from rc_stored_script;

関関関関連連連連項項項項目目目目 : RC_STORED_SCRIPTの詳細は、12-26ページの「RC_STORED_SCRIPT」を参照して
ください。スクリプト作成についての情報は、11-54ページの「createScript」を参照してくださ
い。
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run
例例例例

バックアップの作バックアップの作バックアップの作バックアップの作成成成成 この例では、バックアップの実行にシングル・サーバー・プロセスを
使用してデータベースをバックアップします。

run{
     allocate channel c1 type disk;
     backup database;
}

表領域の復表領域の復表領域の復表領域の復元元元元 この例では、表領域 tbs_1 をオフラインにし、それを復元し、次に完全メ
ディア回復を実行します。

run {  
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE" ; 
     restore tablespace tbs_1 ; 
     recover tablespace tbs_1 ;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE" ; 
     release channel ch1 ;  
} 

スクリプトの実スクリプトの実スクリプトの実スクリプトの実行行行行 この例では、ストアド・スクリプト backupdb を実行します。

run {  execute script backupdb; } 
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send
send

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ベンダー固有の引用符付き文字列を 1つ以上の特定チャネルに送信します。どのコマンドが
サポートされているかは、メディア管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

要件要件要件要件
■ sendは、RMANプロンプトまたは runコマンドの中カッコのなかで実行してください。

■ sendを使用するには、メディア・マネージャの使用が必要であり、かつメディア・マ
ネージャがサポートするコマンドでのみ使用する必要があります。Oracleは引用符付き
文字列の内容を解釈しないで、そのままメディア管理サブシステムに渡します。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

command ベンダー固有のメディア管理コマンドを指定します。どのコマンドがサポートされているかは、
メディア管理マニュアルを参照してください。

device type 
deviceSpecifier

記憶デバイスのタイプを指定し、コマンドを指定したタイプのすべてのチャネルに送信します。
11-66ページの「deviceSpecifier」を参照してください。

channel     
channel_id

どのチャネルを使用するかを指定します。このキーワードを指定しないと、RMANはすべての
割り当てられているチャネルを使用します。channelキーワードの後に、チャネル ID（すなわ
ち、チャネルの名前）を指定することが必要です。Oracleでは、release channelコマンドの実
行および I/Oエラーの報告に、このチャネル idを使用します。

parms          
'channel_parms'

割り当てたデバイスに影響するパラメータを指定します。type diskを指定してある場合、この
ポート固有の文字列は使用しないでください。

parmsと type 'sbt_tape'とを一緒に使用した場合、次の構文の環境変数を指定できます。

PARMS = "ENV = (var1=value1, var2=value2, var3=value3 . . . )"

引用符付き文字列の最大長は 1000バイトです。

SEND

DEVICE TYPE deviceSpecifier

,

CHANNEL
’

channel_id
’

,
’ command ’

PARMS
=

’ channel_parms ’
;
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send
例例例例

メディア・マネージャへのコマンドの送メディア・マネージャへのコマンドの送メディア・マネージャへのコマンドの送メディア・マネージャへのコマンドの送信信信信 この例では、ベンダー固有のコマンドをメディ
ア・マネージャに送信します。

send device type 'sbt_tape' 'A223dr';
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set
set

構文構文構文構文

目的目的目的目的
次の目的に setコマンドを使用します。

■ TSPITRで使用する補助データベースのファイル名を指定する。

■ duplicateコマンドで使用する新しいデータ・ファイルのファイル名を指定する。

■ メッセージ・ログに記録された実行済み RMANコマンドを表示する。

■ データベースの DB識別子を指定する。

■ スナップショット制御ファイルのファイル名を設定する。

要件要件要件要件
■ setは RMANプロンプトでのみ使用してください。

■ set dbidは、まだターゲット・データベースに接続していない場合にのみ使用してくだ
さい。

■ 'filename'オプションに auxname for datafileを使用するには、リカバリ・カタログがあ
ることが必要です。

SET

AUXNAME FOR DATAFILE datafileSpec TO
’ filename ’

NULL

DBID
=

integer

ECHO
ON

OFF

SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO ’ filename ’

;
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set
キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

auxname for 
datafile 
datafileSpec to 
'filename'

補助データベースで使用するターゲット・データベースのデータ・ファイルを新しいファイル名
に設定します。TSPITRを実行しているか、または duplicateコマンドを使用している場合、こ
のオプションを設定すると、プロシージャ中に手動で補助ファイル名を指定しなくても、補助
データベースで使用するファイル名の事前構成ができます。 

たとえば、TSPITR中に、データ・ファイルがロー・ディスクにあってパフォーマンスの理由で
補助データ・ファイルをロー・ディスクに復元する必要がある場合は、このコマンドを使用しま
す。一般的には、TSPITRで auxnameパラメータを設定するのは、SYSTEM表領域のデータ・
ファイルおよびロールバック・セグメントを収めている表領域を対象とした場合です。本番デー
タベースで使用中のファイルを上書きしないよう注意してください。本質的には、データ・ファ
イルの auxnameとは、TSPITRがデータ・ファイルの一時コピーを作成できる場所です。

duplicateコマンドでファイルを改名する場合、set auxnameは set newnameの代替方法になり
ます。違いは、auxnameを一度設定しておけば、別の duplicateコマンドを発行したときにリ
セットの必要がないことです。設定は、set auxname ... to nullを発行するまで有効です。反対
に、set newnameコマンドでは、ファイルの改名のたびにコマンドの再発行が必要です。

関関関関連連連連項項項項目目目目 : RMAN TSPITRを実行する方法は付録 Aの「Recovery Managerによる表領域の
Point-in-Time回復の実行」を参照してください。データベースを複製する方法は、第 10章の
「Recovery Managerによる複製データベースの作成」を参照してください。

to null 指定したデータ・ファイルに対する auxnameの現行の値を未指定にしてお
きます。 

dbid integer db identifierを指定します。データベースを作成したときに計算される一意で 32ビットの識別番
号です。識別子は、V$DATABASEデータ・ディクショナリ・ビューの DBID列に表示されま
す。DBIDは、リカバリ・カタログの DB表にも格納します。

set dbidコマンドは、次に示す条件を満たすときに制御ファイルを復元するのに役立ちます。 

■ 制御ファイルが消失し、バックアップからの復元が必要である。 

■ リカバリ・カタログを使用している。

■ リカバリ・カタログに登録された複数のデータベースが同じデータベース名を持っている。

■ "RMAN-20005: target database name is ambiguous"エラー・メッセージが表示された。 この
メッセージは、制御ファイルの復元を試みたときに表示されるものです。 

これらの条件とは違う場合、RMANは復元する制御ファイルを正しく識別しますので、set dbid
コマンドを使用する必要はありません。

RMANが set dbidを受け入れるのは、ターゲット・データベースにまだ接続していない場合の
みです。つまり、set dbidは connect targetコマンドより先に発行する必要があります。ター
ゲット・データベースがマウントされていると、RMANはユーザー指定の DBIDがデータベー
スの DBIDに合うかを検証し、合わない場合はエラーを通知します。ターゲット・データベース
がマウントされていないと、RMANはユーザー指定の DBIDを使用して制御ファイルを復元し
ます。制御ファイルの復元が完了すれば、データベースをマウントして残ったデータベースを復
元できます。 
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set
例例例例

制御ファイルの復制御ファイルの復制御ファイルの復制御ファイルの復元元元元 この例では、ユーザー指定の DBIDを使用して制御ファイルを復元し
ます。制御ファイルの復元が完了すれば、データベースをマウントして残ったデータベース
を復元できます。 

set dbid = 862893450; 
connect target;
startup nomount;
run {
    allocate channel dev1 type disk; 
    # restoring the control file from its default location automatically replicates it
    restore controlfile; 
    alter database mount; 
}

スナップショット制御ファイルの場所の指スナップショット制御ファイルの場所の指スナップショット制御ファイルの場所の指スナップショット制御ファイルの場所の指定定定定 この例では、スナップショット制御ファイル
に新しい場所を指定し、次にリカバリ・カタログを再同期化します。 

set snapshot controlfile name to '/oracle/dbs/snap.cf'; 
resync catalog;

スナップショット制御ファイルの場所の指スナップショット制御ファイルの場所の指スナップショット制御ファイルの場所の指スナップショット制御ファイルの場所の指定定定定 この例では、データ・ファイルの新しいファ
イル名の指定に set auxnameを使用して、データベースを異なるディレクトリ構造でリモー
ト・ホストに複製します。 

# set auxiliary names for the datafiles     
set auxname for datafile 1 to '/oracle/auxfiles/aux_1.f'; 
set auxname for datafile 2 to '/oracle/auxfiles/aux_2.f'; 
set auxname for datafile 3 to '/oracle/auxfiles/aux_3.f'; 
set auxname for datafile 4 to '/oracle/auxfiles/aux_4.f'; 

echo [on | off] RMANコマンドをメッセージ・ログに表示するかどうかを制御します。コマンド・ファイルか
らコマンドを読み込むとき、RMANはそれらのコマンドを自動的にメッセージ・ログに表示し
ます。標準入力からコマンドを読み込む際、set echo onコマンドが使用されていないと、
RMANはそれらのコマンドをメッセージ・ログにエコーしません。

コマンドが役立つのは、stdin および stdout がリダイレクトされたときのみです。たとえば、
UNIXではこの方法で RMANの入力と出力をリダイレクトできます。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat < input_file > output_file

set echo onの指定によって、input_file に含まれているコマンドを output_file に表示す
ることができます。

snapshot 
controlfile name 
to 'filename'

ターゲット・データベースにあるスナップショット制御ファイル名を指定の場所に設定します。
RMANは、スナップショット制御ファイルを使用してリカバリ・カタログを再同期化します。
スナップショット制御ファイルについての詳しい情報は、5-3ページの「スナップショットの制
御ファイル位置の決定」を参照してください。
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set
run {  
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk;
     duplicate target database to dupdb 
     logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_2.f') size 200K, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_2.f') size 200K reuse; 
}
# Un-specify the auxiliary names for your datafiles so that they will not be overwritten 
# by mistake:
set auxname for datafile 1 to null; 
set auxname for datafile 2 to null; 
set auxname for datafile 3 to null; 
set auxname for datafile 4 to null; 

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-134ページの「set_run_option」

11-69ページの「duplicate」
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set_run_option
set_run_option

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ジョブ終了まで持続する runコマンドの属性を設定します。指定した属性は、setコマンド
の後の runコマンド内のすべての文に影響を与えます。次の目的に setを使用します。

■ データ・ファイルの新規ファイル名を指定する。

■ ブロック破損許容数の制限を指定する。

■ デフォルトのアーカイブ REDOログ先を上書きする。

■ 回復の終了時刻、SCNまたはログ順序番号を指定する。

■ バックアップの二重化を指定する。

■ サーバー・セッションとチャネルの対応を判断する。

■ 指定されたチャネルの各入力データ・ファイルから読み取る秒当たりのバッファ数を制
限する。

■ 指定のチャネルで一定時間に backupコマンドがオープンしておくことが可能な入力
ファイル数を制限する。

SET

NEWNAME FOR DATAFILE datafileSpec TO ’ filename ’

MAXCORRUPT FOR DATAFILE datafileSpec

,

TO integer

ARCHIVELOG DESTINATION TO ’ log_archive_dest ’

untilClause

DUPLEX
=

ON

integer

OFF

COMMAND ID TO ’ string ’

LIMIT CHANNEL
’

channel_id
’

KBYTES
=

integer

READRATE
=

integer

MAXOPENFILES
=

integer

;

11-134 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



set_run_option
■ 指定したチャネルのバックアップ・ピースのサイズを制限する。

要件要件要件要件
■ このコマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内でのみ行うこと。

■ set duplexコマンドは、コマンドの発行後に割り当てるすべてのチャネルに影響を与え、
明示的に使用禁止または変更するまで有効です。set duplexコマンドは、すでに割当て
済みのチャネルには影響しません。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

newname for 
datafile 
datafileSpec to 
'filename'

後続の、指定したデータ・ファイルに影響を与えるすべての restoreまたは switchコマンドのデ
フォルト名を設定します（11-60ページの「datafileSpec」を参照）データ・ファイル復元操作の
前にこのコマンドを発行しない場合、RMANはファイルをそのデフォルトの場所に復元します。

maxcorrupt for 
datafile 
datafileSpec to 
integer

以前に検出されていなかった物理的なブロック破損の数に制限を設定します。指定したデータ・
ファイルまたは一連のデータ・ファイルの中で Oracleは、これらの破損を許容します。（11-60
ページの「datafileSpec」を参照）。backupまたは copyコマンドが指定数以上の破損を検出し
た場合、コマンドは正常に終了しません。デフォルトは 0（ゼロ）で、RMANが破損ブロック
を許容しないことを意味します。 

注注注注意意意意 : check logicalを指定した場合、maxcorruptは論理的な破損にも適用されます。

archivelog 
destination to 
'log_archive_dest'

後続の restoreおよび recoverコマンドで復元されるアーカイブ・ログの名前を構成する際に、
ターゲット・データベースの LOG_ARCHIVE_DESTまたは LOG_ARCHIVE_DEST_1初期化パ
ラメータを上書きします。RMANは、log_archive_destに指定した宛先にログを復元します。既
にディスクに存在しないアーカイブ REDOログの復元に、このパラメータを使用します。

データベース復元の実行中に、このコマンドを使用して、異なる場所へアーカイブ・ログを移動
します。RMANは新しく復元されたアーカイブ・ログがどこにあるかを認識しています。アー
カイブ・ログが LOG_ARCHIVE_DEST_1または LOG_ARCHIVE_DESTによって指定された宛
先にある必要はありません。たとえば、パラメータ・ファイルで指定した宛先とは異なる宛先を
指定してアーカイブ REDOログのバックアップを復元する場合、後続の復元および回復操作で
は新たな場所を検出します。RMANは、アーカイブ REDOログをバックアップ・セットから復
元する前に、それがディスク上にあるかどうかを必ず最初に調べます。

untilClause 後続の restoreまたは recoverコマンドで使用する終了時刻、SCNまたはログ順序番号を指定し
ます。11-147ページの「untilClause」を参照してください。

duplex チャネルが作成する必要がある各バックアップ・ピースの数を指定します。指定可能な値は 1、
2、3または 4です。set duplexコマンドは backupコマンドにのみ影響を与えますが、コマンド
の発行後は割り当てられるチャネルすべてに影響をもち、明示的に使用禁止（off）にするかま
たはセッション中に変更するまでは有効です。デフォルトでは、duplexの値は offです。つま
り、RMANはバックアップ・セットを 1つ作成します。onに指定すると、RMANは同じバッ
クアップ・セットを 2つ作成します。
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例例例例

コマンコマンコマンコマンドドドド IDの設の設の設の設定定定定 この例では、コマンド IDを設定し、DATA_1表領域をバックアップ
し、O/Sに切り替えた後、オンライン REDOログをアーカイブします。

run {
     set command id to 'rman';
     allocate channel t1 type 'SBT_TAPE'
     allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
     backup 
          incremental level 0
          filesperset 5
          tablespace data_1;
     host;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';

}

command id to 
'string'

指定した文字列をすべてのチャネルの V$SESSION.CLIENT_INFO列に入れます。Oracleサー
バー・セッションと RMANチャネルの対応関係の判断にこの情報を使用します。 

V$SESSION.CLIENT_INFO列には、各 RMANサーバー・セッションに対する情報があります。
データの形式は次の形式のどちらかです。

■ id=string 

■ id=string, ch=channel_id

1番目の形式は、RMANターゲット・データベース接続で使用します。2番目の形式は、割り当
てられたすべてのチャネルについて使用されます。現行ジョブが完了すると、
V$SESSION.CLIENT_INFO列は消去されます。 

関関関関連連連連項項項項目目目目 : V$SESSION.CLIENT_INFOの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照
してください。

limit channel 
channel_id

割り当てたチャネルを使用して実行する backupまたは copyコマンドのいずれにも適用する制
限を指定するパラメータの設定です。

kbytes integer このチャネル上で作成されるバックアップ・ピースの最大サイズをキロバイ
トで指定します。 

readrate integer 各入力データ・ファイルから backupまたは copy用に読み取られる 1秒あ
たりの最大バッファ数（個々のバッファ・サイズ は DB_BLOCKSIZE * DB_
FILE_DIRECT_IO_COUNT）を指定します。このパラメータは、コマンド
によるディスクの消費を妥当な範囲内に抑え、オンライン・パフォーマンス
の低下を防止するために使用します。

maxopenfiles 
integer

backupコマンドが一定時間にオープンにできる入力ファイルの最大数を制
御します。このパラメータは、おおくのファイルのバックアップを 1つの
バックアップ・セットとして作成するときに、"Too many open files"という
O/Sエラー・メッセージを出さないために使用します。maxopenfilesを指
定しなかった場合は、最大 32個の入力ファイルを同時にオープンできます。
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バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重バックアップ・セットを二重化化化化 この例では、datafile 1 のバックアップ・セットを 2つ
同時に作成します。

run {
     set duplex = ON;
     allocate channel dev1 type disk;
     backup 
          filesperset 1
          datafile 1;
}

チャネル制限の設チャネル制限の設チャネル制限の設チャネル制限の設定定定定 この例では、3つのチャネルを割り当て、各チャネルで作成するバッ
クアップ・ピースの最大サイズを設定します。また、データベースの同じバックアップを 3
組作成します。

startup mount;
run {
     set duplex=3;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel ch3 type 'sbt_tape';
  
     set limit channel ch1 kbytes 2097150; 
     set limit channel ch2 kbytes 2097150; 
     set limit channel ch3 kbytes 2907150;
     
     backup 
          filesperset 5
          database; 
     alter database open; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-89ページの「recover」

11-113ページの「restore」

11-130ページの「set」

11-147ページの「untilClause」
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shutdown

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANを終了せずに、ターゲット・データベースを停止します。このコマンドは、
SQL*Plus の SHUTDOWN文を使用するのと同等です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの起動と停止の方法の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照して
ください。SHUTDOWNの構文に関しては、『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファ
レンス』を参照してください。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、runコマンドの中カッコの内、または RMANプロンプトで実行してく
ださい。

■ リカバリ・カタログ・データベースの停止に RMANの shutdownコマンドは使用でき
ません。リカバリ・カタログ・データベースを停止するには、SQL*Plusセッションを
開始して SHUTDOWN文を発行します。

■ normal、transactionalおよび immediateのすべてのオプションで、データベースの正
しいクローズが実行されます。abortオプションではデータベースを正しくクローズし
ません。Oracleは起動時にインスタンス回復を実行します。

■ データベースを NOARCHIVELOGモードで操作している場合、ユーザーはデータベー
スを正しく停止し、次にバックアップを作成する前に startup mountを発行する必要が
あります。

SHUTDOWN

NORMAL

ABORT

IMMEDIATE

TRANSACTIONAL ;
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キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

即時モードでのデータベースの停即時モードでのデータベースの停即時モードでのデータベースの停即時モードでのデータベースの停止止止止 この例では、現行の SQLトランザクションが処理さ
れるのを待ってデータベースを停止し、その後データベースをマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

NOARCHIVELOG モードでのデータベースの停モードでのデータベースの停モードでのデータベースの停モードでのデータベースの停止止止止 この例では、NOARCHIVELOGモード
で実行中のデータベースをバックアップします。

shutdown abort;
startup dba;

normal データベースを NORMALモード（デフォルトのオプション）で停止します。これには、次
のような意味があります。

■ 文の発行後は新たな接続ができない。

■ Oracleは、現行データベースに接続しているすべてのユーザーがデータベースから切断
するのを待って、データベースを停止します。

■ 次回のデータベース起動時には、インスタンス回復の必要がない。

abort ターゲット・インスタンスを強制終了します。次の結果になります。

■ すべての現行クライアントの SQL文は、即時終了する。

■ コミットされていないトランザクションは、次の起動までロールバックされない。

■ Oracleは、すべての接続ユーザーを切断する。

■ Oracleは、次の起動時にデータベースのクラッシュ回復を実行する。

immediate ターゲット・データベースを即時に停止します。次の結果になります。

■ Oracleが処理中の現行クライアントの SQL文は、完了する。

■ コミットされていないトランザクションはロール・バックされる。

■ すべての接続ユーザーは切断される。

transactional ターゲット・データベースをクライアントへの中断を最小化して停止します。次の結果にな
ります。

■ 現在トランザクションを進めているクライアントは、データベースを停止する前にトラ
ンザクションをコミットするか、またはロールバックする。

■ どのクライアントもこのインスタンス時に新規のトランザクションを開始できません。
新たなトランザクションを開始しようとするクライアントは切断されます。

■ すべてのトランザクションがコミットするかまたはロールバックした後、接続中のクラ
イアントは切断される。
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shutdown;
startup mount;
# executing the above commands ensures that database is in proper state for noarchivelog 
# backup
run {
     set duplex = 4;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup database;
     alter database open;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-15ページの「alterDatabase」

11-143ページの「startup」
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sql
sql

構文構文構文構文

目的目的目的目的
Recovery Managerのなかから SQL文を実行します。有効な SQL文の構文については、
『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

要件要件要件要件
■ sqlコマンドは、RMANプロンプトまたは run コマンドの中カッコのなかで実行してく
ださい。

■ RMANが PL/SQLに渡す文字列にファイル名がある場合、ファイル名を 2組の一重引用
符で囲み、sqlパラメータに続く文字列全体を二重引用符で囲むことが必要です。たと
えば、次のような構文にしてください。

     sql "CREATE TABLESPACE temp1 DATAFILE ' '$ORACLE_HOME/dbs/temp1.f' ' "

SQLパラメータに続く文字列に一重引用符を使用するか、あるいはファイル名に一重引
用符を 1組のみ使用すると、コマンドは正常に終わりません。

■ 結果が表示されないため、SELECT文は実行できません。 

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

オンライン表領域オンライン表領域オンライン表領域オンライン表領域のののの O/Sコピーの作コピーの作コピーの作コピーの作成成成成 この例では、オペレーティング・システムにホスト
を切り替えてオンライン表領域 TBS_1の O/Sコピーを作成した後に、それをカタログに登
録します。

sql 'ALTER TABLESPACE tbs_1 BEGIN BACKUP';
host 'cp $ORACLE_HOME/dbs/tbs_1.f/dbs/tbs_1.f $ORACLE_HOME/copy/temp3.f';

command SQL文の実行を指定します。たとえば、次のような SQL文を RMANプロンプトで発行します。

sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL'; 

この文は、オンライン REDOログをアーカイブします。

SQL ’ command ’ ;
Recovery Managerのコマンド構文 11-141



sql
sql 'ALTER TABLESPACE tbs_1 END BACKUP';
catalog datafilecopy '$ORACLE_HOME/copy/temp3.f';
sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';

引用符付き文字列のなかでのファイル名の指引用符付き文字列のなかでのファイル名の指引用符付き文字列のなかでのファイル名の指引用符付き文字列のなかでのファイル名の指定定定定 この例では、二重引用符付き文字列のコン
テキストのなかで 2組の一重引用符を使用してファイル名を指定します。

sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ADD DATAFILE ''/oracle/dbs/tbs_7.f'' NEXT 10K MAXSIZE 100k;"

RESETLOGS オプションでのオープオプションでのオープオプションでのオープオプションでのオープンンンン この例では、不完全回復を実行し、データベース
を RESETLOGSオプションを指定してオープンします。

run {
     set until scn 1000;
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
     reset database;
}
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startup

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMAN環境のなかからデータベースを起動します。このコマンドは、SQL*Plus の
STARTUPコマンドを使用するのと同等です。次のことができます。

■ データベースをマウントせずにインスタンスを起動する。

■ インスタンスを起動しデータベースをマウントするが、データベースはクローズ状態に
しておく。

■ インスタンスを起動し、次のモードでデータベースをマウントしオープンする。

■ 無制限モード（すべてのユーザーがアクセス可能）。

■ 制限モード（DBAのみがアクセス可能）。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの起動と停止の方法は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してくださ
い。SQL*Plus STARTUP文の構文は、『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
を参照してください。

要件要件要件要件
■ このコマンドは、RMANプロンプトまたは runコマンドの中カッコのなかで実行してく
ださい。

■ リカバリ・カタログ・データベースのオープンに RMANの startupコマンドは使用でき
ません。リカバリ・カタログ・データベースを起動するには、SQL*Plusセッションを
起動し、STARTUP文を実行します。

STARTUP

FORCE

NOMOUNT

MOUNT

DBA

PFILE
= ’

filename
’

;
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startup
キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
オプションを指定しないと、RMANはデータベースをマウントし、オープンします。

 

例例例例

デフォルトのパラメータ・ファイルを使用してのデータベースのオープデフォルトのパラメータ・ファイルを使用してのデータベースのオープデフォルトのパラメータ・ファイルを使用してのデータベースのオープデフォルトのパラメータ・ファイルを使用してのデータベースのオープンンンン この例では、
データベースを開始し、オープンします。

startup;

パラメータ・ファイルの指定とともにデータベースのマウントをすパラメータ・ファイルの指定とともにデータベースのマウントをすパラメータ・ファイルの指定とともにデータベースのマウントをすパラメータ・ファイルの指定とともにデータベースのマウントをするるるる この例では、
shutdown abortを強制し、その後、非デフォルトのパラメータ・ファイルの場所を指定し
て、制限付きアクセスでデータベースをマウントします。

startup force mount dba pfile=t_init1.ora;

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-15ページの「alterDatabase」

11-138ページの「shutdown」

force 次の操作のいずれかを実行します。

■ データベースがオープン状態の場合、このオプションでは、データベースを再オープンす
る前に、まずデータベースを shutdown abort文で停止します。

■ データベースがクローズ状態の場合は、このオプションはデータベースをオープンします。 

nomount データベースをマウントせずにインスタンスを起動します。

mount インスタンスを起動してからデータベースをマウントしますが、オープンはしません。mount
も nomountも指定しない場合は、startupコマンドはデータベースをオープンします。

dba データベースへのアクセスを RESTRICTED SESSION権限をもつユーザーに制限します。

pfile = filename ターゲット・データベースの init.ora ファイルのファイル名を指定します。このパラメータ
を指定しないと、デフォルトの init.ora のファイル名が使用されます。
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switch

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データ・ファイルのコピーを現行のデータ・ファイルとすること（すなわち、制御ファイル
がポイントするデータ・ファイルであること）を指定します。switchを使用するのは、
ALTER DATABASE RENAME DATAFILE文を使用する場合と同じです。Oracleは制御ファ
イルではファイルを改名しますが、実際にユーザーのオペレーティング・システム上でファ
イルを改名するのではありません。この操作によってリカバリ・カタログおよび制御ファイ
ルにあるデータ・ファイル・コピーのレコードが削除されることに注意してください。

要件要件要件要件
■ switchは、runコマンドの中カッコ内のみで実行してください。

■ 制御ファイルが復元されたバックアップ制御ファイルである場合、switchは、データ・
ファイルがまだ制御ファイルに存在しないと、制御ファイルにデータ・ファイルのレ
コードを追加します。switchで追加できるのは、バックアップ制御ファイルが作成され
た後に作成したデータ・ファイルのみです。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

datafile 
datafileSpec

改名が必要なデータ・ファイルを指定します。ファイルの切替え後は、制御ファイルは指定した
ファイルを現行とみなして表示することはありません。たとえば、このコマンドは tbs_1.f か
ら cp1.f までの制御ファイルをポイントします。

switch datafile '$/dbs/tbs_1.f' to datafile copy '$/dbs/copies/cp1.f';

toオプションを指定しないと、RMANは、このファイル番号に対して以前の set newnameコマ
ンド（11-134ページの「set_run_option」を参照）で切替え先として指定したファイル名を使用
します。 

SWITCH
DATAFILE datafileSpec

TO DATAFILECOPY
’ filename ’

TAG
= ’

tag_name
’

DATAFILE ALL
;
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例例例例

復元後の切替復元後の切替復元後の切替復元後の切替ええええ この例では、RMANがディスクとテープの両方から復元できるように、
ディスク・デバイスとテープ・デバイスを 1つずつ割り当てています。 

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE";  
     set newname for datafile 'disk7/oracle/tbs11.f' 
       to 'disk9/oracle/tbs11.f';  
     restore tablespace tbs_1; 
     switch datafile all;  
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE";  
}  

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-87ページの「printScript」

11-113ページの「restore」

11-125ページの「run」

11-125ページの「set」

to datafilecopy ' ファイルの切替えに使用する入力コピー・ファイルを指定します。つまり、
改名が必要なデータ・ファイル・コピーを指定します。たとえば、次の文を
発行したとします。

switch datafile 2 to datafilecopy '/oracle/dbs/df2.copy';

制御ファイルは、datafile 2 に対応するファイル名として df2.copy を
リストします。

データ・ファイル・コピーをタグで指定することもできます。タグが一意で
ない場合は、最新のコピーを使用します。つまり、メディア回復の必要度が
最も低いものを使用します。

タグが一意でない場合、RMANはタグが最近に作成したコピーを参照する
ものと理解します。次のコマンドを発行したとします。

switch datafile 3 to datafilecopy tag mondayPMcopy; 

このコマンドは、datafile 3 を最近作成した月曜夕刻のコピーに切り替
えます。

datafile all このジョブでこれまでに発行された set newname for datafileコマンド（11-134ページの「set_
run_option」を参照）の対象となっているすべてのデータ・ファイルを、新しいファイル名に切
り替えるよう指定します。
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untilClause
untilClause

構文構文構文構文

目的目的目的目的
各 RMAN操作に対して時刻、SCNまたはログ順序番号により上限を指定します。

要件要件要件要件
日付文字列は次のようにする必要があります。

■ 現行有効な NLS日付書式仕様に従って書式化していること。

■ DATE値を戻す SQL式で作成していること。たとえば、'SYSDATE-30'。

この句は、次のコマンドと一緒に使用します。

■ recover

■ report

■ restore

■ set_run_option

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

until time      
'date_string'

時刻を上限として指定します。

until scn integer SCNを上限として指定します。 

until logseq 
integer

REDOログ順序番号を上限として指定します。

thread integer 対象となっている REDOログのスレッド番号を指定します。

UNTIL TIME
=

’ date_string ’

UNTIL SCN
=

integer

UNTIL LOGSEQ
=

integer THREAD
=

integer
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untilClause
例例例例

あるログ順序番号までの不完全回復の実あるログ順序番号までの不完全回復の実あるログ順序番号までの不完全回復の実あるログ順序番号までの不完全回復の実行行行行 この例は、ログ順序 1234がディスク・クラッ
シュのために失われ、使用可能なアーカイブ・ログを使用してデータベースを回復する必要
があることを前提とします。 

run {  
     allocate channel ch1 type disk;  
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape'; 
     set until logseq 1234 thread 1; 
     restore controlfile to '$ORACLE_HOME/dbs/cf1.f' ;  
     replicate controlfile from '$ORACLE_HOME/dbs/cf1.f'; 
     alter database mount;  
     restore database;  
     recover database;  
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESESTLOGS";
}

指指指指定定定定 SCNまでまでまでまでのののの DBPITR の実の実の実の実行行行行 この例では、指定 SCNまでデータベースを回復します。

startup mount;
run{
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database until scn 1000;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESESTLOGS";
}

不要となったバックアップのレポー不要となったバックアップのレポー不要となったバックアップのレポー不要となったバックアップのレポートトトト この例は、最近 7日間のうちのいずれかの時点まで
回復できることを前提条件としています。この例では、1週間以上前に作成したバックアッ
プを不要とみなします。

report obsolete until time 'SYSDATE-7';
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upgradeCatalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログ・スキーマを、旧バージョンから、RMAN実行可能ファイルに必要な
バージョンにアップグレードすること。たとえば、RMANバージョン 8.0のリカバリ・カタ
ログを RMANバージョン 8.1で使用する場合、カタログのアップグレードが必要です。 

要件要件要件要件
■ RMANをリカバリ・カタログに接続していること。

■ アップグレードの確認のため、upgradeコマンドを続けて 2回入力することが必要です。

■ リカバリ・カタログがすでに RMAN実行可能ファイルが必要とするバージョンより高
いバージョンの場合は、エラーになります。ただし、リカバリ・カタログがすでに現行
になっていれば、RMANはコマンドの実行を認めます。その結果、必要があればパッ
ケージの再作成ができます。RMANは、アップグレード中に生成したエラー・メッ
セージをメッセージ・ログに表示します。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

例例例例

カタログのアップグレーカタログのアップグレーカタログのアップグレーカタログのアップグレードドドド この例では、リカバリ・カタログ・データベース RECDBに接
続し、次にそれを最新バージョンにアップグレードします。

rman catalog rcat/rcat@recdb

RMAN-06008: connected to recovery catalog database 
RMAN-06186: PL/SQL package rcat.DBMS_RCVCAT version 08.00.04 in RCVCAT 
            database is too old

tablespace   
tablespace_name

リカバリ・カタログを格納する表領域を指定します。この指定がない場合、リカバリ・カタログ
のアップグレードに使用する CREATE TABLE文では、tablespaceパラメータは使用されませ
ん。つまり、カタログはデフォルトの表領域に格納されます。

UPGRADE CATALOG
TABLESPACE

’
tablespace_name

’
;
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RMAN> upgrade catalog

RMAN-06435: recovery catalog owner is rcat 
RMAN-06442: enter UPGRADE CATALOG command again to confirm catalog upgrade 

RMAN> upgrade catalog

RMAN-06408: recovery catalog upgraded to version 08.01.03
RMAN-06452: DBMS_RCVMAN package upgraded to version 08.01.05
RMAN-06452: DBMS_RCVCAT package upgraded to version 08.01.03

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-52ページの「createCatalog」

11-68ページの「dropCatalog」
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validate

構文構文構文構文

目的目的目的目的
バックアップ セットを調べて復元できるかどうかをレポートすること。RMANは指定した
バックアップ・セットのすべてのバックアップ・ピースを走査し、チェックサムを調べて、
内容が変更されていないことを検証するので、バックアップは必要に応じて正常に復元でき
ます。validate backupsetは実際にバックアップ・セットが復元できるかテストしますが、
一方 change crosscheckは指定したファイルのヘッダーを調べるのみであることに注意して
ください。

バックアップ・セットのなかの 1つ以上のバックアップ・ピースが欠落または破損の疑いが
あるときは、このコマンドを使用してください。テストするバックアップ・セットの指定に
は validate backupsetを使用し、RMANにどのバックアップを検査するか選択させるとき
は restoreコマンドの validateオプションを使用します。 

要件要件要件要件
■ このコマンドの実行は、runコマンドの中カッコ内でのみ行うこと。

■ validate backupset文を実行する前に、少なくとも 1つのチャネルを割り当ててくださ
い。

キーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータキーワードおよびパラメータ
 

primary_key 検査するバックアップ・セットを primary_keyにより指定します。バックアップ・セットの主
キーを取得するには、list文を実行します。あるいは、リカバリ・カタログを使用している場合
は、RC_BACKUP_SETビューに問い合せます。

check logical 物理破損チェックを通過したデータ・ブロックおよび索引ブロックについて論理的な破損がない
かどうかをテストします。たとえば、行ピースまたは索引エントリの破損がないかを調べます。
RMANは論理的な破損を発見すると、alert.log およびサーバー・セッション・トレース・
ファイルにそのブロックのログを書き込みます。RMANコマンドは完了し、Oracleは破損ブ
ロックの範囲を V$BACKUP_CORRUPTIONおよび V$COPY_CORRUPTIONに記録します。

注注注注意意意意：：：： validateはmaxcorruptを使用しません。

VALIDATE BACKUPSET primary_key

,
CHECK LOGICAL

;
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例例例例

バックアップ・セットの検バックアップ・セットの検バックアップ・セットの検バックアップ・セットの検査査査査 この例では、主キーが 12のバックアップ・セットの状態を
検査します。

run{
     allocate channel ch1 type disk;
     validate backupset 12;
}
# As the output indicates, RMAN determines whether it is possible to restore the
# specified backup set.
RMAN-03022: compiling command: allocate
RMAN-03023: executing command: allocate
RMAN-08030: allocated channel: c1
RMAN-08500: channel ch1: sid=10 devtype=DISK
 
RMAN-03022: compiling command: validate
RMAN-03023: executing command: validate
RMAN-08016: channel ch1: starting datafile backupset restore
RMAN-08502: set_count=16 set_stamp=341344502 creation_time=14-AUG-98
RMAN-08023: channel ch1: restored backup piece 1
RMAN-08511: piece handle=/oracle/dbs/0ga5h07m_1_1 params=NULL
RMAN-08024: channel ch1: restore complete
RMAN-08031: released channel: ch1

関連項目関連項目関連項目関連項目
11-113ページの「restore」
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リカバリ・カタロ
12

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググ・・・・ビビビビュュュューーーー

この章では、リカバリ・カタログ・ビューについて説明します。リカバリ・カタログが作成
されている場合に限り、リカバリ・カタログ・ビューにアクセスできます。

注注注注意意意意 : これらのビューは正規化されていませんが、RMANでの使用に最
適化されています。したがってカタログ・ビューを結合した結果、冗長な
値が生じる場合があります。 
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RC_ARCHIVED_LOG
RC_ARCHIVED_LOG
このビューは、すべてのアーカイブ REDOログについての履歴情報をリストします。これ
は、制御ファイルにおける V$ARCHIVED_LOG動的パフォーマンス・ビューに対応します。 

アーカイブ REDOログ・レコードは、オンライン REDOログが正常にアーカイブされるか、
または消去された（消去された場合、NAME列は NULL）後で挿入されます。ログが複数
回（最高 5回まで）アーカイブされると、THREAD#、SEQUENCE#、および FIRST_
CHANGE#が同じで、名前が異なる複数のアーカイブ・ログ・レコードが挿入されます。
アーカイブ・ログ・レコードは、アーカイブ・ログがバックアップ・セットまたはコピーか
ら復元されたときにも挿入されます。 

アーカイブ REDOログは、制御ファイル内でそのログ履歴レコードが上書きされるか、ま
たは RESETLOGS操作の後では、ログ履歴レコードが存在しない場合があるので注意してく
ださい。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
他のほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

AL_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのアーカイブ REDOログの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID 数値 NOT NULL V$ARCHIVED_LOGからのアーカイブ REDOログの
RECID。RECIDと STAMPが、ターゲット・データベー
ス制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主
キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$ARCHIVED_LOGからのアーカイブ REDOログの
STAMP。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。

THREAD# 数値 NOT NULL REDOスレッドの番号。

SEQUENCE# 数値 NOT NULL ログ順序番号。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ・タイム
スタンプ。

FIRST_CHANGE# 数値 NOT NULL REDOログをスイッチしたときの SCN。

FIRST_TIME 日付 NOT NULL REDOログをスイッチしたときの時刻。
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RC_BACKUP_CONTROLFILE
RC_BACKUP_CONTROLFILE
このビューは、バックアップ・セット内の制御ファイルに関するの情報をリストします。
ファイル番号 0のバックアップ・データ・ファイル・レコードは、V$BACKUP_DATAFILE
動的性能ビューのバックアップ制御ファイルを表しますので注意してください。

NEXT_CHANGE# 数値 NOT NULL スレッド内の次の REDOログの最初の SCN。

NEXT_TIME 日付 スレッド内の次の REDOログの最初のタイムスタンプ。

BLOCKS 数値 NOT NULL 書き込んだブロック数（およびコピーを作成したときの
アーカイブ・ログのサイズ）。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL バイト単位でのブロック・サイズ。

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL REDOログをアーカイブまたはコピーした時刻。

ARCHIVED VARCHAR2(3) ログがアーカイブされたかどうかを示す。YES（REDO
ログがアーカイブされた）または NO（オンライン
REDOログが検査された）。Oracleではオンライン・ロ
グを検査するとき、ファイル・ヘッダーを調べ、各オン
ライン・ログに対してアーカイブ・ログ・レコードが追
加されます。また、ARCHIVEDを NOに設定して、オ
ンライン・ログのバックアップをとらないようにします。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL アーカイブ・ログの状態。A（使用可能）、U（使用不
能）または D（削除済み）。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

BCF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログの制御ファイル・バックアップの主
キー。リカバリ・カタログに接続している間に listコマ
ンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示され
ます。

RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEの RECID。RECIDと STAMP
が、ターゲット・データベース制御ファイルでこのレ
コードを識別する一意の連結主キーとなります。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_BACKUP_CORRUPTION
RC_BACKUP_CORRUPTION
このビューは、データ・ファイル・バックアップの破損ブロック範囲をリストします。これ
は、制御ファイルの V$BACKUP_CORRUPTION動的性能ビューに対応します。制御ファイ
ルおよびアーカイブ REDOログのバックアップには破損が許されないことに注意してくだ
さい。 

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEの STAMP。RECIDと STAMP
が、ターゲット・データベース制御ファイルでこのレ
コードを識別する一意の連結主キーとなります。

BS_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログでこのレコードが属するバックアッ
プ・セットの主キー。この列を使用して RC_BACKUP_
SETとの結合を構成します。

SET_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

SET_COUNT 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ・タイム
スタンプ。

CHECKPOINT_CHANGE# 数値 NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME 日付 NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント時刻。

CREATION_TIME# 日付 NOT NULL 制御ファイルの作成時刻。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL ブロック・サイズ（バイト単位）。

OLDEST_OFFLINE_
RANGE

数値 NOT NULL 内部使用のみ。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A （使用可能）、U （使
用不能）または D （削除済み）.

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_CORRUPTIONからのレコード識別子。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_CORRUPTIONから波及したスタンプ。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

BS_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログでこのレコードが属するバックアッ
プ・セットの主キー。この列を使用して RC_BACKUP_
SETとの結合を構成します。

SET_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

SET_COUNT 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETの SET_COUNTの値。SET_STAMPと
SET_COUNTが、ターゲット・データベース制御ファィ
ルでこのレコードが属するバックアップ・セットを識別
する一意の連結キーとなります。

PIECE# 数値 NOT NULL ブロックが属するバックアップ・ピース。

BDF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログにあるデータ・ファイルのバック
アップまたはコピーの主キー。このキーを使用して RC_
BACKUP_DATAFILEと結合します。リカバリ・カタロ
グに接続している間に listコマンドを発行すると、この
値が出力の KEY列に表示されます。

BDF_RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからの RECIDの値。

BDF_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからの STAMPの値。

FILE# 数値 NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL バックアップ作成時の SCN。

BLOCK# 数値 NOT NULL ファイルの最初の破損ブロックのブロック番号。

BLOCKS 数値 NOT NULL このブロック番号以降に発見された破損ブロックの数。

CORRUPTION_CHANGE# 数値 破損が検出されたときの SCN。

MARKED_CORRUPT VARCHAR2(3) この破損をこれまでに検出していなければ YES、すでに
認識済みであれば NO。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_BACKUP_DATAFILE
このビューは、バックアップ・セットのデータ・ファイルについての情報をリストします。
これは、V$BACKUP_DATAFILE動的性能ビューに対応します。バックアップ・データ・
ファイルは BDF_KEYによって一意に識別されます。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

BDF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのデータ・ファイル・バックアップ
の主キー。リカバリ・カタログに接続している間に list
コマンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示
されます。

RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからのバックアップ・データ・
ファイルの RECID。 RECIDと STAMPが、ターゲット・
データベース制御ファイルでこのレコードを識別する一
意の連結主キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからのバックアップ・データ・
ファイルの STAMP。RECIDと STAMPが、ターゲッ
ト・データベース制御ファイルでこのレコードを識別す
る一意の連結主キーとなります。

BS_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログでこのレコードが属するバックアッ
プ・セットの主キー。この列を使用して RC_BACKUP_
SETとの結合を構成します。

SET_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

SET_COUNT 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

BS_RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの RECID。

BS_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの STAMP。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。D（全体またはレベル 0増分）
または I（増分レベル 1以上）.

INCREMENTAL_LEVEL 数値 増分バックアップのレベル。NULLまたは 0から 4。
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COMPLETION_TIME 日付 バックアップの完了時刻。

FILE# 数値 NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL バックアップ作成時の SCN。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル・ヘッダーの最新リセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL データ・ファイル・ヘッダーの最新リセットログ・タイ
ムスタンプ。

INCREMENTAL_
CHANGE#

数値 NOT NULL ブロックを増分バックアップに組み込むかどうかを判断
する SCN。ブロック・ヘッダーにある SCNが
INCREMENTAL_CHANGE#より大きいか、または等し
い場合に限って、ブロックは組み込まれます。 

増分バックアップが適用される REDOの範囲は、
INCREMENTAL_CHANGE#から始まり、
CHECKPOINT_CHANGE#で終わります。

CHECKPOINT_CHANGE# 数値 NOT NULL 最新のデータ・ファイル・チェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME 日付 NOT NULL 最後にデータ・ファイルのチェックポイントを行った時
刻。

ABSOLUTE_FUZZY_
CHANGE#

数値 絶対ファジー SCN。

DATAFILE_BLOCKS 数値 NOT NULL データ・ファイルのブロック数。

BLOCKS 数値 NOT NULL バックアップに書き込まれたデータ・ブロック数。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL データ・ブロック・サイズ（バイト単位）。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（すべてのピースが使
用可能）、D（すべてのピースが削除済み）、O（いくつ
かのピースは使用可能だが、その他は使用不能なので、
バックアップ・セットは使用できない）。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_BACKUP_PIECE
このビューは、バックアップ・ピースについての情報をリストします。これは、
V$BACKUP_PIECE動的性能ビューに対応します。各バックアップには 1つ以上のバック
アップ・ピースが含まれます。

同じバックアップ・ピースのコピーを複数もつことができますが、制御ファイルには各コ
ピーのレコード、ビューには各コピーの行ができます。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DB_ID 数値 NOT NULL データベース識別子。

BP_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのバックアップ・ピースの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_PIECEからのバックアップ・ピースの
RECID。RECIDと STAMPが、ターゲット・データベー
ス制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主
キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_PIECEから波及したバックアップ・ピース
の STAMP。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。

BS_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログでこのレコードが属するバックアッ
プ・セットの主キー。この列を使用して RC_BACKUP_
SETとの結合を構成します。

SET_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

SET_COUNT 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。D（全体またはレベル 0増分）、
I（増分レベル 1以上）、L（アーカイブ REDOログ）。

INCREMENTAL_LEVEL 数値 増分バックアップのレベル。NULLまたは 0から 4。

PIECE# 数値 NOT NULL バックアップ・ピースの番号。最初のピースの値は 1で
す。

COPY# 数値 NOT NULL バックアップ・ピースのコピー番号。
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RC_BACKUP_REDOLOG
このビューは、バックアップ・セットのアーカイブ REDOログについての情報をリストし
ます。これは、制御ファイルの V$BACKUP_REDOLOG動的性能ビューに対応します。

オンライン・ログを直接にバックアップすることはできません。まずオンライン・ログを
ディスクにアーカイブし、次にバックアップを作成します。アーカイブ・ログのバックアッ
プ・セットには、1つ以上のアーカイブ・ログが含まれます。 

DEVICE_TYPE VARCHAR2(255) NOT NULL バックアップ・デバイスのタイプ。ディスクまたは SBT_
TAPE（順次メディア）。

HANDLE VARCHAR2(1024) NOT NULL バックアップ・ピースのファイル名。これは RMANが
OSDレイヤーに渡す値で、ファイルを識別します。

COMMENTS VARCHAR2(255) バックアップ・ピースについてのコメント。

MEDIA VARCHAR2(80) このバックアップのメディア・マネージャについての詳
細コメント。

MEDIA_POOL 数値 バックアップを格納するメディア・プールの数。

CONCUR VARCHAR2(3) バックアップ・メディアが同時アクセスをサポートする
かどうかを指定する。YESまたはNO。

TAG VARCHAR2(32) バックアップ・ピースのユーザー指定タグ。

START_TIME 日付 NOT NULL RMANがバックアップ・ピースの書込みを開始した時
刻。

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL バックアップ・ピースの書込みが完了した時刻。

ELAPSED_SECONDS 数値 バックアップ・ピース作成の実行時間。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・ピースの状態。A（使用可能）、U（使用
不能）、D（削除済み）または X（期限切れ）。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

BRL_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのアーカイブ REDOログの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_REDOLOGから波及したレコード識別子。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_REDOLOGからの STAMP。RECIDと
STAMPが、ターゲット・データベース制御ファイルで
このレコードを識別する一意の連結主キーとなります。

BS_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログでこのレコードが属するバックアッ
プ・セットの主キー。この列を使用して、RC_
BACKUP_SETとの結合を構成します。

SET_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

SET_COUNT 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
制御ファィルでこのレコードが属するバックアップ・
セットを識別する一意の連結キーとなります。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。L（アーカイブ REDOログ）

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL バックアップが完了した時刻。

THREAD# 数値 NOT NULL REDOログのスレッド番号。

SEQUENCE# 数値 NOT NULL ログ順序番号。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ・タイム
スタンプ。

FIRST_CHANGE# 数値 NOT NULL REDOログにスイッチした SCN。

FIRST_TIME 日付 NOT NULL REDOログにスイッチしたときの時刻。

NEXT_CHANGE# 数値 NOT NULL スレッドの次の REDOログの最初の SCN。

NEXT_TIME 日付 NOT NULL スレッドの次の REDOログの最初のタイムスタンプ。

BLOCKS 数値 NOT NULL バックアップに書き込まれたデータ・ブロック数。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（すべてのピースが使
用可能）、D（すべてのピースが削除済み）、O（いくつ
かのピースは使用可能だが、使用不能なので、バック
アップ・セットは使用できない）。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
12-10 Oracle8i リファレンス・マニュアル



RC_BACKUP_SET
RC_BACKUP_SET
このビューは、データベースのすべてのインカーネーションのバックアップ・セットについ
ての情報をリストします。これは、V$BACKUP_SET動的性能ビューに対応します。バック
アップ・セット・レコードは、バックアップが正常に完了した後に挿入されます。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DB_ID 数値 NOT NULL 一意のデータベース識別子。

BS_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのバックアップ・セットの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからのバックアップ・セットの
RECID。RECIDと STAMPが、ターゲット・データベー
ス制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主
キーとなります。V$BACKUP_SETにアクセスするには、
RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_COUNT
の組み合わせのどちらかを使用します。

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからのバックアップ・セットの
STAMP。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。V$BACKUP_SETにアクセスする
には、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_
COUNTの組み合わせのどちらかを使用します。

SET_STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
の制御ファイルにあるこのレコードを識別する一意の連
結キーを構成します。V$BACKUP_SETにアクセスする
には、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_
COUNTの組み合わせのどちらかを使用します。

SET_COUNT 数値 NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTが、ターゲット・データベース
の制御ファイルにあるこのレコードを識別する一意の連
結キーを構成します。V$BACKUP_SETにアクセスする
には、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_
COUNTの組み合わせのどちらかを使用します。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。D（全体またはレベル 0増分）、
I（増分レベル 1以上）、L（アーカイブ REDOログ）。

INCREMENTAL_LEVEL 数値 NOT NULL 増分バックアップのレベル。NULLまたは 0から 4。

PIECES 数値 NOT NULL バックアップ・セットのバックアップ・ピースの数。

START_TIME 日付 NOT NULL バックアップを開始した時刻。
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RC_CHECKPOINT
このビューは、リカバリ・カタログの再同期化情報をリストします。データベースのチェッ
クポイントについての情報はリストしません。チェックポイントの情報には、ほとんどの場
合、RC_RESYNCを使用します。

RC_CONTROLFILE_COPY
このビューは、ディスク上の制御ファイル・コピーについての情報をリストします。
V$DATAFILE_COPY動的性能ビューで制御ファイルのコピーを表示するには、ファイル番
号 0のデータ・ファイル・コピー・レコードを使用する必要がありますので注意してくださ
い。

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL バックアップが完了した時刻。

ELAPSED_SECONDS 数値 バックアップ実行時間（秒単位）。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（すべてのピースが使
用可能）、D（すべてのピースが削除済み）、O（いくつ
かのピースは使用可能だが、使用不能なので、バック
アップ・セットは使用できない）。

列列列列 データデータデータデータ型型型型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用し
て、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成しま
す。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネー
ションの DB_NAME。

CKP_KEY 数値 NOT NULL チェックポイントの主キー。

CKP_SCN 数値 NOT NULL 制御ファイルのチェックポイントの SCN。

CKP_CF_SEQ 数値 NOT NULL 制御ファイルの順序番号。

CKP_TIME 日付 カタログのチェックポイントを行ったときの時刻。

CKP_TYPE VARCHAR2(7) NOT NULL 再同期化のタイプ。全体または部分。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

CCF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログの制御ファイル・コピーの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID 数値 NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのレコード識別子。RECIDと
STAMPが、ターゲット・データベース制御ファイルで
このレコードを識別する一意の連結主キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$BACKUP_COPYからの STAMP。RECIDと STAMP
が、ターゲット・データベース制御ファイルでこのレ
コードを識別する一意の連結主キーとなります。

NAME VARCHAR2(1024) NOT NULL 制御ファイル・コピーのファイル名。

TAG VARCHAR2(32) 制御ファイル・コピーのタグ。タグを使用しない場合は、
NULL。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ・タイム
スタンプ。

CHECKPOINT_CHANGE# 数値 NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME 日付 NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント時刻。

CREATION_TIME 日付 NOT NULL 制御ファイルの作成時刻。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL ブロック・サイズ（バイト単位）。

MIN_OFFR_RECID 数値 NOT NULL 内部使用のみ。

OLDEST_OFFLINE_
RANGE

数値 NOT NULL 内部使用のみ。

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL コピーを生成したときの時刻。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL コピーの状態。A （使用可能）、U （使用不能）または
D （削除済み）

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_COPY_CORRUPTION
このビューは、データ・ファイル・コピーの破損ブロック範囲をリストします。これは、
V$COPY_CORRUPTION動的性能ビューに対応します。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

RECID 数値 NOT NULL V$COPY_CORRUPTIONからのレコード識別子。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

STAMP 数値 NOT NULL V$COPY_CORRUPTIONから波及したスタンプ。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

CDF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのデータ・ファイル・コピーの主
キー。リカバリ・カタログに接続している間に listコマ
ンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示され
ます。この列を使用して、RC_DATAFILE_COPYと結合
を構成します。

COPY_RECID 数値 NOT NULL RC_DATAFILE_COPYからの RECID。この値は、制御
ファイルから波及します。

COPY_STAMP 数値 NOT NULL RC_DATAFILE_COPYからの STAMP。この値は、制御
ファイルから波及します。

FILE# 数値 NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL コピー作成時に記録された SCN。

BLOCK# 数値 NOT NULL ファイルの最初の破損ブロックのブロック番号。

BLOCKS 数値 NOT NULL このブロック番号以降に発見された破損ブロックの数。

CORRUPTION_CHANGE# 数値 破損が検出されたときの SCN。

MARKED_CORRUPT VARCHAR2(3) この破損をこれまでに検出していなければ YES、すでに
認識済みであれば NO。
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RC_DATABASE
このビューは、リカバリ・カタログに登録されたデータベースについての情報を表示しま
す。

RC_DATABASE_INCARNATION
このビューは、リカバリ・カタログに登録されたすべてのデータベースのインカーネーショ
ンについての情報をリストします。Oracleでは、ユーザーがデータベースを RESETLOGS
オプションでオープンすると、常に新しいインカーネーションが作成されます。

C

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説説説説明明明明

DB_KEY 数値 NOT NULL データベースの主キー。この列を使用して、ほとんどのカ
タログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 現行のインカーネーションの主キー。この列を使用して、
RC_DATABASE_INCARNATIONとの結合を構成します。

DBID 数値 NOT NULL V$DATABASEからのデータベースの一意の識別子。

NAME VARCHAR2(8) NOT NULL 現行のインカーネーションに対応するデータベースの DB_
NAME。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ・タイムス
タンプ。

列列列列 デーデーデーデータタタタ型型型型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL データベースの主キー。この列を使用して、ほとん
どのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBID 数値 NOT NULL データベースの一意の識別子。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL インカーネーションの主キー。

NAME VARCHAR2(8) NOT NULL RESETLOGS操作の時点のデータベースの DB_
NAME。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL このインカーネーションを作成したリセットログ
SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL このインカーネーションを作成したリセットログ・
タイムスタンプ。

CURRENT_INCARNATION VARCHAR2(3)  現行のインカーネーションの場合は YES、違う場合
は NO。

PARENT_DBINC_KEY 数値 このデータベースの前のインカーネーションの
DBINC_KEY。データベースの最初に記録されたイ
ンカーネーションの場合、値は NULLになります。
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RC_DATAFILE
このビューは、リカバリ・カタログに登録されたすべてのデータ・ファイルについての情報
をリストします。これは、V$DATAFILE動的性能ビューに対応します。データ・ファイル
は、その表領域が削除された場合には、削除されたものとして表示されます。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

TS# 数値 NOT NULL ターゲット・データベースでの表領域識別子。表領域を
削除し、再作成した場合、同じインカーネーションに複
数の TS#が存在します。

TABLESPACE_NAME VARCHAR2(30) NOT NULL 表領域名。表領域を削除し、再作成した場合、同じイン
カーネーションに複数の名前が存在します。

FILE# 数値 NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。表領域を削除し、
再作成した場合、同じインカーネーションに複数の同一
データ・ファイル番号が存在します。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル作成時の SCN。 

CREATION_TIME 日付 データ・ファイル作成の時刻。

DROP_CHANGE# 数値 データ・ファイルを削除したときに記録された SCN。同
じファイル番号を持つ新規のデータ・ファイルが発見さ
れた場合、DROP_CHANGE#はそのデータ・ファイル
の CREATION_CHANGE#に設定されます。その他の場
合は、値は RC_CHECKPOINT.CKP_SCNに設定されま
す。

DROP_TIME 日付 データファィルを削除したときの時刻。同じファイル番
号を持つ新規のデータ・ファイルが発見された場合、
DROP_TIMEはそのデータ・ファイルの CREATION_
TIMEに設定されます。その他の場合は、値は RC_
CHECKPOINT.CKP_TIMEに設定されます。

BYTES 数値 データ・ファイルのサイズ（バイト単位）。

BLOCKS 数値 データ・ファイルのブロック数。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL データ・ブロックのサイズ。

NAME VARCHAR2(1024) データ・ファイルのファイル名。

STOP_CHANGE# 数値 データ・ファイルが通常オフラインまたは読取り専用の
場合、データ・ファイルの SCN。
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RC_DATAFILE_COPY
このビューは、ディスク上のデータ・ファイル・コピーについての情報をリストします。こ
れは、V$DATAFILE_COPY動的性能ビューに対応します。

READ_ONLY 数値 NOT NULL STOP_CHANGE#が読取り専用の場合は 1、その他の場
合は 0。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

CDF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのデータ・ファイル・コピーの主
キー。リカバリ・カタログに接続している間に listコマ
ンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示され
ます。

RECID 数値 NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのデータ・ファイル・コピー・
レコード。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのデータ・ファイル・コピー
のスタンプ。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。

NAME VARCHAR2(1024) NOT NULL データ・ファイル・コピーのファイル名。

TAG VARCHAR2(32) データ・ファイル・コピーのタグ。

FILE# 数値 NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル・コピー作成時の SCN。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル・ヘッダーの最新リセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL データ・ファイル・ヘッダーの最新リセットログ・タイ
ムスタンプ。

INCREMENTAL_LEVEL 数値 コピーの増分レベル。0または NULL。

CHECKPOINT_CHANGE# 数値 NOT NULL 最新のデータ・ファイル・チェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME 日付 NOT NULL 最新のデータ・ファイル・チェックポイント時刻。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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ABSOLUTE_FUZZY_
CHANGE#

数値 認識されている場合、ファイルのいずれかのブロックに
ついている一番大きい値の SCN。

RECOVERY_FUZZY_
CHANGE#

数値 ファイルをファジーにしないために、回復操作の到達点
とするべき SCN。NULLでない場合、このファイルで
データベースをオープンする前に、少なくとも指定され
た SCNまでの回復が必要です。

RECOVERY_FUZZY_TIME 日付 ファイルをファジーにしないために、回復操作を続けて
行うべき時刻。NULLでない場合、このファイルでデー
タベースをオープンする前に、少なくとも指定された時
刻までの回復が必要です。

ONLINE_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーはクラッシュまたは immediateを指定したオフライ
ンの後に作成されたものです（あるいはデータベースが
オープンされている間に不適切に作成されたコピーのコ
ピーです）。ファイルに一貫性を持たせるには、次のク
ラッシュ回復マーカーまでのすべての REDOを適用する
回復が必要です。 

BACKUP_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーは BEGIN BACKUP/END BACKUPテクニックを使
用して作成されています。このコピーに一貫性を持たせ
るには、ALTER TABLESPACE END BACKUPコマンド
を使用するときに REDOストリームに置かれたマーカー
まで、すべての REDOを適用する回復が必要です。

BLOCKS 数値 NOT NULL データ・ファイル・コピーにあるブロックの数（および
コピーを作成したときのデータ・ファイルのサイズ）。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL ブロック・サイズ（バイト単位）。

COMPLETION_TIME コピーが完了した時刻。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL コピーの状態。A （使用可能）、U （使用不能）または
D （削除済み）

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_LOG_HISTORY
このビューは、オンライン REDOログについての履歴情報をリストします。これは、
V$LOG_HISTORY動的性能ビューに対応します。

RC_OFFLINE_RANGE
このビューはデータ・ファイルのオフライン範囲をリストします。これは、V$OFFLINE_
RANGE動的性能ビューに対応します。  

データ・ファイルにオフライン範囲が作成されるのは、まずその表領域が NORMALモード
によるオフラインまたは読取り専用に変更され、そしてその後にオンラインまたは読み書き
可能に変更されたときです。データ・ファイル自体がオフラインに変更された場合、あるい
は表領域が IMMEDIATEモードでオフラインに変更される場合には、オフライン範囲は作
成されません。 

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

RECID 数値 NOT NULL V$LOG_HISTORYからの REDOログ履歴の RECID。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

STAMP 数値 NOT NULL V$LOG_HISTORYからの REDOログ履歴のスタンプ。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

THREAD# 数値 NOT NULL オンライン REDOログのスレッド番号。

SEQUENCE# 数値 NOT NULL REDOログのログ順序番号。

FIRST_CHANGE# 数値 NOT NULL REDOログにスイッチしたときに生成した SCN。

FIRST_TIME 日付 NOT NULL REDOログにスイッチしたときのタイムスタンプ。

NEXT_CHANGE# 数値 NOT NULL スレッドの次の REDOログの最初の SCN。

CLEARED VARCHAR2(3) REDOログが ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE文で
消去された場合は '?'、その他の場合は NULL。この文を
使用すると、ログを最初にアーカイブしなくても初期化
できます。
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RC_PROXY_CONTROLFILE
このビューでは、プロキシ・コピーで作成した制御ファイルのバックアップについて説明し
ます。プロキシ・コピーでは、メディア・マネージャがデータのバックアップと復元の操作
を行います。各行で、1つの制御ファイルの 1つのバックアップを説明します。このビュー
は、V$PROXY_DATAFILEに対応します。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

RECID 数値 NOT NULL V$OFFLINE_RANGEからのオフライン範囲のレコード
識別子。RECIDと STAMPが、ターゲット・データベー
ス制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主
キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$OFFLINE_RANGEからのオフライン範囲のスタンプ。
RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制御
ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キーと
なります。

FILE# 数値 NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル作成時の SCN。

OFFLINE_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイルをオフラインにしたときに記録された
SCN。

ONLINE_CHANGE# 数値 NOT NULL オンライン・チェックポイント SCN。

ONLINE_TIME 日付 NOT NULL オンライン・チェックポイント時刻。

CF_CREATE_TIME 日付 制御ファイル作成の時刻。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。
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XDF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのプロキシ・コピーの主キー。リカ
バリ・カタログに接続している間に listコマンドを発行
すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID 数値 NOT NULL V$PROXY_DATAFILEからのプロキシ・コピー・レコー
ドの識別子。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのプロキシ・コピーのスタン
プ。RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制
御ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キー
となります。

TAG VARCHAR2(32) プロキシ・コピーのタグ。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL レコードを作成したときの最新のリセットログ・タイム
スタンプ。

CHECKPOINT_CHANGE# 数値 NOT NULL コピーを作成したときのチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME 日付 NOT NULL コピーを作成したときのチェックポイント時刻。

CREATION_TIME 日付 NOT NULL 制御ファイルの作成時刻。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL コピーのブロック・サイズ（バイト単位）。

MIN_OFFR_RECID 数値 NOT NULL 内部使用のみ。

OLDEST_OFFLINE_
RANGE

数値 NOT NULL 内部使用のみ。

DEVICE_TYPE VARCHAR2(255) NOT NULL 順次メディア・デバイスのタイプ。

HANDLE VARCHAR2(1024) NOT NULL プロキシ・コピーのファイル名。これは RMANが OSD
レイヤーに渡す値で、ファイルを識別します。

COMMENTS VARCHAR2(255) プロキシ・コピーについてのコメント。

MEDIA VARCHAR2(80) このバックアップを作成したメディア・マネージャにつ
いての詳細コメント。

MEDIA_POOL 数値 プロキシ・コピーを格納するメディア・プールの数。

START_TIME 日付 NOT NULL コピーを開始したときの時刻。

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL プロキシ・コピーが完了した時刻。

ELAPSED_SECONDS 数値 プロキシ・コピーの実行時間。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（使用可能）、U（使用
不能）、X（期限切れ）または D（削除済み）。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_PROXY_DATAFILE
このビューでは、プロキシ・コピーで作成したデータ・ファイルのバックアップについて説
明します。これは、V$PROXY_DATAFILE動的性能ビューに対応します。プロキシ・コピー
では、メディア・マネージャがデータのバックアップと復元の操作を行います。各行で、1
データベース・ファイルの 1バックアップを説明します。 

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

XDF_KEY 数値 NOT NULL リカバリ・カタログのプロキシ・コピーの主キー。リカ
バリ・カタログに接続している間に listコマンドを発行
すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID 数値 NOT NULL V$PROXY_DATAFILEからのプロキシ・コピー・レコー
ドの識別子。RECIDと STAMPが、ターゲット・データ
ベース制御ファイルでこのレコードを識別する一意の連
結主キーとなります。

STAMP 数値 NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのプロキシ・コピーのスタン
プ。RECIDと STAMPが、ターゲット・データベース制
御ファイルでこのレコードを識別する一意の連結主キー
となります。

TAG VARCHAR2(32) プロキシ・コピーのタグ。

FILE# 数値 NOT NULL プロキシ・コピーを作成したデータ・ファイルの絶対
ファイル番号。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル作成時の SCN。

RESETLOGS_CHANGE# 数値 NOT NULL データ・ファイル・ヘッダーの最新リセットログ SCN。

RESETLOGS_TIME 日付 NOT NULL データ・ファイル・ヘッダーの最新リセットログ・タイ
ムスタンプ。

INCREMENTAL_LEVEL 数値 このコピーが増分バックアップ計画の一部の場合は 0、
その他の場合は NULL。

CHECKPOINT_CHANGE# 数値 NOT NULL コピーを作成したときのチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME 日付 NOT NULL コピーを作成したときのチェックポイント時刻。

ABSOLUTE_FUZZY_
CHANGE#

数値 認識されている場合、ファイルのいずれかのブロックに
ついている一番大きい値の SCN。
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RECOVERY_FUZZY_
CHANGE#

数値 ファイルをファジーにしないために、回復操作の到達点
とするべき SCN。NULLでない場合、このファイルで
データベースをオープンする前に、少なくとも指定され
た SCNまでの回復が必要です。

RECOVERY_FUZZY_TIME 日付 ファイルをファジーにしないために、回復操作の到達点
とするべきタイムスタンプ。NULLでない場合、この
ファイルでデータベースをオープンする前に、少なくと
も指定された時刻までの回復が必要です。

ONLINE_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーはクラッシュまたは IMMEDIATEモードによるオフ
ラインの後に作成されたものです（あるいはデータベー
スがオープンされている間に不適切に作成されたコピー
のコピーです）。ファイルに一貫性をもたせるには、次の
クラッシュ回復マーカーまでのすべての REDOを適用す
る回復が必要です。 

BACKUP_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーは BEGIN BACKUP/END BACKUPにより作成され
ています。このコピーに一貫性をもたせるには、ALTER 
TABLESPACE END BACKUPコマンドを使用するときに
REDOストリームに置かれたマーカーまで、すべての
REDOを適用する回復が必要です。

BLOCKS 数値 NOT NULL ブロック単位のデータ・ファイル・コピーのサイズ（お
よびコピーを作成したときのデータ・ファイルのサイ
ズ）。

BLOCK_SIZE 数値 NOT NULL コピーのブロック・サイズ（バイト単位）。

DEVICE_TYPE VARCHAR2(255) NOT NULL 順次メディア・デバイスのタイプ。

HANDLE VARCHAR2(1024) NOT NULL プロキシ・コピーのファイル名。これは RMANが OSD
レイヤーに渡す値で、ファイルを識別します。

COMMENTS VARCHAR2(255) プロキシ・コピーについてのコメント。

MEDIA VARCHAR2(80) このバックアップを作成したメディア・マネージャにつ
いての詳細コメント。

MEDIA_POOL 数値 プロキシ・コピーを格納するメディア・プールの数。

START_TIME 日付 NOT NULL コピーを開始したときの時刻。

COMPLETION_TIME 日付 NOT NULL プロキシ・コピーが完了した時刻。

ELAPSED_SECONDS 数値 プロキシ・コピーの実行時間。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（使用可能）、U（使用
不能）、X（期限切れ）または D（削除済み）。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_REDO_LOG
このビューは、データベースのすべてのインカーネーションのオンライン REDOログにつ
いての情報をリストします。

RC_REDO_THREAD
このビューは、データベースのすべてのインカーネーションの REDOスレッドについての
情報をリストします。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

THREAD# 数値 NOT NULL REDOスレッドの番号。

GROUP# 数値 NOT NULL オンライン REDOログ・グループの番号。

NAME VARCHAR2(1024) NOT NULL オンライン REDOログ・ファイルの番号。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

THREAD# 数値 NOT NULL データベースのインカーネーションの REDOスレッド番
号。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL REDOスレッドの状態。D（使用禁止）、E（使用可能）
または O（オープン）。

SEQUENCE# 数値 NOT NULL 最後に割り当てられたログ順序番号。

ENABLE_CHANGE# 数値 このスレッドが使用可能になったときの SCN。

ENABLE_TIME 日付 このスレッドが使用可能になったときの時刻。

DISABLE_CHANGE# 数値 スレッドが最後に使用禁止になった SCN。
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RC_RESYNC
このビューは、リカバリ・カタログの再同期化についての情報をリストします。完全再同期
化ではいつもターゲット・データベースの制御ファイルのスナップショットを作成し、この
スナップショットからリカバリ・カタログを再同期化します。

DISABLE_TIME 日付 スレッドが最後に使用禁止になった時刻。

列列列列 データデータデータデータ型型型型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用し
て、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成しま
す。

DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

RESYNC_KEY 数値 NOT NULL 再同期化の主キー。

CONTROLFILE_
CHANGE#

数値 NOT NULL カタログの再同期化における制御ファイル・チェックポ
イントの SCN。

CONTROLFILE_TIME 日付 カタログの再同期化における制御ファイル・チェックポ
イントのタイムスタンプ。

CONTROLFILE_
SEQUENCE#

数値 NOT NULL 制御ファイルの順序番号。

CONTROLFILE_
VERSION

日付 NOT NULL カタログの再同期化の開始時点としての制御ファイルの
バージョンの作成時刻。

RESYNC_TYPE VARCHAR2(7) NOT NULL 再同期化のタイプ。全体または部分。

DB_STATUS VARCHAR2(7) ターゲット・データベースの状態。オープンまたはマウ
ント済み。

RESYNC_TIME 日付 NOT NULL 再同期化の時刻。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_STORED_SCRIPT
このビューは、リカバリ・カタログに格納されたスクリプトについての情報をリストしま
す。このビューでは、1ストアド・スクリプトの各行に 1行の説明があります。

RC_STORED_SCRIPT_LINE
このビューは、リカバリ・カタログに格納されたスクリプトの行についての情報をリストし
ます。このビューでは、1ストアド・スクリプトの各行に 1行の説明があります。

RC_TABLESPACE
このビューは、リカバリ・カタログに登録されたすべての表領域、すべての削除済み表領
域、およびすべての旧データベースのインカーネーションに属する表領域についての情報を
リストします。これは、V$TABLESPACE動的性能ビューに対応します。表領域属性の現行
の値を表示します。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL このスクリプトを使用するデータベースの主キー。この
列を使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を
構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

SCRIPT_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL スクリプトの名前。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL このスクリプトを使用するデータベースの主キー。この
列を使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を
構成します。

SCRIPT_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL ストアド・スクリプトの名前。

LINE 数値 NOT NULL スクリプトの行番号。スクリプトの行は、SCRIPT_
NAMEおよび LINEで一意に識別します。

TEXT VARCHAR2(1024) NOT NULL スクリプトの行のテキスト。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースの主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成します。
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DBINC_KEY 数値 NOT NULL ターゲット・データベースのインカーネーションの主
キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属するデータベースのインカーネーショ
ンの DB_NAME。

TS# 数値 NOT NULL ターゲット・データベースでの表領域識別子。表領域を
削除し、再作成した場合、同じインカーネーションに複
数の TS#が存在します。

NAME VARCHAR2(30) NOT NULL 表領域名。表領域を削除し、再作成した場合、同じイン
カーネーションにその名前が複数存在する可能性があり
ます。

CREATION_CHANGE# 数値 NOT NULL 作成時の SCN（最初のデータ・ファイルからの）。

CREATION_TIME 日付 表領域の作成時刻。制御ファイルを作成後にオフライン
の表領域は NULL。

DROP_CHANGE# 数値 表領域を削除したときに記録された SCN。同じ TS#を持
つ新規の表領域が発見された場合、DROP_CHANGE#
はその表領域の CREATION_CHANGE#に設定されま
す。その他の場合は、値は RC_CHECKPOINT.CKP_
SCNに設定されます。 

DROP_TIME 日付 表領域を削除したときの時刻。

列列列列 デデデデーーーータ型タ型タ型タ型 NULL 説明説明説明説明
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オペレーティング・システム環境で
13

オオオオペペペペレレレレーーーーテテテティィィィンンンンググググ・・・・シシシシスススステテテテムムムム環環環環境境境境ででででのののの

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行

Recovery Managerを使用しない場合には、オペレーティング・システムのユーティリティ
を使用してデータベースのバックアップを作成し、SQL*Plusを使用してデータ・ファイル
を回復することができます。この章では、Oracleデータベースをバックアップするための
O/Sコマンドの使用方法について説明します。ここでは次の項目を取り上げます。

■ バックアップ実行前のデータベース・ファイルのリスト表示

■ O/Sのバックアップの実行

■ オンライン表領域のバックアップ失敗からの回復

■ 保護強化のための Exportと Importの使用方法
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バックアップ実行前のデータベース・ファイルのリスト表示
バッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ実行実行実行実行前前前前のデのデのデのデーーーータタタタベベベベースースースース・・・・ファファファファイイイイルのルのルのルのリリリリストストストスト表表表表示示示示
バックアップをとる前に、データベース内のすべてのファイルを確認します。次に、バック
アップをとる必要があるファイルを確認します。

データ・ファイル、オンライデータ・ファイル、オンライデータ・ファイル、オンライデータ・ファイル、オンラインンンン REDOログおよび制御ファイルをリスト表示する方法ログおよび制御ファイルをリスト表示する方法ログおよび制御ファイルをリスト表示する方法ログおよび制御ファイルをリスト表示する方法  

1. SQL*Plusを起動し、V$DATAFILEに対して SELECT文を発行し、データ・ファイルの
リストを取得します。

SQL> SELECT name FROM v$datafile;
NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_03.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_22.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_23.f
/vobs/oracle/dbs/tbs_24.f
9 rows selected.

また、V$TABLESPACEビューと V$DATAFILEビューを結合すれば、データ・ファイル
のリストに加えて関連する表領域も取得できます。

SQL> SELECT t.name "Tablespace", f.name "Datafile"
2> FROM v$tablespace t, v$datafile f
3> WHERE t.ts# = f.ts#
4> ORDER BY t.name;
    
Tablespace                     Datafile 
---------------------------    --------------------------
SYSTEM                         /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
SYSTEM                         /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f 
SYSTEM                         /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f
TBS_1                          /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
TBS_1                          /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f 
TBS_2                          /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f 
TBS_2                          /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f 
TBS_2                          /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f 
TBS_2                          /vobs/oracle/dbs/tbs_24.f 

2. V$LOGFILEビューを使用し、オンライン REDOログ・ファイルのリストを取得しま
す。たとえば、次の問合せを発行します。
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SELECT member FROM v$logfile;
MEMBER 
--------------------------------------------------------------------------------
/vobs/oracle/dbs/t1_log1.f 
/vobs/oracle/dbs/t1_log2.f
2 rows selected.

3. CONTROL_FILESパラメータを使用して、現行の制御ファイルの名前を取得します。
たとえば、次の問合せを発行します。

SHOW PARAMETERS control_files;
NAME                                TYPE    VALUE
----------------------------------- ------- ------------------------------
control_files                       string  /vobs/oracle/dbs/cf1.f

4. BACKUP CONTROLFILE TO 'filename'オプションを指定し、ALTER DATABASEコマ
ンドを実行して制御ファイルのバックアップをとるときは、必ず、すべてのデータ・
ファイルおよびオンライン REDOログ・ファイルのリストを制御ファイルのバック
アップとともに保存してください。

O/Sののののバッバッバッバッククククアッアッアッアッププププの実の実の実の実行行行行
Oracleデータベースのバックアップ作成のツールとしては Recovery Managerをお薦めしま
すが、また O/Sユーティリティを使用してバックアップをとることもできます。使用中の
オペレーティング・システムによって、選択できるユーティリティは異なります。

ここでは、O/Sのバックアップを作成する場合のさまざまな局面について説明します。項目
は次のとおりです。

■ 全体データベース・バックアップの実行

■ 表領域およびデータ・ファイルのバックアップの実行

■ 制御ファイルのバックアップの実行

全全全全体体体体デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・ババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
データベースを NORMALモードで停止してシステム全体で使用できないようにしてから、
データベースを構成するすべてのファイルの全体データベース・バックアップをとります。
データベースのオープン中、あるいはインスタンス・クラッシュまたは SHUTDOWN 
ABORTの後に作成した全体データベース・バックアップは一貫性がありません。このよう
な場合、ファイルはチェックポイント SCNと比較して一貫性のないものになります。 

データベースが ARCHIVELOGモードまたは NOARCHIVELOGモードのどちらで運用され
ていても、全体データベース・バックアップをとることができます。しかし、データベース
を NOARCHIVELOGモードで実行する場合には、バックアップに一貫性が必要です。つま
り、データベースはバックアップ前に正しく停止しておく必要があります。
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O/Sのバックアップの実行
一貫性のある全体データベース・バックアップの結果として作成されたバックアップ・ファ
イル・セットは、すべてのファイルが同一の SCNに対応しているため、一貫性があります。
このため回復の実行なしに、データベースを復元できます。データベースを ARCHIVELOG
モードで運用している場合は、バックアップ・ファイルを復元した後で、データベースをよ
り最近の状態に回復するための追加の回復手順を実行できます。また、データベースが
ARCHIVELOGモードであれば、 一貫性のない全体データベース・バックアップをとること
もできます。

データベース全体のバックアップによって作成されたバックアップ制御ファイルは、その
バックアップ中にとられたその他のファイルの復元にのみ使用してください。完全あるいは
不完全なデータベース回復には使用しないでください。これは、Oracleが、ALTER 
DATABASE BACKUP CONTROLFILE文を使用して作成されたバックアップ制御ファイル
をバックアップ制御ファイルとして認識するためです。制御ファイルの O/Sコピーは、
Oracleからは現行の制御ファイルに見えます。全体データベース・バックアップを作成する
場合以外は、制御ファイルのバックアップに必ず SQL文を使用してください。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 制御ファイルのバックアップの詳細は、13-11ページの「制御ファイルのバック
アップの実行」を参照してください。

一一一一貫貫貫貫性のある性のある性のある性のある全全全全体データ体データ体データ体データベベベベース・バース・バース・バース・バッッッックアックアックアックアッププププの作の作の作の作成成成成
データベースのデータ・ファイルの一貫性を確保するために、全体データベース・バック
アップを作成する前に、NORMAL、IMMEDIATEまたは TRANSACTIONALオプションを
指定して、データベースを停止してください。データベースが ARCHIVELOGモードでない
限り、インスタンスの障害後または SHUTDOWN ABORT文を使用してデータベースを停止
した後には、全体データベース・バックアップは決して実行しないでください。

一貫性のある全体データベース・バックアップを作成する方法一貫性のある全体データベース・バックアップを作成する方法一貫性のある全体データベース・バックアップを作成する方法一貫性のある全体データベース・バックアップを作成する方法  

1. データベースがオープン状態の場合は、SQL*Plusを使用し、NORMAL、IMMEDIATE
または TRANSACTIONALオプションを指定してデータベースを停止します。

SHUTDOWN NORMAL;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
SHUTDOWN TRANSACTIONAL;

インスタンスが異常終了した場合または障害のために停止した場合は、全体データベー
ス・バックアップを実行しないでください。この場合は、データベースを再度オープン
して正常に停止してから、バックアップをとってください。

2. O/Sのコマンドまたはバックアップ・ユーティリティを使用して、そのデータベースの
すべてのデータ・ファイルおよび 1つの制御ファイルのバックアップをとります。デー
タベースに関連するパラメータ・ファイルのバックアップもとってください。 

たとえば、UNIX上で /disk1/oracle/dbs の中にすべてのデータ・ファイル、制御
ファイルおよびパラメータ・ファイルが含まれているときには、次のように、
/disk2/backup にディレクトリをバックアップできます。

% cp -r /disk1/oracle/dbs /disk2/backup
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O/Sのバックアップの実行
 

3. データベースを再起動します。

STARTUP;

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの起動および停止の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

ババババッッッックアップクアップクアップクアップのののの検検検検証証証証
DBVERIFYは、オフライン・データベースについてデータの物理構造の整合性チェックを実
行する外部コマンド行ユーティリティです。DBVERIFYは主に、バックアップ・データベー
スまたはデータ・ファイルを復元する前にそれが有効かどうかを確認する場合や、データ破
損の問題が発生したときの診断基準の 1つとして使用してください。 

DBVERIFYの名前と格納場所は、使用しているオペレーティング・システムによって異なり
ます。たとえば、UNIX上でデータ・ファイル tbs_52.f の整合性チェックを行うには、次
のように、dbvコマンドを実行します。

% dbv file=tbs_52.f

DBVERIFY: Release 8.1.5.0.0

(c) Copyright 1998 Oracle Corporation.  All rights reserved.

DBVERIFY - Verification starting : FILE = tbs_52.f

DBVERIFY - Verification complete

Total Pages Examined         : 250
Total Pages Processed (Data) : 4
Total Pages Failing   (Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 15
Total Pages Failing   (Index): 0
Total Pages Processed (Other): 29
Total Pages Empty            : 202
Total Pages Marked Corrupt   : 0
Total Pages Influx           : 0

関連項関連項関連項関連項目目目目 : DBVERIFYの使用方法の詳細は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイド』を参照し
てください。
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表表表表領領領領域域域域おおおおよよよよびびびびデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
表領域およびデータ・ファイルのバックアップは、ARCHIVELOGモードで運用している場
合にのみ作成してください。NOARCHIVELOGモードで運用している場合には、データ・
ファイルを同一の時点にまで回復するためのアーカイブ REDOログがないため、個々の
データ・ファイルのバックアップを使用してデータベースを復元することはできません。

この項では次の項目を取り上げます。

■ オンライン表領域およびデータ・ファイルのバックアップの作成

■ オフライン表領域およびデータ・ファイルのバックアップ

オオオオンンンンライン表ライン表ライン表ライン表領領領領域および域および域および域およびデデデデータ・フータ・フータ・フータ・ファァァァイルのイルのイルのイルのババババックアッックアッックアッックアッププププの作の作の作の作成成成成
データベースをオープンしているときには、オンライン表領域のすべてのデータ・ファイル
または指定のデータ・ファイルのバックアップをとることができます。個々のデータ・ファ
イルまたはオンライン表領域のバックアップを開始すると、Oracleは、バックアップ中のオ
ンライン・データ・ファイルのヘッダー内にあるチェックポイントを更新しなくなります。 

Oracleは、ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文を発行した直接の結果としてチェック
ポイントの記録を停止します。これにより、データベースはホット・バックアップ・モード
（hot backup mode）に入ります。データベースのオープン中に O/Sバックアップを作成す
るためには、データベースをホット・バックアップ・モードにする必要があります。バック
アップが完了すると、Oracleはファイル・ヘッダーを現行のデータベース・チェックポイン
トまで進めますが、これは、ユーザーが表領域のホット・バックアップ・モードを終了する
ために ALTER TABLESPACE END BACKUP文を実行した後に行われます。

データ・ファイルを復元すると、ヘッダーの中には、オンライン表領域のバックアップ前に
発生した、データ・ファイルの最新のチェックポイントの記録が含まれます。これには、
バックアップ中に発生したものは含まれません。この結果、回復が必要な場合には、適用す
べき適切な REDOログ・ファイルのセットを求めるメッセージが表示されます。 

オープン状態のデータベースでオンライン表領域をバックアップする方法オープン状態のデータベースでオンライン表領域をバックアップする方法オープン状態のデータベースでオンライン表領域をバックアップする方法オープン状態のデータベースでオンライン表領域をバックアップする方法  

1. 表領域のバックアップを開始する前に、DBA_DATA_FILESデータ・ディクショナリ・
ビューを使用し、その表領域のすべてのデータ・ファイルを指定します。たとえば、
USERS表領域をバックアップする場合。次のように入力します。

SELECT tablespace_name, file_name
FROM sys.dba_data_files
WHERE tablespace_name = 'USERS';
 
TABLESPACE_NAME                     FILE_NAME
-------------------------------   --------------------
USERS                             /oracle/dbs/tbs_21.f
USERS                             /oracle/dbs/tbs_22.f
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この例では、/oracle/dbs/tbs_21.f および /oracle/dbs/tbs_22.f は、USERS
表領域のデータ・ファイルに対応する完全修飾のファイル名です。 

2. オンライン表領域のバックアップの開始を指示します。たとえば、表領域 USERSのオ
ンライン・バックアップの開始を指示するには次の文を使用します。

ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP;

3. O/Sコマンドを使用し、オンライン表領域のオンライン・データ・ファイルのバック
アップをとります。たとえば、UNIXユーザーは次のように入力できます。

% cp /oracle/dbs/tbs_21.f /oracle/backup/tbs_21.backup
% cp /oracle/dbs/tbs_22.f /oracle/backup/tbs_22.backup

4. オンライン表領域のデータ・ファイルをバックアップした後、END BACKUPオプショ
ンを指定して SQLコマンドの ALTER TABLESPACEを使用し、オンライン・バック
アップの終了を指示します。たとえば、表領域 USERSのオンライン・バックアップの
終了を指示するには次の文を使用します。

ALTER TABLESPACE users END BACKUP;

オンライン表領域のバックアップの終了を指示するのを忘れた場合に、インスタンス障害ま
たは SHUTDOWN ABORTが発生すると、次のインスタンスの起動時にメディア回復が必要
になります（多くの場合はアーカイブ REDOログが必要になります）。その場合にメディア
回復の実行を回避するには、ALTER DATABASE datafile  filename END BACKUP文を使用
します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : DBA_DATA_FILESデータ・ディクショナリ・ビューの詳細は、『Oracle8i リファ
レンス・マニュアル』を参照してください。STARTUPコマンドおよび SHUTDOWNコマン
ドの詳細は、『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

データ・ファイルのバックアップ・ステータスの判別データ・ファイルのバックアップ・ステータスの判別データ・ファイルのバックアップ・ステータスの判別データ・ファイルのバックアップ・ステータスの判別     データ・ファイルのバックアップ・
ステータスをチェックするには、V$BACKUPビューを問い合せます。このビューはすべて
のオンライン・ファイルをリスト表示し、それらのファイルのバックアップ・ステータスを
示します。この表は、データベースをオープンしているときに最も役立ちます。また、ク
ラッシュの直後にも、クラッシュ時のファイルのバックアップ・ステータスがわかるので便

警警警警告告告告 : オンライン表領域のバックアップの開始を指示するのを忘れた場オンライン表領域のバックアップの開始を指示するのを忘れた場オンライン表領域のバックアップの開始を指示するのを忘れた場オンライン表領域のバックアップの開始を指示するのを忘れた場
合や、オンライン表領域のバックアップの前合や、オンライン表領域のバックアップの前合や、オンライン表領域のバックアップの前合や、オンライン表領域のバックアップの前にににに BEGIN BACKUPコマンコマンコマンコマン
ドが完了したかどうかを確認しなかった場合は、バックアップ・データドが完了したかどうかを確認しなかった場合は、バックアップ・データドが完了したかどうかを確認しなかった場合は、バックアップ・データドが完了したかどうかを確認しなかった場合は、バックアップ・データ・・・・
ファイルをそれ以降の回復操作に使用できなくなります。このようなバッファイルをそれ以降の回復操作に使用できなくなります。このようなバッファイルをそれ以降の回復操作に使用できなくなります。このようなバッファイルをそれ以降の回復操作に使用できなくなります。このようなバッ
クアップを回復するのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータにクアップを回復するのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータにクアップを回復するのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータにクアップを回復するのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータに
矛盾が出るおそれもあります。たとえば、回復操作をしようとすると矛盾が出るおそれもあります。たとえば、回復操作をしようとすると矛盾が出るおそれもあります。たとえば、回復操作をしようとすると矛盾が出るおそれもあります。たとえば、回復操作をしようとすると
「「「「fuzzy files」という警告が出て、データベースに矛盾が発生し、そのデー」という警告が出て、データベースに矛盾が発生し、そのデー」という警告が出て、データベースに矛盾が発生し、そのデー」という警告が出て、データベースに矛盾が発生し、そのデー
タベースはオープンできなくなりますタベースはオープンできなくなりますタベースはオープンできなくなりますタベースはオープンできなくなります。。。。
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利です。この情報は、表領域をホット・バックアップ・モードにしていたかどうかを判断す
るために使用します。

現在使用中の制御ファイルが、メディア障害が発生した後で復元されたバックアップまたは
メディア障害後に新規作成された制御ファイルである場合、V$BACKUPは有効ではありま
せん。復元または再作成された制御ファイルには、V$BACKUPに正しい値を入れるために
Oracleが必要とする情報が含まれていないからです。また、ファイルのバックアップを復元
した場合、V$BACKUPでそのファイルの STATUS列に表示されるのは、そのファイルの最
新バージョンではなく旧バージョンのバックアップ・ステータスです。したがって、この
ビューには、復元されたファイルについての誤った情報が格納されている可能性がありま
す。

たとえば、次の問合せではデータ・ファイルの現行のバックアップ・ステータスが表示され
ます。

SELECT file#, status FROM v$backup;

FILE#        STATUS
---------   ---------
0011         INACTIVE
0012         INACTIVE
0013         ACTIVE
...

STATUS列では、INACTIVEはファイルが現在バックアップ中ではないことを示し、
ACTIVEは、ファイルが現在バックアップ中であることを示します。

複数のオンライン表領域のバックアップ複数のオンライン表領域のバックアップ複数のオンライン表領域のバックアップ複数のオンライン表領域のバックアップ  複数のオンライン表領域のバックアップをとる場
合には、次の手順のいずれかを使用してください。

オンライン表領域のバックアップをパラレル方式で作成する方法オンライン表領域のバックアップをパラレル方式で作成する方法オンライン表領域のバックアップをパラレル方式で作成する方法オンライン表領域のバックアップをパラレル方式で作成する方法  

1. 必要な ALTER TABLESPACE文をすべて一度に発行し、すべての表領域のバックアップ
をとる準備をします。たとえば、表領域 TS1、TS2および TS3をホット・バックアッ
プ・モードにします。

ALTER TABLESPACE ts1 BEGIN BACKUP;
ALTER TABLESPACE ts2 BEGIN BACKUP;
ALTER TABLESPACE ts3 BEGIN BACKUP;

2. オンライン表領域のすべてのファイルのバックアップをとります。たとえば、UNIX
ユーザーは次のように、tbs_1.f 、tbs_2.f および tbs_3.f のバックアップをとるこ
とができます。

% cp /oracle/dbs/tbs_1.f /oracle/backup/tbs_1.bak
% cp /oracle/dbs/tbs_2.f /oracle/backup/tbs_2.bak
% cp /oracle/dbs/tbs_3.f /oracle/backup/tbs_3.bak
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3.  オンライン・バックアップが終了したことを指示します。

ALTER TABLESPACE ts1 END BACKUP;
ALTER TABLESPACE ts2 END BACKUP;
ALTER TABLESPACE ts3 END BACKUP;

オンライン表領域のバックアップをシリアル方式で作成する方法オンライン表領域のバックアップをシリアル方式で作成する方法オンライン表領域のバックアップをシリアル方式で作成する方法オンライン表領域のバックアップをシリアル方式で作成する方法  

1. 表領域のオンライン・バックアップをとる準備をします。たとえば、表領域 TBS_1を
ホット・バックアップ・モードにするには、次のように入力します。

SQL> ALTER TABLESPACE tbs_1 BEGIN BACKUP;

2. オンライン表領域の中のデータ・ファイルのバックアップをとります。たとえば、次の
ように入力します。

% cp /oracle/dbs/tbs_1.f /oracle/backup/tbs_1.bak

3. 表領域のホット・バックアップ・モードを終了します。たとえば、次のように入力しま
す。

SQL> ALTER TABLESPACE tbs_1 END BACKUP;

4. 目的の表領域すべてのバックアップを作成するまで、表領域のそれぞれでこの手順を繰
り返します。 

ALTER TABLESPACE間の時間を最小化できるシリアル・オプションをお薦めします。
BEGIN/END BACKUP文を使用したオンライン・バックアップの間には、その表領域につ
いて通常よりも多くの REDO情報が生成されます。

サスペンド・モードでのミラーの分割サスペンド・モードでのミラーの分割サスペンド・モードでのミラーの分割サスペンド・モードでのミラーの分割  ディスクまたはファイルのミラー化が可能なシステ
ムも考えられます。つまり、プライマリ・データの正確な複製を別の場所に保存し、ミラー
を分割することができます。ミラーの分割は、各コピーを個別に使用できるように分離しま
す。 

RAIDデバイスの中には、分割操作の発生中に書込みを中断することによる利益を享受でき
るものがあります。使用中のシステムでこの機能を享受できるかどうかは、RAIDのベン
ダーに確認してください。

SUSPENDおよび RESUMEを使用するための基本的な手順は次のとおりです。

1. ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文を使用して、データベース表領域をホット・
バックアップ・モードにします。たとえば、表領域 USERSをホット・バックアップ・
モードにするには、次のように入力します。

ALTER TABLESPACE users BEGIN BACKUP;

2. 使用しているミラー化システムで、ディスク書込み中のミラーの分割に問題がある場合
には、次のコマンドを発行します。
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ALTER SYSTEM SUSPEND;

3. ミラーの分割は、O/Sレベルまたはハードウェア・レベルで行ってください。

4. 次のコマンドを発行します。

ALTER SYSTEM RESUME;

5. 指定した表領域のホット・バックアップ・モードを終了します。たとえば、表領域
USERSのホット・バックアップ・モードを終了するには、次のように入力します。

ALTER TABLESPACE users END BACKUP;

6. バックアップを行うために、通常どおりに制御ファイルをコピーし、オンライン REDO
ログをアーカイブします。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SUSPEND/RESUME機能の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してくださ
い。RESUMEおよび SUSPENDオプションを指定した ALTER SYSTEMコマンドの詳細は、
『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

オオオオフフフフライン表ライン表ライン表ライン表領領領領域および域および域および域およびデデデデータ・フータ・フータ・フータ・ファァァァイルのイルのイルのイルのババババックアップックアップックアップックアップ
表領域がオフラインになっている間に、個々の表領域内の一部またはすべてのデータ・ファ
イルのバックアップを作成できます。データベースのその他の表領域はすべて、オープンし
たまま、システム全体で使用できます。表領域をオフラインおよびオンラインにするには、
MANAGE TABLESPACEシステム権限が必要です。

オフラインの表領域をバックアップするにはオフラインの表領域をバックアップするにはオフラインの表領域をバックアップするにはオフラインの表領域をバックアップするには   

1. 表領域のバックアップを開始する前に、DBA_DATA_FILES表を使用し、その表領域の
データ・ファイルを確認します。たとえば、USERS表領域をバックアップする場合。
次のように入力します。

SELECT tablespace_name, file_name
FROM sys.dba_data_files
WHERE tablespace_name = 'USERS';
 
TABLESPACE_NAME                     FILE_NAME

警警警警告告告告 : 表領域をホット・バックアップ・モードにするための代替策とし表領域をホット・バックアップ・モードにするための代替策とし表領域をホット・バックアップ・モードにするための代替策とし表領域をホット・バックアップ・モードにするための代替策とし
てててて SUSPENDコマンドを使用しないでくださいコマンドを使用しないでくださいコマンドを使用しないでくださいコマンドを使用しないでください。。。。  

注注注注意意意意 : SYSTEM表領域、またはアクティブなロールバック・セグメント
のある表領域はオフラインにはできません。このような表領域について
は、次に示す手順は実行できません。
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-------------------------------   -----------------
USERS                              /oracle/dbs/users.f

この例では、/oracle/dbs/users.f は、USERS表領域の中のデータ・ファイルに
対応する、完全修飾のファイル名です。 

2. 可能であれば、NORMALオプションで表領域をオフラインにします。NORMALオプ
ションを使用すると、表領域回復を行わずに、オンラインに戻せるため、NORMALオ
プションをお薦めします。たとえば、次の文は、USERSという名前の表領域を
NORMALオプションでオフラインにします。

ALTER TABLESPACE users OFFLINE NORMAL;

表領域を NORMALオプションでオフラインにした場合、その表領域のすべてのデー
タ・ファイルがクローズされます。 

3. オフラインのデータ・ファイルのバックアップをとります。たとえば、UNIXユーザー
は次のように入力して、データ・ファイル users.f のバックアップをとることができ
ます。

% cp /disk1/oracle/dbs/users.f /disk2/backup/users.backup

4. 表領域をオンラインにします。たとえば、次の文は、表領域 USERSをオンラインに戻
します。

ALTER TABLESPACE users ONLINE;

表領域をオンラインにすると、表領域はオープンされ、使用できるようになります。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののババババッッッッククククアアアアッッッッププププのののの実実実実行行行行
ARCHIVELOGモードで運用しているデータベースの構造を変更した場合は、そのデータ
ベースの制御ファイルのバックアップをとってください。データベースの制御ファイルの
バックアップをとるには、ALTER DATABASEシステム権限が必要です。

制御ファイルのバックアップをとるには 2つの方法があります。

■ 物理ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成

■ トレース・ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成

注注注注意意意意 : TEMPORARYまたは IMMEDIATEオプションで表領域をオフラ
インにした場合は、表領域回復を実行しない限り、その表領域をオンライ
ンにしないでください。
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O/Sのバックアップの実行
物物物物理理理理ファイルファイルファイルファイルへへへへの制御フの制御フの制御フの制御ファァァァイルのバイルのバイルのバイルのバッッッックアックアックアックアッププププの作の作の作の作成成成成
制御ファイルのバックアップをとる第一の方法は、SQL文を使用してバイナリ・ファイルを
生成する方法です。

構造的な変更を行った後に制御ファイルをバックアップする方法構造的な変更を行った後に制御ファイルをバックアップする方法構造的な変更を行った後に制御ファイルをバックアップする方法構造的な変更を行った後に制御ファイルをバックアップする方法  

1. データベースに必要な変更を加えます。たとえば、新しいデータ・ファイルを作成する
ことが考えられます。

ALTER DATABASE CREATE DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_20.f' AS '/oracle/dbs/tbs_4.f';

2. データベースの制御ファイルのバックアップをとります。次の SQL文は、データベー
スの制御ファイルを /oracle/backup/cf.bak にバックアップします。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '/oracle/backup/cf.bak' REUSE;

REUSEオプションを指定すると、既存のバックアップに新しい制御ファイルを上書き
できます。 

トトトトレレレレース・フース・フース・フース・ファァァァイルへのイルへのイルへのイルへの制制制制御ファイ御ファイ御ファイ御ファイルルルルのバッのバッのバッのバッククククアップのアップのアップのアップの作成作成作成作成
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE文の TRACEオプションは、制御ファイルの
管理と回復に使用します。TRACEオプションを指定すると、物理的バックアップは生成さ
れず、データベースのトレース・ファイルに SQLコマンドが書き込まれます。トレース・
ファイルの中に書き込まれた文は、データベースを起動し、制御ファイルを再作成し、デー
タベースの回復とオープンを適切に行います。 

トレース・ファイルの中の各 SQL文にはコメントがついています。したがって、制御ファ
イルのすべてのコピーが失われた場合（または制御ファイルのサイズを変更する場合）は、
トレース・ファイルからスクリプト・ファイルにこれらのコマンドをコピーし、必要に応じ
て編集して、そのスクリプトを使用してデータベースを回復できます。トレース・ファイル
は、USER_DUMP_DEST初期化パラメータで指定されている場所にあります。

制御ファイルのバックアップをトレース・ファイルに作成するには、データベースをマウン
トし、次の文を発行します。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

トレース・ファイルの作成例トレース・ファイルの作成例トレース・ファイルの作成例トレース・ファイルの作成例  SALESデータベース用の制御ファイルを再作成するためのス
クリプトを生成すると仮定します。データベースの特性は次のとおりです。

■ 使用可能なスレッドは 3つあり、そのうちスレッド 2がパブリック、スレッド 3がプライ
ベードである。 

■ REDOログは、それぞれが 2つのメンバーを持つ、3つのグループに多重化されている。

■ データベースには次のデータ・ファイルが入っている。

■  /diska/prod/sales/db/filea.dbf （オンライン表領域の中のオフライン・
データ・ファイル）
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O/Sのバックアップの実行
■ /diska/prod/sales/db/database1.dbf （オンライン）

■ /diska/prod/sales/db/fileb.dbf （読取り専用表領域の中の唯一のファイ
ル）

次の文を発行し、トレース・ファイルを作成します。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE NORESETLOGS;

次に、トレース・ファイルを編集し、トレース・ファイルの生成時に現行のものであった制
御ファイルに基づき、新しい制御ファイルを作成するスクリプトを作成します。NORMAL
オプションによるオフライン表領域または読取り専用表領域の回復の実行を回避するには、
これらの表領域を CREATE CONTROLFILE文から除きます。ディクショナリのチェックで
はデータベースのオープン時に、これらのファイルにMISSINGとマークを付けます。
RENAMEコマンドは、これらのファイルの名前をそれぞれのファイル名に戻します。 

たとえば、次のようなスクリプトが考えられます。

# The following statements will create a new control file and use it to open the database.
# No data other than log history will be lost. Additional logs may be required for media 
# recovery of offline datafiles. Use this only if the current version of all online logs 
# are available.

STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE SALES NORESETLOGS ARCHIVELOG

MAXLOGFILES 32
MAXLOGMEMBERS 2
MAXDATAFILES 32
MAXINSTANCES 16
MAXLOGHISTORY 1600

LOGFILE
GROUP 1

'/diska/prod/sales/db/log1t1.dbf',
'/diskb/prod/sales/db/log1t2.dbf'

) SIZE 100K
GROUP 2 

'/diska/prod/sales/db/log2t1.dbf',
'/diskb/prod/sales/db/log2t2.dbf'

) SIZE 100K,
GROUP 3 

'/diska/prod/sales/db/log3t1.dbf',
'/diskb/prod/sales/db/log3t2.dbf'

) SIZE 100K
DATAFILE

'/diska/prod/sales/db/database1.dbf',
'/diskb/prod/sales/db/filea.dbf'

;

# This datafile is offline, but its tablespace is online. Take the datafile offline 
# manually.
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オンライン表領域のバックアップ失敗からの回復
ALTER DATABASE DATAFILE '/diska/prod/sales/db/filea.dbf' OFFLINE;

# Recovery is required if any datafiles are restored backups,
# or if the most recent shutdown was not normal or immediate.
RECOVER DATABASE;

# All redo logs need archiving and a log switch is needed.
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;

# The database can now be opened normally.
ALTER DATABASE OPEN;

# The backup control file does not list read-only and normal offline tablespaces so that 
# Oracle can avoid performing recovery on them. Oracle checks the data dictionary and 
# finds information on these absent files and marks them 'MISSINGxxxx'. It then renames 
# the missing files to acknowledge them without having to recover them.
ALTER DATABASE RENAME FILE 'MISSING0002'
     TO '/diska/prod/sales/db/fileb.dbf';

NORESETLOGSを指定せずにコマンドを実行しても、同じ情報が出力されます。
RESETLOGSを指定してコマンドを実行すると、データベースを回復してオープンする文が
含まれた、よく似たスクリプトが生成されますが、この場合には起動時に REDOログがリ
セットされます。

オンオンオンオンララララインインインイン表表表表領域領域領域領域ののののバッバッバッバッククククアアアアッッッップ失プ失プ失プ失敗敗敗敗からからからからのののの回復回復回復回復
次のような場合は、表領域のバックアップが失敗して、不完全なバックアップ・データが生
成されるおそれがあります。

■ オンライン表領域のバックアップ操作の終了を（ALTER TABLESPACEコマンドに END 
BACKUPオプションを指定して）指示せず、その後データベースを ABORTオプショ
ンにより停止した。

■ インスタンスまたは SHUTDOWN ABORTによりバックアップが中断された。

起動時にオンライン表領域のバックアップが不完全であることを検出すると、Oracleは、起
動処理を続けるためにはメディア回復が必要であるとみなします。 

たとえば、次のように表示されることがあります。 

SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area                         19839308 bytes
Fixed Size                                          63820 bytes
Variable Size                                    11042816 bytes
Database Buffers                                  8192000 bytes
Redo Buffers                                       540672 bytes
Database mounted.
ORA-01113: file 12 needs media recovery
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オンライン表領域のバックアップ失敗からの回復
ORA-01110: data file 12: '/oracle/dbs/tbs_41.f'

表領域のメディア回復の実行を回避する方法表領域のメディア回復の実行を回避する方法表領域のメディア回復の実行を回避する方法表領域のメディア回復の実行を回避する方法  

1. V$BACKUPビューを使用し、データベースの再起動前にバックアップ中であった表領
域のデータ・ファイルをリスト表示します。

SQL>  SELECT * FROM v$backup WHERE status = 'ACTIVE';
FILE#      STATUS             CHANGE#    TIME     
---------- ------------------ ---------- ---------
         12 ACTIVE                  20863 25-NOV-98
         13 ACTIVE                  20863 25-NOV-98
         20 ACTIVE                  20863 25-NOV-98
 3 rows selected.

2. ALTER DATABASE DATAFILE ... END BACKUP文を発行し、ホット・バックアップを
終了します。たとえば、データ・ファイル 12、13および 20のホット・バックアップ・
モードを終了するには、次のように入力します。

ALTER DATABASE DATAFILE 12,13,20 END BACKUP;

3. データベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN;

END BACKUP文を使用せずにデータベースを回復する方法文を使用せずにデータベースを回復する方法文を使用せずにデータベースを回復する方法文を使用せずにデータベースを回復する方法  

1. データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT;

2. データベースを回復します。

RECOVER DATABASE;

3. V$BACKUPビューを使用して、アクティブなデータ・ファイルがないことを確認しま
す。

SQL>  SELECT * FROM v$backup WHERE status = 'ACTIVE';
FILE#      STATUS             CHANGE#    TIME     
---------- ------------------ ---------- ---------
0 rows selected.

警警警警告告告告 : ALTER DATABASE DATAFILE ...END BACKUPは、影響を受けは、影響を受けは、影響を受けは、影響を受け
るファイルのいずれかをバックアップから復元した場合には使用しないでるファイルのいずれかをバックアップから復元した場合には使用しないでるファイルのいずれかをバックアップから復元した場合には使用しないでるファイルのいずれかをバックアップから復元した場合には使用しないで
くださいくださいくださいください。。。。
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保護強化のための Exportと Importの使用方法
関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの回復の詳細は、第 14章の「オペレーティング・システム環境での
回復の実行」を参照してください。

保護保護保護保護強強強強化の化の化の化のたたたためめめめのののの Exportとととと Importのののの使用使用使用使用方方方方法法法法 
Exportおよび Importは、Oracleデータを Oracleデータベースに入出力するためのユー
ティリティです。Exportでは、Oracleデータベースからオペレーティング・システム・
ファイルに特別なバイナリ形式でデータが書き込まれます。Importでは、Exportファイル
が読み取られ、対応する情報が既存のデータベースに復元されます。Exportおよび Import
は本来 Oracleデータの移動用ですが、データのバックアップを支援するツールとしても使
用できます。

この項では Importユーティリティと Exportユーティリティについて説明します。項目は次
のとおりです。

■ Exportの使用方法

■ Importの使用方法

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Exportおよび Importユーティリティの詳細は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイ
ド』を参照してください。

Exportのののの使使使使用用用用方方方方法法法法
Exportユーティリティを使用すると、データベースをオープンして使用可能な状態にしたま
まで、データベースのバックアップをとることができます。このユーティリティは、データ
ベースのオブジェクトについての読取り一貫性のとれたデータを、オペレーティング・シス
テム・ファイルに書き込みます。システム監査オプションはエクスポートされません。

表 13-1 に、使用できるエクスポート・モードを示します。

警警警警告告告告 : Exportを使用してバックアップをとる場合は、バックアップを使用してバックアップをとる場合は、バックアップを使用してバックアップをとる場合は、バックアップを使用してバックアップをとる場合は、バックアップ・・・・
データが特定の一時点からみて整合がとれるように、すべてのデータを論データが特定の一時点からみて整合がとれるように、すべてのデータを論データが特定の一時点からみて整合がとれるように、すべてのデータを論データが特定の一時点からみて整合がとれるように、すべてのデータを論
理的に一貫した方法でエクスポートする必要があります。理的に一貫した方法でエクスポートする必要があります。理的に一貫した方法でエクスポートする必要があります。理的に一貫した方法でエクスポートする必要があります。Exportの実行中の実行中の実行中の実行中
はデータベースを変更しないでください。可能であれば、データのエクスはデータベースを変更しないでください。可能であれば、データのエクスはデータベースを変更しないでください。可能であれば、データのエクスはデータベースを変更しないでください。可能であれば、データのエクス
ポート中はデータベースを制限モードで実行し、一般ユーザーがデータにポート中はデータベースを制限モードで実行し、一般ユーザーがデータにポート中はデータベースを制限モードで実行し、一般ユーザーがデータにポート中はデータベースを制限モードで実行し、一般ユーザーがデータに
アクセスできないようにしておいてくださいアクセスできないようにしておいてくださいアクセスできないようにしておいてくださいアクセスできないようにしておいてください。。。。
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保護強化のための Exportと Importの使用方法
エクスポートには次の種類があります。

表表表表 13-1   エクスエクスエクスエクスポポポポート・モーート・モーート・モーート・モードドドド

モードモードモードモード 説明説明説明説明

ユーザー 該当する 1人のユーザーが所有しているすべてのオブジェクトがエ
クスポートされる。

表 該当する 1人のユーザーが所有しているすべての表または特定の表
がエクスポートされる。

全データベース データベースのすべてのオブジェクトがエクスポートされる。

増分エクスポート 前回の増分エクスポートまたは累積エクスポート、完全エクス
ポートの後に変更されたデータベース・データのみがエクス
ポートされます。増分エクスポートでは、オブジェクトの定義
およびそのオブジェクトのすべてのデータがエクスポートされ
ます。増分エクスポートの実行頻度は、通常、累積エクスポー
トや完全エクスポートより高くなります。

たとえば、表 Aおよび表 B、表 Cがあり、前回の増分エクス
ポートの後で変更されたのが表 Aの情報のみの場合、表 Aの
みがエクスポートされます。

累積エクスポート 前回の累積エクスポートまたは完全エクスポートの後で変更さ
れたデータベース・データのみがエクスポートされます。

累積エクスポートは、多数の増分エクスポートに分散している
情報を集約する目的で、週に一度などの割合で実行します。

たとえば、表 Aおよび表 B、表 Cがあり、前回の累積エクス
ポートの後で変更されたのが表 Aおよび表 Bの情報のみの場
合、表 Aおよび表 Bに対する変更内容のみがエクスポートさ
れます。

完全エクスポート すべてのデータベース・データがエクスポートされます。

完全エクスポートは、データベース内に格納されているすべて
のデータをエクスポートする目的で、月に一度などの割合で実
行します。
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保護強化のための Exportと Importの使用方法
Importのののの使使使使用用用用方方方方法法法法
Importユーティリティを使用すると、前に作成したエクスポート・ファイルに入っている
データベース情報を復元できます。Importユーティリティは Exportユーティリティと対の
ユーティリティです。

エクスポート・ファイルエクスポート・ファイルエクスポート・ファイルエクスポート・ファイルとととと Importユーティリティを使用してデータベースを回復するにはユーティリティを使用してデータベースを回復するにはユーティリティを使用してデータベースを回復するにはユーティリティを使用してデータベースを回復するには、、、、
次のようにします次のようにします次のようにします次のようにします。。。。  

1. すべての表領域およびユーザーも含めて、データベース構造を再作成する。

2. 適切なエクスポート・ファイルをインポートし、データベースを可能な限り最新の状態
に復元する。エクスポートの実行スケジュールによって、データベースの復元に必要な
インポートの程度が異なります。

例えば図 13-1に示すスケジュールを使用して、Oracleデータベースからデータをエクス
ポートするとします。

図図図図 13-1  典型的なエ典型的なエ典型的なエ典型的なエククククスポート・スポート・スポート・スポート・ススススケジュールケジュールケジュールケジュール

完全エクスポートを毎月の 1日にとり、累積エクスポートを毎週とり、増分エクスポートを
毎日とっていました。この場合、回復には次の手順を使用します。

1. すべての表領域およびユーザーを含めたデータベースを再作成します。

2. 1日にとった完全データベース・エクスポートをインポートします。

3. 7日にとった累積データベース・エクスポートをインポートします。

4. 8日および 9日、10日にとった増分データベース・エクスポートをインポートします。

注注注注意意意意 : これらの再作成した構造内にオブジェクトが入っていてはいけま
せん。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCI = 増分� = 累積� = 完全�

F I CI I I I I I I

日

エクスポート�
のタイプ
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回回回回復復復復のののの実実実実行行行行

この章では、データベースの回復方法について説明します。項目は次のとおりです。

■ メディア回復

■ 回復するファイルの判別

■ ファイルの復元

■ 基本的なメディア回復手順の理解

■ 完全メディア回復の実行

■ 不完全メディア回復の実行

■ メディア回復後のデータベースのオープン
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メディア回復
メデメデメデメディィィィア回ア回ア回ア回復復復復
メディア回復とは、特定の時点にデータベースを回復することです。これは、次のような基
本的な段階に従って実行されます。

■ ファイルの復元

■ データ・ファイルの回復

フフフファァァァイイイイルルルルのののの復復復復元元元元
メディア回復の最初の作業は、データベース・ファイルの復元です。復元作業では、1つま
たは複数のファイルのコピーを、バックアップから再構築します。たとえば、データ・ファ
イルを確認するために V$DATAFILEを問い合せるとします。

SQL> SELECT name FROM v$datafile;
NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/oracle/dbs/tbs_01.f
/oracle/dbs/tbs_02.f
/oracle/dbs/tbs_03.f
/oracle/dbs/tbs_11.f
/oracle/dbs/tbs_12.f
/oracle/dbs/tbs_21.f
/oracle/dbs/tbs_22.f
7 rows selected.

データ・ファイルを復元するには、O/Sコマンドを使用し、データ・ファイルのバックアッ
プを、デフォルトの位置にコピーしてそこに現在ある同じ名前のファイルを上書きするか、
新しい位置にコピーします。たとえば、データ・ファイル tbs_12.f をバックアップ tbs_
12.bak から復元する場合には、次のように入力します。

% cp /oracle/backup/tbs_12.bak /oracle/dbs/tbs_12.f

デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの回回回回復復復復
2番目の作業は、指定したデータ・ファイルのメディア回復の実行です。メディア回復とは、
復元されたデータ・ファイルを現行の時刻または現行以外の時刻まで更新するために、オン
ラインおよびアーカイブ REDOログをデータ・ファイルに適用することです。データベー
スを最新の SCNに回復するために使用可能なすべての REDOを使用したメディア回復は完
全メディア回復です。これを行っていないメディア回復は不完全メディア回復です。

Oracleでは回復は 2つのフェーズで行われます。

■ ロールフォワード

■ ロールバック
14-2 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



回復するファイルの判別
回復のロールフォワード・フェーズでは、オンライン、アーカイブまたはその両方の REDO
ログ・レコードの中に記録されている変更が、データ・ファイルに適用されます。データ
ベースを必要な時点まで先送りするために必要な REDOログ・ファイルのロールフォワー
ドが行われます。ロールフォワード後のデータ・ブロックには、コミットされた変更も、コ
ミットされていない変更も含まれています。

ロールバック・フェーズでは、ロールフォワード・フェーズ中に適用された、コミットされ
ていないトランザクションの影響を取り除くために、ロールバック・セグメントが使用され
ます。ロールバック・セグメントは、REDOログに記録されているトランザクションの中
で、コミットされていないものを特定するために使用されます。図 14-1は、ロールフォワー
ドとロールバックという 2つの段階を示しています。

図図図図 14-1  基本的な回基本的な回基本的な回基本的な回復復復復手順手順手順手順

回復回復回復回復すすすするフるフるフるファァァァイルイルイルイルのののの判別判別判別判別
表 V$RECOVER_FILEを使用することにより、回復するファイルを判別できます。この
ビューには、回復が必要なファイルがすべてリスト表示され、回復が必要な理由も示されま
す。 

次の問合せは、メディア回復が必要なデータ・ファイルの ID番号と、回復が必要な理由
（わかっている場合）、そして回復を開始するべき SCN/時刻を表示します。

SQL> SELECT * FROM v$recover_file;

FILE#      ONLINE  ERROR              CHANGE#    TIME     
---------- ------- ------------------ ---------- ---------
        14 ONLINE                              0          
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        15 ONLINE  FILE NOT FOUND              0          
        21 OFFLINE OFFLINE NORMAL              0          

回復が必要なデータ・ファイルのファイル名および表領域名を取得するためには、
V$DATAFILE および V$TABLESPACEを検索してください。たとえば、次のように入力しま
す。 

SQL> SELECT d.name, t.name 
  2  FROM v$datafile d, v$tablespace t 
  3  WHERE t.ts# = d.ts# 
  4  AND d.file# in (14,15,21);  # use values obtained from V$RECOVER_FILE query

NAME                               TABLESPACE_NAME
---------------------------------- ----------------
/oracle/dbs/tbs_14.f               TBS_1  
/oracle/dbs/tbs_15.f               TBS_2  
/oracle/dbs/tbs_21.f               TBS_3  

回復が必要なファイルを決定すると共に、回復してはならないファイルも判別する必要があ
ります。メディア回復では、次の概念は特殊な意味を持ちます。

■ 回復不能な表および回復不能な索引

■ 読取り専用表領域

回回回回復復復復不能な表不能な表不能な表不能な表おおおおよび回復よび回復よび回復よび回復不不不不能な索引能な索引能な索引能な索引
表および索引は、CREATE TABLE AS SELECTコマンドを使用して作成できます。また、そ
れらの表および索引を回復不能（UNRECOVERABLE）として作成するよう指定できます。
表または索引を回復不能として作成すると、Oracleは、その操作についての REDOログ・
レコードを生成しません。したがって、ARCHIVELOGモードで実行している場合でも、回
復不能として作成されたオブジェクトは回復できません。

メディア回復を実行するとき、作成された表または索引に回復可能なものと回復不能なもの
が混在している場合は、回復不能オブジェクトには RECOVER操作により、論理的に破損し
ていることを示すマークが付けられるので注意してください。回復不能オブジェクトにアク

注注注注意意意意 : 現在使用中の制御ファイルが、メディア障害の発生後に復元され
たバックアップである場合や、メディア障害後に新規作成された制御ファ
イルである場合には、このビューは役に立ちません。復元または再作成さ
れた制御ファイルには、V$RECOVER_FILEに正しい値を入れるために
Oracleが必要とする情報が格納されていないからです。

注注注注意意意意 : 回復不能として作成した表または索引が消失すると困る場合は、
作成した後でバックアップをとってください。
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セスしようとすると、ORA-01578のエラー・メッセージが戻されます。回復不能なオブジェ
クトを削除し、必要であれば再作成してください。

表を回復不能として作成した後で、その表の索引を回復可能として作成することも考えられ
るため、メディア回復の実行後も、索引には、論理的に破損していることを示すマークは付
きません。しかし、表は回復不能である（回復後に破損を示すマークが設定される）ため、
索引は破損ブロックを示すことになります。この場合、索引をいったん削除し、必要であれ
ば表と索引を再作成してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 回復不能操作がスタンバイ・データベースに与える影響の詳細は、16-28ページの
「UNRECOVERABLE操作後のバックアップの必要性の判別」を参照してください。

読読読読取取取取り専用表り専用表り専用表り専用表領域領域領域領域
USING BACKUP CONTROLFILEオプションを使用したメディア回復では、読取り専用ファ
イルの有無がチェックされます。読取り専用ファイルは回復できません。このエラーを回避
するためには、バックアップ制御ファイルを使用して回復を実行する前に、読取り専用表領
域のデータ・ファイルをオフラインにします。 

回復には、制御ファイルの正しいバージョンを使用してください。回復の完了時に表領域を
読取り専用にするには、表領域が読取り専用になった時点からの制御ファイルを使用する必
要があります。同様に、回復の完了時に表領域を読み書き可能モードにするには、制御ファ
イルも読み書き可能モードにする必要があります。 

適切な制御ファイルが使用できない場合には、15-12ページの「現行の制御ファイルのすべ
てのコピーの消失」の説明に従って、CREATE CONTROLFILE文を実行してください。読
取り専用表領域を含むデータベースの制御ファイルを再作成する必要がある場合には、次の
コマンドを入力して、必要な手順を取得してください。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

この手順は、データベースをオープンした後で表領域をオンラインにする必要がある点を除
けば、NORMALモードでオフラインにされた表領域についての手順と同様です。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 制御ファイルのトレース・バックアップの作成方法の詳細は、13-12ページの「ト
レース・ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成」を参照してください。

ファファファファイイイイルのルのルのルの復復復復元元元元
メディア回復が必要であると判断した場合には、メディア回復を実行するために、必要な
ファイルを復元します。ここでは、次の作業の方法を示します。

■ バックアップ・データ・ファイルの復元

■ バックアップが使用できない場合のデータ・ファイルの再作成

■ 必要なアーカイブ REDOログ・ファイルの復元
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ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ・・・・デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの復復復復元元元元
メディア障害によりデータベースの 1つ以上のデータ・ファイルが永久的に破損した場合、
破損したファイルを回復するには、破損したデータ・ファイルのバックアップを復元する必
要があります。破損したデータ・ファイルを元の位置に復元できない（たとえば、ディスク
を交換する必要があるため、ファイルを別のディスクに復元する）場合には、対応するデー
タベースの制御ファイルに、これらのファイルの新しい位置を指定する必要があります。 

バックアップ・データ・ファイルをデフォルトの位置に復元する方法バックアップ・データ・ファイルをデフォルトの位置に復元する方法バックアップ・データ・ファイルをデフォルトの位置に復元する方法バックアップ・データ・ファイルをデフォルトの位置に復元する方法  

1. 14-3ページの「回復するファイルの判別」で説明している方法を使用して、回復する
データ・ファイルを判別します。

2. O/Sコマンドを使用し、破損したデータ・ファイルのバックアップをデフォルトの位置
にコピーします。たとえば、UNIX上で tbs_14.f を復元するには、次のコマンドを
発行します。

% cp /disk2/backup/tbs_14.bak /disk1/oracle/dbs/tbs_14.f   

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププがががが使使使使用用用用ででででききききなななないいいい場場場場合合合合ののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの再再再再作作作作成成成成
データ・ファイルが破損し、そのファイルに使用できるバックアップがないときでも、次の
場合にはデータ・ファイルを回復できます。 

■ 元のデータ・ファイルの作成時以降に書き込まれたすべてのアーカイブ・ログ・ファイ
ルが使用できる。

■ 制御ファイルに破損したファイルの名前が格納されている（つまり、制御ファイルが、
現行のものであるか、破損したデータ・ファイルをデータベースに追加した後でとられ
たバックアップである）。

回復のためのデータ・ファイルの再作成回復のためのデータ・ファイルの再作成回復のためのデータ・ファイルの再作成回復のためのデータ・ファイルの再作成  

1. 対応するバックアップを持たない破損したデータ・ファイルを置換するために、新しく
空のデータ・ファイルを作成します。たとえば、データ・ファイル disk1:users1 が
破損し、バックアップが使用できないとします。次の文を実行すると、元のデータ・
ファイル（同じサイズ）がディスク 2に再作成されます。

ALTER DATABASE CREATE DATAFILE 'disk1:users1' AS 'disk2:users1';

この文は、失われたファイルに対応する空のファイルを作成します。Oracleは、制御
ファイルとデータ・ディクショナリの中の情報を調べて、サイズ情報を取得します。古
いデータ・ファイルは、新しいデータ・ファイルとして改名されます。 

2. 空のデータ・ファイルにメディア回復を実行します。たとえば、次のように入力しま
す。

RECOVER DATAFILE 'disk2:users1'
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3. 回復時には、元のデータ・ファイルを作成した後で書き込まれたすべてのアーカイブ
REDOログを復元し、失われたデータ・ファイルのかわりの空のファイルに再適用して
ください。 

必必必必要要要要ななななアアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの復復復復元元元元
保留中のメディア回復に必要なアーカイブ REDOログ・ファイルはすべて、最終的には
ディスク上に置いて Oracleがいつでも使用できる状態にしておく必要があります。

必要なアーカイ必要なアーカイ必要なアーカイ必要なアーカイブブブブ REDOログの復元ログの復元ログの復元ログの復元  

1. どのアーカイブ REDOログ・ファイルが必要かを判別するためには、V$LOG_
HISTORY および V$RECOVERY_LOGを検索します。データ・ファイルのバックアッ
プが使用できない場合には、データ・ファイルがデータベースに追加されてからの、す
べての REDO情報が必要です。

2. 領域に余裕があれば、必要なアーカイブ REDOログ・ファイルを、LOG_ARCHIVE_
DEST_1または LOG_ARCHIVE_DESTによって指定されている位置に復元してくださ
い。Oracleは、メディア回復中に必要に応じて正しいログを自動的に検出します。

たとえば、次のように入力します。

% cp /disk2/arc_backup/*.arc /disk1/oracle/dbs/arc_dest

3. 宛先を指定する初期化パラメータで指定された位置に十分な領域がない場合には、必要
なアーカイブ REDOログ・ファイルのすべてまたは一部を、別の位置に復元してくだ
さい。SQL*Plusの SET文の LOGSOURCEパラメータを使用するか、SQLの ALTER 
DATABASE文の RECOVER ... FROMパラメータを使用して、メディア回復前またはメ
ディア回復中に位置を指定します。たとえば、次のように入力します。

SET LOGSOURCE /disk2/temp   # set location using SET command
ALTER DATABASE RECOVER FROM '/disk2/temp' DATABASE;  # set in RECOVER statement

注注注注意意意意 : SYSTEM表領域の場合には、必要な REDOデータを使用できない
ため、ALTER DATABASE文の CREATE DATAFILE句を使用してデータ・
ファイルを再作成することはできません。

ビュービュービュービュー 説明説明説明説明

V$LOG_HISTORY すべてのアーカイブ・ログがリスト表示され、初期化パラメータ
LOG_ARCHIVE_FORMATにより設定された、アーカイブ・ログ・
ファイルの推定名称も示されます。

V$RECOVERY_LOG 回復の実行に必要なアーカイブ REDOログのみがリスト表示され
ます。これには、ファイルの推定名称も、LOG_ARCHIVE_
FORMATに従って示されています。 
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基本的なメディア回復手順の理解
4. アーカイブ・ログを適用し、バックアップとして各アーカイブ・ログ・グループのコ
ピーがまだ存在していることを確認した後で、アーカイブ REDOログ・ファイルの復
元コピーを削除し、ディスク領域を解放します。たとえば、ログ・ディレクトリを作業
ディレクトリにした後で、次のように入力します。

% rm *.arc 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データ・ディクショナリ・ビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュア
ル』を参照してください。

基本基本基本基本的的的的なメなメなメなメデデデディアィアィアィア回回回回復手復手復手復手順順順順のののの理理理理解解解解
回復を開始する前に、次の項目を理解する必要があります。

■ メディア回復文の使用方法

■ アーカイブ REDOログの適用

■ NOARCHIVELOGモードでのデータベースの回復

■ ARCHIVELOGモードでのデータベースの回復

■ パラレル方式でのメディア回復の実行

メメメメデデデディィィィアアアア回回回回復復復復文文文文のののの使使使使用用用用方方方方法法法法
Oracleでは次のメディア回復用の SQL*Plus文が使用されます。これらの文では、回復する
べきファイルのセットをシステムが判別する方法のみが異なります。 

■ RECOVER DATABASE

■ RECOVER TABLESPACE

■ RECOVER DATAFILE

各文では、ファイルが回復可能かを判断するために同じ基準が使用されます。Oracleは、2
つの回復セッションが同じファイルを回復することを防止し、使用中のファイルのメディア
回復を防止します。

SQL文の ALTER DATABASE RECOVERを使用することもできますが、アーカイブ REDO
ログの名前をプロンプトから要求される方式の、SQL*Plusの RECOVER文を使用するよう
に強くお薦めします。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SQL*Plusの RECOVER文の詳細は、『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリ
ファレンス』を参照してください。ALTER DATABASE RECOVER文の詳細は、『Oracle8i 
SQL リファレンス』を参照してください。
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RECOVER DATABASE文文文文
RECOVER DATABASEでは、REDOを適用する必要があるすべてのオンライン・データ・
ファイルに対して、メディア回復が実行されます。たとえば、データベース全体を回復する
には、SQLプロンプトで次のコマンドを発行します。

RECOVER DATABASE

すべてのインスタンスを正しく停止し、バックアップを何も復元していない場合に、
RECOVER DATABASEを発行すると、回復が必要ないことを示すエラーが戻されます。
オープンされているデータベースのインスタンスが存在する場合にも、そのようなインスタ
ンスはデータ・ファイル・ロックを持っているため、このコマンドは失敗します。データ
ベース全体に対してメディア回復を実行するには、そのデータベースを EXCLUSIVEオプ
ションによりマウントし、クローズする必要があります。

RECOVER TABLESPACE文文文文
RECOVER TABLESPACEでは、指定された表領域内のすべてのデータ・ファイルに対して
メディア回復が実行されます。たとえば、表領域 TBS_1を回復するには、SQLプロンプト
で次のコマンドを発行します。

RECOVER TABLESPACE tbs_1

この回復を実行するには、表領域をオフラインにする必要があります。回復が必要なファイ
ルがない場合は、エラーが表示されます。

RECOVER DATAFILE文文文文
RECOVER DATAFILEでは、回復対象のデータ・ファイルをリスト表示します。たとえば、
データ・ファイル /oracle/dbs/tbs_22.f を回復するには、SQLプロンプトで次のよう
に入力します。

RECOVER DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_22.f'

メディア回復ロックを取得できれば、データベースはオープンされていてもクローズされて
いてもかまいません。データベースをオープンしているインスタンスが 1つでもあれば、
データ・ファイル回復で回復できるのはオフライン・ファイルのみです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : メディア回復文の詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。
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アアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググのののの適適適適用用用用
完全または不完全メディア回復の実行時は、メディア回復のロールフォワード・フェーズで
REDOログ・ファイルがデータ・ファイルに適用されます。REDOログにはロールバック・
データが記録されているため、ロールフォワードにより、対応するロールバック・セグメン
トが再生成されます。データベースを必要な時点まで先送りするために必要な REDOログ・
ファイルのロールフォワードが行われます。 

ログ・ファイルが必要になると、Oracleからそのファイルの名前が表示されます。たとえ
ば、SQL*Plusを使用している場合は、次のメッセージとプロンプトが表示されます。

ORA-00279: Change #### generated at DD/MM/YY HH:MM:SS needed for thread #
ORA-00289: Suggestion : logfile
ORA-00280: Change #### for thread # is in sequence #
Specify log: [<RET> for suggested | AUTO | FROM logsource | CANCEL ]

ALTER DATABASE ... RECOVER文を使用した場合にも、同様のメッセージが戻されます。
ただし、プロンプトは表示されません。

アアアアーーーーカイカイカイカイブブブブ REDOロロロロググググのファイのファイのファイのファイルルルル名の提名の提名の提名の提案案案案
RECOVERコマンドでは初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_DEST_1または LOG_
ARCHIVE_DESTと LOG_ARCHIVE_FORMATの現行の設定値を連結し、さらに制御ファ
イルの情報を使用して、アーカイブ REDOログ・ファイルの名前を推定して提案します。
たとえば、アーカイブ・ログでは次の設定が考えられます。

LOG_ARCHIVE_DEST_1 = /oracle/arc_dest/arc
LOG_ARCHIVE_FORMAT = r_%t_%s.arc

SQL> SELECT name FROM v$archived_log;

NAME
-------------------------------
/oracle/arc_dest/arcr_1_467.arc
/oracle/arc_dest/arcr_1_468.arc
/oracle/arc_dest/arcr_1_469.arc
/oracle/arc_dest/arcr_1_470.arc

したがって、必要なアーカイブ・ログ・ファイルがすべて LOG_ARCHIVE_DEST_1または
LOG_ARCHIVE_DESTにマウントされ、LOG_ARCHIVE_FORMATの値が変更されていな
い場合には、Oracleが必要なログ・ファイルを推定して適用するため、メディア回復を自動
的に実行できます。 
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基本的なメディア回復手順の理解
デフォルト位置以外の位置にアーカイデフォルト位置以外の位置にアーカイデフォルト位置以外の位置にアーカイデフォルト位置以外の位置にアーカイブブブブ REDOログを復元する方法ログを復元する方法ログを復元する方法ログを復元する方法  

1. パラメータの値を新しい位置に変更します。たとえば、次のように入力します。

LOG_ARCHIVE_DEST_1 = /oracle/new_location 

2. ログ・ファイルを新しい位置に移動します。たとえば、次のように入力します。

% cp /oracle/arc_dest/* /oracle/new_location

3. 新しいインスタンスを起動し、データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT

4. 通常の手順で、メディア回復を開始します。たとえば、次のように入力します。

RECOVER DATABASE

REDOログ・ファイルの宛先パラメータの現行の設定値を、上書きする場合にこのようにし
ます。たとえば、データベースがオープン状態で、オフライン表領域の回復が必要なとき
に、宛先パラメータによって指定された位置には必要な REDOログ・ファイルをマウント
するための領域が十分にない場合などです。

デフォルト位置以外の位置にあるログを使用して回復する方法デフォルト位置以外の位置にあるログを使用して回復する方法デフォルト位置以外の位置にあるログを使用して回復する方法デフォルト位置以外の位置にあるログを使用して回復する方法  

1. アーカイブ REDOログをデフォルト以外の場所に復元します。たとえば、次のように入
力します。

% cp /disk1/oracle/arc_dest/* /disk2/temp

2. 回復操作の代替位置を指示します。SET文の LOGSOURCEパラメータを使用するか、
ALTER DATABASE文の RECOVER ... FROMパラメータを使用します。たとえば、次
のように入力します。

SET LOGSOURCE "/disk2/temp"

3. オフライン表領域を回復します。

RECOVER TABLESPACE offline_tbsp

 

必要なログ・ファイルをすべて 1箇所にマウントするための十分な領域がない場合には、宛
先パラメータの現行の設定値を上書きすることを考えてください。この場合は、ログ・ファ
イルのソースを、複数の位置への検索パスとして機能する、オペレーティング・システム変
数（論理変数または環境変数など）に設定できます。

注注注注意意意意 : REDOログのアーカイブ先を上書き指定しても、満杯になって
アーカイブされるオンライン・グループのアーカイブ REDOログ宛先に
は影響ありません。
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基本的なメディア回復手順の理解
関連項関連項関連項関連項目目目目 : このような機能はオペレーティング・システムに依存しています。詳細は、使用
しているオペレーティング・システム固有の Oracleマニュアルを参照してください。

SQL*Plus RECOVER文文文文を使用しを使用しを使用しを使用しててててログを自ログを自ログを自ログを自動動動動的に適用的に適用的に適用的に適用すすすする方る方る方る方法法法法
SQL*Plusを使用する場合には、回復時に必要なアーカイブ REDOログのデフォルトのファ
イル名の適用を自動化するために、次のコマンドを使用してください。

SET AUTORECOVERY ON

必要なファイルが正しい名前で正しい位置にある限り、RECOVER文の発行後に対話は必要
ありません。

SET AUTORECOVERY ONを使用するときに使用されるファイル名は、初期化パラメータ
LOG_ARCHIVE_DESTまたは LOG_ARCHIVE_DEST_1と、LOG_ARCHIVE_FORMATの
値を組み合せて導出されます。デフォルト・オプションである SET AUTORECOVERY OFF
を実行する場合には、手動でファイル名を入力するか、提示されたデフォルトのファイル名
を受け入れる必要があります。

アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログの適用を自動化する方法ログの適用を自動化する方法ログの適用を自動化する方法ログの適用を自動化する方法  

1. オフライン・データ・ファイルのバックアップを復元します。この例は、データベース
全体の一貫性バックアップを復元します。

% cp /oracle/work/BACKUP/tbs* /oracle/dbs

2. データベースがマウントされていることを確認します。たとえば、データベースが停止
している場合には、次のように入力します。

SQL> STARTUP MOUNT

3. AUTORECOVERYをオンにします。

SQL> SET AUTORECOVERY ON
Autorecovery                    ON

4. 必要なデータ・ファイルを回復します。この例ではデータベース全体を回復します。

SQL> RECOVER DATABASE

5. 必要なアーカイブ・ログは自動的に推定され、適用されます。

ORA-00279: change 53577 generated at 01/26/99 19:20:58 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : /oracle/work/arc_dest/arcr_1_802.arc
ORA-00280: change 53577 for thread 1 is in sequence #802
Log applied.
ORA-00279: change 53584 generated at 01/26/99 19:24:05 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : /oracle/work/arc_dest/arcr_1_803.arc
ORA-00280: change 53584 for thread 1 is in sequence #803
ORA-00278: log file '/oracle/work/arc_dest/arcr_1_802.arc' no longer needed for 
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this recovery
Log applied.
ORA-00279: change 53585 generated at 01/26/99 19:24:14 needed for thread 1
ORA-00289: suggestion : /oracle/work/arc_dest/arcr_1_804.arc
ORA-00280: change 53585 for thread 1 is in sequence #804
ORA-00278: log file '/oracle/work/arc_dest/arcr_1_803.arc' no longer needed for 
this recovery
Log applied.
Media recovery complete.

OPS構成を使用した場合、不完全回復を実行するか、バックアップ制御ファイルを使用する
と、最初のスレッドからの最初のアーカイブ REDOログ・ファイルの名前しか算出できま
せん。他のスレッドからの最初のログ・ファイルを適用する必要がある場合。あるスレッド
内の最初のログ・ファイルが指定されると、Oracleはそのスレッド内の後続のログ・ファイ
ルの名前を推定できます。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : ログ・ファイル適用の例は、使用しているオペレーティング・システム固有の
Oracleマニュアルを参照してください。

ALTER DATABASE RECOVERをををを使使使使用した、用した、用した、用した、ロロロログの個別グの個別グの個別グの個別のののの適適適適用用用用
SQL文を使用してメディア回復を実行した場合、メディア回復の開始後に、ログ・ファイル
のためのプロンプトは表示されません。かわりに、ALTER DATABASE RECOVER LOGFILE
文を使用して正しいログ・ファイルを指定する必要があります。たとえば、メッセージから
log1.arc が提案された場合、次の文を使用して、このログ・ファイルを適用します。

ALTER DATABASE RECOVER LOGFILE 'log1.arc';

したがって、表領域の回復には、次の例に示すようにいくつかの文が必要です（次の例で
は、DBAの入力を太字で示し、変数情報をイタリックで示してあります）。

SQL> ALTER DATABASE RECOVER TABLESPACE users;
ORA-00279: Change #### generated at DD/MM/YY HH:MM:SS needed for thread #
ORA-00289: Suggestion : logfile1
ORA-00280: Change #### for thread # is in sequence #
SQL> ALTER DATABASE RECOVER LOGFILE ' logfile1 ';
ORA-00279: Change #### generated at DD/MM/YY HH:MM:SS needed for thread # <D%0>
ORA-00289: Suggestion : logfile2
ORA-00280: Change #### for thread # is in sequence #
SQL> ALTER DATABASE RECOVER LOGFILE ' logfile2 ';
. . . 
Repeat until all logs are applied.)
Statement processed.
SQL> ALTER TABLESPACE users ONLINE;
Statement processed.
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ALTER DATABASE RECOVERをををを使使使使用した、用した、用した、用した、ロロロログの自動グの自動グの自動グの自動適用適用適用適用
この例では、バックアップ・ファイルは復元済みで、ユーザーには管理者権限があることが
前提となっています。SQL*Plusで使用した方法と同様に、回復前および回復中には、それ
ぞれ次の文を使用して、REDOログの自動適用を開始できます。

ALTER DATABASE RECOVER AUTOMATIC ...;
ALTER DATABASE RECOVER AUTOMATIC LOGFILE suggested_log_filename ;

最初の文の例を次に示します。

SQL> ALTER DATABASE RECOVER AUTOMATIC TABLESPACE users;
Statement processed.
SQL> ALTER TABLESPACE users ONLINE;
Statement processed.

この例では、バックアップ・ファイルは復元済みで、ユーザーには管理者権限があることが
前提となっています。

ALTER DATABASE RECOVER AUTOMATIC LOGFILE文の例を次に示します。

SQL> ALTER DATABASE RECOVER TABLESPACE users;
ORA-00279: Change #### generated at DD/MM/YY HH:MM:SS needed for thread #
ORA-00289: Suggestion : logfile1
ORA-00280: Change #### for thread # is in sequence #
SQL> ALTER DATABASE RECOVER AUTOMATIC LOGFILE 'logfile1 ';
Statement processed.
SQL> ALTER TABLESPACE users ONLINE;
Statement processed.

この例では、バックアップ・ファイルは復元済みで、ユーザーには管理者権限があることが
前提となっています。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 回復関連のすべてのビューの内容の詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュア
ル』を参照してください。

注注注注意意意意 : ALTER DATABASE RECOVER文を発行すると、回復用に検討し
たすべてのファイルを V$RECOVERY_FILE_STATUSビューに表示できま
す。各ファイルのステータス情報には、V$RECOVERY_STATUSビューで
アクセスできます。回復セッションを終了した後は、これらのビューにア
クセスできません。
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REDOロロロログの正常グの正常グの正常グの正常なななな適適適適用用用用
 SQL*Plusの回復オプション (SQL文ではなく )を使用している場合には、Oracleが REDO
ログ・ファイルを 1つ適用し終わるたびに、次のメッセージが戻されます。

Log applied.

Oracleはログ順序の中の次のログを要求するプロンプトを表示するか、最後に適用されたロ
グが必要な最後のログである場合には回復を終了します。

REDOロロロログの適用グの適用グの適用グの適用のののの失失失失敗敗敗敗
推定されたファイルが正しくなかったか、指定したファイル名が間違っていた場合には、エ
ラー・メッセージが戻されます。たとえば、次のようなメッセージが表示されます。

ORA-00308: cannot open archived log '/oracle/work/arc_dest/arcr_1_811.arc'
ORA-27037: unable to obtain file status
SVR4 Error: 2: No such file or directory
Additional information: 3

必要な REDOログ・ファイルが適用されるまで、回復は継続できません。REDOログ・
ファイル名を指定した後でエラー・メッセージが戻された場合には、次の状況が考えられま
す。

エラーエラーエラーエラー 考えられる考えられる考えられる考えられる原原原原因因因因 解決策解決策解決策解決策

ORA-27037:ファイルのス
テータスを取得できませ
ん

誤ったファイル名が入力
された。

ログがありません。

正しいファイル名を入力し直してくだ
さい。

バックアップのアーカイブ REDOログ
を復元してください。

ORA-27047:ファイルの
ヘッダー・ブロックを読
み取れません

ログが部分的に書き込ま
れているか、破損してい
る可能性があります。

そのログの破損していないコピーまた
は完全なコピーの位置がわかっている
場合は、そのコピーを適用します。回
復操作を再度実行する必要はありませ
ん。

ログのコピーが存在していない場合
に、有効な REDOエントリが最後に実
行された時刻がわかっているときに
は、不完全回復を実行してください。
この場合には、バックアップの復元も
含めて、回復を最初から再度開始しま
す。 
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REDOロロロログの適用グの適用グの適用グの適用のののの中中中中断断断断
メディア回復操作を開始した後で中断しなければならなくなった場合、たとえば、夜になっ
たために回復操作を終了して翌朝再開する場合などは、次のいずれかの方法を使用して、回
復を中断できます。

■ REDOログ・ファイルの指定を求められたときに、CANCELと入力する。

■ 個々のデータ・ファイルの回復操作中、または自動回復の実行中に操作を中断する必要
がある場合は、オペレーティング・システムの割込みシグナルを使用する。

回復を取り消した場合、データベースをオープンして通常の運用を行うには、その取消しを
完了させる必要があります。回復を再開するには、回復を再起動します。回復は、取り消さ
れた時点の状態で再開されます。

回復を開始した後で再起動が必要になる場合もあります。たとえば、別のバックアップを使
用して再起動する場合や、同じバックアップを使用するが、終了時刻を最初に指定した時点
より前の時点に変更して再起動する必要がある場合などは、バックアップを復元して、回復
操作全体を再開する必要があります。これを行わないと、データベースをオープンしようと
したときに、「file inconsistent」というエラー・メッセージが表示されます。

NOARCHIVELOGモモモモーーーードドドドででででののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復
データベースが NOARCHIVELOGモードであり、メディア障害のためにデータ・ファイル
の一部または全部が破損した場合は、通常、そのデータベースを回復するための唯一の方法
は、最新の全体バックアップを復元することです。Exportを使用して定期バックアップを
行っている場合は、復元操作のかわりに、データベースのエクスポート済みバックアップを
インポートすることによりデータベースを復元できます。 

NOARCHIVELOGモードの場合の欠点は、最新の全体バックアップの時点からメディア障
害の発生時点までデータベースを回復するには、この期間に実行したすべての変更内容を手
動で再入力する必要があることです。一方、データベースが ARCHIVELOGモードの場合
は、アーカイブ・ログ・ファイルまたはオンライン・ログ・ファイルの形で、この期間につ
いての REDOログが保存されています。アーカイブ REDOログを使用すれば、完全回復ま
たは不完全回復を使用してデータベースを再構築できるため、作業内容の消失も最小限に抑
えることができます。

メディア障害により破損したデータベースが NOARCHIVELOGモードで運用されていた場
合、それを最新の一貫性全体バックアップ（この時点での唯一のオプション）から復元する
には、次の手順に従ってください。

最新の全体データベース・バックアップをデフォルト位置に復元する方法最新の全体データベース・バックアップをデフォルト位置に復元する方法最新の全体データベース・バックアップをデフォルト位置に復元する方法最新の全体データベース・バックアップをデフォルト位置に復元する方法    

1. データベースがオープンしている場合は、インスタンスを終了します。

SHUTDOWN ABORT

2. バックアップのデータベース・ファイルを元の位置に復元できるように、メディアの問
題を解決します。
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3. O/Sコマンドを使用し、最新の全体データベース・バックアップを復元します。破損し
たファイルのみでなく、全体データベース・バックアップのデータ・ファイルおよび制
御ファイルをすべて復元する必要があります。次の例では、全体データベース・バック
アップを復元します。

% cp /oracle/work/BACKUP/tbs* /oracle/dbs  # restores datafiles
% cp /oracle/work/BACKUP/cf.f /oracle/dbs  # restores control file

4. 次の文を発行し、不完全データベース回復を疑似実行します。

ALTER DATABASE RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;

5. データベースをオープンし、現行の REDOログ順序を 1にリセットします。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

RESETLOGS操作は、オンライン・ログの中のすべての REDOログを無効にします。全
体データベース・バックアップから復元し、続いてログをリセットすることにより、
バックアップがとられた時点から障害の発生時点までにデータベースに対して行われた
すべての変更が破棄されます。

最新の全体データベース・バックアップを新しい位置に復元するには最新の全体データベース・バックアップを新しい位置に復元するには最新の全体データベース・バックアップを新しい位置に復元するには最新の全体データベース・バックアップを新しい位置に復元するには    

1. データベースをオープンしている場合は、停止します。

SHUTDOWN NORMAL

2. ハードウェアの問題が解決されていないため、データベース・ファイルの一部またはす
べてを別の位置に復元する必要がある場合には、最新の全体データベース・バックアッ
プを新しい位置に復元します。破損したファイルのみでなく、全体データベース・バッ
クアップのデータ・ファイルおよび制御ファイルをすべて復元する必要があります。た
とえば、次のように入力します。

% cp /disk2/BACKUP/tbs* /disk3/oracle/dbs
% cp /disk2/BACKUP/cf.f /disk3/oracle/dbs

3. 必要であれば、復元したパラメータ・ファイルを編集して、制御ファイルの新しい位置
を指定します。

     CONTROL_FILES = '/disk3/oracle/dbs/cf.f'

4. 復元し編集したパラメータ・ファイルを使用してインスタンスを起動し、データベース
をマウントします。ただし、データベースはまだオープンしないでください。たとえ
ば、次の文は初期化ファイル initPROD1.ora を使用してデータベースをマウントしま
す。

STARTUP MOUNT pfile=initPROD1.ora
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5. 復元されたデータ・ファイルのファイル名が変更されている場合には、制御ファイルの
中の復元されたデータ・ファイルを改名します。たとえば、次のように入力します。

ALTER DATABASE RENAME FILE '/disk1/oracle/dbs/tbs1.f' TO 
'/disk3/oracle/dbs/tbs1.f';

6. 必要に応じて、オンライン REDOログ・ファイルを改名します。たとえば、次のように
入力します。

ALTER DATABASE RENAME FILE '/disk1/oracle/dbs/log1.f' TO 
'/disk3/oracle/dbs/log1.f';

7. 次の文を発行し、不完全データベース回復を疑似実行します。

ALTER DATABASE RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;

8. 次の文を発行し、不完全データベース回復を疑似実行します。

ALTER DATABASE RECOVER CANCEL;

9. データベースをオープンし、現行の REDOログ順序を 1にリセットします。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

RESETLOGS操作は、オンライン・ログの中のすべての REDOログを無効にします。全
体データベース・バックアップから復元し、続いてログをリセットすることにより、
バックアップがとられた時点から障害の発生時点までにデータベースに対して行われた
すべての変更が破棄されます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データ・ファイルの改名および再配置の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照
してください。

ARCHIVELOGモモモモーーーードドドドででででののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回復回復回復回復
ARCHIVELOGモードでデータベースを運用しているときにメディア回復操作を開始するに
は、次のオプションのいずれかを使用します。

■ ALTER DATABASE RECOVER文

■ SQL*Plus RECOVER文（推奨）

どの種類のメディア回復を開始する場合にでも、次の制限を守る必要があります。

■ 管理者権限が必要です。 

■ すべての回復セッションに互換性が必要です。 

■ あるセッションで不完全メディア回復を実行している間は、別のセッションで完全メ
ディア回復を実行できません。 
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■ マルチスレッド・サーバー・プロセスを通じてデータベースに接続している場合は、メ
ディア回復は開始できません。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SQL*Plusの詳細は、『SQL*Plus ユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』を参照
してください。

パパパパララララレレレレルルルル方方方方式式式式ででででののののメメメメデデデディィィィアアアア回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
メディア回復のロールフォワード・フェーズを調整するには、ブロックのパラレル回復を使
用します。ブロックのパラレル回復では、ロールフォワード時にデータ・ブロックごとに異
なるプロセスを割り当てる「役割分担」方式を使用することにより、作業の効率を高めてい
ます。たとえば、REDOログに多数のエントリが含まれる場合に、スレーブ 1はログ・ファ
イルの一部分を担当し、スレーブ 2は別の部分を担当し、スレーブ 3はさらに別の部分を担
当します。複数のディスク・ドライブに分散した多数のデータ・ファイルの破損、インスタ
ンスおよびメディア回復ではブロックのパラレル回復が有用です。

RECOVERY_PARALLELISM初期化パラメータは、インスタンスまたはメディア回復操作で
使用する同時実行回復プロセスの数を指定するために使用します。クラッシュ回復はインス
タンスの起動時に行われるため、このパラメータは、クラッシュ回復に使用するプロセスの
数を指定する場合に有効です。RECOVERコマンドに PARALLEL句を指定しなかった場合
は、メディア回復に使用するプロセス数のデフォルト値としてこのパラメータ値が使用され
ます。このパラメータの値は、1より大きく、かつ PARALLEL_MAX_SERVERSパラメータ
の値以下にする必要があります。パラレル回復の方がシリアル回復より効率がよいのは、最
低 8つ程度の回復プロセスがある場合です。 

回復は、通常はデータ・ブロックに対する読取りという意味で I/Oにより制限されることに
注意してください。このため、ブロック・レベルでパラレル化を行っても、非同期 I/Oに関
する O/Sの制約を排除することにより I/Oの総計が増加しない限り、回復のパフォーマン
スは改善されません。非同期 I/Oが十分効率的に行われているシステムでは、ブロックのパ
ラレル回復を使用することによる改善はわずかなものです。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : パラレル回復の詳細は、『Oracle8i チューニング』を参照してください。 
RECOVERY_PARALLELISMパラメータの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』
を参照してください。

完全完全完全完全メメメメディディディディアアアア回復回復回復回復のののの実行実行実行実行
完全回復を実行するときには、データベース全体を一度に回復することも、個々の表領域ま
たはデータ・ファイルを回復することもできます。完全回復の実行後には、不完全回復の実
行後のように RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする必要はないた
め、同時にいくつかのデータ・ファイルを回復しておき、残りのデータ・ファイルを後で回
復できます。

この項では、完全メディア回復操作に必要な作業について説明します。項目は次のとおりで
す。 

■ クローズ状態のデータベースの回復
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■ オープン状態のデータベースの回復

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 第 3章の「バックアップおよび回復計画の立案」で説明されている、基本的な回
復の概念と方法をお読みください。

ククククロロロローーーーズズズズ状状状状態態態態ののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復
この項では、クローズ状態のデータベースを回復するための手順について説明します。ク
ローズ状態のデータベースの回復には、破損したすべてのデータ・ファイルを 1回の操作で
回復する場合と、破損した各データ・ファイルを別々の操作で個別に回復する場合がありま
す。

この項では、次のような順序で、取消しベースのメディア回復の実行方法を説明します。

1. データベースを停止し、可能であればメディアの損傷を修復します。

2. 必要なファイルを復元します。

3. データベースを回復します。

クローズ状態のデータベースの回復の準備クローズ状態のデータベースの回復の準備クローズ状態のデータベースの回復の準備クローズ状態のデータベースの回復の準備  

1. データベースをオープンしている場合は、ABORTオプションを使用して停止します。

SHUTDOWN ABORT

2. メディア障害からの回復の場合は、可能であればそのメディア障害を修復します。

3. メディア障害の原因になったハードウェア上の問題が一時的なものであり、データが破
壊されていない場合（たとえばディスクやコントローラでの停電の場合）は、データ
ベースを起動し、通常の操作を再開します。

STARTUP

必要なファイルの復元必要なファイルの復元必要なファイルの復元必要なファイルの復元  

1. 14-3ページの「回復するファイルの判別」で説明している方法を使用して、回復する
データ・ファイルを判別します。

2. ファイルの破損が永久的な場合には、破損したファイルの最新のバックアップを指定し
ます。メディア障害によって破損したデータ・ファイルのみを復元してください。破損
していないデータ・ファイルやオンライン REDOログ・ファイルを復元しないでくだ
さい。

たとえば、破損したファイルが /oracle/dbs/tbs_10.f の場合には、記録を調べ、
最新のバックアップが /oracle/backup/tbs_10.backup であることを確認できま
す。特定のデータ・ファイルのバックアップがない場合は、空の置換ファイルを作成
し、それを回復に使用できます。
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3. O/Sユーティリティを使用し、ファイルをデフォルト位置または新しい位置に復元しま
す。たとえば、UNIXユーザーが /oracle/dbs/tbs_10.f をデフォルト位置に復元
するときには、次のように入力します。

% cp /oracle/backup/tbs_10.backup /oracle/dbs/tbs_10.f
 

データ・ファイルのバックアップをどこに復元するかを判断するときには、以下のガイ
ドラインを使用してください。

復元したデータ・ファイルの回復復元したデータ・ファイルの回復復元したデータ・ファイルの回復復元したデータ・ファイルの回復  

1. 管理者権限を使用して Oracleに接続し、データベースの新しいインスタンスを起動し
てマウントしますが、データベースはオープンしないでください。たとえば、次のよう
に入力します。

STARTUP MOUNT

2. データ・ファイル名を調べるには、通常は現行の制御ファイルとともに格納されている
データ・ファイルのリストで確認するか、V$DATAFILEビューを問い合せます。たと
えば、次のように入力します。

SELECT name FROM v$datafile;

3. データベースのすべてのデータ・ファイルがオンラインになっていることを確認しま
す。たとえば、/oracle/dbs/tbs_10.f という名前のデータ・ファイルがオンライン
になっていることを確認するには、次のように入力します。

ALTER DATABASE DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_10.f' ONLINE;

指定のデータ・ファイルがすでにオンラインになっている場合には、この文は無視され
ます。必要であれば、すべてのデータ・ファイルを一度にオンラインにする、次のよう
なスクリプトを作成します。

SQL> SPOOL onlineall.sql
SQL> SELECT 'ALTER DATABASE DATAFILE '''||name||''' ONLINE;' FROM v$datafile;
SQL> SPOOL OFF
SQL> @onlineall

状況状況状況状況 方針方針方針方針

ハードウェアの問題が修復されたた
め、データ・ファイルをデフォルト位
置に復元できる

データ・ファイルをデフォルト位置に復元し、メディ
ア回復を開始する。

ハードウェアの問題が続いているた
め、データ・ファイルを元の位置に復
元できない

データ・ファイルを代替の記憶デバイスに復元する。
これらのファイルの新しい位置を制御ファイルに指示
します。『Oracle8i 管理者ガイド』の「データ・ファイ
ルの改名および再配置」に記載されている操作を必要
に応じて使用してください。 
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4. データベース、表領域またはデータ・ファイルを回復するコマンドを発行します。たと
えば、次のように入力します。

RECOVER DATABASE   # recovers whole database
RECOVER TABLESPACE users   # recovers specific tablespace
RECOVER DATAFILE '/oracle/dbs/tbs_10';   # recovers specific datafile

どの文を実行するかを判断するために、次のガイドラインを使用してください。

5. アーカイブ REDOログの適用を自動化しない場合には、プロンプトから必要な REDO
ログ・ファイルが提示されるたびに、ログ・ファイルを受け入れるか、拒否します。回
復を自動化してある場合には、必要なログが自動的に適用されます。必要なアーカイブ
およびオンライン REDOログ・ファイルをすべて復元済みデータ・ファイルに適用し
終わるまで、処理が続行されます。

6. Oracleはメディア回復の完了を通知します。完全メディア回復でアーカイブ REDOロ
グが必要ない場合には、必要なオンライン REDOログ・ファイルがすべて適用された
後、回復が終了します。

7. データベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN;

関連項関連項関連項関連項目目目目 : REDOログ・ファイルの適用の詳細は、14-19ページの「完全メディア回復の実
行」を参照してください。

目的目的目的目的 方針方針方針方針

破損したすべてのファイルを一度に回復
する

RECOVER DATABASE（推奨）または ALTER 
DATABASE RECOVER DATABASEを実行する

個別の表領域を回復する RECOVER TABLESPACE（推奨）または ALTER 
DATABASE RECOVER TABLESPACEを実行する

破損した個々のデータ・ファイルを回復
する

RECOVER DATAFILE（推奨）または ALTER 
DATABASE RECOVER DATAFILEを実行する

データベース全体の回復または個別の
データ・ファイルの回復をパラレル化す
る

14-19ページの「パラレル方式でのメディア回復の実
行」の項を参照してください。
14-22 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



完全メディア回復の実行
オオオオーーーーププププンンンン状状状状態態態態ののののデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復
データベースのオープン中にメディア障害が発生し、破損していないデータ・ファイルがオ
ンラインのまま、使用可能な状態で残ることもあります。破損したデータ・ファイルは自動
的にオフラインとなります。

この手順は、SYSTEM表領域のデータ・ファイルの完全メディア回復には使用できません。
メディア障害により SYSTEM表領域のデータ・ファイルが破損した場合は、Oracleはその
データベースを自動的に停止します。 

この項では、次のような順序で、取消しベースのメディア回復の実行方法を説明します。

1. データベースがオープン状態であることを確認し、影響を受ける表領域をオフラインに
し、データベースの回復の準備をします。

2. 必要なファイルを復元します。

3. データベースを回復します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : SYSTEM表領域の完全メディア回復を先に進めるには、14-20ページの「クロー
ズ状態のデータベースの回復」に記載された手順を使用します。

データベースの停止中におけるオープン状態のデータベースの回復の準備データベースの停止中におけるオープン状態のデータベースの回復の準備データベースの停止中におけるオープン状態のデータベースの回復の準備データベースの停止中におけるオープン状態のデータベースの回復の準備  

1. 新しいインスタンスを起動し、データベースをオープンしてマウントします。たとえ
ば、次のように入力します。

STARTUP

2. データベースをオープンした後で、破損したデータ・ファイルがある表領域をすべてオ
フラインにしてください。たとえば、表領域 TBS_1に破損したデータ・ファイルが含ま
れている場合には、次のように入力します。

ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE TEMPORARY;

3. メディア障害の原因になったハードウェア障害を修復します。ハードウェア障害をすぐ
に修復できない場合は、破損したファイルを代替記憶デバイスに復元し、データベース
回復の次のステップに進みます。

オープン状態のデータベースの回復の準備オープン状態のデータベースの回復の準備オープン状態のデータベースの回復の準備オープン状態のデータベースの回復の準備  

1. 回復が必要であると判断した時点でデータベースがオープン状態であった場合は、破損
したデータ・ファイルを含むすべての表領域をオフラインにします。たとえば、表領域
TBS_1に破損したデータ・ファイルが含まれている場合は、次のように入力します。

ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE TEMPORARY;

可能であれば、回復の量を最小限にするために、TEMORARYオプションを指定して破
損した表領域をオフラインにします。 
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2. メディア障害の原因になったハードウェア障害を修復します。ハードウェア障害をすぐ
に修復できない場合は、破損したファイルを代替記憶デバイスに復元し、データベース
回復の次のステップに進みます。

オープン状態のデータベースにデータ・ファイルを復元する方法オープン状態のデータベースにデータ・ファイルを復元する方法オープン状態のデータベースにデータ・ファイルを復元する方法オープン状態のデータベースにデータ・ファイルを復元する方法  

1. ファイルの破損が修復できない場合は、メディア障害が原因で破損したデータ・ファイ
ルの最新のバックアップ・ファイルのみを復元します。破損していないデータ・ファイ
ルやオンライン REDOログ・ファイル、制御ファイルは復元しないでください。ハー
ドウェア障害が解決され、破損したデータ・ファイルを元の位置に復元できる場合は、
それらのデータ・ファイルを元の位置に復元します。ハードウェア障害がまだ修復され
ていない場合は、破損したデータ・ファイルを、データベース・サーバーの代替記憶デ
バイスに復元します。

2. 1つ以上の破損したデータ・ファイルを代替位置に復元したときには、これらのファイ
ルの新しい位置を対応するデータベースの制御ファイルに指定してください。指定する
ときに、必要に応じて『Oracle8i 管理者ガイド』の中の「データ・ファイルの改名およ
び再配置」の項で説明されている手順を使用してください。

オープン状態のデータベースのオフライン表領域の回復オープン状態のデータベースのオフライン表領域の回復オープン状態のデータベースのオフライン表領域の回復オープン状態のデータベースのオフライン表領域の回復  

1. 管理者権限を使用してデータベースに接続します。たとえば、SYSとしてデータベース
PROD1に接続します。

% sqlplus sys/sys_pwd@prod1

2. 1回の作業で、1つ以上のオフライン表領域の中の破損しているすべてのデータ・ファ
イルのオフライン表領域の回復を開始します。

RECOVER TABLESPACE tbs_1  # begins recovery on datafiles in tbs_1

 

3. Oracleが、必要な REDOログ・ファイル（アーカイブおよびオンライン）を適用して
メディア回復のロールフォワード・フェーズを開始し、復元済みのデータ・ファイルを
再構築します。SET AUTORECOVERY ONを使用してファイルの適用が自動化されて
いる場合以外は、必要な REDOログ・ファイルごとにプロンプトが表示されます。 

注注注注意意意意 : 特定のデータ・ファイルのバックアップがない場合は、ALTER 
DATABASE CREATE DATAFILEを使用して空の置換ファイルを作成し、
それを回復に使用できます。

注注注注意意意意 : パフォーマンスを最大にするには、パラレル回復を使用してデー
タ・ファイルを回復します。14-19ページの「パラレル方式でのメディア
回復の実行」を参照してください。
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必要なアーカイブ REDOログ・ファイルをすべて復元済みデータ・ファイルに適用し
終わるまで、処理が続行されます。次に、メディア回復を完了するために、オンライン
REDOログ・ファイルが復元済みデータ・ファイルに自動的に適用されます。

完全メディア回復にアーカイブ REDOログ・ファイルが必要ない場合には、それに関
するプロンプトは表示されません。かわりに、すべての必要なオンライン REDOログ・
ファイルが適用され、メディア回復は完了します。

4. 破損した表領域がメディア障害の発生時点まで回復されると、オフライン表領域をオン
ラインにします。たとえば、表領域 TBS_1をオンラインにするには、次のコマンドを発
行します。

ALTER TALBESPACE tbs_1 ONLINE;

関連項関連項関連項関連項目目目目 : REDOログの適用の詳細は、14-19ページの「完全メディア回復の実行」を参照
してください。データ・ファイルの作成の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

不完不完不完不完全全全全メデメデメデメディィィィア回ア回ア回ア回復復復復の実の実の実の実行行行行
この項では、各種の不完全メディア回復操作を実行するために必要な作業について説明しま
す。次の項目を取り上げます。

■ 取消しベースの回復の実行

■ 時間ベースの回復の実行

■ 変更ベースの回復の実行

季節的な時間変更（たとえば、夏時間）の影響を受けるデータベースの場合は、同じ時刻が
REDOログに 2回設定されているため、2番目の（つまり後に設定された）時刻の状態への
回復が必要になったときに、問題が発生する可能性があります。時間の変更に対処するに
は、時計を戻した時点の状態への取消しベース回復または変更ベース回復を実行し、その後
で該当する時刻の状態への時間ベース回復を実行します。 

取取取取消消消消ししししベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
この項では、取消しベースのメディア回復の実行方法を説明します。

1. データベースをバックアップし、メディア障害を修復して回復の準備を行います。

2. バックアップ制御ファイル（必要であれば）とバックアップ・データ・ファイルを復元
します。

3. RECOVER DATABASE文を使用し、CANCELで終了し、復元されたバックアップのメ
ディア回復を実行します。
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取消しベースの回復の準備取消しベースの回復の準備取消しベースの回復の準備取消しベースの回復の準備  

1. データベースが引き続きオープン状態であり、メディア回復が必要な場合は、インスタ
ンスを終了します。

SHUTDOWN ABORT

2. 回復作業の途中でエラーが発生した場合に備えて、データベース全体（データベースの
すべてのデータ・ファイルおよび制御ファイル、パラメータ・ファイル）のバックアッ
プをとります。 

3. メディア障害が発生している場合は、その障害の原因となったハードウェア障害を修復
します。

取消しベースの回復に必要なファイルの復元取消しベースの回復に必要なファイルの復元取消しベースの回復に必要なファイルの復元取消しベースの回復に必要なファイルの復元  

1. 現行の制御ファイルが、回復の目標時点のデータベースの物理構造と一致しない場合、
つまり、回復の目標時点以降にデータ・ファイルが追加されている場合には、制御ファ
イルのバックアップを復元します。 

復元された制御ファイルには、データベースの物理ファイル構造を反映する必要があり
ます。つまり、制御ファイルには、不完全メディア回復の終了目標時点での、データ・
ファイルおよびオンライン REDOログ・ファイルの名前が含まれている必要がありま
す。現行の制御ファイルに対応するファイルのリストと、各制御ファイル・バックアッ
プを検討して、使用する正しい制御ファイルを選んでください。 

必要に応じて、データベースの現行の制御ファイルをすべて、正しい制御ファイル・
バックアップで置換してください。代替策は、新しい制御ファイルを作成することで
す。

2. データベースのすべてのデータ・ファイルの全体バックアップまたは部分バックアップ
の一部としてとられたバックアップを復元します。既存のデータ・ファイルと置換する
ために使用するすべてのバックアップ・ファイルは、回復の目標時点より前にとったも
のにしてください。たとえば、REDOログ順序番号 38まで回復する場合は、REDOロ
グ順序番号 38より前に完了しているバックアップのすべてのデータ・ファイルを復元
します。

3. 特定のデータ・ファイルのバックアップがない場合は、空の置換ファイルを作成して、
それを回復に使用できます。回復の目標時刻より後に追加されたデータ・ファイルがあ
る場合、回復が完了した後、このファイルはデータベース用には使用されないため、こ
のファイルのバックアップを復元する必要はありません。

注注注注意意意意 : データベースの制御ファイルが正常に機能しない場合や、制御
ファイルのバックアップと置換できない場合は、この制御ファイルは、
データベースに関連するパラメータ・ファイルの中の CONTROL_FILES
パラメータ・リストから除いてください。
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4. メディア障害の原因となっていたハードウェアの問題を解決したため、すべてのデー
タ・ファイルを元の位置に復元できる場合は、ファイルを復元してください。ハード
ウェア障害がまだ存在している場合は、破損したデータ・ファイルを代替記憶デバイス
に復元します。

 

取消しベースの回復の実行取消しベースの回復の実行取消しベースの回復の実行取消しベースの回復の実行  

1. SQL*Plusを起動し、管理者権限を使用して Oracleに接続します。たとえば、次のよう
に入力します。

% sqlplus sys/change_on_install@prod1

2. 新しいインスタンスを起動し、データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT

3. 破損した 1つ以上のデータ・ファイルを代替位置に復元した場合は、それらのファイル
の新しい位置を、対応するデータベースの制御ファイルに指定してください。 

4. 取消しベースの回復を開始します。

RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL

この不完全回復でバックアップ制御ファイルを使用している場合には、RECOVERコマ
ンドの中で USING BACKUP CONTROLFILEオプションを指定してください。

RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL USING BACKUP CONTROLFILE

5. 復元されたデータ・ファイルを再構築するために、必要な REDOログ・ファイルが適用
されます。ファイルの適用が自動化されている場合以外は、Oracleは、LOG_
ARCHIVE_DEST_1または LOG_ARCHIVE_DESTから候補となるファイル名を表示し、
そのログ・ファイルの適用を実行するか中止するかの指示が必要です。制御ファイルが
バックアップ・ファイルの場合は、オンライン・ログの名前を指定する必要がありま
す。

注注注注意意意意 : 制御ファイルのバックアップを使用している場合は、読取り専用
表領域内のファイルをオフラインにしてください。オフラインにしておか
ないと、回復により読取り専用ファイルのヘッダーが更新されることがあ
ります。

注注注注意意意意 : RECOVER文で UNTIL CANCEL句を指定しないと、完全回復を
実行するまでデータベースをオープンできなくなります。
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6. 最新の、破損していない REDOログ・ファイルを復元済みのデータ・ファイルに適用し
終わるまで、REDOログ・ファイルの適用を続けます。

7. 破損したファイルの直前の REDOログ・ファイルが適用された後で、回復を取り消しま
す。

CANCEL

回復が成功したかどうかを示すメッセージが戻されます。回復が完了する前に回復を取
り消した後で、データベースをオープンしようとすると、ファイルでさらに回復が必要
な場合は、ORA-1113エラーが発生します。

時時時時間間間間ベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
この項では、時間ベースのメディア回復手順の実行方法を説明します。

1. 作業の途中でエラーが発生した場合に備えてデータベースをバックアップし、メディア
障害がある場合は障害を修復してください。

2. バックアップ制御ファイル（必要であれば）とバックアップ・データ・ファイルを復元
します。

3. UNTIL TIMEオプションを指定した RECOVER DATABASE文を使用し、復元された
バックアップのメディア回復を実行します。

時間ベースの回復の準備時間ベースの回復の準備時間ベースの回復の準備時間ベースの回復の準備  

14-28ページの「取消しベースの回復の実行」で説明している準備手順を使用してください。

時間ベースの回復に必要なファイルを復元し、ファイルをオンラインにする方法時間ベースの回復に必要なファイルを復元し、ファイルをオンラインにする方法時間ベースの回復に必要なファイルを復元し、ファイルをオンラインにする方法時間ベースの回復に必要なファイルを復元し、ファイルをオンラインにする方法  

1. 現行の制御ファイルが、回復の予定時点のデータベースの物理構造と一致しない場合に
は、不完全メディア回復の終了時点での、データベースの物理ファイル構造を反映し

注注注注意意意意 : OPS構成を使用した場合、不完全回復を実行するか、バックアッ
プ制御ファイルを使用すると、最初のスレッドからの最初のアーカイブ
REDOログ・ファイルの名前しか算出できません。他のスレッドからの最
初の REDOログ・ファイルの名前は、ユーザーが指定する必要がありま
す。あるスレッド内の最初のログ・ファイルが指定されると、Oracleはそ
のスレッド内の後続のログ・ファイルの名前を推定できます。

注注注注意意意意 : 時間ベースの不完全メディア回復を実行するときに、回復に使用
するバックアップ制御ファイルに読取り専用表領域がある場合は、次の回
復手順を実行する前にオラクル社カスタマ・サポートに連絡してくださ
い。
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た、バックアップ制御ファイルを復元します。どのバックアップ制御ファイルを使用す
るかを判断するには、次のようにします。

■ 現行の制御ファイルに対応するファイルのリストと、各制御ファイル・バックアッ
プを検討して、使用する正しい制御ファイルを選択してください。 

■ 必要に応じて、データベースの現行の制御ファイルをすべて、正しい制御ファイ
ル・バックアップで置換してください。 

■ また、新しい制御ファイルを作成し、欠落している制御ファイルと置換することも
できます。

 

2. データベースのすべてのデータ・ファイルのバックアップを復元します。既存のデー
タ・ファイルと置換するために使用するすべてのバックアップは、回復の目標時点以前
にとられたものである必要があります。たとえば、1月 2日の午後 2時の時点にまで回
復する場合には、この時間より前に完了していたバックアップを使用し、すべてのデー
タ・ファイルを復元します。次のガイドラインを使用してください。

 

注注注注意意意意 : データベースの制御ファイルが正常に機能しない場合や、制御
ファイルのバックアップと置換できない場合は、この制御ファイルは、
データベースに関連するパラメータ・ファイルの中の CONTROL_FILES
パラメータ・リストから除いてください。

状況状況状況状況 方針方針方針方針

データ・ファイルのバックアップがない 空の置換ファイルを作成し、このファイルを回
復に使用する。 

回復の目標時点以降にデータ・ファイルが追
加されている

このファイルは、回復の完了後にデータベース
で使用されることはないため、このファイルの
バックアップは復元しない。

障害の原因となっていたハードウェアの問題
が解決されたため、すべてのデータ・ファイ
ルをデフォルト位置に復元できる

ファイルを復元し、この手順のステップ 5 を省
略する。 

ハードウェアの問題が解決されていない 破損したデータ・ファイルを代替の記憶デバイ
スに復元する。

注注注注意意意意 : 制御ファイルのバックアップを使用している場合は、読取り専用
表領域内のファイルをオフラインにしてください。オフラインにしない
と、回復により読取り専用ファイルのヘッダーが更新されることがありま
す。
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3. SQL*Plusを起動し、管理者権限を使用して Oracleに接続します。たとえば、次のよう
に入力します。

% sqlplus sys/change_on_install@prod1

4. 新しいインスタンスを起動し、データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT

5. 破損した 1つ以上のデータ・ファイルをステップ 2 で代替位置に復元した場合は、それ
らのファイルの新しい位置を、対応するデータベースの制御ファイルに指定してくださ
い。たとえば、次のように入力します。

ALTER DATABASE RENAME FILE '/oracle/dbs/df2.f' TO '/oracle/newloc/df2.f';

6. 回復の必要なデータ・ファイルの名前を次の方法で確認します。

■ 使用中の制御ファイルに通常含まれるデータ・ファイルのリストをチェックする。

■ V$DATAFILEビューを問い合せる。 

7. データベースのすべてのデータ・ファイルがオンラインになっていることを確認しま
す。オフライン表領域が NORMALオプションでオフラインにされた場合以外は、デー
タベースのすべてのデータ・ファイルをオンラインにする必要があります。たとえば、
user1 という名前（完全修飾ファイル名）のデータ・ファイルを確実にオンラインにす
るには、次の文を入力します。

ALTER DATABASE DATAFILE 'users1' ONLINE;

この不完全回復で制御ファイルのバックアップを使用している場合（つまり、制御ファ
イルのバックアップまたは再作成した制御ファイルを復元した場合）は、回復を開始す
るために使用するダイアログ・ボックスまたはコマンドの中でこのことを指示します。
指定のデータ・ファイルがすでにオンラインになっている場合は、この文は無視されま
す。

時間ベースの回復の実行時間ベースの回復の実行時間ベースの回復の実行時間ベースの回復の実行  

1. RECOVER DATABASE UNTIL TIME文を発行して、時間ベースの回復を開始します。
時刻は、必ず 'YYYY-MM-DD:HH24:MI:SS'という書式を使用し、引用符で区切って指定
します。次の文を実行すると、制御ファイルのバックアップが使用され、データベース
は指定した時点の状態に回復されます。

RECOVER DATABASE UNTIL TIME '1992-12-31:12:47:30' USING BACKUP CONTROLFILE

2. 復元されたデータ・ファイルを再構築するために、必要な REDOログ・ファイルを適用
します。ファイルの適用が自動化されている場合以外は、Oracleは、LOG_ARCHIVE_
DEST_1または LOG_ARCHIVE_DESTから候補となるファイル名を表示し、そのロ
グ・ファイルの適用を実行するか中止するかの指示が必要です。制御ファイルがバック
アップの場合には、オンライン・ログの名前を指定する必要があります。 
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3. 必要な最後の REDOログ・ファイルを復元済みのデータ・ファイルに適用し終わるま
で、REDOログ・ファイルを適用していきます。設定した時刻になると、Oracleは回復
を自動的に終了し、回復が成功したかどうかを示すメッセージを戻します。

変変変変更更更更ベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復のののの実実実実行行行行
この項では、指定された SCNまでの回復の実行方法を説明します。

1. 作業の途中でエラーが発生した場合に備えてデータベースをバックアップし、メディア
障害がある場合は障害を修復してください。

2. バックアップ制御ファイル（必要であれば）とバックアップ・データ・ファイルを復元
します。

3. UNTIL CHANGEオプションを指定した RECOVER DATABASE文を使用し、復元され
たバックアップのメディア回復を実行します。

変更しベースの回復の準備変更しベースの回復の準備変更しベースの回復の準備変更しベースの回復の準備  

14-28ページの「取消しベースの回復の実行」で説明している準備手順を使用してください。

変更ベースの回復に必要なファイルを復元する方法変更ベースの回復に必要なファイルを復元する方法変更ベースの回復に必要なファイルを復元する方法変更ベースの回復に必要なファイルを復元する方法  

14-28ページの「時間ベースの回復の実行」で説明している復元手順を使用してください。

変更ベースの回復の実行変更ベースの回復の実行変更ベースの回復の実行変更ベースの回復の実行  

1. 回復を終了する時点の SCNを指定し、変更ベースの回復を開始します。SCNには、引
用符なしの 10進数を指定します。たとえば、SCN 100まで回復するには、次のコマン
ドを発行します。

RECOVER DATABASE UNTIL CHANGE 100;

2. Oracleが、必要な REDOログ・ファイル（アーカイブおよびオンライン）を適用して
メディア回復のロールフォワード・フェーズを開始し、復元済みのデータ・ファイルを
再構築します。ファイルの適用が自動化されている場合以外は、Oracleは、LOG_
ARCHIVE_DEST_1または LOG_ARCHIVE_DESTから候補となるファイル名を表示し、
そのログ・ファイルの適用を実行するか中止するかの指示が必要です。制御ファイルが
バックアップ・ファイルの場合は、オンライン・ログの名前を指定する必要がありま
す。Oracleは、REDOログ・ファイルの適用を続けます。 

3. 必要な最後の REDOログ・ファイルを復元済みのデータ・ファイルに適用し終わるま
で、REDOログ・ファイルの適用を続けます。設定した時刻になると、Oracleは回復を
自動的に終了し、回復が成功したかどうかを示すメッセージを戻します。
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メディア回復後のデータベースのオープン
メデメデメデメディィィィア回ア回ア回ア回復復復復後の後の後の後のデデデデータータータータベベベベーーーーススススのオのオのオのオーーーープンプンプンプン
回復後にデータベースをオープンするときに、ログ順序番号を維持するには、次の文を実行
します。

ALTER DATABASE OPEN NORESETLOGS;

回復後にデータベースをオープンするときに、ログ順序番号をリセットするには、次の文を
実行します。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

RESETLOGSオプションは、不完全メディア回復後には必須です。REDOログをリセットす
るには、次のようにします。

■ 回復時に適用されなかった REDO情報をすべて破棄して、今後それが適用されないよう
にする。

■ オンラインREDOログおよびREDOスレッドについての制御ファイル情報を再度初期化
する。

■ オンライン REDOログの内容を消去する。

■ オンライン REDOログ・ファイルが現在ない場合は、オンライン REDOログ・ファイル
を作成する。

■ ログ順序番号を 1にリセットする。

.

RESETLOGSままままたたたたはははは NORESETLOGSののののいいいいずずずずれれれれをををを指指指指定定定定すすすするるるるかかかかのののの決決決決定定定定
RESETLOGSまたはNORESETLOGSのいずれを指定するかを決定するには、次のルールに
従います。

■ 不完全メディア回復の後には必ず RESETLOGSオプションを指定してください。たとえ
ば、現在より先の時刻や SCNでなく、以前の時刻や SCNを指定した場合などです。

■ 完全メディア回復を実行した後には、NORESETLOGSオプションを指定してください
（バックアップ制御ファイルを使用していない限り）。このルールが当てはまるのは、意
図的に完全回復を実行した場合か、不完全回復を実行したが実際にはなんらかの方法で
REDOログ内のすべての変更内容を回復した場合です。 

■ 完全回復を実行した場合でも、不完全回復を実行した場合でも、回復のために制御ファ
イルのバックアップを使用した場合には、必ず RESETLOGSオプションを指定してくだ
さい。

警警警警告告告告 : REDOログをリセットすると、ログをリセットすると、ログをリセットすると、ログをリセットすると、REDO情報を最初に破棄した後で情報を最初に破棄した後で情報を最初に破棄した後で情報を最初に破棄した後で
データベースに対して行った変更内容はすべて破棄されます。その時点以データベースに対して行った変更内容はすべて破棄されます。その時点以データベースに対して行った変更内容はすべて破棄されます。その時点以データベースに対して行った変更内容はすべて破棄されます。その時点以
降に入力された更新は、手動で再入力する必要があります降に入力された更新は、手動で再入力する必要があります降に入力された更新は、手動で再入力する必要があります降に入力された更新は、手動で再入力する必要があります。。。。
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■ データベースのアーカイブ・ログをスタンバイ・データベース用に使用する場合は、
RESETLOGSオプションを指定しないでください。ログをリセットする必要がある場合
は、スタンバイ・データベースを再作成する必要があります。

ログ順序番号をリセットした場合には、完全回復が実行されたか、不完全回復が実行された
かにより、戻されるメッセージは異なります。完全回復の場合は、alert.log ファイルに
次のメッセージが出力されます。

RESETLOGS after complete recovery through change scn

不完全回復の場合は、ALERTファイルに次のメッセージが出力されます。

RESETLOGS after incomplete recovery UNTIL CHANGE scn

リセットしてはならない場合にログをリセットしようとしたり、リセットする必要がある場
合にリセットしなかった場合は、エラーとなり、データベースはオープンしません。エラー
を訂正して再試行してください。 

RESETLOGSモモモモーーーードドドドででででオオオオーーーープンプンプンプンすすすするるるる場場場場合合合合ののののガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン
RESETLOGSモードでデータベースをオープンした後、次のアクションを実行してくださ
い。

■ 全体データベース・バックアップの作成

■ アラート・ログのチェック

全体データベース・バックアップの作成全体データベース・バックアップの作成全体データベース・バックアップの作成全体データベース・バックアップの作成  すぐにデータベースを NORMALオプションで停
止し、全データベースのバックアップを作成します。そうしておかないと、ログをリセット
した後で変更した内容を回復できなくなります。全バックアップをとるまでは、前述の手順
（ログをリセットするまでの手順）を繰り返す以外に回復する方法はありません。（ログ順序
をリセットしなかった場合は、データベースのバックアップをとる必要はありません。）

アラート・ログのチェックアラート・ログのチェックアラート・ログのチェックアラート・ログのチェック  RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンし
た後、alert.log をチェックし、Oracleがデータ・ディクショナリと制御ファイルとの間
の矛盾（たとえば、データ・ディクショナリに格納されているデータ・ファイルが新しい制
御ファイルに設定されていないなど）を検出したかどうかを調べます。

データ・ファイルがデータ・ディクショナリ内にはあるが新しい制御ファイル内にない場合
は、制御ファイル内にMISSINGnnnn（nnnnは 10進数のファイル番号）と示されたエント
リが作成されます。制御ファイル内で、MISSINGnnnnには、オフラインでありメディア回
復が必要なことを示すフラグが設定されます。 

MISSINGnnnnに対応する実際のデータ・ファイルをアクセス可能にするには、
MISSINGnnnnを改名し、読取り専用またはNORMALオプションでオフラインにされた
データ・ファイルのみ指すようにします。一方、MISSINGnnnnが読取り専用でも
NORMALオプションによるオフラインでもないデータ・ファイルに対応している場合は、
改名してもデータ・ファイルをアクセス可能にできません。これは、データ・ファイルに必
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メディア回復後のデータベースのオープン
要なメディア回復が RESETLOGSの結果により不可能になるためです。この場合には、デー
タ・ファイルを含む表領域を削除する必要があります。

これに対して、制御ファイルに示されているデータ・ファイルがデータ・ディクショナリ内
にない場合は、そのデータ・ファイルを参照している部分は新しい制御ファイルからは自動
的に削除されます。どちらの場合も、検出された内容がわかるように、状況を説明するメッ
セージが alert.log ファイルに出力されます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : REDOログの適用に関する詳細は、14-19ページの「完全メディア回復の実行」
を参照してください。

RESETLOGS以以以以前前前前ののののババババッッッッククククアアアアッッッップかプかプかプかららららのののの回回回回復復復復
Oracle8iより前のリリースでは、直ちに復元が実行できるように計画していた場合には、
RESETLOGSオプションを使用したデータベースのオープンを避けるために、DBAは一貫
性のあるコールド・バックアップを実行するときにオンライン・ログのバックアップをとっ
ていました。 

このようなバックアップの例は、ディスクのメンテナンス（データベースのバックアップと
削除およびディスクの再構成、データベースの復元）を行う場合です。DBAは、
RESETLOGSモードで再起動を行わない場合には、データベースの復元の直後に全体データ
ベース・バックアップを実行する必要はありません。RESETLOGSオプションを使用する
と、ログのリセット後にエラーが発生した場合、RESETLOGSを使用する前にとったバック
アップによる回復ができないため、全体データベース・バックアップが必要でした。

Oracle8以降では、ロールフォワードに RESETLOGS前のバックアップを使用できる状況が
1つだけあります。データベースの一貫性バックアップがあり、このバックアップが
RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンする直前にとられたものであ
り、さらに、RESETLOGSを使用してデータベースをオープンした後で有効な制御ファイル
がある場合のみに限られます。このため、オンライン REDOログをバックアップまたは復
元する必要はありません。

次の例は、RESETLOGS前のバックアップを使用できる状況を説明しています。ハードウェ
ア・ストライプ化の再構成を実行する場合を考えてみます。これには、データベース・ファ
イルのバックアップと削除、ハードウェアの再構成、そしてデータベースの復元が必要で
す。

金曜日の夜に、次の作業を行います。

1. データベースを正しく停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

2. 全体データベース・バックアップ（制御ファイルおよびデータ・ファイル）を実行しま
す。たとえば、次のように入力します。

% cp /oracle/dbs/* /oracle/backup
14-34 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



メディア回復後のデータベースのオープン
.

3. O/Sメンテナンスを実行します。

4. データ・ファイルと制御ファイルを復元します。たとえば、次のように入力します。

% cp /oracle/backup/* /oracle/dbs

5. データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT

6. 取消しベースの回復を開始します。

RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL

7. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

土曜日の朝には、スケジュールされたバッチ・ジョブが実行され、アーカイブ REDOログ
が生成されます。データベース全体の復元が必要なハードウェア障害が土曜日の夜に発生し
た場合、RESETLOGSオプションを指定してデータベースをオープンする直前にとったバッ
クアップを復元し、土曜日に作成されたログを使用してロールフォワードできます。

土曜日の夜には次の作業を行います。

1. インスタンスを終了します（まだ存在している場合）。

SHUTDOWN ABORT

2. すべての破損ファイルを、金曜日の夜に作成したバックアップから復元します。

% cp /oracle/backup/* /oracle/dbs

3. 土曜日に作成されたすべてのアーカイブ・ログを適用し、完全回復を開始します。ログ
の適用を自動化するには SET AUTORECOVERY ONを使用します。

SET AUTORECOVERY ON
RECOVER DATABASE

注注注注意意意意 : この時点でデータベースを再オープンしないでください。

注注注注意意意意 : 現行の制御ファイルがある場合は、その制御ファイルは復元しな
いでください。復元した場合は、RESETLOGSオプションを指定してデー
タベースをオープンした後に有効だった制御ファイルも復元する必要があ
ります。
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メディア回復後のデータベースのオープン
4. データベースをオープンします。

STARTUP

上記の例では、金曜日の夜のバックアップから RESETLOGSオプションを指定してデータ
ベースをオープンするまでの間にデータベースをオープンした場合、またはデータベースの
オープン後の制御ファイルがない場合には、金曜日の夜のバックアップを使用してロール
フォワードできなくなります。その場合、RESETLOGSオプションを指定してデータベース
をオープンした後にバックアップをとっておかないと、回復できません。
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この章では、一般的なメディア障害から回復する方法について説明します。項目は次のとお
りです。

■ メディア障害の種類の理解

■ データ・ファイルの消失後の回復

■ ADD DATAFILE操作を使用した回復方法

■ 移動された表領域の回復

■ オンライン REDOログ・ファイルの消失後の回復

■ アーカイブ REDOログ・ファイルの消失後の回復

■ 制御ファイルの消失後の回復

■ ユーザー・エラーからの回復

■ 分散環境でのメディア回復の実行
ステム環境での回復シナリオ 15-1



メディア障害の種類の理解
メデメデメデメディィィィア障ア障ア障ア障害害害害の種の種の種の種類類類類の理の理の理の理解解解解
メディア障害には、一般的に 2つの種類があります。永久的なものと一時的なものです。障
害の種類によって、異なる回復方法を使用します。

永久メディア障害は、ディスク上のデータが永久に消失する原因になるような重大なハード
ウェア問題です。失われたデータを回復するには、障害が発生した記憶デバイスを修理また
は交換し、そこに格納されていたファイルのバックアップを復元する以外に方法はありませ
ん。 

一時メディア障害は、データが一時的にアクセス不可能になるようなハードウェア問題です
が、このためにデータが破損することはありません。次に、一時メディア障害の例を 2つ示
します。

■ ディスク・コントローラの故障。ディスク・コントローラを交換すれば、ディスク上の
データにアクセスできます。

■ 記憶デバイスでの停電。電源が復旧すれば、記憶デバイスおよび関連のすべてのデータ
に再びアクセスできます。

デーデーデーデータタタタ・フ・フ・フ・ファァァァイルイルイルイルのののの消失消失消失消失後後後後のののの回回回回復復復復
データ・ファイルがメディア障害の影響を受けた場合は、回復手順は次の状況によって異な
ります。

■ データベースのアーカイブ・モード ARCHIVELOGまたは NOARCHIVELOG.

■ メディア障害の種類

■ メディア障害の影響を受けたファイル 

次の項では、データベース・モードの適切な回復の方針について説明します。

■ NOARCHIVELOGモードでのデータ・ファイルの消失

■ ARCHIVELOGモードでのデータ・ファイルの消失

NOARCHIVELOGモモモモーーーードドドドででででののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの消消消消失失失失
NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースのデータ・ファイルのどれかが永
久または一時メディア障害の影響を受けた場合には、Oracleはそのデータベースを自動的に
停止します。メディア障害のタイプに応じて、次の 2つの回復方法のいずれかを使用できま
す。

■ メディア障害が一時的な場合には、ハードウェア問題を修復した後で、データベースを
再起動します。通常はインスタンス回復が可能であり、オンライン REDOログを使用
してすべてのコミットされたトランザクションを回復できます。

■ 永久メディア障害の場合には、14-16ページの「NOARCHIVELOGモードでのデータ
ベースの回復」で説明している手順に従ってください。
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ADD DATAFILE操作を使用した回復方法
ARCHIVELOGモモモモーーーードドドドででででののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファイァイァイァイルルルルのののの消消消消失失失失
ARCHIVELOGモードで運用されているデータベースのデータ・ファイルが永久または一時
メディア障害の影響を受ける状況として、次の例が想定されます。 

ADD DATAFILE操操操操作を作を作を作を使使使使用し用し用し用したたたた回復回復回復回復方方方方法法法法
ADD DATAFILE操作によってデータベース回復がロールフォワードされた場合には、
Oracleは ADD DATAFILE REDOデータの適用時に回復を停止し、ユーザーはファイルの位
置を確認できます。 

たとえば、/db/db2.f および /db/db3.f という 2つのデータ・ファイルを含む新しい表
領域を作成するとします。その後 CREATE TABLESPACE操作を使用してメディア回復を実
行した場合、Oracleは CREATE TABLESPACE REDOデータの適用時に次のエラーを発行す
る可能性があります。 

ORA-00283: recovery session canceled due to errors 
ORA-01244: unnamed datafile(s) added to controlfile by media recovery
ORA-01110: data file 3: '/db/db2.f'
ORA-01110: data file 2: '/db/db3.f'

ADD DATAFILE操作による回復操作による回復操作による回復操作による回復  

1. V$DATAFILEから選択し、追加されたファイルを表示します。

SELECT file#, name FROM v$datafile;

FILE#          NAME
-------------------------------------
1              /db/db1.f

破損し破損し破損し破損したたたたデータ・フデータ・フデータ・フデータ・ファァァァイルイルイルイル データベーデータベーデータベーデータベースススス・ステータ・ステータ・ステータ・ステータスススス 解決策解決策解決策解決策

SYSTEM表領域の中のデータ・ファイ
ルまたはアクティブ・ロールバック・
セグメントを持つデータ・ファイル。

Oracleは停止します。 ハードウェア問題が一時的な場合は、修復後
にデータベースを再起動してください。通常
の場合は、インスタンス回復によりトランザ
クションを回復できます。

ハードウェア問題が永久的な場合には、
14-20ページの「クローズ状態のデータベー
スの回復」で説明している手順に従ってくだ
さい。

SYSTEMデータ・ファイル以外のデー
タ・ファイルか、アクティブ・ロール
バック・セグメントを含まないデー
タ・ファイル。

Oracleは影響を受けたデー
タ・ファイルをオフライン
にしますが、データベース
はオープンしたままです。

データベースのうち影響を受けなかった部分
をそのまま使用する場合は、データベースを
停止しないでください。一時オプションを使
用して破損したデータ・ファイルを含む表領
域をオフラインにした後、14-20ページの
「クローズ状態のデータベースの回復」で説
明している手順に従ってください。
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移動された表領域の回復
2              /db/UNNAMED00002
3              /db/UNNAMED00003

2. 名前のないファイルが複数存在している場合は、次の方法の 1つを使用し、名前のない
各ファイルがどのデータ・ファイルに対応しているかを判別します。

■ 名前のない各ファイルの元のファイル位置に関するメッセージを含む alert.log
をオープンする。 

■ 名前のない各ファイルの元のファイル位置をエラー・メッセージと V$DATAFILE
から導出する。名前のないファイルは、エラー・メッセージの中の、同じファイル
番号を持つファイルに対応しています。 

3. ALTER DATABASE RENAME FILEコマンドを発行し、データ・ファイルを改名しま
す。たとえば、次のように入力します。 

ALTER DATABASE RENAME FILE '/db/UNNAMED00002' TO '/db/db3.f';
ALTER DATABASE RENAME FILE '/db/UNNAMED00003' TO '/db/db2.f';

4. 前述の回復コマンドを使用して回復を続行します。たとえば、次のように入力します。

RECOVER DATABASE

移動移動移動移動さささされたれたれたれた表表表表領域領域領域領域のののの回復回復回復回復
Oracleのトランスポータブル表領域機能を使用すると、1つのデータベースから別のデータ
ベースに表領域のセットを移送できます。表領域をデータベースに移送する、つまり "組み
込む "ことと、あらかじめロードされたデータを使用して表領域を作成することは類似して
います。この機能は、次の理由から便利です。

■ この方法で必要になる作業は、データ・ファイルのコピーと、メタデータの統合のみで
あるため、インポート /エクスポートまたはロード /アンロードよりも速い。

■ この方法を使用して索引データを移動すると、索引を再作成する必要がなくなる。

移動された表領域は通常の表領域と同様に、回復可能です。通常の表領域はバックアップな
しに回復できるのに対して、移動された表領域を回復するには、移動されたデータ・ファイ
ルのバックアップが必要です。 

移動された表領域を回復するには、移送されたデータ・ファイルのバックアップを復元し、
通常の回復コマンドを発行します。このバックアップは、移送されたデータ・ファイルの最
初のバージョンでも、表領域の移送後にとられた任意のバックアップでもかまいません。表
領域の組み込み操作を通じて回復するときには、CREATE TABLESPACE操作を使用して回
復する場合と同じように、ORA-01244が発行される可能性があります。この場合には、15-3
ページの「ADD DATAFILE操作を使用した回復方法」で説明している手順を使用し、正し
い位置へ名前のないファイルを改名してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 移動された表領域の使用方法の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
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オンライン REDOログ・ファイルの消失後の回復
オンオンオンオンラララライイイインンンン REDOロロロロググググ・フ・フ・フ・ファァァァイルイルイルイルのののの消失消失消失消失後後後後の回の回の回の回復復復復
データベースのオンライン REDOログがメディア障害の影響を受けた場合、正しい回復手
順は次の状況によって異なります。

■ オンライン REDOログの構成。ミラー化の有無。

■ メディア障害の種類。一時か、永久か。

■ メディア障害の影響を受けた、オンライン REDOログ・ファイルの種類。現行、アク
ティブ、アーカイブされていない、またはアクティブでないか。 

次の項で、これらの状況に適した回復方針について説明します。

■ 多重化されたオンライン REDOログ・グループのメンバーの消失後の回復

■ オンライン REDOログ・グループの全メンバーの消失後の回復

多多多多重重重重化化化化さささされれれれたたたたオオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググ・・・・ググググルルルルーーーーププププののののメメメメンンンンババババーーーーのののの消消消消失失失失後後後後のののの回回回回復復復復
データベースのオンライン REDOログを多重化している場合に、各オンライン REDOロ
グ・グループの少なくとも 1つのメンバーがメディア障害の影響を受けていないときには、
データベースは正常に機能し続けることができます。Oracleは、LGWRトレース・ファイ
ルと、データベースの alert.log にエラー・メッセージを書き込みます。 

次のアクションのいずれかを実行し、問題を解決してください。

■ ハードウェア問題が一時的な場合は、修復する。この後 LGWRは、問題が存在しなかっ
たかのように、以前は使用不可能であったオンライン REDOログ・ファイルにアクセ
スします。

■ ハードウェアの問題が永久的な場合には、次の手順を使用し、破損したメンバーを削除
し、新しいメンバーを追加する。

REDOログ・グループの破損したメンバーの置換ログ・グループの破損したメンバーの置換ログ・グループの破損したメンバーの置換ログ・グループの破損したメンバーの置換  

1. V$LOGFILEの中で破損したメンバーのファイル名を検索します。ファイルにアクセス
不可能な場合は、ステータスは INVALIDになります。

SELECT group#, status, member FROM v$logfile;

GROUP#    STATUS       MEMBER
-------   -----------  ---------------------
0001                    /oracle/dbs/log1a.f
0001                    /oracle/dbs/log1b.f

注注注注意意意意 : ログ・グループが再使用されるまでは、新しく追加されたメン
バーによって冗長性が生じることはありません。
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オンライン REDOログ・ファイルの消失後の回復
0002                    /oracle/dbs/log2a.f
0002      INVALID       /oracle/dbs/log2b.f
0003                    /oracle/dbs/log3a.f
0003                    /oracle/dbs/log3b.f

2. 破損したメンバーを削除します。たとえば、グループ 2からメンバー log2b.f を削除
するには、次のコマンドを発行します。

ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2b.f';

3. グループに新しいメンバーを追加します。たとえば、グループ 2に log2c.f を追加す
るには、次のコマンドを発行します。

ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2c.f' TO GROUP 2;

追加するファイルがすでに存在している場合には、ファイルのサイズは他のグループ・
メンバーのサイズと同じにし、REUSEを指定する必要があります。

ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2b.f' REUSE TO GROUP 2;

オオオオンンンンラララライイイインンンン REDOロロロロググググ・・・・ググググルルルルーーーーププププのののの全全全全メメメメンンンンババババーーーーのののの消消消消失失失失後後後後のののの回回回回復復復復
メディア障害によりオンライン REDOログ・グループの全メンバーが破損した場合、障害
の影響を受けたオンライン REDOログ・グループのタイプと、データベースのアーカイブ・
モードによって、種々のシナリオがあります。

破損したログ・グループがアクティブでない場合には、インスタンス回復は必要ありませ
ん。ログ・グループがアクティブな場合には、インスタンス回復が必要です。最初の作業
は、破損したグループがアクティブか、アクティブでないかを判別することです。

破損したグループがアクティブかどうかの判別方法破損したグループがアクティブかどうかの判別方法破損したグループがアクティブかどうかの判別方法破損したグループがアクティブかどうかの判別方法  

1. 消失した REDOログのファイル名を V$LOGFILEの中で確認し、これに対応するグルー
プ番号を探します。たとえば、次のように入力します。

SELECT group#, status, member FROM v$logfile;

GROUP#    STATUS       MEMBER
-------   -----------  ---------------------
0001                    /oracle/dbs/log1a.f
0001                    /oracle/dbs/log1b.f
0002      INVALID       /oracle/dbs/log2a.f
0002      INVALID       /oracle/dbs/log2b.f
0003                    /oracle/dbs/log3a.f
0003                    /oracle/dbs/log3b.f

2. どのグループがアクティブかを判別します。たとえば、次のように入力します。

SELECT group#, members, status, archived FROM v$log;
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オンライン REDOログ・ファイルの消失後の回復
GROUP#  MEMBERS           STATUS     ARCHIVED
------  -------           ---------  -----------
 0001   2                 INACTIVE   YES
 0002   2                 ACTIVE     NO
 0003   2                 CURRENT    NO

3. 影響を受けたグループがアクティブでない場合には、15-7ページの「アクティブでな
い、オンライン REDOログ・グループの消失」で説明している手順に従ってください。
影響を受けたグループがアクティブな場合（前述の例のように）には、15-9ページの
「アクティブなオンライン REDOログ・グループの消失」で説明している手順に従って
ください。 

アアアアククククティブでなティブでなティブでなティブでないいいい、オンライ、オンライ、オンライ、オンラインンンン REDOログ・グログ・グログ・グログ・グルルルループの消失ープの消失ープの消失ープの消失
 INACTIVEステータスのオンライン REDOログ・グループの全メンバーが破損している場
合には、アクティブでない REDOログ・グループに損傷を与えたメディア問題を修正でき
るかどうかで、手順が異なります。

データベースをオープンしているときも、クローズしているときも、アクティブな REDO
ログ・グループを消去できます。手順は、破損したグループがアーカイブ済みかどうかに
よって異なります。

アーカイブ済みの、アクティブでないオンライアーカイブ済みの、アクティブでないオンライアーカイブ済みの、アクティブでないオンライアーカイブ済みの、アクティブでないオンラインンンン REDOログ・グループの消去ログ・グループの消去ログ・グループの消去ログ・グループの消去  

1. データベースを停止している場合には、新しいインスタンスを起動し、データベースを
マウントしますが、データベースはオープンしないでください。

STARTUP MOUNT

2. 破損したログ・グループを再初期化します。たとえば、REDOログ・グループ 2を再初
期化するには、次のコマンドを発行します。

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP 2;

メディメディメディメディアアアア障害の種類障害の種類障害の種類障害の種類 手順手順手順手順

一時 問題を解決します。LGWRは必要なときに REDOログ・グループ
を再使用できます。

永久 破損したアクティブでないオンライン REDOログ・グループによ
り、結果的にデータベースの通常の運用が停止します。次に説明す
るように、ALTER DATABASE CLEAR LOGFILEを使用し、破損
したグループを手動で消去、つまり初期化し直してください。
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アーカイブされていない、アクティブでないオンライアーカイブされていない、アクティブでないオンライアーカイブされていない、アクティブでないオンライアーカイブされていない、アクティブでないオンラインンンン REDOログ・グループの消去ログ・グループの消去ログ・グループの消去ログ・グループの消去  

アーカイブされていないログを消去した場合には、このログをアーカイブせずに、再使用で
きます。このアクションにより、ログの最初の変更の前にファイルをオフラインにした場合
を除き、ログの最後の変更より前に作成されたバックアップは使用できなくなります。この
ため、消去したログ・ファイルがバックアップの回復のために必要である場合には、その
バックアップを回復することはできません。 

1. データベースを停止している場合には、新しいインスタンスを起動し、データベースを
マウントしますが、データベースはオープンしないでください。

STARTUP MOUNT

2. UNARCHIVEDキーワードを使用してログを初期化します。たとえば、ログ・グループ
2を初期化するには、次のコマンドを発行します。

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE UNARCHIVED GROUP 2;

あるオフライン・データ・ファイルが存在し、これをオンラインにするために消去済み
のアーカイブされていないログが必要な場合は、キーワード UNRECOVERABLE 
DATAFILEを指定する必要があります。このデータ・ファイルおよび関連の表領域全体
をデータベースから削除する必要があります。なぜなら、このデータ・ファイルをオン
ラインにするために必要な REDOは消去され、そのコピーもないからです。たとえば、
次のように入力します。

ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE UNARCHIVED GROUP 2 UNRECOVERABLE DATAFILE;

3. O/Sユーティリティを使用し、データベースを即時にバックアップします。これで、消
去したログ・グループに頼ることなく、このバックアップを完全回復に使用できます。
たとえば、次のように入力します。

% cp /disk1/oracle/dbs/*.f /disk2/backup

4. データベースの制御ファイルのバックアップをとります。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'filename';

CLEAR LOGFILE操作の失敗操作の失敗操作の失敗操作の失敗  ALTER DATABASE CLEAR LOGFILEコマンドは、次の 2つの
作業が不可能な場合には、メディア障害による I/Oエラーのために失敗する可能性がありま
す。

■ 現在構成されている REDOログ・ファイル名を使用して再作成することにより、REDO
ログ・ファイルを別のメディアに再配置する。

■ REDOログ・ファイルの名前自体が無効または使用不可能であるため（たとえばメディ
ア障害により）、このファイルを再作成するために現在構成されているログ・ファイル
名を再使用する。

これらの場合には、CLEAR LOGFILEコマンドは、ログが消去されているためアーカイブが
必要ないことを（I/Oエラーの受信前に）、制御ファイルに正常に伝達しているはずです。
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オンライン REDOログ・ファイルの消失後の回復
この I/Oエラーは、CLEAR LOGFILEで新しい REDOログ・ファイルが作成され、それに
ゼロが書き込まれる段階で発生したものです。

アアアアククククティブなオティブなオティブなオティブなオンンンンライライライラインンンン REDOロロロロググググ・グループ・グループ・グループ・グループのののの消失消失消失消失 
データベースがまだ実行中であって、失われたアクティブ・ログが現行のログでない場合
は、ALTER SYSTEM CHECKPOINTコマンドを発行します。このコマンドが正常に実行で
きれば、アクティブだったログがアクティブでなくなり、15-9ページの「アクティブなオン
ライン REDOログ・グループの消失」の手順を実行できます。このコマンドが失敗した場
合や、データベースが停止した場合には、どのようなアーカイブ・モードかによって、次の
手順のいずれかを実行してください。

NOARCHIVELOGモードでアクティブなオンライモードでアクティブなオンライモードでアクティブなオンライモードでアクティブなオンラインンンン REDOログ・グループの消失から回復するログ・グループの消失から回復するログ・グループの消失から回復するログ・グループの消失から回復する
方法方法方法方法  

1. メディア障害が一時的なものであれば修復して、必要なときに Oracleがグループを再
使用できるようにします。

2. O/Sユーティリティを使用し、全体データベース・バックアップからデータベースを復
元します。たとえば、次のように入力します。

% cp /disk2/backup/*.f /disk1/oracle/dbs

3. データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT

4. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

5. データベースを通常の方法で停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

6.  全体データベース・バックアップを作成します。たとえば、次のように入力します。

% cp /disk1/oracle/dbs/*.f /disk2/backup

ARCHIVELOGモードでアクティブなオンライモードでアクティブなオンライモードでアクティブなオンライモードでアクティブなオンラインンンン REDOログ・グループの消失から回復する方ログ・グループの消失から回復する方ログ・グループの消失から回復する方ログ・グループの消失から回復する方
法法法法  

1. メディア障害が一時的なものであれば修復し、必要なときに Oracleがグループを再使
用できるようにします。

2. 不完全メディア回復を実行します。14-25ページの「不完全メディア回復の実行」で説
明した手順を使用し、破損したログの直前のログまでを回復します 
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アーカイブ REDOログ・ファイルの消失後の回復
3. 失われた REDOログの現行の名前が、新しく作成したファイルで使用できることを確認
してください。使用できない場合は、破損したオンライン REDOログ・グループのメ
ンバーの名前を新しい位置に改名します。たとえば、次のように入力します。

ALTER DATABASE RENAME FILE '/oracle/dbs/log_1.rdo' TO '/temp/log_1.rdo';
ALTER DATABASE RENAME FILE '/oracle/dbs/log_2.rdo' TO '/temp/log_2.rdo';

4. RESETLOGSオプションを使用してデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

複複複複数数数数のののの REDOログ・ログ・ログ・ログ・ググググループの消ループの消ループの消ループの消失失失失
オンライン REDOログの複数のグループを消失した場合には、回復が最も困難なログに対
する回復方法を使用してください。困難の度合いを、最も困難なものから順番にリストする
と、次のようになります。 

1. 現行のオンライン REDOログ

2. アクティブなオンライン REDOログ

3. アーカイブしていない REDOログ

4. アクティブでないオンライン REDOログ

アーアーアーアーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググ・フ・フ・フ・ファァァァイルイルイルイルのののの消失消失消失消失後後後後の回の回の回の回復復復復
データベースを ARCHIVELOGモードで運用しているときに、アーカイブ REDOログ・
ファイルの唯一のコピーが破損した場合でも、データベースの現在の運用に影響はありませ
ん。しかし、REDOログがいつ作成されたか、そしてデータ・ファイルがいつバックアップ
されたかによって、次の状況が発生する可能性があります。

注注注注意意意意 : 不完全回復の終点から現在までに行った更新は、すべて再実行す
る必要があります。

何をバ何をバ何をバ何をバッッッックアップしクアップしクアップしクアップしたたたたかかかか 方針方針方針方針

満杯になったオンライン REDOログ・グ
ループ（現在アーカイブしているもの）
の書込み後のすべてのデータ・ファイル。

完全メディア回復操作には、満杯になったオンライ
ン REDOログ・グループのアーカイブされたバー
ジョンは必要ありません。

満杯になったオンライン REDOログ・グ
ループの書込み前の特定のデータ・ファ
イル。

対応するデータ・ファイルが永久メディア障害に
よって破損した場合には、破損したデータ・ファイ
ルの最新のバックアップを使用し、破損したログま
での不完全回復を実行します。
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制御制御制御制御フフフファイァイァイァイルルルルの消の消の消の消失失失失後の後の後の後の回回回回復復復復
メディア障害によりデータベースの制御ファイルが影響を受けた場合は（制御ファイルが多
重化されているかどうかに関係なく）、その後最初に Oracleのバックグラウンド・プロセス
で制御ファイルへのアクセスが必要になるまで、データベースはそのまま実行されます。制
御ファイルへのアクセスが発生した時点で、データベースおよびインスタンスは自動的に停
止します。

メディア障害が一時的なもので、データベースがまだ停止していなければ、すぐにメディア
障害を修復し、データベースの自動停止を防止してください。しかし、一時メディア障害を
修復する前にデータベースが停止した場合には、問題を修復し、制御ファイルへのアクセス
を復元した後で、データベースを再起動できます。

データベースの制御ファイルへのアクセスが永久にできなくなるようなメディア障害を回復
するための適切な手順は、制御ファイルを多重化しているかどうかによって異なります。次
の項では、適切な回復手順について説明します。

■ 多重化された制御ファイルのメンバーの消失

■ 現行の制御ファイルのすべてのコピーの消失

多多多多重重重重化化化化さささされれれれたたたた制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののメメメメンンンンババババーーーーのののの消消消消失失失失
次の条件のすべてが当てはまるときには、この後の手順を使用してデータベースを回復しま
す。

■ 永久メディア障害により、データベースの 1つ以上の制御ファイルが破損した。

■ メディア障害による破損がない制御ファイルが少なくとも 1つある。

警警警警告告告告 : アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログ・グループが破損していることが判明したログ・グループが破損していることが判明したログ・グループが破損していることが判明したログ・グループが破損していることが判明した
ときは、即時にすべてのデータ・ファイルのバックアップを作成し、破損ときは、即時にすべてのデータ・ファイルのバックアップを作成し、破損ときは、即時にすべてのデータ・ファイルのバックアップを作成し、破損ときは、即時にすべてのデータ・ファイルのバックアップを作成し、破損
したアーカイしたアーカイしたアーカイしたアーカイブブブブ REDOログを必要としない、全体データベース・バックログを必要としない、全体データベース・バックログを必要としない、全体データベース・バックログを必要としない、全体データベース・バック
アップを作成しておいてくださいアップを作成しておいてくださいアップを作成しておいてくださいアップを作成しておいてください。。。。

注注注注意意意意 : 制御ファイルを多重化した構成ですべての制御ファイルが破損し
た場合には、15-12ページの「現行の制御ファイルのすべてのコピーの消
失」で説明した手順に従ってください。
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制御ファイルの消失後の回復
制御ファイルをデフォルト位置に復元する方法制御ファイルをデフォルト位置に復元する方法制御ファイルをデフォルト位置に復元する方法制御ファイルをデフォルト位置に復元する方法  

1. インスタンスをまだ実行している場合は、これを終了します。

SHUTDOWN ABORT

2. メディア障害の原因になったハードウェア問題を修復します。ハードウェア問題をすぐ
に修復できない場合は、破損した制御ファイルを代替記憶デバイスに復元することによ
り、データベース回復の次のステップに進むことができます。 

3. データベースの現行の制御ファイルの多重化された無傷のコピーを使用し、破損した制
御ファイルに上書きします。たとえば、bad_cf.f を good_cf.f で置換する場合に
は、次のように入力します。

% cp /oracle/good_cf.f /oracle/dbs/bad_cf.f

4. インスタンスを起動し、データベースをオープンします。

STARTUP

制御ファイルのデフォルト以外の位置への復元制御ファイルのデフォルト以外の位置への復元制御ファイルのデフォルト以外の位置への復元制御ファイルのデフォルト以外の位置への復元  

1. インスタンスをまだ実行している場合は、これを終了します。

SHUTDOWN ABORT

2. メディア障害の原因となったハードウェア問題を解決できない場合には、無傷の制御
ファイルを代替位置にコピーします。たとえば、good_cf.f を new_cf.f に改名する
には、次のコマンドを発行します。

% cp /oracle/dbs/good_cf.f /oracle/dbs/new_cf.f

3. CONTROL_FILESパラメータにすべての制御ファイルの現在位置が反映され、復元さ
れていない制御ファイルはすべてここから除外されるようにするために、データベース
のパラメータ・ファイルを編集します。たとえば、new_cf.f を追加するには、次のよ
うに入力します。

CONTROL_FILES = '/oracle/dbs/good_cf.f', '/oracle/dbs/new_cf.f'

4. 新しいインスタンスを起動し、データベースをオープンします。

STARTUP

現現現現行行行行のののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののすすすすべべべべててててののののココココピピピピーーーーのののの消消消消失失失失
永久メディア障害のためにデータベースのすべての制御ファイルが失われたか破損した場合
でも、オンライン REDOログ・ファイルがすべて無傷であれば、新しい制御ファイルを作
成することによりデータベースを回復できます。
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ユーザー・エラーからの回復
新しい制御ファイルの作成新しい制御ファイルの作成新しい制御ファイルの作成新しい制御ファイルの作成  

1. NORESETLOGSオプションを指定した CREATE CONTROLFILE文を使用し、制御ファ
イルを作成します。表 15-1でオプションを参照してください。

2. 通常の方法でデータベースを回復します。

RECOVER DATABASE

制御ファイルのバックアップの存在と作成の時期に応じて、CREATE CONTROLFILEコマ
ンドの作成時に次のオプションが使用できます。

ユーユーユーユーザザザザー・ー・ー・ー・エエエエラーラーラーラーかかかからのらのらのらの回回回回復復復復
データベースに対して、操作上あるいはプログラム上の変更が誤って行われた場合、それが
原因でデータが失われたり破損することがあります。回復するには、エラーの前の状態に戻
すことが必要な場合があります。

表表表表 15-1  制御ファイ制御ファイ制御ファイ制御ファイルルルル作成のオプ作成のオプ作成のオプ作成のオプシシシションョンョンョン

状況状況状況状況 方針方針方針方針

データベースの最後の構造変更後に ALTER 
DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE 
NORESETLOGSを実行し、SQLコマンド出力を保存
してある。

出力からの CREATE CONTROLFILE文をそのまま使用す
る。

データベースの構造変更を行う前に、ALTER 
DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACEの
最新の実行を行っている。

その変更を反映するように、ALTER DATABASE BACKUP 
CONTROLFILE TO TRACEの出力を編集する。たとえば、
データベースに最近データ・ファイルを追加した場合は、
そのデータ・ファイルを CREATE CONTROLFILE文の
DATAFILE句に追加します。

TO TRACEオプションを使用して制御ファイルをバッ
クアップせず、ALTER DATABASE BACKUP 
CONTROLFILEの TO filenameオプションを使用して
いる。

制御ファイルのコピーを使用して SQLコマンドの出力を取
得する。バックアップ制御ファイルをコピーし、ALTER 
DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE 
NORESETLOGSを実行する前に、STARTUP MOUNTを実
行します。制御ファイルのコピーの日付が最新の構造変更
より前の場合は、TO TRACE出力を編集して、その構造変
更を反映してください。

TO TRACE書式でも TO filename書式でも制御ファイ
ルのバックアップがない。

手動で CREATE CONTROLFILE文を生成する。

注注注注意意意意 : キャラクタ・セットがデフォルトの US7ASCIIでない場合には、
CREATE CONTROLFILE文の引数としてキャラクタ・セットを指定する
必要があります。
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分散環境でのメディア回復の実行
次のシナリオでは、誤って削除された表の回復方法を示します。

1. ユーザー・エラーがあったデータベースは、オンラインのままで通常に使用できる状態
にしておくことができます。データベースは、オープンしたままでも、停止してもかま
いません。この手順の残りのステップの実行中にエラーが発生した場合に備えて、既存
のデータベースのすべてのデータ・ファイルのバックアップをとります。

2. 時間ベースの回復を使用し、過去の時点までのデータベースの一時コピーを作成しま
す。永久データベースの既存の制御ファイルとの矛盾が起きないように注意してくださ
い。1つの制御ファイルのバックアップを代替位置に復元し（ステップ 4）、必要に応じ
てパラメータ・ファイルを編集するか、新しい制御ファイルを代替位置に作成します。
また、データベースの永久コピーに影響を与えないように、すべてのデータ・ファイル
を代替位置に復元します（ステップ 5）。

3. Oracleの Exportユーティリティを使用し、データベースを一時的に復元したものから、
失われたデータをエクスポートします。この場合、誤って削除された表をエクスポート
します。

4. Oracle Importユーティリティを使用し、エクスポートしたデータ（ステップ 3）をデー
タベースの永久コピーにインポートします。 

5. ディスク領域節約のため、データベースの一時コピー（再構築したもの）のファイルを
削除します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Importおよび Exportユーティリティの詳細は、『Oracle8i ユーティリティ・ガイ
ド』を参照してください。

分散分散分散分散環環環環境で境で境で境でののののメデメデメデメディィィィア回ア回ア回ア回復復復復のののの実実実実行行行行
メディア回復の実行方法は、データベースが分散データベース・システムの一部であるかど
うかによって異なります。Oracle分散データベース・アーキテクチャは、独立して機能する
アーキテクチャです。したがって、選択する回復操作の種類によっては、破損したデータ
ベースが 1つであっても、分散データベース・システムのすべてのデータベース間で回復操
作をグローバルに調整する必要がある場合があります。 

表 15-2 では、各種の回復操作を示し、分散データベース・システムのノード間の調整が必要
かどうかを簡単に説明しています。

注注注注意意意意 : 厳選した適切なユーザーのみに重要な権限（DROP ANY TABLE
など）を正しく付与していれば、データベースの回復が必要になるような
ユーザー・エラーを最小限に抑えることができます。

注注注注意意意意 : システム監査オプションはエクスポートされます。
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分散環境でのメディア回復の実行
Time-Basedおおおおよよよよびびびび Change-Basedででででのののの分分分分散散散散デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス・・・・リリリリカカカカババババリリリリのののの調調調調整整整整 
特殊な環境では、分散データベース内の 1つのノードを過去の時点まで回復する場合があり
ます。グローバルなデータ整合性を保つために、システム内にある他のすべてのノードを同
じ時点まで回復する必要がよくあります。この操作を、時間ベースの調整式分散データベー
ス回復と呼びます。この章で説明する時間ベースおよび変更ベースの回復の標準手順では、
次の作業を実行する必要があります。 

1. 時間ベースの回復により、回復する必要のあるデータベースを回復します。たとえば、
ユーザー・エラー（間違って表を削除したなど）が原因でデータベースの回復が必要に
なった場合は、時間ベースの回復を行い、最初にそのデータベースを回復します。この
時点では、他のデータベースの回復は行いません。

2. データベースの回復が終了した後、RESETLOGSオプションを使用してそのデータベー
スをオープンし、そのデータベースの alert.log から RESETLOGSメッセージを探し
ます。

メッセージが "RESETLOGS after complete recovery through change xxx,"であった場
合は、データベース内のすべての変更が適用され、完全回復が完了しています。分散シ
ステム内の他のデータベースは回復しないでください。回復すると、削除する必要のな
い変更内容が削除されてしまいます。回復はこれで完了です。

メッセージが "RESETLOGS after incomplete recovery UNTIL CHANGE xxx,"であっ
た場合には、不完全回復が正常に完了したことになります。メッセージの変更番号を記
録し、次のステップに進んでください。

3. 変更ベースの回復を使用し、ステップ 2で記録した変更番号（SCN）を指定し、分散
データベース・システム内の他のすべてのデータベースを回復します。

表表表表 15-2  分散データ分散データ分散データ分散データベベベベース環境のース環境のース環境のース環境の回回回回復操作復操作復操作復操作

状況状況状況状況 方針方針方針方針

リモート・ノードからアクセスされたことのない
データベース用の全体バックアップの復元

独立したデータベース回復を使用する。

リモート・ノードからアクセスされていたデータ
ベース用の全体バックアップの復元

すべてのデータベースを停止し、同じ時点
に実行した全体バックアップを使用してす
べてのデータベースを復元する。

分散データベースの 1つ以上のデータベースの完
全メディア回復の実行

独立したデータベース回復を使用する。

リモート・ノードからアクセスされていなかった
データベースの不完全メディア回復の実行

独立したデータベース回復を使用する。

リモート・ノードからアクセスされていたデータ
ベースの不完全メディア回復の実行

分散データベース内のすべてのデータベー
スについて、同じグローバルな時点の状態
への、不完全メディア回復を使用する。
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分散環境でのメディア回復の実行
ススススナナナナッッッッププププシシシショョョョッッッットトトトにににによよよよるるるるデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復
 マスター・データベースを個別に、過去の時点まで回復した（つまり、調整式の、時間ベー
スの分散データベース回復を実行していない）場合には、消失時間中にリフレッシュされ
た、すべての依存リモート・スナップショットは、マスター表との整合性がなくなります。
この場合には、マスター・データベースの管理者は、整合性の失われたすべてのスナップ
ショットについて、完全リフレッシュを実行するようにリモート側の管理者に指示する必要
があります。
15-16 Oracle8iバックアップおよびリカバリ・ガイド



スタンバイ・データベ
16

ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの管管管管理理理理

この章では、スタンバイ・データベースの管理方法について説明します。ここでは次の項目
を取り上げます。 

■ スタンバイ・データベースの計画

■ スタンバイ・データベースの作成

■ スタンバイ・データベース・モードの選択

■ スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス

■ スタンバイ・データベースの読取り専用モードでのオープン

■ スタンバイ・データベースのアクティブ化

■ プライマリ・データベースの物理構造の変更

■ OPS構成でのスタンバイ・データベースの使用方法
ースの管理 16-1



スタンバイ・データベースの計画
スタスタスタスタンンンンバイバイバイバイ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススのののの計計計計画画画画
バックアップおよび回復方針を作成するときには、スタンバイ・データベース（standby 
database）を持つかどうかを検討してください。本番データベースの重複コピーをメンテナ
ンスしたい場合には、スタンバイ・データベースを使用できます。

本番用サイトのすべてのメディアが破壊された場合には、破壊されたまたは破損したデータ
ベースをスタンバイ・データベースで置換できます。災害に対する備えを万全にするため
に、スタンバイ・データベースのデータ・ファイル、REDOログ・ファイルおよび制御ファ
イルは、プライマリ・データベースとは別の地域にある、別個の物理メディアに入れておい
てください。 

また、本番データベースとスタンバイ・データベースを同一のデータ・センターに配置する
ことも、同一のマシン上に配置することも可能です。スタンバイ・データベースをレポート
生成のために読取り専用モードで使用する場合には、この構成が便利です。

この項では以下の項目を取り上げます。

■ スタンバイ・データベースの利点

■ スタンバイ・データベースの要件

ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの利利利利点点点点
スタンバイ・データベースは、災害の防止と、レポート生成のための強力なツールとして使
用できます。次の作業を行うことができます。

■ アーカイブ REDOログを本番データベースからスタンバイ・データベースに自動的に転
送することにより、スタンバイ・データベースを最新の状態に保つ。

■ 本番データベースから地域的に離れた場所にスタンバイ・データベースを配置する、あ
るいは複数の地域的に離れた場所に複数のスタンバイ・データベースを配置する。

■ 本番データベースが完全に破壊された場合に、時間とデータの損失を最小限に抑え、ス
タンバイ・データベースを新しい本番データベースにする。

■ 破損したデータを含むアーカイブ・ログが伝播する前にスタンバイ・データベースをア
クティブにすることにより、本番データベースによるバッチ・ジョブのエラーやアプリ
ケーションの破壊を防止する。
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スタンバイ・データベースの作成
ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの要要要要件件件件
スタンバイ・データベースをメンテナンスする場合は、次の要件に注意してください。

■ スタンバイ・データベースは、Oracleリリース 7.3以降でしか使用できない。

■ スタンバイ・データベースに適用する REDOログは、アーカイブ REDOログまたは現行
でない REDOログのいずれかにする必要がある。

■ 本番用サイトとスタンバイ・サイトでは同一バージョン、リリース、およびパッチのオ
ペレーティング・システムを使用する必要がある。しかし、スタンバイ・サイトでは異
なるディスク構成を使用できます。

■ フェイルオーバーが影響されることのないように、本番データベースとスタンバイ・
データベースでは Oracle RDBMSの同一バージョン、リリース、およびパッチを使用す
る。

■ プライマリ・データベースの制御ファイルをスタンバイ・データベースでは使用できな
い。 

■ 本番データベースとスタンバイ・データベースを同一ホスト上に配置した場合、オペ
レーティング・システムによっては、同一マシン上に同一のデータベース名を持つ 2つ
のインスタンスを同時にマウントできないことがある。

■ スタンバイ・データベースをアクティブ化した後で、スタンバイ回復モードに戻すこと
はできない。アクティブ化されたスタンバイ・データベースは通常の本番データベース
として機能するため、スタンバイ・データベースとして再作成する必要がある。

スタスタスタスタンンンンバイバイバイバイ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススのののの作作作作成成成成
スタンバイ・データベースは、本番データベースと同じホスト上に作成することも、リモー
ト・ホスト上に作成することもできます。同一ホスト上にスタンバイ・データベースを作成
する場合には、重要なファイルを上書きしないように、慎重に作業を進めてください。

スタンバイ・データベースの作成スタンバイ・データベースの作成スタンバイ・データベースの作成スタンバイ・データベースの作成  

1. 本番用の init.ora ファイルをコピーしてスタンバイ用の init.ora ファイルを作成
します。16-25ページの「初期化パラメータの設定」の説明を参考に、スタンバイ初期
化パラメータを作成します。

2. プライマリ・データベースで SQL*Plusセッションを開始し、V$DATAFILEに対して
SELECTを発行してデータ・ファイルのリストを取得します。たとえば、次のように入
力します。

SELECT name FROM v$datafile;
NAME 
--------------------------------------------------------------------------------
/oracle/dbs/tbs_01.f
/oracle/dbs/tbs_02.f
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スタンバイ・データベースの作成
/oracle/dbs/tbs_03.f
/oracle/dbs/tbs_11.f 
/oracle/dbs/tbs_12.f
/oracle/dbs/tbs_21.f
/oracle/dbs/tbs_22.f 
7 rows selected.

3. プライマリ・データベースを正しく停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

4. O/Sユーティリティを使用し、プライマリ・データベースからデータ・ファイルの一貫
性バックアップを作成します。

5. データベースをオープンします。

STARTUP

6. 本番データベースに接続し、スタンバイ・データベース用の制御ファイルを作成しま
す。たとえば、次のように入力します（この filenameは完全修飾パス名です）。

ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS 'filename';

7. プライマリ・データベースの現行のオンライン REDOログをアーカイブします。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

この操作は、データ・ファイル、制御ファイル、および REDOログ・ファイルの一貫
性を確保するためのものです。

8. オペレーティング・システムのコマンドまたはユーティリティを使用し、スタンバイ・
データベースの制御ファイルとアーカイブ・ログ・ファイル、そしてバックアップ・
データ・ファイルを、スタンバイ・サイトに転送します。バイナリ・ファイルを転送す
る場合は、それに適した方法を使用してください（16-6ページの「スタンバイ・データ
ベースの回復モードのメンテナンス」を参照してください）。たとえば、次のように入
力します。

% cp /oracle/dbs/*.f /standby/oracle/dbs/*.f

9. プライマリ・データベースと同じファイル・システムを持つリモート・ホスト上にスタ
ンバイ・データベースがある場合には、スタンバイ・データベースでもプライマリ・
データベースと同じファイル名を使用できます。同じファイル名ではなく、区別をつけ
たい場合には、16-15ページの「データ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのファ
イル名の変換」で説明しているファイル名変換初期化パラメータを使用してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : ALTER DATABASEと ALTER SYSTEMの構文については、『Oracle8i SQL リファ
レンス』を参照してください。
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スタンバイ・データベース・モードの選択
スタスタスタスタンンンンバイバイバイバイ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベースススス・・・・モモモモードードードードのののの選択選択選択選択
スタンバイ・データベースは、3つの運用モードのいずれか 1つで実行できますが、これら
のモードを同時に実行することはできません。スタンバイ・データベースをマウントした
後、次の運用モードを実行できます。

■ データベースを手動または管理回復モードでメンテナンスする（16-6ページの「スタン
バイ・データベースの回復モードのメンテナンス」を参照）。

■ 問合せに使用するために、読取り専用でデータベースをオープンする（16-19ページの
「スタンバイ・データベースの読取り専用モードでのオープン」を参照）。その後、デー
タベースを回復モードに戻すことができます。

■ アクティブにする。この時点で、このデータベースはスタンバイ・データベースではな
くなります（16-21ページの「スタンバイ・データベースのアクティブ化」を参照）。
データベースは読み書き両用または読取り専用でオープンできます。

災害に備えるために、スタンバイ・データベースは回復モードにしておいてください。つま
り、スタンバイ・データベースは、災害時回復を開始する目的以外で、問い合せたり、オー
プンすることはできません。データベースでは、手動回復モードまたは管理回復モードを使
用できます。手動回復モードではスタンバイ・データベースに絶えずアーカイブ REDOロ
グを転送および適用する必要がありますが、管理回復モードではこの手順は自動化されてい
ます。

スタンバイ・データベースは読取り専用モードでオープンすることもできます。このオプ
ションを使用すると、データベースを問い合せることができ、データ・ファイルまたは
REDOログに影響を与えることなく、一時表領域にデータを格納することもできます。回復
モードに戻す場合は、いつでも戻すことができます。

スタンバイ・データベースをアクティブにすると、スタンバイ・データベースはスタンバイ
状態ではなくなり、本番データベースとして機能するようになります。別のスタンバイ・
データベースを再作成しない限り、スタンバイ回復モードに戻すことはできません。

注注注注意意意意 : スタンバイ・データベースを読取り専用モードでオープンする場
合には、COMPATIBLEパラメータを 8.1またはこれ以上の値に設定する
必要があります。

警警警警告告告告 : スタンバイ・データベースをアクティブにすると、スタンバイスタンバイ・データベースをアクティブにすると、スタンバイスタンバイ・データベースをアクティブにすると、スタンバイスタンバイ・データベースをアクティブにすると、スタンバイ・・・・
データベースのオンライン・ログがリセットされます。したがって、アクデータベースのオンライン・ログがリセットされます。したがって、アクデータベースのオンライン・ログがリセットされます。したがって、アクデータベースのオンライン・ログがリセットされます。したがって、アク
ティブにした後は、スタンバイ・データベースのログと本番データベースティブにした後は、スタンバイ・データベースのログと本番データベースティブにした後は、スタンバイ・データベースのログと本番データベースティブにした後は、スタンバイ・データベースのログと本番データベース
のログには互換性がありませんのログには互換性がありませんのログには互換性がありませんのログには互換性がありません。。。。
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
スタスタスタスタンンンンバイバイバイバイ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススのののの回回回回復モ復モ復モ復モーーーードのドのドのドのメメメメンテンテンテンテナナナナンスンスンスンス
この項では、スタンバイ・データベースの回復モードをメンテナンスする方法を説明しま
す。これにより、災害発生時に、データベースを復元および回復できるようになります。
アーカイブ・ログを手動で、または自動的に適用するのかによって、手動回復モードか、管
理回復モードを選択できます。また、古くなったオンライン・ログ・ファイルの管理方法お
よびファイル名の変換方法も制御できます。

この項では次の項目を取り上げます。

■ スタンバイ・データベースを手動回復モードにする

■ スタンバイ・データベースを管理回復モードにする

■ スタンバイ・データベースへのアーカイブ REDOログの転送

■ スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス

ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススをををを手手手手動動動動回回回回復復復復モモモモーーーードドドドににににすすすするるるる
データベースを起動およびマウントした後、データベースを手動回復モードにすることがで
きます。スタンバイ・データベースを最新の状態に保つには、ターゲット・データベースか
らスタンバイ・データベースに手動でアーカイブ REDOログを適用する必要があります。
データベースを現行日付以外の日付に回復するなど、各種のメディア回復オプションの詳細
は、14-25ページの「不完全メディア回復の実行」を参照してください。

スタンバイ・データベースを手動回復モードにする方法スタンバイ・データベースを手動回復モードにする方法スタンバイ・データベースを手動回復モードにする方法スタンバイ・データベースを手動回復モードにする方法  

1. スタンバイ・サイトの初期化パラメータを構成します。16-6ページの「スタンバイ・
データベースの回復モードのメンテナンス」および 16-25ページの「初期化パラメータ
の設定」を参照してください。

2. SQL*Plusを使用し、スタンバイ・データベースで Oracleインスタンスを起動します。
たとえば、次のように入力します。

STARTUP NOMOUNT

3. スタンバイ・データベースをマウントします。

ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;

4. スタンバイ・ホスト上の目的の場所に、アーカイブ REDOログを転送します。バイナ
リ・データの転送には、適正なオペレーティング・システム・ユーティリティを使用し
てください。

5. スタンバイ・データベースを回復モードにします。ここではオプションとして、FROM 
'location'オプションを指定できます。ユーザーがこのパラメータを省略した場合、アー
カイブ REDOログ・ファイル・グループは、初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_
DEST_n（この nは 1から 5までの整数）または LOG_ARCHIVE_DEST初期化パラ
メータに指定された場所にあると想定されます。たとえば、次のように入力します。
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
RECOVER STANDBY DATABASE # uses archiving location for logs specified in 
init.ora
RECOVER FROM '/logs' STANDBY DATABASE # specifies non-default location

ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススをををを管管管管理理理理回回回回復復復復モモモモーーーードドドドににににすすすするるるる
本番データベースを管理回復モード（managed recovery mode）で運用するときには、ロー
カル・ホストまたはリモート・ホストへのアーカイブ処理を自動化できます。Oracleは、プ
ライマリ・データベースからのアーカイブ・ログの転送を待ち、これをスタンバイ・データ
ベースに自動的に適用することにより、スタンバイ・データベースをプライマリ・データ
ベースと同期させます。この機能により、ユーザーがアーカイブ・ログのファイル名を用い
て対話形式で回復処理を行う必要がなくなります。

図図図図 16-1  スタンバイスタンバイスタンバイスタンバイ・・・・データベーデータベーデータベーデータベーススススへのアーカイへのアーカイへのアーカイへのアーカイブブブブ REDOログの転送ログの転送ログの転送ログの転送とととと適用適用適用適用

データベースを管理回復モードにする場合には、RECOVER文の TIMEOUTオプションを使
用し、オプションのタイムアウト間隔を指定します。これを指定した管理回復操作では、
Oracleは指定された分数の間待機してから、スタンバイ制御ファイルのディレクトリに、必
要なアーカイブ・ログ・エントリを書き込みます。 

スタンバイ制御ファイルの中で必要な次のログ・エントリを検出できなかったために Oracle
がタイムアウトした場合には、システムは適切なメッセージを発行し、管理回復モードを終
了します。デフォルト設定では、管理回復モードは必要なアーカイブ REDOログを無期限
で待ち続けます。管理回復モードは、ユーザーが介入した場合、停止またはクラッシュの場
合にのみ終了します。

注注注注意意意意 : Oracleはスタンバイ・データベースを最新の状態に保つために、
アーカイブ REDOログを生成しながら、スタンバイ・データベースにロ
グを絶えず転送し、適用していきます。

Oracle
Recovery
Catalog

アーカイブREDOログの転送�
スタンバイ・�
データベース�
の回復�

プライマリ・データベース�

オンラインREDOログ

1, 3, 5 2, 4, 6 アーカイブREDOログ�

1 3 5

2 4

アーカイブREDOログ�

1 3

2

スタンバイ・�
データベース�5

4
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
IMMEDIATEオプションを指定するか、指定せずに RECOVER MANAGED STANDBY 
DATABASE CANCELを発行し、いつでも操作を取り消すことができます。RECOVER 
MANAGED STANDBY DATABASE CANCELは管理回復操作が現行の REDOログ・ファイ
ルの処理を終了するのを待ち、回復操作を終了させます。

IMMEDIATEオプションを指定して CANCEL文を使用すると、管理回復操作は、REDOロ
グ・ファイルからの次のブロックの読取りか、次の REDOログ・ファイルのオープンの、
いずれか先に発生した事象の前に停止されます。

次の REDOログのオープン前に回復が終了した場合には、CANCEL IMMEDIATEは
CANCELと同じです。ログの処理中に回復が終了した場合には、CANCEL IMMEDIATEに
よってデータベースは一貫性のない状態になります。一貫性のない状態のデータベースの
オープンは実行できませんので注意してください。

スタンバイ・データベースを管理回復モードにする方法スタンバイ・データベースを管理回復モードにする方法スタンバイ・データベースを管理回復モードにする方法スタンバイ・データベースを管理回復モードにする方法  

1. SQL*Plusを使用し、スタンバイ・データベースをマウントせずに起動します。必要で
あれば、パラメータ・ファイルを指定します。

STARTUP NOMOUNT pfile=initSTANDBY.ora

2. データベースをマウントします。

ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;

3. スタンバイ・データベースを管理回復モードにします。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE

オプションのタイムアウト・オプションを使用する場合には、次の例のように、コマン
ド構文に TIMEOUT整数を追加してください。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE TIMEOUT 60

注注注注意意意意 : FROMとMANAGEDオプションは一緒に使用しないでください。
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススへへへへののののアアアアーーーーカカカカイイイイブブブブ REDOロロロロググググのののの転転転転送送送送
バックグラウンド・アーカイバ・プロセスがスタンバイの位置までアーカイブするために
は、次の条件を満たす必要があります。

■ LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータ（この nは 1から 5までの整数）は、SERVICE属性
を使用して正しく定義する必要がある。ローカル位置とリモート位置の両方で
SERVICE属性を使用する必要があります。

■ プライマリ上の tnsnames.ora と、スタンバイ上の listener.ora には、対応する正
しいエントリがある。

■ リモート・ファイル・サーバー（RFS）を起動し、アーカイブ処理を行うプライマリ・
プロセスからネットワーク要求を受け取り始めるようにするためには、スタンバイ・イ
ンスタンスをスタンバイ・サイトで起動する必要がある。スタンバイをアーカイブ先に
するためには、RFSプロセスが必要です。

各 ARCnプロセスは、スタンバイ宛先ごとに、対応する RFSを作成します。たとえば、3つ
の ARCnプロセスで 2つのスタンバイ・データベースにアーカイブするときには、6つの
RFS接続が確立されます。 

スタンバイ init.ora ファイルの中の STANDBY_ARCHIVE_DESTおよび LOG_
ARCHIVE_FORMATパラメータは、スタンバイ・サイトでのアーカイブ REDOログのファ
イル名を決定します。これらのファイル名はスタンバイ・データベースの制御ファイルに格
納されます。これらのファイル名にアクセスするには、V$ARCHIVED_LOG動的パフォー
マンス・ビューを使用します。

この項では以下の項目を取り上げます。

■ プライマリのパラメータ・ファイルの中でアーカイブ先を指定する

■ 必須の宛先とオプションの宛先の指定

■ アーカイブ先を使用可能にする方法

■ 失敗した宛先への再アーカイブ

■ スタンバイ・データベースのアーカイブ・ログのファイル名の指定

■ アーカイブ先指定の例

関連項関連項関連項関連項目目目目 : アーカイブ REDOログの管理方法の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』の中の
アーカイブ REDOログ関連の章を参照してください。Oracleのネットワーク・オプション
の詳細は、『Net8 管理者ガイド』を参照してください。ARCnアーカイバ・プロセスの概要
は、『Oracle8i 概要』を参照してください。
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
ププププラララライマリのイマリのイマリのイマリのパパパパラメータラメータラメータラメータ・・・・ファイルファイルファイルファイルのののの中でア中でア中でア中でアーーーーカイブ先カイブ先カイブ先カイブ先をををを指定す指定す指定す指定するるるる
次の初期化パラメータを設定し、プライマリ・データベースのアーカイブ・ログの場所の数
を指定します。

スタンバイ・データベースをメンテナンスする場合には、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラ
メータを使用し、1から 5までの数の、異なるアーカイブの宛先を指定します。LOG_
ARCHIVE_DEST_1、LOG_ARCHIVE_DEST_2など、数値のサフィックスの付いた各パラ
メータは、一意に識別される別個の宛先を指定します。

LOG_ARCHIVE_DESTと、オプションである LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTを一緒に使
用することにより最大 2つの位置を指定することもできます。LOG_ARCHIVE_DESTは
LOG_ARCHIVE_DEST_nと一緒に使用することはできませんので注意してください。

次のキーワードを使用して位置を指定します。

LOCATIONキーワードを使用する場合は、オペレーティング・システムの有効なパス名を
指定してください。SERVICEが指定されると、Oracleは tnsnames.ora ファイルのネッ
ト・サービス名を接続記述子に変換します。この記述子には、リモート・データベースに接
続するために必要な情報が含まれています。スタンバイ・データベースの制御ファイルのロ
グ履歴を正しく更新できるようにするために、サービス名には関連するデータベース SIDが
必要になります。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : LOG_ARCHIVE_DEST_nおよびアーカイブ・プロセスの詳細は、『Oracle8i 管理
者ガイド』の中のアーカイブ REDOログに関する章を参照してください。STANDBY_
ARCHIVE_DEST、SERVICE_NAMEまたは関連するその他の初期化パラメータの情報は、
『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。tnsnames.ora ファイルまた
はネットワーク構成パラメータの情報は、『Net8 管理者ガイド』を参照してください。

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ  ホスホスホスホストトトト  例例例例

LOG_ARCHIVE_DEST_n                       
（この nは 1から 5までの整数）

リモート
または
ローカル

LOG_ARCHIVE_DEST_1 = 'LOCATION = 
/disk1/arc/'

LOG_ARCHIVE_DEST_2 = 'SERVICE = 
standby1'

LOG_ARCHIVE_DESTおよび
LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST

ローカル
のみ

LOG_ARCHIVE_DEST = /oracle/arc

LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST = /bak

キーワキーワキーワキーワーーーードドドド 指定対指定対指定対指定対象象象象 例例例例

LOCATION ローカル・ファイル・
システムの位置

LOG_ARCHIVE_DEST_1= 'LOCATION=/arc/'

SERVICE Net8サービス名を通
じたリモート・アーカ
イブ

LOG_ARCHIVE_DEST_2 = 'SERVICE=standby1'
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
必必必必須須須須の宛先との宛先との宛先との宛先とオオオオプションプションプションプションのののの宛先の指定宛先の指定宛先の指定宛先の指定
LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータを使用すると、宛先の属性を OPTIONAL（デフォル
ト）またはMANDATORYに指定できます。たとえば、次のようなパラメータを設定できま
す。

LOG_ARCHIVE_DEST_3 = 'SERVICE=standby1 MANDATORY' 

LOG_ARCHIVE_MIN_SUCCEED_DEST=nパラメータは、すべてのMANDATORY宛先と、
OPTIONALの非スタンバイ宛先のいくつかを使用して、LGWRがオンライン REDOログに
上書きできるかどうかを判別します。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : OPTIONALおよびMANDATORYキーワードの詳細は、『Oracle8i 管理者ガイ
ド』の中のアーカイブ REDOログに関する章を参照してください。 

アアアアーーーーカイブ先カイブ先カイブ先カイブ先をををを使用可能使用可能使用可能使用可能ににににする方法する方法する方法する方法
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_n（この n は 1から 5までの整数）パラメータは、指定され
た宛先のステータスを識別します。宛先パラメータには 2つの値を使用できます。ENABLE
および DEFER.ENABLEは Oracleが宛先を使用できることを表示し、DEFERは宛先が使用
できないことを表示します。 

たとえば、次のようなパラメータを設定できます。

LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 = ENABLE 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : アーカイブ先の状態の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』の中のアーカイブ REDO
ログに関する章を参照してください。LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_nパラメータの詳細
は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

失失失失敗敗敗敗した宛先した宛先した宛先した宛先へへへへの再アーの再アーの再アーの再アーカカカカイイイイブブブブ
エラー後に ARCnが失敗した宛先に対して再アーカイブを行うか、そしていつ行うかを決定
するには、LOG_ARCHIVE_DEST_nパラメータの REOPEN属性を使用します。REOPEN
は OPENのエラーのみでなく、すべてのエラーで使用できます。

REOPEN=nは、ARCnが失敗した宛先の再オープンを試行するまで待つ最小秒数を設定し
ます。REOPENを指定すると、デフォルト値の 300秒が設定されます。REOPENを指定し
ない場合、値は 0になり、このオプションを使用しない場合と同じになります。REOPEN
キーワードを指定しない場合、ARCnはエラー後に宛先の再オープンを行いません。

アーカイブ・ログの再接続と転送を試行する回数の制限を指定するために REOPENを使用
することはできません。REOPENは成功するか失敗するかのいずれかであり、この場合、
REOPEN情報はリセットされます。

たとえば、再オープン時間を 60秒に指定するには、パラメータを次のように設定します。

LOG_ARCHIVE_DEST_2 = 'SERVICE=standby2 OPTIONAL REOPEN=60' 
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
関連項関連項関連項関連項目目目目 : REOPENオプションの使用方法の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』の中のアー
カイブ REDOログに関する章を参照してください。 

ススススタタタタンバイ・ンバイ・ンバイ・ンバイ・デデデデータベーータベーータベーータベーススススのアーカのアーカのアーカのアーカイイイイブ・ロブ・ロブ・ロブ・ロググググのファイのファイのファイのファイルルルル名の指名の指名の指名の指定定定定
スタンバイの RFSプロセスは、スタンバイの init.ora ファイルの中の STANDBY_
ARCHIVE_DESTパラメータを使用して、アーカイブ REDOログのディレクトリ位置を判別
します。Oracleはこの値と LOG_ARCHIVE_FORMATを一緒に使用し、スタンバイ・ホス
ト上のアーカイブ・ログのファイル名を生成します。

完全修飾のファイル名がスタンバイの制御ファイルに格納されます。管理回復では、この情
報を使用して回復操作が実行されます。この情報には、V$ARCHIVED_LOGからアクセス
します。

SQL> SELECT name FROM v$archived_log;
NAME                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
/arc_dest/log771.arc                                       
/arc_dest/log772.arc                                       
/arc_dest/log773.arc                                       
/arc_dest/log774.arc                                       
/arc_dest/log775.arc

RECOVERコマンドを使用したファイル名の指定コマンドを使用したファイル名の指定コマンドを使用したファイル名の指定コマンドを使用したファイル名の指定  RECOVER MANAGED STANDBY 
DATABASEを例外として、RECOVER STANDBY DATABASEコマンドは、次のいずれかの
情報によってアーカイブ・ファイルの位置を指定します。

■ LOG_ARCHIVE_DESTの値

■ ユーザーが指定したファイル名

注注注注意意意意 : 通信障害のために転送できなかったアーカイブ・ログは、手動で
転送する必要があります。

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 指定対象指定対象指定対象指定対象 例例例例

STANDBY_ARCHIVE_DEST アーカイブ・ロ
グを入れるディ
レクトリ

STANDBY_ARCHIVE_DEST= /arc_dest

LOG_ARCHIVE_FORMAT アーカイブ
REDOログの
ファイル名の書
式

LOG_ARCHIVE_FORMAT = "log%s.arc"
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
データベースを管理回復モードで実行するには、次の状況が発生した場合、RECOVER 
STANDBY DATABASEを発行する必要があります。

■ スタンバイ・ホストにアーカイブ REDOログがない。つまり、RFSプロセスはスタンバ
イの制御ファイルにその名前を記録していない。

■ 管理回復操作が失敗した。 

このような状況で RECOVER STANDBY DATABASEを発行する場合には、必要なアーカイ
ブ REDOログを探すために LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを使用する必要があります。
スタンバイ・データベースを管理回復モードで使用する場合には、STANDBY_ARCHIVE_
DESTおよび LOG_ARCHIVE_DESTを同じ値に設定することをお薦めします。これにより、
各種の回復操作で、アーカイブ REDOログの同じセットにアクセスできるようになります。 

アアアアーーーーカイブ先カイブ先カイブ先カイブ先指指指指定の定の定の定の例例例例
この例は次の状況を想定しています。

■ プライマリ・データベース PROD1はホスト LOCAL上にある。

■ 2つのスタンバイ・データベース、STANDBY1と STANDBY2がある。 

■ STANDBY1はローカル・ホスト LOCAL上にあり、STANDBY2はリモート・ホスト
REMOTE2上にある。

PROD1のののの INIT.ORAの設定の設定の設定の設定  プライマリ・データベース PROD1の init.ora ファイルの中の
LOG_ARCHIVE_DEST_1および LOG_ARCHIVE_DEST_2の設定の例を紹介します。

# This example specifies net service name "standby1", makes archiving mandatory, and  
# enables the destination. 

# A REOPEN value of 5 indicates that if the LOG_ARCHIVE_DEST_1 location
# encounters an error during archival of a redo log file, Oracle will remain inactive 
# until the archival of a redo file is about to begin and 5 seconds has elapsed. At that 
# time, Oracle re-attempts the archival to LOG_ARCHIVE_DEST_1. 
  
# If Oracle encounters an error when archiving to a destination, that destination 
# is inactive for the duration of the archival of the current redo log file. 
# The destination may be reactivated (based on the REOPEN attribute) at the start 
# of the archival of another redo log.  

LOG_ARCHIVE_DEST_1 = 'SERVICE=standby1 MANDATORY REOPEN=5' 
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_1 = ENABLE

# Specifies net service name "standby2", makes archiving optional, and specifies that 
# Oracle should re-try archiving after 5 seconds should an error occur. The destination 
# is enabled.

LOG_ARCHIVE_DEST_2 = 'SERVICE=standby2 OPTIONAL REOPEN=5' 
LOG_ARCHIVE_DEST_STATE_2 = ENABLE 
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
TNSNAMES.ORAの設定の設定の設定の設定  前述の例のスタンバイ・データベース、STANDBY1および
STANDBY2の tnsnames.ora ファイルの中の設定値です。

# The standby1 standby database is on the same node as the primary.
standby1 = (DESCRIPTION= 
             (ADDRESS= 
                (PROTOCOL=ipc) 
                (KEY=stby)) 
             (CONNECT_DATA= 
                (SID=stby1) 
                (SERVER=DEDICATED))) 
 
# The standby2 standby database is on a different node from the primary.
standby2 = (DESCRIPTION= 
             (ADDRESS= 
                (PROTOCOL=tcp) 
                (HOST=remote2) 
                (PORT=1512) 
             )
             (CONNECT_DATA= 
                (SID=stby2) 
                (GLOBAL_NAME=standby2) 
                (SERVER=DEDICATED)))

LISTENER.ORAの設定の設定の設定の設定  スタンバイ・データベース、STANDBY1および STANDBY2の
listener.ora ファイルの中の設定値です。

# The listener settings for standby1 on host local
LISTENER = (ADDRESS_LIST=  
   (ADDRESS= 
   (PROTOCOL=ipc) 
   (KEY=stby1)))   
 
SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST=  
 (SID_DESC=(SID_NAME=stby1)(ORACLE_HOME=/oracle))  
  
# The listener settings for standy2 on the remote host remote2 
LISTENER = (ADDRESS_LIST=  
 (ADDRESS= 
   (PROTOCOL=tcp) 
   (KEY=stby2) 
   (HOST=remote2) 
   (PORT=1512))) 
 
SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST= 
 (SID_DESC=(SID_NAME=stby2)(ORACLE_HOME=/oracle))
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
STANDBY1およおよおよおよびびびび STANDBY2のののの INIT.ORAの設定の設定の設定の設定  前述の例のスタンバイ・データベース、
STANDBY1および STANDBY2の init.ora ファイルの中の設定値です。これらの設定値
は、スタンバイ・データベース上のアーカイブ REDOログのファイル名を決定します。

# The init.ora values for the standby1 database, which is on the same host as the primary
STANDBY_ARCHIVE_DEST = /oracle/standby/arc 
LOG_ARCHIVE_DEST = /oracle/standby/arc 
LOG_ARCHIVE_FORMAT = log%s.arc

# The init.ora values for the standby2 database, which is on host remote2
STANDBY_ARCHIVE_DEST = /oracle/standby/arc
LOG_ARCHIVE_DEST = /oracle/standby/arc  
LOG_ARCHIVE_FORMAT = log%s.arc

ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの回回回回復復復復モモモモーーーードドドドののののメメメメンンンンテテテテナナナナンンンンスススス
スタンバイ・データベースを実行するときには、さまざまなメンテナンスの問題が発生する
可能性のあることに注意してください。可能であれば、スタンバイ・データベースを回復
モードにする前に、考えられる問題の解決策を調べておいてください。

この項では次の項目を取り上げます。

■ データ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのファイル名の変換

■ 最後に適用されたアーカイブ REDOログの判別

■ オンライン REDOログの消去

■ スタンバイ・データベースのバックアップの作成

デデデデーーーータ・ファタ・ファタ・ファタ・ファイイイイルおよびルおよびルおよびルおよびアアアアーカイーカイーカイーカイブブブブ REDOロロロログのファグのファグのファグのファイイイイル名の変換ル名の変換ル名の変換ル名の変換
スタンバイ・データベースが、プライマリ・データベースの制御ファイルからファイルを変
換できるようにするために、次の初期化パラメータを設定します。プライマリ・データベー
スとスタンバイ・データベースが同じノードを占有している場合には、これらのパラメータ
を使用することにより、スタンバイ・データベースのファイル名とプライマリ・データベー
スのファイル名を区別できます。同一ノードのシステムでは、OPSを使用して LOCK_
NAME_SPACEパラメータを別々の値に設定しておかないと、ORA-1102エラーが発生する
ので注意してください。

表表表表 16-1  ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名のののの変換変換変換変換

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 機能機能機能機能

DB_FILE_NAME_CONVERT プライマリ・データベースのデータ・ファイ
ルのファイル名をスタンバイ・データ・ファ
イルのファイル名に変換する。たとえば、
tbs_* から standbytbs_* に変換します。
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スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
プライマリ・データベース上の新規のデータ・ファイルのファイル名をスタンバイ・データ
ベース上のファイル名に変換するには DB_FILE_NAME_CONVERTを使用します。プライ
マリ・データベース上の新規の REDOログのファイル名をスタンバイ・データベース上の
ファイル名に変換するには、LOG_FILE_NAME_CONVERTを使用します。プライマリ・
データベースにデータ・ファイルまたはログを追加すると、対応するファイルをスタンバ
イ・データベースに追加する必要が生じます。 

スタンバイ・データベースが更新されると、このパラメータを使用して、プライマリ・デー
タベース上のデータ・ファイル名がスタンバイ・データベース上のデータ・ファイル名に変
換されます。スタンバイ・データベース上にこのファイルが存在し、これが書込み可能に
なっていないと、回復プロセスでエラーが発生し、プロセスが停止します。 

DB_FILE_NAME_CONVERTパラメータと LOG_FILE_NAME_CONVERTパラメータには
2つの文字列が必要です。最初の文字列は、プライマリ・データベースのファイル名に設定
されている文字列です。その文字列が一致すると、これが 2番目の文字列で置換され、スタ
ンバイ・データベースのファイル名が作成されます。

図 16-2 は、ファイル名変換パラメータがどのように機能するかを表しています。

LOG_FILE_NAME_CONVERT プライマリ・データベースの REDOログの
ファイル名をスタンバイ REDOログのファイ
ル名に変換する。たとえば、log_* から
standbylog_* に変換します。

LOCK_NAME_SPACE 分散ロック・マネージャ（DLM）がロックの
名前生成に使用する名前空間を指定する。同
一クラスタ上に、同じデータベース名を持つ
スタンバイ・データベースがあるときには、
OPS構成の中でこの値を設定する必要があり
ます。 

表表表表 16-1  ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名のののの変換変換変換変換

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 機能機能機能機能
16-16 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
図図図図 16-2  ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名変変変変換パラメー換パラメー換パラメー換パラメータタタタの設定の設定の設定の設定

次の文を実行すると、影響を受けたファイルには変換パラメータは適用されなくなります。

■ ALTER TABLESPACE RENAME DATAFILE

■ ALTER DATABASE RENAME FILE

■ ALTER DATABASE CREATE DATAFILE ... AS

関連項関連項関連項関連項目目目目 : スタンバイ・データベースにデータ・ファイルを追加する方法の詳細、16-23ペー
ジの「データ・ファイルの追加」を参照してください。

最最最最後後後後に適用さに適用さに適用さに適用されれれれたアーカたアーカたアーカたアーカイイイイブブブブ REDOログのログのログのログの判別判別判別判別
スタンバイ・データベースに最後にアーカイブ REDOログが適用された時間を判別するに
は、次の方法のいずれかを使用してください。

■ 適用された最新のログ順序番号を記録している V$LOG_HISTORYビューを問い合せる。

■ alert.log の中のトレース・データを表示する。トレース・データは、アーカイブ
REDOログが適用されるたびに更新されます。

オオオオンンンンライライライラインンンン REDOロロロロググググの消の消の消の消去去去去
パフォーマンスを最適化するために、ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP整数コ
マンドを使用して、スタンバイ・データベースのオンライン REDOログを消去できます。
メンテナンス時にこの操作を実行しなかった場合、アクティブ化されるときにオンライン・
ログは自動的に消去されます。 

注注注注意意意意 : V$LOGは回復時には更新されません。

”/oracle”, ”/oracle/standby”

/oracle/dbfiles/tbsl.ora
tbs2.ora

.

.

.

DB_FILE_NAME_CONVERTの設定�

/oracle/standby/dbfiles/tbs1.ora
tbs2.ora

.

.

.

スタンバイ・�
データベース�

プライマリ・�
データベース�
スタンバイ・データベースの管理 16-17



スタンバイ・データベースの回復モードのメンテナンス
ススススタタタタンバイ・ンバイ・ンバイ・ンバイ・デデデデータベーータベーータベーータベーススススのバックのバックのバックのバックアアアアップのップのップのップの作成作成作成作成
必要であれば、スタンバイ・データベースをバックアップすることができますが、データ
ベースが手動回復モードまたは管理回復モードの間は、バックアップを作成できません。ス
タンバイ・データベースの管理回復モードを終了し、バックアップをとった後、管理回復を
再開します。データベースが停止しているときや、読取り専用モードになっているときに
は、バックアップを作成できます。

データベースのサイズによっては、この作業に時間がかかります。これは、スタンバイ・
データベースのダウンにより、プライマリ・データベースでのログのアーカイブを待機する
必要がある場合があることを意味します。これを解決するには、次の手順のいずれかを使用
してください。

スタンバイ・データベースの停止中に表領域をバックアップする方法スタンバイ・データベースの停止中に表領域をバックアップする方法スタンバイ・データベースの停止中に表領域をバックアップする方法スタンバイ・データベースの停止中に表領域をバックアップする方法  

1. スタンバイ・データベースで SQL*Plusセッションを起動し、データベースの管理回復
モードを終了させます。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL

2. データベースを停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

3. O/Sユーティリティを使用し、いくつかの表領域のコールド・バックアップをとりま
す。データベースのダウン時間を最小化します。たとえば、UNIX上で表領域 TBS_1の
中のデータ・ファイル tbs11.f 、tbs12.f および tbs13.f をバックアップするには、
次のように入力します。

% cp /disk1/oracle/dbs/tbs11.f /disk2/backup/tbs11.bk
% cp /disk1/oracle/dbs/tbs12.f /disk2/backup/tbs12.bk
% cp /disk1/oracle/dbs/tbs12.f /disk2/backup/tbs13.bk

4. SQL*Plusを使用し、マウントせずに、スタンバイ・データベースで Oracleインスタン
スを起動します。必要であれば、パラメータ・ファイルを指定します。

STARTUP NOMOUNT pfile = initSTANDBY.ora
 

5. データベースをマウントします。

ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;

6. データベースを回復します。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE

オプションのタイムアウト・オプションを使用する場合には、次の例のように、コマン
ド構文に TIMEOUT整数を追加してください。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE TIMEOUT 60
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スタンバイ・データベースの読取り専用モードでのオープン
7. データベース内の各表領域のバックアップが終わるまでこの手順を繰り返します。

読取り専用モードのスタンバイ・データベースで表領域をバックアップする方法読取り専用モードのスタンバイ・データベースで表領域をバックアップする方法読取り専用モードのスタンバイ・データベースで表領域をバックアップする方法読取り専用モードのスタンバイ・データベースで表領域をバックアップする方法  

スタンバイ・データベースの制御ファイルではなく、プライマリ・データベースの制御ファ
イルをバックアップする必要があります。

1. スタンバイ・データベースで SQL*Plusセッションを起動し、データベースの管理回復
モードを終了させます。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL

2. 読取り専用モードでデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

3. O/Sユーティリティを使用し、いくつかの表領域のバックアップをとります。スタンバ
イの制御ファイルをバックアップしないでください。 

データベースのダウン時間を最小化します。たとえば、UNIX上で表領域 TBS_1の中の
データ・ファイル tbs11.f 、tbs12.f および tbs13.f をバックアップするには、次
のように入力します。

% cp /disk1/oracle/dbs/tbs11.f /disk2/backup/tbs11.bk
% cp /disk1/oracle/dbs/tbs12.f /disk2/backup/tbs12.bk
% cp /disk1/oracle/dbs/tbs12.f /disk2/backup/tbs13.bk

4. スタンバイ・データベースのアクティブなユーザー・セッションをすべて終了させま
す。 

5. 次の文を発行します。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE # you can also set the TIMEOUT option

6. O/Sユーティリティを使用し、プライマリ・データベース上の制御ファイルをバック
アップします。

7. データベース内の各表領域のバックアップが終わるまでこの手順を繰り返します。

スタスタスタスタンンンンバイバイバイバイ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススのののの読読読読取り取り取り取り専専専専用モ用モ用モ用モーーーードでドでドでドでののののオーオーオーオーププププンンンン
読取り専用モードではユーザーはオープン状態のデータベースを問い合せることができま
す。このモードにより、オンライン・データが変更される可能性を排除できます。この機能
を使用すると、ユーザーはスタンバイ・データベースを一時的なレポーティング・データ
ベースとして使用できます。一時表領域を使用すると、問合せを行うために、読取り専用
モードで一時ファイル・エントリを追加できます。一時ファイルの追加および変更によって
REDOエントリが生成されることはありません。
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スタンバイ・データベースの読取り専用モードでのオープン
主に災害回復対策としてスタンバイ・データベースを使用する場合には、情報源としてスタ
ンバイ・データベースにあまり依存しないでください。災害発生時には、スタンバイ・デー
タベースを迅速にアクティブ化する必要があるため、すべてのユーザー活動を即時に停止す
る必要があります。また、スタンバイ・データベースで問合せを行う場合には、データベー
スで管理回復を行うことはできません。スタンバイ・データベースをプライマリ・データ
ベースと同期させるために、ある時点でスタンバイに対して回復操作を実行する必要があり
ます。この作業により、災害時回復データベースとしてのスタンバイの役割が制約を受けま
す。

災害対策が必要であると同時に、スタンバイで問合せも行いたい場合には、複数のスタンバ
イ・データベースをメンテナンスし、あるスタンバイ・データベースを読取り専用にし、別
のスタンバイ・データベースを管理回復モードにすることができます。読取り専用データ
ベースでは再同期化を行う必要がありますが、回復モードのデータベースで、災害対策を行
うことができます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 一時ファイルおよび一時表領域の使用方法の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。

スタンバイ・データベースの停止中にそれを読取り専用モードでオープンする方法スタンバイ・データベースの停止中にそれを読取り専用モードでオープンする方法スタンバイ・データベースの停止中にそれを読取り専用モードでオープンする方法スタンバイ・データベースの停止中にそれを読取り専用モードでオープンする方法  

1. SQL*Plusを使用し、マウントすることなく、スタンバイ・データベースで Oracleイン
スタンスを起動します。

STARTUP NOMOUNT pfile=initSTANDBY.ora

2. スタンバイ・データベースをマウントします。

ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;

3. 読取り専用モードでデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

手動回復モード中に読取り専用モードでスタンバイ・データベースをオープンする方法手動回復モード中に読取り専用モードでスタンバイ・データベースをオープンする方法手動回復モード中に読取り専用モードでスタンバイ・データベースをオープンする方法手動回復モード中に読取り専用モードでスタンバイ・データベースをオープンする方法  

1. 次のように入力し、回復を取り消します（アーカイブ REDOログのフローを終了させ、
プロンプトを表示します）。

RECOVER CANCEL

2. 読取り専用モードでデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
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スタンバイ・データベースのアクティブ化
管理回復モード中にスタンバイ・データベースを読取り専用モードでオープンする方法管理回復モード中にスタンバイ・データベースを読取り専用モードでオープンする方法管理回復モード中にスタンバイ・データベースを読取り専用モードでオープンする方法管理回復モード中にスタンバイ・データベースを読取り専用モードでオープンする方法  

1. SQL*Plusセッションを起動し、次のコマンドを実行します。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL

2. 読取り専用モードでデータベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;

スタンバイ・データベースを読取り専用モードから管理回復モードに戻す方法スタンバイ・データベースを読取り専用モードから管理回復モードに戻す方法スタンバイ・データベースを読取り専用モードから管理回復モードに戻す方法スタンバイ・データベースを読取り専用モードから管理回復モードに戻す方法   

1. スタンバイ・データベースのアクティブなユーザー・セッションをすべて終了させま
す。

2. 次の文を発行します。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE # you can also set the TIMEOUT option

スタンバイ・データベースを読取り専用モードから手動回復モードに戻す方法スタンバイ・データベースを読取り専用モードから手動回復モードに戻す方法スタンバイ・データベースを読取り専用モードから手動回復モードに戻す方法スタンバイ・データベースを読取り専用モードから手動回復モードに戻す方法   

1. スタンバイ・データベースのアクティブなユーザー・セッションをすべて終了させま
す。 

2. 次の文を発行します。

RECOVER STANDBY DATABASE # you can also set the TIMEOUT option

スタスタスタスタンンンンバイバイバイバイ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススののののアアアアクテクテクテクティィィィブ化ブ化ブ化ブ化
緊急時以外は、スタンバイ・データベースをアクティブにしないでください。スタンバイ・
データベースをアクティブにすると、このデータベースは通常の本番データベースとなるた
め、スタンバイ・ステータスを失います。

災害の性質によっては、プライマイ・データベースのファイルにアクセスできないことがあ
ります。ファイルにアクセスできる場合には、可能であれば、次の作業を行ってください。

1. プライマリ・データベースのオンライン REDOログをアーカイブします。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

2. これらのログをスタンバイ・サイトに転送します。

3. スタンバイ・データベースをアクティブにする前に、これらのログを適用します。 

この手順を実行すると、スタンバイ・データベースは、プライマリ・データベースの障害の
直前の時点にまでロールフォワードされます。スタンバイ・データベースには、現行の
REDOログ以外のすべての REDOログを適用できます。現行のものでないオンライン
REDOログを消失した場合、これらのログがアーカイブされていない場合には、プライマ
リ・データベースの非アーカイブ REDOログからトランザクションを回復せずに、スタン
バイ・データベースをアクティブにします。
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プライマリ・データベースの物理構造の変更
スタンバイ・データベースをアクティブにした後、オンライン REDOログをリセットしま
す。これにより、スタンバイ・データベースからの REDOログとプライマリ・データベー
スからの REDOログの間の互換性が失われることに注意してください。また、スタンバイ・
データベースはアクティブ化のときにマウントされていません。したがって、アクティブ化
の直後に表およびビューを見ることはできません。

スタンバイ・データベースをアクティブにする方法スタンバイ・データベースをアクティブにする方法スタンバイ・データベースをアクティブにする方法スタンバイ・データベースをアクティブにする方法  

1. スタンバイ・データベースが EXCLUSIVEモードでマウントされていることを確認しま
す。

2. スタンバイ・データベースをアクティブにします。

ALTER DATABASE ACTIVATE STANDBY DATABASE;

3. スタンバイ・インスタンスを停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

4. 新しい本番データベースのバックアップをできるだけ早くとってください。この時点で
は、前のスタンバイ・データベースが新しい本番データベースになります。この作業は
必須ではありませんが、バックアップがない状態では、アクティブ化した後の変更内容
を回復できないため、安全策として行うことをお薦めします。

5. 新しい本番用インスタンスを読み書き両用モードまたは読取り専用モードで起動しま
す。

STARTUP MOUNT
ALTER DATABASE READ ONLY; # opens the database in read-only mode
ALTER DATABASE READ WRITE; # opens the database in read-write mode

プラプラプラプライイイイマリマリマリマリ・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススのののの物物物物理構理構理構理構造造造造の変の変の変の変更更更更
次の項では、プライマリ・データベースの構造変更がスタンバイ・データベースに与える影
響について説明します。

この項では次の項目を取り上げます。

■ データ・ファイルの追加

■ データ・ファイルの改名

■ REDOログの変更

■ 制御ファイルの変更

注注注注意意意意 : スタンバイ・データベースをアクティブにすると、元の本番デー
タベースのアーカイブされていないログのトランザクションはすべて失わ
れます。
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プライマリ・データベースの物理構造の変更
■ 初期化パラメータの設定

■ スタンバイ・データベースのデータ・ファイルのオフライン化

■ ダイレクト・パス操作の実行

■ スタンバイ・データベースの制御ファイルのリフレッシュ

デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの追追追追加加加加
プライマリ・データベースにデータ・ファイルを追加すると、REDOデータが生成されま
す。この REDOデータがスタンバイ・データベースに適用されるときに、そのデータ・
ファイルの名前が自動的にスタンバイ制御ファイルに追加されます。スタンバイ・データ
ベースにおいてその新しいファイルが新しいファイル名で配置されれば、回復プロセスが続
行します。スタンバイ・データベースで新しいデータ・ファイルを配置できない場合には、
回復は終了します。

回復プロセスが停止した場合には、次の手順を実行してください。スタンバイ・データベー
スに新しいデータ・ファイルを入れない場合には、次の構文を使用して、これをオフライン
にすることができます。

ALTER DATABASE DATAFILE 'filename' OFFLINE DROP;

プライマリ・データベースに表領域またはデータ・ファイルを追加し、これをスタンバイにプライマリ・データベースに表領域またはデータ・ファイルを追加し、これをスタンバイにプライマリ・データベースに表領域またはデータ・ファイルを追加し、これをスタンバイにプライマリ・データベースに表領域またはデータ・ファイルを追加し、これをスタンバイに
転送する方法転送する方法転送する方法転送する方法   

1. 通常の方法でプライマリ・データベース上に表領域を作成します。たとえば、表領域
TBS_2の中に新しいデータ・ファイル t_db2.f を作成するには、次コマンドを発行し
ます。

CREATE TABLESPACE tbs_2 DATAFILE 't_db2.f' SIZE 2M; 

2. 新しく作成した空のデータ・ファイルをスタンバイ・サイトにコピーします。たとえ
ば、両方のデータベースが同一ホスト上にある場合には、次のように入力します。

% cp t_db2.f /private1/stby/t_db2.f 

3. スタンバイ・インスタンスをマウントせずに起動します。たとえば、次のように入力し
ます。

STARTUP NOMOUNT pfile=/private1/stby/initSTANDBY.ora

4. スタンバイ・データベースをマウントし、管理回復モードにします。

ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;
RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE

5. プライマリ上の REDOログを切り替え、スタンバイ・データベースへの REDOのアー
カイブを開始します。
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プライマリ・データベースの物理構造の変更
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;

6. すべてのアーカイブ REDOログが適用されたら、管理回復を取り消します。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL

CREATE TABLESPACE REDOを適用すると、スタンバイ制御ファイルに新しいファイ
ル名が追加されます。次の alert.log エントリが生成されます。

WARNING! Recovering data file 2 from a fuzzy file. If not the current file it 
might
be an online backup taken without entering the begin backup command. 
Successfully added datafile 2 to media recovery 
Datafile #2: '/private1/stby/t_db2.f' 

7. スタンバイ・データベース上にデータ・ファイルを作成します。たとえば、次のコマン
ドを発行します。

ALTER DATABASE CREATE DATAFILE '/private1/stby/t_db2.f' AS '/private1/stby/t_
db2.f'; 

 

8. スタンバイを管理回復モードにします。

RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE

プライマリ・データベースの通常の処理を続行します。これで、プライマリ・データベース
とスタンバイ・データベースは同期化されました。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : オフラインのデータ・ファイルの変更の詳細は、16-27ページの「スタンバイ・
データベースのデータ・ファイルのオフライン化」を参照してください。

デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの改改改改名名名名
プライマリ・データベース上で行われたデータ・ファイルの改名は、スタンバイ・データ
ベースの制御ファイルがリフレッシュされるまでスタンバイ・データベースに反映されませ
ん。プライマリ・データベースのデータ・ファイルを改名したときに、プライマリ・データ
ベースとスタンバイ・データベースのデータ・ファイルの同期を保つには、スタンバイ・
データベースでも同様の操作を実行してください。

REDOロロロロググググのののの変変変変更更更更
スタンバイ・データベースに影響を与えずに、REDOログ・ファイルのグループまたはメン
バーをプライマリ・データベースに追加できます。また、スタンバイ・データベースに影響
を与えずに、ログ・ファイルのグループまたはメンバーをプライマリ・データベースから削
除できます。プライマリ・データベースでスレッドを使用可能または使用禁止にしても、ス
タンバイ・データベースには影響しません。
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プライマリ・データベースの物理構造の変更
オンライン REDOログの構成を、プライマリ・データベースとスタンバイ・データベース
で同じにすることができます。その場合は、プライマリ・データベースで ALTER 
DATABASE ENABLE THREAD文を使用してログ・ファイル・スレッドを使用可能にする
とき、スタンバイ・データベースをアクティブにする前に、スタンバイ・データベース用の
新しい制御ファイルを作成してください。16-29ページの「スタンバイ・データベースの制
御ファイルのリフレッシュ」で手順を参照してください。

ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE文を発行してプライマリ・データ
ベースのログ・ファイルを消去した場合や、RESETLOGSオプションを使用してプライマ
リ・データベースをオープンした場合は、スタンバイ・データベースが無効になります。ス
タンバイ・データベースの回復プロセスの続行に必要なアーカイブ・ログがなくなるので、
スタンバイ・データベースを再作成する必要があります。

制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルのののの変変変変更更更更
プライマリ・データベースで CREATE CONTROLFILEコマンドを使用して次のいずれかの
操作を実行した場合、スタンバイ・データベースの制御ファイルが無効になる場合がありま
す。

■ REDOログ・ファイルのグループまたはメンバーの最大数を変更する。

■ データベースを同時にマウントしオープンできるインスタンスの最大数を変更する。

スタンバイ・データベースの制御ファイルを無効にしたときには、16-29ページの「スタン
バイ・データベースの制御ファイルのリフレッシュ」で説明している手順を使用して再作成
してください。

プライマリ・データベース上で CREATE CONTROLFILEコマンドに RESETLOGSオプショ
ンを指定すると、プライマリ・データベースを次にオープンしたときにオンライン・ログが
リセットされ、それによってスタンバイ・データベースが無効になります。 

初初初初期期期期化化化化パパパパララララメメメメーーーータタタタのののの設設設設定定定定
ほとんどの初期化パラメータは、プライマリ・データベースとスタンバイ・データベースで
同じにします。しかし、CONTROL_FILESおよび DB_FILE_NAME_CONVERTなど、特定
の初期化パラメータは変更してください。その他の初期化パラメータに相違があると、スタ
ンバイ・データベースでパフォーマンスが低下し、場合によってはスタンバイ・データベー
スの動作が停止することもあります。 

次の初期化パラメータは、スタンバイ・データベース回復プロセスで重要な役割を果たしま
す。
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プライマリ・データベースの物理構造の変更
関連項関連項関連項関連項目目目目 : 初期化パラメータの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してく
ださい。

表表表表 16-2  スタンバイスタンバイスタンバイスタンバイのののの初期化パラ初期化パラ初期化パラ初期化パラメメメメータの設定ータの設定ータの設定ータの設定

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ ガガガガイドラインイドラインイドラインイドライン

COMPATIBLE このパラメータは、プライマリ・データベースとスタンバイ・データベースで同じ
にする必要があります。違っていると、プライマリ・データベースからスタンバ
イ・データベースにログを適用できないことがあります。読取り専用モードでスタ
ンバイ・データベースをオープンしたい場合には、COMPATIBLEパラメータは
8.1以上に設定する必要があります。

DB_FILES プライマリ・データベースで使用可能なファイルと同じ数のファイルをスタンバ
イ・データベースでも使用できるように、MAXDATAFILESは、両方のデータベー
スで同じにする必要があります。

CONTROL_FILES このパラメータは、プライマリ・データベースとスタンバイ・データベースで異な
る設定にする必要があります。スタンバイ・データベース用のこのパラメータに示
す制御ファイルの名前は、スタンバイ・データベースに存在する必要があります。

DB_FILE_NAME_CONVERT スタンバイのデータ・ファイルのファイル名を、プライマリ・データベースのファ
イル名と区別できるようにする場合に設定します。詳細は、16-15ページの「デー
タ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのファイル名の変換」を参照してくだ
さい。

LOG_FILE_NAME_CONVERT スタンバイのログのファイル名を、プライマリ・データベースのログのファイル名
と区別できるようにする場合に設定します。このパラメータの詳細は、16-15ペー
ジの「データ・ファイルおよびアーカイブ REDOログのファイル名の変換」を参
照してください。

STANDBY_ARCHIVE_DEST このパラメータは、スタンバイ RFSプロセスがアーカイブ・ログを入れるディレ
クトリを判別する目的でのみ使用されます。Oracleは、この値と LOG_
ARCHIVE_FORMATを使用し、スタンバイ・サイトのログ・ファイル名を生成し
ます。完全修飾のファイル名がスタンバイの制御ファイルに格納されます（この
データが必要な場合は V$ARCHIVED_LOGを問い合せます）。管理回復では、こ
の情報を使用して回復操作が実行されます。

RECOVER STANDBY DATABASEコマンド（MANAGEDオプションを除く）は、
アーカイブ・ファイルの位置を、LOG_ARCHIVE_DESTか、ユーザーが入力した
ファイル名のいずれかより判別します。スタンバイ・サイトでログが紛失している
場合、つまり RFSがスタンバイ制御ファイルにその名前を記録してなく、管理回
復操作が失敗した場合には、RECOVER STANDBY DATABASEを発行する必要が
あります。この文を使用する場合は、アーカイブ・ログを見つけるために LOG_
ARCHIVE_DESTパラメータを使用する必要があります。

管理状態のスタンバイ・データベースでは、STANDBY_ARCHIVE_DESTパラ
メータと LOG_ARCHIVE_DESTパラメータを同じ値に設定してください。手動の
回復が必要な場合は、紛失しているアーカイブ・ログを、他のすべてのアーカイ
ブ・ログと同じ位置にコピーし、手動のスタンバイ回復操作を実行し、スタンバイ
を管理回復モードに戻します。
16-26 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



プライマリ・データベースの物理構造の変更
ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルののののオオオオフフフフラララライイイインンンン化化化化
プライマリ・データベースのデータ・ファイルのサブセットをサポートする手段として、ス
タンバイ・データベースのデータ・ファイルをオフラインにできます。たとえば、プライマ
リ・データベースの一時表領域をスタンバイ・データベースに回復するのが望ましくない場
合があります。 

スタンバイ・データベースで次の文を使用し、データ・ファイルをオフラインにします。

ALTER DATABASE DATAFILE 'filename' OFFLINE DROP;

この文を実行する場合、スタンバイ・データベースをオープンした後で、そのオフライン・
ファイルが格納されている表領域を削除する必要があります。

ダダダダイイイイレレレレククククトトトト・・・・パパパパスススス操操操操作作作作のののの実実実実行行行行
次のいずれかの方法で始まるダイレクト・ロードを実行した場合、パフォーマンスの向上
は、プライマリ・データベースにのみ適用されます（これにより、スタンバイ・データベー
スで回復プロセスのパフォーマンスが向上することはありません）。

■ ダイレクト・パス・ロード

■ 副問合せによる CREATE TABLE

■ プライマリ・データベースでの CREATE INDEX

スタンバイ・データベース回復プロセスでは、回復不能なダイレクト・ロードにより生成さ
れた REDO情報の読取りと適用は、それまでと同じく順次方式で行われます。 

UNRECOVERABLEオプションを使用したプライマリ・データベースのプロセスは、これら
のプロセスがアーカイブ REDOログ中に示されないため、スタンバイ・データベースには
反映されません。このようなプロセスをスタンバイ・データベースに反映させるには、次の
作業のうちの、1つを実行してください。

■ スタンバイ・データベースの中の影響を受けるデータ・ファイルをオフラインにし、ア
クティブにした後で表領域を削除します。（16-27ページの「スタンバイ・データベース
のデータ・ファイルのオフライン化」を参照してください）。 

■ 新しいデータベースのバックアップから、スタンバイ・データベースを再作成します。
（16-3ページの「スタンバイ・データベースの作成」を参照してください）。

■ 影響を受けた表領域をバックアップし、プライマリ・データベースの中の現行のログを
アーカイブし、データ・ファイルをスタンバイ・データベースに転送してから、スタン
バイの回復を再開します。これは、UNRECOVERABLE操作の後で通常のデータベース
回復可能性を確保する手順と同じです。

プライマリ・データベースで UNRECOVERABLE操作を実行した後、スタンバイ・データ
ベースで回復を試みた場合には、回復中にエラー・メッセージが表示されなくなります。こ
の場合、エラー・メッセージはスタンバイ・データベースの警告ログに記録されます。スタ
ンバイ・データベースの警告ログを定期的に調べてください。
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プライマリ・データベースの物理構造の変更
UNRECOVERABLEオプションを使用してロードされたブロックをスタンバイ・サイトで読
み取ろうとすると、次のエラー・メッセージが表示されます。

26040, 00000, "Data block was loaded using the NOLOGGING option\n" 
//* Cause: Trying to access data in block that was loaded without  
//*        redo generation using the NOLOGGING/UNRECOVERABLE option 
//* Action: Drop the object containing the block. 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 詳細は、16-27ページの「スタンバイ・データベースのデータ・ファイルのオフラ
イン化」を参照してください。

UNRECOVERABLE操作後操作後操作後操作後ののののバックアバックアバックアバックアッッッップの必要プの必要プの必要プの必要性性性性の判の判の判の判別別別別
プライマリ・データベースで UNRECOVERABLE操作を実行した場合には、V$DATAFILE
ビューを使用し、最新の無効化 REDOデータが生成された SCNまたは時刻を判別してくだ
さい。 

別のバックアップを実行する必要があるかどうかを判断するために、次の SQLコマンドを
発行します。

SELECT unrecoverable_change#, to_char(unrecoverable_time, 'mm-dd-yyyy hh:mi:ss') 
FROM v$datafile;

データ・ファイルが最後にバックアップされて以降にデータ・ファイルに回復不能時間があ
ることが問合せにより報告されたら、このデータ・ファイルのバックアップをもう 1つ作成
してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : V$DATAFILEビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照し
てください。

注注注注意意意意 : UNRECOVERABLEオプションを使用してロードされたブロック
には、スタンバイ・サイトの回復時に、論理的に破損しているというマー
クが付けられます。これらのデータ・ブロックを問い合せた場合にはエ
ラー・メッセージが発行されます。
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OPS構成でのスタンバイ・データベースの使用方法
ススススタタタタンンンンババババイイイイ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルののののリリリリフフフフレレレレッッッッシシシシュュュュ
次の手順は、プライマリ・データベースの制御ファイルに対して行った変更をリフレッシュ
する方法、または変更のコピーを作成する方法を示しています。ファイルの追加や削除な
ど、プライマリ・データベースの大幅な構造変更を行った後は、制御ファイルをリフレッ
シュしてください。

スタンバイ・データベースの制御ファイルのリフレッシュスタンバイ・データベースの制御ファイルのリフレッシュスタンバイ・データベースの制御ファイルのリフレッシュスタンバイ・データベースの制御ファイルのリフレッシュ  

1. スタンバイ・インスタンス上で SQL*Plusセッションを起動し、スタンバイ・データ
ベース上で CANCELコマンドを発行し、回復プロセスを停止します。

RECOVER CANCEL  # for manual recovery mode
RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL   # for managed recovery mode

2. スタンバイ・インスタンスを停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

3. 本番用インスタンス上で SQL*Plusセッションを起動し、スタンバイ・データベースの
制御ファイルを作成します。

ALTER DATABASE CREATE STANDBY CONTROLFILE AS 'filename';

4. プライマリ・データベースの現行のオンライン REDOログをアーカイブします。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

5. バイナリ・ファイルに適した O/Sユーティリティを使用し、スタンバイ制御ファイル
とアーカイブ・ログ・ファイルをスタンバイ・サイトに転送します。

6. スタンバイ・インスタンスに接続し、スタンバイ・データベースをマウントします
（オープンはしません）。

ALTER DATABASE MOUNT STANDBY DATABASE;

7. スタンバイ・データベースで回復プロセスを再起動します。

RECOVER STANDBY DATABASE  # recovers using location for logs in init.ora
RECOVER FROM 'location' STANDBY DATABASE # recovers using specified location

OPS構構構構成成成成でのでのでのでのススススタンタンタンタンババババイ・イ・イ・イ・デデデデータータータータベベベベースースースースのののの使用使用使用使用方方方方法法法法
スタンバイ・データベースは、Oracleマルチスレッド・サーバー・オプションを指定して使
用できます。次の表は、プライマリ・データベースとスタンバイ・データベースでの有効お
よび無効なノードの組合せを示しています。
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OPS構成でのスタンバイ・データベースの使用方法
それぞれの状況では、プライマリ・データベースの各ノードは、自分のアーカイブ REDO
ログのスレッドをスタンバイ・データベースに転送します。たとえば、図 16-3は、シング
ル・インスタンスのスタンバイに REDOログを転送する、2つのノードを持つ OPSデータ
ベースを示しています。

図図図図 16-3  複数インス複数インス複数インス複数インスタタタタンスのプランスのプランスのプランスのプライイイイマリ・デーマリ・デーマリ・デーマリ・データタタタベースからのベースからのベースからのベースからのアアアアーカイブ・ーカイブ・ーカイブ・ーカイブ・ロロロログの転送グの転送グの転送グの転送

この場合、プライマリ・データベースのノード 1は、ログ 1、3、5、7、9を転送するのに対
して、ノード 2は、ログ 2、4、6、8、10を転送します。スタンバイ・データベースが管理
回復モードになっている場合には、アーカイブ REDOログを適用する正しい順番が自動的
に判断されます。

シングル・シングル・シングル・シングル・イイイインスタンスンスタンスンスタンスンスタンスのののの
スタンバイスタンバイスタンバイスタンバイ

複数イ複数イ複数イ複数インンンンスタンスのスタンスのスタンスのスタンスの
スタンスタンスタンスタンババババイイイイ

シングシングシングシングルルルル・インスタ・インスタ・インスタ・インスタンンンンスのプライマスのプライマスのプライマスのプライマリリリリ 有効 無効

複数イ複数イ複数イ複数インンンンスタンスのスタンスのスタンスのスタンスのププププライマリライマリライマリライマリ 有効 有効
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OPS構成でのスタンバイ・データベースの使用方法
プライマリ・データベースとスタンバイ・データベースの両方が OPS構成であり、スタン
バイ・データベースが管理回復モードになっている場合には、スタンバイ・データベースの
1つのノードが、プライマリ・ノードから転送されたすべてのログ・セットを適用します。
この場合、管理回復の進行中は、REDOを適用していないスタンバイ・ノードを読取り専用
モードにすることはできません。非回復ノードはマウントすることもできますが、通常の場
合は、これを停止してください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : データベースの OPS構成の詳細は、『Oracle8i Parallel Server セットアップおよび
構成ガイド』を参照してください。
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Recovery Managerによる表領域の Point-in-Time回復の
A

Recovery Manager にににによよよよるるるる表表表表領領領領域域域域のののの

Point-in-Time 回回回回復復復復のののの実実実実行行行行

この章では、Recovery Manager （RMAN）を使用した表領域の Point-in-Time回復
（TSPITR）の実行方法を、次の項目順で説明します。

■ RMANの TSPITRの概要

■ TSPITRの計画

■ TSPITRのための補助インスタンスの準備

■ TSPITRの実行

■ TSPITR後に使用するためのターゲット・データベースの準備

■ 失敗した TSPITRへの対応

■ TSPITRのパフォーマンスのチューニング
実行 A-1



RMANの TSPITRの概要
RMANのののの TSPITRのののの概要概要概要概要 
Recovery Manager （RMAN）の自動化された表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）機能
を使用すると、1つ以上の表領域を、データベースの残りの表領域とは異なる時点に迅速に
回復させることができます。 

RMANの TSPITRは次のような回復の場合最も有用です。 

■ DROP TABLEまたは TRUNCATE TABLE操作のエラーから回復する場合。 

■ 論理的に壊れた表を回復させる場合。 

■ データベースのサブセットのみに影響を与えた不正確なバッチ・ジョブ、またはその他
の DML文から回復する場合。 

■ 1つの物理データベースの別々の表領域の中に複数の論理データベースが存在する場合
に、物理データベースの残りの部分とは異なる時点になっている論理データベースを回
復させる場合。 

表のエクスポートと同様に、RMANの TSPITRによって一貫性のあるデータ・セットを回復
できます。ただし、データ・セットは 1つのオブジェクトではなく表領域全体になります。
図 A-1で示すように、Recovery Managerは次の作業を行います。

1. 指定された表領域のバックアップを、一時補助インスタンス内に復元する。

2. 表領域を回復する。

3. 補助インスタンスからメタデータをエクスポートする。

4. ターゲット・データベースの制御ファイルが、新しく回復されたデータ・ファイルを指
すようにする。

5. ターゲット・データベースにメタデータをインポートする。
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RMANの TSPITRの概要
図図図図 A-1  RMAN のののの TSPITR

TSPITRの用語の用語の用語の用語
次の用語と略称はこの章で頻繁に使用されるので理解しておいてください。 

TSPITR
表領域の Point-in-Time回復

補助インスタンス補助インスタンス補助インスタンス補助インスタンス
バックアップ表領域の回復に使用される補助インスタンス TSPITRによって作成されたデー
タベースは、独立した存在ではありません。これは、中間的な作業領域にすぎません。
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TSPITRの計画
回復セット回復セット回復セット回復セット
TSPITRを実行する必要のある表領域。

補助セット補助セット補助セット補助セット
TSPITRに必要な要素で、次のものが含まれます。

■ バックアップ制御ファイル

■ SYSTEM表領域

■ ロールバック・セグメントが入っているデータ・ファイル

■ 一時表領域（オプション）エクスポートのソート操作のために小さい領域が必要になり
ます（ソートの領域の問題の詳細は、A-12ページの「失敗した TSPITRへの対応」を参
照してください）。

TSPITRの計の計の計の計画画画画
Recovery Managerの TSPITRでは慎重な計画が必要です。次に進む前に、この章全体を読
んでください。

この項では次の項目を取り上げます。

■ リカバリ・カタログを使用しない TSPITRの実行

■ 一般的な制約事項の理解

■ 非一貫性の調査と解決

■ データの関連の管理

リリリリカカカカババババリリリリ・・・・カカカカタタタタロロロロググググをををを使使使使用用用用ししししなななないいいい TSPITRのののの実実実実行行行行

RMANの TSPITRは、リカバリ・カタログを使用しても、使用しなくても実行できます。リ
カバリ・カタログを使用しない場合には、次の制約事項に注意してください。

■ RMANは TSPITRの中にロールバック・セグメントの履歴データを持っていないため、
現行のロールバック・セグメントが、回復の実行時に存在していたものと同じセグメン
トであると想定します。 

■ RMANがかなり以前の時刻まで回復した場合には、コピーおよびバックアップの記録
が Oracleによって再使用されているため、TSPITRを実行できないこともあります。

注注注注意意意意 : この章で説明している制限事項や計画手順の多くは、付録 Bの
「オペレーティング・システム環境での表領域の Point-in-Time回復の実
行」にも記載されていますが、異なる点もあります。それらの違いについ
ては、この章で説明します。
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TSPITRの計画
一一一一般般般般的的的的なななな制制制制約約約約事事事事項項項項のののの理理理理解解解解
RMANの TSPITRを実行するときには、次の作業は実行できません。 

■ ターゲット・データベースと補助データベースを別々のノード上で実行する。しかし、
ターゲット・データベースと補助データベースは、共有ディスクを使用して、1つの同
じクラスタ構成に入れることができます。

■ 削除された表領域を回復する。 

■ 削除された後、同じ名前を使用して再作成された表領域を回復する。 

■ 表領域に追加されたデータ・ファイルを削除する。そのファイルが、RMANの TSPITR
の回復対象となる時点より後に追加された場合、RMANの TSPITRの完了後も、その
ファイルは空のまま表領域の一部として存在します。 

■ 補助データベースで DML文を実行する。補助データベースは回復専用です。 

■ TSPITRの完了後に、回復セットのデータ・ファイルの既存のバックアップを使用して
回復を行う。このかわりに、回復されたファイルの新しいバックアップをとってくださ
い。TSPITRの実行前にとられたバックアップを使用して回復を試みると、回復は失敗
します。 

■ 統計情報が算出されているオブジェクトのオプティマイザ統計情報を回復する。
TSPITRの実行後に統計情報を再度算出してください。 

■ 次のオブジェクトのいずれかを回復セットに入れる。 

■ レプリケートされたマスター表

■ VARRAY列のある表

■ ネストした表が入っている表

■ 外部ファイルを伴う表

■ スナップショット・ログ

■ スナップショット表

■ SYSが所有するオブジェクト（ロールバック・セグメントを含む）

警警警警告告告告 : RMANのののの TSPITRを初めて実行する場合は、本番システムでは実を初めて実行する場合は、本番システムでは実を初めて実行する場合は、本番システムでは実を初めて実行する場合は、本番システムでは実
行しないでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくだ行しないでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくだ行しないでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくだ行しないでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくだ
さいさいさいさい。。。。
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TSPITRの計画
非非非非一一一一貫貫貫貫性性性性のののの調調調調査査査査とととと解解解解決決決決
RMANの TSPITRに関する最大の問題は、参照依存性が明示的ではなく暗黙的であるため、
回復済みの表領域と未回復の表領域の中の表の間で、アプリケーション・レベルの一貫性が
失われる可能性があることです。次の問題に注意し、この先に進む前に、非一貫性が生じた
場合の解決方法を準備しておいてください。

■ RMANはすべての表が入っている回復セットのみをサポートする

■ ロールバック・セグメントが入っている表領域をサポートしない

■ TS_PITR_CHECKは SYSが所有するオブジェクトをチェックしない

RMANはすべはすべはすべはすべてててての表が入の表が入の表が入の表が入っっっっている回ている回ている回ている回復復復復セットのセットのセットのセットのみみみみをサポーをサポーをサポーをサポートトトトすすすするるるる

RMANの TSPITRは、すべての表が入っている回復セットのみをサポートします。たとえ
ば、パーティション表に対して RMANの TSPITRを実行し、パーティションが複数の表領
域に分かれていると、RMANはエクスポート・フェーズ時にエラー・メッセージを戻しま
す。回復セットに制約に必要な索引を伴わない表が入っている場合、または制約に必要な表
がなく制約を含む表のみが入っている場合もエラーになります。

ロロロローーーールバックルバックルバックルバック・・・・セグメンセグメンセグメンセグメントトトトが入ってが入ってが入ってが入っていいいいる表領る表領る表領る表領域域域域をサポーをサポーをサポーをサポートトトトしなしなしなしないいいい

O/Sの TSPITRを実行する場合、回復セット内のロールバック・セグメントをオフラインに
することができます。これにより、回復が完了する前に回復セットに変更が加えられるのを
防げます。RMANの TSPITRは、ロールバック・セグメントが入っている表領域の回復をサ
ポートしません。TSPITRとロールバック・セグメントの詳細は、B-9ページの「ステップ 3:
プライマリ・データベースを準備する」を参照してください。

TS_PITR_CHECKはははは SYSが所有が所有が所有が所有すすすするオブジるオブジるオブジるオブジェェェェクトをチクトをチクトをチクトをチェェェェックしないックしないックしないックしない
TS_PITR_CHECKビューは、TSPITR作業の障害となる依存性や制限に関する情報を提供し
ます。しかし、TS_PITR_CHECKは、SYSが所有するオブジェクトについては依存性や制限
の情報を提供しません。

ロールバック・セグメントも含めて、SYSによって所有されるオブジェクトが回復セットに
含まれている場合には、これらのオブジェクトを正常に回復できる保証はありません。
TSPITRは Exportおよび Importユーティリティを使用しますが、これらのユーティリティ

注注注注意意意意 : これは、RMANの TSPITRに固有の制限事項です。

注注注注意意意意 : これは、RMANの TSPITRに固有の制限事項です。
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TSPITRのための補助インスタンスの準備
は、SYSが所有するオブジェクトをサポートしていません。SYSが所有している回復セッ
ト・オブジェクトを調べるには、次の文を発行してください。 

SELECT object_name, object_type
FROM sys.dba_objects
WHERE tablespace_name IN (' tablespace_name_1 ',' tablespace_name_2 ', 
      ' tablespace_name_n ') 
AND owner = 'SYS'; 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : TS_PITR_CHECKビューの詳細は、B-7ページの「ステップ 2:プライマリ・デー
タベースに対する依存性を調査および解決する」を参照してください。

デデデデーーーータタタタのののの関関関関連連連連のののの管管管管理理理理
TSPITRは、回復セット内のオブジェクトとデータベースの残りの部分にあるオブジェクト
との間のデータの関連を検出できるビューを提供します。この関連を削除または中断する
か、もしくは関連オブジェクトを回復セットに組み込むことによりこのデータの関連を管理
しない限り、TSPITRは正常に実行されません。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 詳細は、B-7ページの「ステップ 2:プライマリ・データベースに対する依存性を
調査および解決する」を参照してください。

TSPITRのたのたのたのためめめめの補の補の補の補助助助助インインインインススススタンタンタンタンススススの準の準の準の準備備備備
RMANの TSPITRを実行するには、事前に次の必要条件を満たしている必要があります。

■ 補助インスタンスの Oracleパスワード・ファイルの作成

■ 補助インスタンスのパラメータ・ファイルの作成

■ 補助インスタンスの起動

■ 補助インスタンスへの Net8接続性の確保

■ Recovery Managerのコマンド行インタフェースの起動

補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンススススのののの Oracleパパパパススススワード・ワード・ワード・ワード・フフフファイルのァイルのァイルのァイルの作成作成作成作成
Oracleパスワード・ファイルの作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。
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TSPITRのための補助インスタンスの準備
補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンスのパラスのパラスのパラスのパラメメメメータ・フータ・フータ・フータ・ファァァァイルのイルのイルのイルの作成作成作成作成
補助インスタンス用に init.ora ファイルを作成し、次の必須パラメータを設定してくださ
い。

Net8を通じて SYSDBAとして接続できるようにするためのパラメータも含めて、必要に応
じてその他のパラメータを設定します。

補助インスタンスの init.ora パラメータの設定の例を紹介します。

DB_NAME=prod1
LOCK_NAME_SPACE=_prod1
CONTROL_FILES=/oracle/aux/cf/aux_prod_cf.f
DB_FILE_NAME_CONVERT=("/oracle/prod/datafile","/oracle/aux/datafile")
LOG_FILE_NAME_CONVERT=("/oracle/prod/redo_log","/oracle/aux/redo_log")

関連項関連項関連項関連項目目目目 : DB_FILE_NAME_CONVERTの詳細は、A-13ページの「TSPITRのパフォーマン
スのチューニング」を参照してください。Net8の詳細は、『Net8 管理者ガイド』を参照して
ください。

 

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 指定対象指定対象指定対象指定対象

DB_NAME ターゲット・データベースと同じ名前

LOCK_NAME_SPACE 同じ $ORACLE_HOME内のどのデータベースとも異なる
値。単純にするために、_DBNAMEと指定してください。

DB_FILE_NAME_CONVERT 補助データベースのデータ・ファイル用にファイル名を
変換するためのパターン。このパラメータを使用し、set 
auxname.を使用して命名しなかったファイルのファイル
名を生成できます。

LOG_FILE_NAME_CONVERT 補助データベースのオンライン REDOログ用にファイル
名を変換するためのパターン。

CONTROL_FILES ターゲットのパラメータ・ファイルの中の CONTROL_
FILESパラメータとは異なる値。

注注注注意意意意 : これらのパラメータを設定した後に、ターゲット・データベース
の稼働ファイルの init.ora の設定値を上書きしないように気を付けてく
ださい。 
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TSPITRのための補助インスタンスの準備
補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンスの起動スの起動スの起動スの起動
RMANの TSPITRを開始する前に、SQL*Plusを使用して補助インスタンスに接続し、
NOMOUNTモードで起動してください（必要であればパラメータ・ファイルを指定しま
す）。

SQL> connect sys/aux_pwd@aux_str; 
SQL> startup nomount pfile='/oracle/aux/dbs/initAUX.ora';

補助インスタンスにはまだ制御ファイルがないため、このインスタンスは NOMOUNTモー
ドでしか起動できません。制御ファイルの作成や、TSPITRの補助インスタンスのマウント
やオープンを試みないでください。

補補補補助助助助インスタインスタインスタインスタンンンンスへスへスへスへのののの Net8接続性接続性接続性接続性のののの確確確確保保保保
補助インスタンスには有効なネット・サービス名が必要です。先に進む前に、SQL*Plusを
使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。

Recovery Managerのコのコのコのコママママンド行インド行インド行インド行インンンンタフェータフェータフェータフェーススススの起の起の起の起動動動動
次のいずれかの方法で、RMANのコマンド行インタフェースを起動してください。

■ O/Sコマンド行から接続する

■ RMANプロンプトからの接続

O/Sコマンド行から接続するコマンド行から接続するコマンド行から接続するコマンド行から接続する  補助インスタンスおよびターゲット・インスタンス、そしてオ
プションとしてリカバリ・カタログに接続するには、Recovery Managerの起動時に次の情
報を渡します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str auxiliary  \
> sys/aux_pwd@aux_str

このとき、

sys SYSDBA権限を持つユーザー

rman リカバリ・カタログの所有者

target_pwd ターゲット・データベースの orapwd ファイルの中に指定された、
SYSDBAとして接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd リカバリ・カタログの orapwd ファイルの中に指定された、ユー
ザーの RMANのパスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名

aux_pwd 補助データベースの orapwd ファイルの中に指定された、SYSDBA
として接続するためのパスワード
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TSPITRの実行
RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  補助インスタンスに接続せずに RMANコマンド行インタ
フェースを起動してから、RMANプロンプトで connectコマンドを使用できます。

% rman
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str
RMAN> connect target target sys/target_pwd@target_str
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str

TSPITRの実の実の実の実行行行行
計画に必要な条件をすべて満たした後、RMANの TSPITRを実行します。runで次のコマン
ドを実行します。この tablespace_listは回復セットの中の表領域名のリストであり、recovery_
end_timeは回復の目標となる時点です。

allocate auxiliary channel . . . 
recover tablespace tablespace_list until recovery_end_time;

allocate auxiliary channelコマンドによって、少なくとも 1つの補助チャネルを割り当てる
必要があります。
 

次の例文は、1999年 1月 10日の午後 8時を指定して、表領域 TBS_2および TBS_3に対して
RMANの TSPITRを実行します。

run {
     allocate auxiliary channel dev1 type 'sbt_tape';
     recover tablespace tbs_2, tbs_3 until time 'Jan 10 1999 20:00:00'; 
}

Recovery Managerは、TSPITR中に自動的に次の作業を実行します。

1. 補助インスタンスにデータ・ファイルを復元する。 

2. 復元されたデータ・ファイルを指定された時間まで回復する。 

3. RESETLOGSオプションを使用して補助データベースをオープンする。 

4. 回復された表領域の中のオブジェクトに関するディクショナリ・メタデータ（オブジェ
クトを作成するための DDLおよび回復済みデータ・ファイルの中のオブジェクトの物
理位置へのポインタ）をターゲット・データベースにエクスポートする。 

5. 補助データベースをクローズする。 

aux_str 補助データベースのネット・サービス名

注注注注意意意意 : 表領域の回復セットに、SYSTEM表領域やロールバック・セグメ
ントが入った表領域を指定することはできません。
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TSPITR後に使用するためのターゲット・データベースの準備
6. ターゲットの制御ファイルが、補助データベースで回復されたばかりの、回復セットの
中のデータ・ファイルを示すようにするために、switchコマンドを発行する。 

7. 補助データベースからエクスポートされたディクショナリ・メタデータをインポート
し、回復されたオブジェクトをアクセス可能にする。

TSPITR後に後に後に後に使使使使用す用す用す用するるるるためためためためののののターターターターゲゲゲゲットットットット・・・・デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススの準の準の準の準備備備備
回復セット内の表領域は、RMANの TSPITRが正常に完了するまでオフラインのままです。 

TSPITR後の再使用のためのターゲット・データベースの準備後の再使用のためのターゲット・データベースの準備後の再使用のためのターゲット・データベースの準備後の再使用のためのターゲット・データベースの準備  

1. 回復セット内の表領域をオンラインにする前に、これらの表領域のバックアップを作成
しておいてください。回復セット内の以前のバックアップはすべて無効になっているの
で注意してください。たとえば、次のコマンドは表領域 TBS_4をバックアップします。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup tablespace tbs_4;
}

2. 回復済みの表領域をオンラインにします。たとえば、次のように入力します。

sql "ALTER TABLESPACE TBS_4 ONLINE";

3. RMANの TSPITRが正常に実行された後、補助データベースは使用できなくなるため、
データベースを停止し、メモリーを解放してください。

shutdown abort;
 

4. 次のものを削除します。

■ RMANの TSPITRの実行時に一時的な格納場所に復元された補助セット・データ・
ファイル

■ 補助データベースの制御ファイル

■ 補助データベースの REDOログ・ファイル

注注注注意意意意 : RMANは回復中のデータ・ファイルを復元するかわりに、デー
タ・ファイルのコピーを探します。ファイルのコピーが見つからない場
合、RMANは復元操作を実行し、switchは実行しません。set auxname
コマンドを使用してデータ・ファイルの名前を構成してあり、これらの
auxname位置に適切なデータ・ファイルのコピーが存在している場合に
は、RMANは最適化のために復元を取り止め、auxnameデータ・ファイ
ルのコピーへの切替えを実行します。
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失敗した TSPITRへの対応
失敗失敗失敗失敗ししししたたたた TSPITRへへへへの対の対の対の対応応応応
TSPITRはさまざまな問題によってエラーとなる可能性があります。たとえば、ターゲッ
ト・データベースと変換されたファイル名の間に矛盾がある場合には、補助インスタンスを
停止し、変換されたデータ・ファイル名を修正し、startup nomountを発行して、RMAN
の TSPITRを再実行する必要があります。

また、Exportユーティリティのためのソート領域が足りないために失敗することも考えられ
ます。この場合には、recover.txt ファイル（UNIXの場合は $ORACLE_HOME/adminに
入っています）を編集する必要があります。このファイルの内容は次のとおりです。 

# 
# tsiptr_7: do the incomplete recovery and resetlogs.  This member is used once. 
# 
define tspitr_7 
<<< 
# make the controlfile point at the restored datafiles, then recover them 
recover clone database tablespace &1&; 
sql clone "alter database open resetlogs"; 
# PLUG HERE the creation of a temporary tablespace if export fails due to lack of 
# temporary space. 
# For example in Unix these two lines would do that: 
#sql clone "create tablespace aux_tspitr_tmp 
#           datafile ''/tmp/aux_tspitr_tmp.dbf'' size 500K"; 
} 
>>> 

コメントの最後の 2行から '#'記号を削除し、文を変更して一時表領域を作成します。エク
スポート操作が成功するまで、表領域のサイズを拡大しながら、TSPITR操作を再試行しま
す。 

TSPITRが失敗した場合には、次の手順に従ってください。

失敗し失敗し失敗し失敗したたたた TSPITRへの対応への対応への対応への対応  

1. RMANの TSPITRが失敗した場合は、補助インスタンスを停止します。

shutdown abort;

2. エラーを識別し、訂正します。

3. 補助インスタンスをマウントせずに起動します。たとえば、次のように入力します。

startup nomount pfile=initAUX.ora;
 

4. A-10ページの「TSPITRの実行」で説明しているように、TSPITRを再実行します。
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TSPITRのパフォーマンスのチューニング
TSPITRのパのパのパのパフフフフォーォーォーォーママママンスンスンスンスののののチュチュチュチューーーーニンニンニンニンググググ
この項では、RMANの TSPITRのパフォーマンスをチューニングするための手順を説明しま
す。

■ 補助セットの表領域内のデータ・ファイルへの新しい名前の指定

■ Recovery Managerによる TSPITR用の補助名の設定とデータ・ファイル・コピーの使用

■ 補助制御ファイル内での変換されたファイル名の使用

■ まとめ : データ・ファイルの命名方法

補補補補助助助助セセセセッッッットトトトのののの表表表表領領領領域域域域内内内内ののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルへへへへのののの新新新新ししししいいいい名名名名前前前前のののの指指指指定定定定
Recovery Managerは、補助インスタンスにある回復セットおよび補助セット内の表領域に
所属するすべてのデータ・ファイルを復元および回復します。補助セットには、SYSTEM表
領域と、ロールバック・セグメントを持つすべての表領域が含まれることに注意してくださ
い。 

Recovery Managerコマンドの set newnameを使用し、補助セットの表領域内のデータ・
ファイルに新しい名前を指定します。RMANは、この新しいファイル名を、そのデータ・
ファイルを復元し回復するための一時的な格納場所として利用します。この新しい名前は、
init.ora ファイルの中の DB_FILE_NAME_CONVERTパラメータの設定値も上書きしま
す。たとえば、datafile 2 を new_df_name.f に改名するには、次のように入力します。

set newname for datafile 2 to '/oracle/dbs/new_df_name.f';

回復セット表領域内のあらゆるデータ・ファイルに新しい名前を指定できます。データ・
ファイルの新しい名前を指定すると、ターゲット制御ファイルの中の元のデータ・ファイル
がこのデータ・ファイルで置換されるため、既存のファイル名が新しいファイル名で置換さ
れます。

新しいファイル名を設定する場合、RMANは補助データベースとターゲット・データベー
スにあるデータ・ファイルの名前が競合しないかどうかを確認しません。競合があった場
合、TSPITR時に RMANエラーが発生します。

Recovery Managerにににによよよよるるるる TSPITR用用用用のののの補補補補助助助助名の名の名の名の設設設設定定定定ととととデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルル・・・・ココココ
ピピピピーーーーのののの使使使使用用用用

ディスク上のデータ・ファイルのコピーを使用した方が、データ・ファイルを復元するより
も高速です。このため、データ・ファイルを復元し回復するかわりに、回復セットまたは補
助セット内のデータ・ファイルの適切なコピーを使用してください。

次の条件が満たされている場合、Recovery Managerはデータ・ファイルのコピーを使用し
ます。
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TSPITRのパフォーマンスのチューニング
1. データ・ファイル・コピーの名前が、次のコマンドによって、対応するデータ・ファイ
ルの補助名としてリカバリ・カタログに登録されている（filenameはデータ・ファイル
の名前または番号、auxiliary_datafile_nameはデータ・ファイルの補助名）。

    set auxname for datafile filename to auxiliary_datafile_name;

2. データ・ファイル・コピーは、次の RMANコマンドを使用して、until句で指定された
時刻よりも前に作成されている（'filename'はデータ・ファイルのファイル名）。

run {
     copy datafile 'filename' to auxname;
     ...
}

例例例例
次のコマンドは、Recovery Managerに必要な条件の例を示しています。

set auxname for datafile '/oracle/prod/datafile_1_1.dbf' 
  to '/oracle/prod_copy/datafile_1_1.dbf';

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     copy datafile '/oracle/prod/datafile_1_1.dbf'
     to auxname;
}

同じデータ・ファイルに対して set newnameを使用した場合、Recovery Managerはデー
タ・ファイルのコピーを使用しません。

Recovery Managerがデータ・ファイルのコピーを使用し、TSPITRが正常に完了した場合、
リカバリ・カタログ内の auxiliary_datafile_nameには、deletedのマークが設定されます。
RMANの TSPITRの完了後、ターゲットの元のデータ・ファイルは、このデータ・ファイル
のコピーに置き換えられます。

補補補補助助助助制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルル内内内内ででででのののの変変変変換換換換さささされれれれたたたたフフフファァァァイイイイルルルル名名名名のののの使使使使用用用用
補助セットの表領域内のデータ・ファイルに対して新規名も補助名も設定されていない場
合、Recovery Managerは、補助データベースの制御ファイル内に設定されている変換され
たファイル名を使用して、復元と回復を実行できます。Recovery Managerは、補助データ
ベースでのデータ・ファイル名とターゲット・データベースでのデータ・ファイル名との間
に競合がないか確認します。競合があると、エラーが戻ります。

回復セットの表領域内のデータ・ファイルに対して新規名も補助名も設定されていない場
合、あるいは補助名のファイルが使用不可能な場合、Recovery Managerデータ・ファイル
の元の位置を使用します。
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TSPITRのパフォーマンスのチューニング
ままままととととめめめめ :  デデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルのののの命命命命名名名名方方方方法法法法
次のコマンドおよびパラメータは、TSPITR時に補助セットおよび回復セット内のデータ・
ファイルに名前を付けるために使用されるものです。表内では、優先順位を上から下の順番
で示しています。つまり、set newnameは set auxnameおよび DB_FILE_NAME_
CONVERTよりも優先されます。

補助セット内でファイル名が変換されていない場合、RMANは TSPITR時にエラーを発行し
ます。

コマンコマンコマンコマンドドドド /パパパパラメータラメータラメータラメータ 補助セッ補助セッ補助セッ補助セットトトト 回復セッ回復セッ回復セッ回復セットトトト

1 set newname X X

2 set auxname X X

3 DB_FILE_NAME_CONVERT X
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オペレーティング・システム環境での表領域の Point-in-Time回復の
B

オオオオペペペペレレレレーーーーテテテティィィィンンンンググググ・・・・シシシシスススステテテテムムムム環環環環境境境境ででででのののの表表表表領領領領域域域域

のののの Point-in-Time 回回回回復復復復のののの実実実実行行行行

この章では、O/S環境での表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）の実行方法について説明
します。項目は次のとおりです。

■ O/S環境での表領域の Point-in-Time回復の概要

■ 表領域の Point-in-Time回復の計画

■ データベースでの TSPITRの準備

■ パーティション表の部分的な TSPITRの実行

■ パーティションを削除した場合のパーティション表の TSPITRの実行

■ パーティションを分割した場合のパーティション表の TSPITRの実行

■ TSPITRのチューニングに関する考慮事項

■ トランスポータブル表領域を使用した TSPITRの実行

注注注注意意意意 : 表領域の Point-in-Time回復の作業は複雑なので、ここで説明する
手順を使用する前にオラクル社カスタマ・サポートに連絡することをお薦
めします。
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O/S環境での表領域の Point-in-Time回復の概要
O/S環環環環境で境で境で境でのののの表領表領表領表領域域域域のののの Point-in-Time回回回回復復復復の概の概の概の概要要要要
表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）機能を使用すると、1つ以上の非 SYSTEMの表領域
をデータベースの残りの表領域とは異なる時点に迅速に回復させることができます。表のエ
クスポートと同様に、TSPITRによって一貫性のあるデータ・セットを回復できます。ただ
し、データ・セットは 1つのオブジェクトではなく表領域全体になります。 

TSPITRは次のような状況で回復を行うのに最も有用です。 

■ DROP TABLEまたは TRUNCATE TABLE操作のエラーから回復する場合 

■ 論理的に壊れた表を回復させる場合。 

■ 不正確なバッチ・ジョブ、またはデータベースのサブセットのみに影響を与えたその他
の DML文から回復する場合。 

■ 1つの物理データベースの別々の表領域の中に複数の論理データベースが存在する場合
に、物理データベースの残りの部分とは異なる時点になっている論理データベースを回
復させる場合。 

■ VLDB（非常に大規模なデータベース）の中の表領域を回復させる場合、これはバック
アップからデータベース全体を復元してロールフォワードするよりも TSPITRが効率的
です（決定する前に B-4ページの「表領域の Point-in-Time回復の計画」を参照してく
ださい）。 

この項では次の項目を取り上げます。

■ TSPITRの利点

■ TSPITRの方法

■ TSPITRの用語

TSPITRのののの利利利利点点点点
Oracle8より前のバージョンでは、Point-in-Time回復は、データベースのサブセットに対し
て次の手順で使用することしかできませんでした。 

1. データベースのコピーを作成する。 

2. データベースのコピーを必要な時点までロールフォワードする。 

3. データベースのコピーから必要なオブジェクトをエクスポートする。 

4. 本番データベースから関連するオブジェクトを削除する。 

5. オブジェクトを本番データベースにインポートする。 

大規模なオブジェクトのエクスポートおよびインポートではパフォーマンスのオーバーヘッ
ドが発生していたので、新しい方法を開発する必要性がありました。TSPITRでは次の作業
を行えます。
B-2 Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド



O/S環境での表領域の Point-in-Time回復の概要
1. クローン・データベースと呼ばれる、データベースの一時コピーを作成する。

2. クローン・データベースのサブセットを回復する。

3. O/Sユーティリティを使用し、関連するデータ・ファイルを、回復したデータベースか
ら本番データベースにコピーする。 

4. データ・ファイルの内容に関するデータ・ディクショナリ・メタデータ（たとえば、
ファイル内の回復されたセグメント）を、クローン・データベースから本番データベー
スにエクスポートする。ファイルのコピーも、特殊なインポート処理によって本番デー
タベースに追加されます。

TSPITRのののの方方方方法法法法
O/S環境での TSPITRは 2つの異なる方法で実行できます。

これら 2つの方法の主な相違点は、トランスポータブル表領域を使用して TSPITRを実行す
ることにより、O/Sの TSPITRの特殊な手順のいくつかが緩和される点にあります。バック
アップをプライマリ・データベースとは別のホスト上に復元する場合には、クローン・デー
タベースのMOUNTコマンドではなく、通常データベースのMOUNTコマンドを使用し
て、クローン・データベースをプライマリ・データベースであるかのように起動することが
できます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : トランスポータブル表領域機能の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

方法方法方法方法 結論結論結論結論

従来の O/S TSPITR クローンの init.ora ファイルの作成、クローン・データベース
のマウントなどを行うために、特殊な手順を使用する必要がありま
す。この手順は、クローン・データベースの回復中に同一のコン
ピュータ上にあるプライマリ・データベースが破損することを防止
するために、エラー・チェックを提供します。

トランスポータブル表領
域機能を使用した TSPITR

この方法と標準の O/Sの TSPITRとの主な相違点は、この方法で
は、TSPITRの最後のステップを実行するためにトランスポータブ
ル表領域が使用される点にあります。この方法を使用するには、
COMPATIBLE初期化パラメータを 8.1以上に設定する必要があり
ます。
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表領域の Point-in-Time回復の計画
TSPITRのののの用用用用語語語語
次の用語と略称はこの章で頻繁に使用されるので、理解しておいてください。 

TSPITR
表領域の Point-in-Time回復

クローン・データベースクローン・データベースクローン・データベースクローン・データベース
TSPITRでの回復に使用されるデータベースのコピーです。このデータベースは、通常の
データベースとは実質的な種々の違いがあります。

回復セット回復セット回復セット回復セット
Point-in-Time回復を必要とする表領域です。

補助セット補助セット補助セット補助セット
TSPITRに必要な要素で、次のものが含まれます。

■ バックアップ制御ファイル

■ システム表領域

■ ロールバック・セグメントが入っているデータ・ファイル

■ 一時表領域（オプション）

エクスポート時のソート操作のために小さい領域が必要です。一時表領域のコピーが補助
セットに含まれていない場合、クローン・データベースを起動した後に新しい一時表領域を
作成するか、SYSTEM表領域ファイルに対して AUTOEXTENDを ONに設定することによ
り、ソート領域を作成してください。 

トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域トランスポータブル表領域
あるデータベースから表領域を取り出して別のデータベースに組み込むための機能です。詳
細は、15-4ページの「移動された表領域の回復」を参照してください。詳細は、『Oracle8i 
管理者ガイド』を参照してください。

表領表領表領表領域域域域のののの Point-in-Time回回回回復復復復の計の計の計の計画画画画
TSPITRの手順は複雑なので、慎重に計画する必要があります。次に進む前に、この章全体
を読んでください。

警警警警告告告告 : TSPITRを初めて実行する場合は、本番用システムでは実行しなを初めて実行する場合は、本番用システムでは実行しなを初めて実行する場合は、本番用システムでは実行しなを初めて実行する場合は、本番用システムでは実行しな
いでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくださいいでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくださいいでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでくださいいでください。また、時間的な制約がある場合も実行しないでください。。。。
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表領域の Point-in-Time回復の計画
TSPITRのののの制制制制限限限限事事事事項項項項
考慮するべき最大の問題は、参照依存性が明示的ではなく暗黙的であるため、回復済みの表
領域と未回復の表領域の中の表の間で、アプリケーション・レベルの非一貫性が生じる可能
性があることです。これらの依存性を理解し、次に進む前に、すべての非一貫性を解決する
ための手段を用意しておく必要があります。 

この項では次の項目を取り挙げます。

■ 一般的な制約事項

■ データ整合性と TSPITR

一一一一般般般般的な制約的な制約的な制約的な制約事項事項事項事項
TSPITRにはいくつかの制約事項があります。次の作業で TSPITRは使用できません。 

■ SYSTEM表領域を回復する。

■ 削除された表領域を回復する。 

■ 削除された後、同じ名前を使用して再作成された表領域を回復する。 

■ 誤った表領域に追加されたデータ・ファイルを削除する。表領域の回復された時点より
後にそのファイルが追加された場合、TSPITRの完了後も、そのファイルは（空のまま）
表領域の一部として存在します。 

■ 補助データベースで DML文を使用する。補助データベースは回復専用です。 

■ TSPITRの実行後に、回復セット・データ・ファイルの既存のバックアップを使用して
回復を行う。このかわりに、回復されたファイルの新しいバックアップをとってくださ
い。TSPITRの実行前にとられたバックアップを使用して回復を試行すると、回復は失
敗します。 

■ 統計情報が計算されているオブジェクトのオプティマイザ統計情報を回復する。統計情
報は TSPITRの実行後に再計算してください。 

■ 次のオブジェクト・タイプのいずれかを TSPITRの回復セットに含める。 

■ レプリケートされたマスター表

■ スナップショット・ログ

■ スナップショット表

これらのオブジェクトのいずれかが含まれている場合には、TSPITRの前に削除してく
ださい。
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データベースでの TSPITRの準備
デデデデーーーータ整合性タ整合性タ整合性タ整合性とととと TSPITR
TSPITRは、回復中の表領域内のオブジェクトとデータベースの残りの部分にあるオブジェ
クトとの間のデータの関連を検出できるビューを提供します。この関連を削除または中断す
るか、もしくは関連オブジェクトを回復セットに組み込むことによりこのデータの関連を管
理しない限り、TSPITRは正常に実行されません。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 詳細は、B-7ページの「ステップ 2:プライマリ・データベースに対する依存性を
調査および解決する」を参照してください。

TSPITRのののの必必必必要要要要条条条条件件件件
TSPITRを実行するには、事前に次の必要条件を満たしている必要があります。 

■ 回復セット表領域を構成しているすべてのファイルが、クローン・データベースの回復
セットに入っていることを確認する。さもないと、TSPITRのエクスポート・フェーズ
は失敗します。 

■ 次の SQL文を使用し、補助セットに制御ファイルのバックアップを作成する。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'controlfile_name ';
 

この制御ファイルのバックアップは、現在使用しているバックアップよりも後に作成さ
れたものである必要があります。そうしないと、エラー・メッセージ（「ORA-01152: 
ファイル 1は十分に古いバックアップから復元されていません」）が戻されます。 

■ クローン・データベースに必要な十分なディスク領域を割り当てる。 

■ クローン・インスタンスを起動するのに十分な実メモリーを提供する。 

関連項関連項関連項関連項目目目目 : 詳細は、B-10ページの「ステップ 4:クローン・パラメータ・ファイルを準備す
る」を参照してください。 

デーデーデーデータタタタベーベーベーベーススススででででのののの TSPITRの準の準の準の準備備備備
ここでは、クローン・データベースで TSPITRを実行する準備方法を次の順序で説明しま
す。 

■ ステップ 1:オブジェクトが消失するかどうかを確認する

■ ステップ 2:プライマリ・データベースに対する依存性を調査および解決する

■ ステップ 3:プライマリ・データベースを準備する 

■ ステップ 4:クローン・パラメータ・ファイルを準備する

■ ステップ 5:クローン・データベースを準備する
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スススステテテテッッッッププププ 1:オオオオブジブジブジブジェェェェククククトトトトがががが消消消消失失失失すすすするるるるかかかかどどどどううううかかかかをををを確確確確認認認認すすすするるるる
表領域に対して TSPITRを実行すると、回復の時点以降に作成されたオブジェクトはすべて
消失します。どのオブジェクトが消失するかを確認するには、プライマリ・データベースの
TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPEDビューを問い合せます。ビューの内容を、表 1-3に
示します。

 

このビューを問い合せるときには、データ・フィールドのすべての要素を指定します。指定
しないとデフォルトの設定値が使用されます。また、TO_CHARおよび TO_DATEファンク
ションも使用してください。たとえば、回復セットが TS1と TS2で構成され、回復時点が
'1997-06-02:07:03:11'の場合、次のような問合せを発行します。 

SELECT owner, name, tablespace_name, to_char(creation_time, 'YYYY-MM-DD:HH24:MI:SS'), 
FROM ts_pitr_objects_to_be_dropped 
WHERE tablespace_name IN ('TS1','TS2') 
AND creation_time > to_date('97-JUN-02:07:03:11','YY-MON-  DD:HH24:MI:SS')
ORDER BY tablespace_name, creation_time;

関連項関連項関連項関連項目目目目 : TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPEDビューの詳細は、『Oracle8i リファレン
ス・マニュアル』を参照してください。

スススステテテテッッッッププププ 2:ププププライライライライママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススにににに対対対対すすすするるるる依依依依存存存存性性性性をををを調調調調査査査査おおおおよよよよびびびび解解解解決決決決すすすす
るるるる

TS_PITR_CHECKビューを使用し、回復セットの境界が重複しているオブジェクト間の関係
を明らかにします。このビューが問合せに対して行を戻した場合には、問題を調べて修正し
ます。TS_PITR_CHECKビューが行を戻さなかった場合にのみ、TSPITRを実行してくださ
い。このステップにおいて実行したすべてのアクションを記録してください。これによっ
て、TSPITRの完了後に、オブジェクト間の関係をトレースし直すことができます。 

TS_PITR_CHECKビューは、次の場合以外は行を戻します。 

■ 回復セットの中にパーティション表のすべてのパーティションおよびサブパーティショ
ンを含める。あるパーティション表の一部のパーティションのみを回復する場合は、そ
れらのパーティションを独立した表に変換します（B-15ページの「パーティション表の
部分的な TSPITRの実行」を参照）。 

表表表表 1-3  TS_PITR_OBJECTS_TO_BE_DROPPED ビュービュービュービュー  

列名列名列名列名 NULL? 型型型型

OWNER NOT NULL VARCHAR2(30)

NAME NOT NULL VARCHAR2(30)

CREATION_TIME NOT NULL DATE

TABLESPACE_NAME VARCHAR2(30)
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データベースでの TSPITRの準備
■ 回復セットに次のものをすべて含める。

■ 表（パーティション索引または非パーティション索引を含む）

■ クラスタ（パーティション索引または非パーティション索引を含む）

■ 主キーと外部キーの関係

■ LOBのすべての要素（LOBセグメント、LOB索引、 LOBロケータ）

■ 回復セットから次のオブジェクト・タイプを除外する。

■ レプリケートされたマスター表

■ スナップショット・ログ

■ スナップショット表

TS_PITR_CHECKビューを問い合せるには、回復セットの表領域の詳細を示す、4つの条件
を指定します。たとえば、回復セットが TS1と TS2で構成されている場合、TS_PITR_
CHECKに対する SELECT文は、次のとおりです。 

SELECT * FROM sys.ts_pitr_check 
WHERE (ts1_name IN ('TS1','TS2') AND ts2_name NOT IN ('TS1','TS2')) 
OR (ts1_name NOT IN ('TS1','TS2') AND ts2_name IN ('TS1','TS2'));

TS_PITR_CHECKビュー内の列の数と長さを考慮して、次のように列を書式設定できます。

column OBJ1_OWNER heading "own1"
column OBJ1_OWNER format a4
column OBJ1_NAME heading "name1"
column OBJ1_NAME format a5
column OBJ1_SUBNAME heading "subname1"
column OBJ1_SUBNAME format a8
column OBJ1_TYPE heading "obj1type"
column OBJ1_TYPE format a8 word_wrapped
column TS1_NAME heading "ts1_name"
column TS1_NAME format a8
column OBJ2_NAME heading "name2"
column OBJ2_NAME format a5
column OBJ2_SUBNAME heading "subname2"
column OBJ2_SUBNAME format a8
column OBJ2_TYPE heading "obj2type"
column OBJ2_TYPE format a8 word_wrapped
column OBJ2_OWNER heading "own2"
column OBJ2_OWNER format a4
column TS2_NAME heading "ts2_name"
column TS2_NAME format a8
column CONSTRAINT_NAME heading "cname"
column CONSTRAINT_NAME format a5
column REASON heading "reason"
column REASON format a57 word_wrapped
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パーティション表 TPには、P1と P2という 2つのパーティションがあり、それぞれ表領域
TS1と TS2に存在するとします。また、TP上に定義されたパーティション索引 TPINDに
は、ID1と ID2という 2つのパーティションがあり、それぞれ表領域 ID1と ID2に存在する
とします。この場合、表領域 TS1と TS2に対して TS_PITR_CHECKを問い合せると、次の
ように出力されます（適切な形式を仮定）。

own1   name1 subname1 obj1type ts1_name name2 subname2 obj2type own2 ts2_name cname reason
---    ----  -----    ------   -------  ----  ------   -------- ---  -------- ---   ------ 
SYSTEM  TP   P1       TABLE     TS1     TPIND IP1      INDEX    PARTITION PARTITION  SYS 
ID1 Partitioned Objects not fully contained in the recovery set 

SYSTEM  TP   P1       TABLE     TS1     TPIND IP2      INDEX    PARTITION PARTITION  SYS 
ID2 Partitioned Objects not fully contained in the recovery set 

表 SYSTEM.TPにはパーティション索引 TPINDがあり、この TPINDは、表領域 ID1内の
IP1と表領域 ID2内の IP2という 2つのパーティションで構成されていることがわかります。
TPINDを削除するか、回復セットに ID1および ID2を含めてください。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : TS_PITR_CHECKビューの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参
照してください。

スススステテテテッッッッププププ 3:ププププライライライライママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススをををを準準準準備備備備すすすするるるる
次の作業を実行します。 

1. 現行のオンライン REDOログをアーカイブします。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

2. 回復セット内のロールバック・セグメントをオフラインにします（補助セットのロール
バック・セグメントはオフラインにする必要はありません）。

ALTER ROLLBACK SEGMENT segment_name  OFFLINE; 

3. プライマリ・データベースの回復セット表領域を NORMALオプションでオフラインに
します。I/Oエラーのためにファイルに書込みできない場合や、ファイルが使用不能な
場合には、OFFLINE FOR RECOVERオプションを使用します。たとえば多数のデー
タ・ファイルがあり、いずれにしても過去の時点に回復されるのでファイル・ヘッダー
を更新してもかまわないときには、パフォーマンス上の理由から OFFLINE FOR 
RECOVERを使用できます。

ALTER TABLESPACE tablespace_name  OFFLINE FOR RECOVER; 

この文により、TSPITRの完了前に回復セットが変更されないようになります。
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関連項関連項関連項関連項目目目目 : ALTER SYSTEM文および ALTER ROLLBACK SEGMENT文の詳細は、『Oracle8i 
SQL リファレンス』を参照してください。

スススステテテテッッッッププププ 4:ククククロロロローーーーン・ン・ン・ン・パパパパララララメメメメーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルをををを準準準準備備備備すすすするるるる
本番データベースの init.ora ファイルを使用するかわりに、新しい init.ora ファイル
からパラメータ・ファイルを作成します。DB_BLOCK_BUFFERS、SHARED_POOL_SIZE
または LARGE_POOL_SIZEなどのパラメータには、低い値を設定し、メモリーを節約して
ください。しかし、クローン・データベースに本番用パラメータ・ファイルが使用されてい
る場合には、他のパラメータ値（共有プール内からメモリーを割り当てる ENQUEUE_
RESOURCESパラメータなど）が高い値に設定されている場合でも、これらのパラメータ値
を低く設定することで、クローン・データベースが起動するよう設定することができます。 

クローンの init.ora ファイルに次のパラメータを設定します。

注注注注意意意意 : 回復セットの表領域内に、問合せを行う物理的にも論理的に破損
していないデータのサブセットがある場合は、プライマリ・データベース
の回復セット表領域を、クローンの回復中のみ READ ONLYに変更しま
す。回復セット表領域を、クローン・ファイルをプライマリ・データベー
スに統合する前にオフラインにします（B-13ページの「ステップ 5:回復
セットのクローン・ファイルをプライマリ・データベースにコピーする」
を参照）。

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 目的目的目的目的

CONTROL_FILES クローン制御ファイルを指定します。クローン制御ファイ
ルの名前と位置に設定してください。

LOCK_NAME_SPACE クローン・データベースの名前がプライマリ・データベー
スの名前と同じであっても、クローン・データベースを起
動できるようにします。=CLONEなど、一意の値に設定し
ます。

注注注注意意意意 : DB_NAMEパラメータは変更しないでください。

DB_FILE_NAME_CONVERT データ・ファイルのファイル名を変換します。必要であれ
ば新しい値に設定します。
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スススステテテテッッッッププププ 5:ククククローローローローンンンン・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススをををを準準準準備備備備すすすするるるる
TSPITR用にクローン・データベースを準備するには、次の作業を実行します。

1. 補助セットと回復セットを、プライマリ・データベースの格納場所とは異なる場所に復
元します。

 

2. クローン・データベースを起動できるように、環境を構成します。たとえば UNIXの場
合には、ORACLE_SIDをクローンの名前に設定します。 

3. 必要であればパラメータ・ファイルを指定し、クローン・データベースをマウントせず
に起動します。 

STARTUP NOMOUNT PFILE=/path/initCLONE.ora;

4. クローン・データベースをマウントします。

ALTER DATABASE MOUNT CLONE DATABASE;
 

データベースはクローンであるため、この時点で自動的に ARCHIVELOGモードではな
くなります。すべてのファイルはオフラインです。 

5. DB_FILE_NAME_CONVERTおよび LOG_FILE_NAME_CONVERTを設定していない
場合には、新しい位置を反映するように、ファイルを改名します。

ALTER DATABASE RENAME FILE ' name_of_file_in_primary_location '
TO ' name_of_corresponding_file_in_clone_location ';

LOG_FILE_NAME_CONVERT REDOログ・ファイルを改名します。たとえば、プライマ
リ・データベースのデータ・ファイルが /ora/primary
ディレクトリにあり、クローンが /ora/clone ディレクト
リにある場合、DB_FILE_NAME_CONVERTには
"primary"、"clone"と設定します。

注注注注意意意意 : ALTER DATABASE RENAME FILE文を使用して
REDOログを改名することもできます。B-11ページの「ス
テップ 5:クローン・データベースを準備する」を参照して
ください。

注注注注意意意意 : 推奨はできませんが、回復セットのファイルを、プライマリ・
データベース上の対応するファイルに上書きすることもできます。詳細
は、B-15ページの「パーティション表の部分的な TSPITRの実行」を参照
してください。

パラメパラメパラメパラメーーーータタタタ 目的目的目的目的
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DB_FILE_NAME_CONVERTおよび LOG_FILE_NAME_CONVERTを設定していても、
異なる位置に復元されたファイルがある場合には、これらのファイルを改名します。 

6. DB_FILE_NAME_CONVERTおよび LOG_FILE_NAME_CONVERTを設定した場合で
も、クローン・データベースのすべてのファイルが、指定された位置にあるとは想定し
ないでください。ディスク領域の不足により、別の位置に復元されたクローン・ファイ
ルがある可能性もあります。次の SQL文を発行して、回復セットと補助セットのすべ
てのファイルをオンラインにします。 

ALTER DATABASE DATAFILE ' datafile_name ' ONLINE;

; 

TSPITRの実の実の実の実行行行行
ここでは、TSPITRの実行方法を次の順序で説明します。 

■ ステップ 1:クローン・データベースを回復する

■ ステップ 2:クローン・データベースをオープンする 

■ ステップ 3:クローン・データベースでエクスポートの準備を行う 

■ ステップ 4:メタデータをエクスポートする 

■ ステップ 5:回復セットのクローン・ファイルをプライマリ・データベースにコピーする

■ ステップ 6:プライマリ・データベースにメタデータをインポートする

■ ステップ 7:プライマリ・データベースを使用する準備をする

■ ステップ 8:プライマリ・データベース内の回復した表領域をバックアップする

スススステテテテッッッッププププ 1:ククククロロロローーーーン・ン・ン・ン・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススをををを回回回回復復復復すすすするるるる
USING BACKUP CONTROLFILEオプションを指定して、クローン・データベースを必要な
時点まで回復します。次のように、不完全回復のいずれかの形式を使用します。

RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL TIME ' YYYY-MM-DD:HH24:MI:SS ';
RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL;

クローン・データベースのファイルがオンラインになっていないと、エラー・メッセージが
発行されます。 

注注注注意意意意 : 各回復セット表領域のすべてのファイルがオンライン状態になら
ないと、TSPITRのエクスポート・フェーズは実行できません。 
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スススステテテテッッッッププププ 2:ククククローローローローンンンン・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススををををオオオオーーーーププププンンンンすすすするるるる
次の文を使用し、RESETLOGSオプションを指定してクローン・データベースをオープンし
ます。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS; 

データベースはクローンであるため、この時点では SYSTEMロールバック・セグメントの
みがオンラインになります。このため、どのユーザー表領域に対しても DML文を実行でき
ません。ユーザー・ロールバック・セグメントをオンラインにする試みは失敗し、エラー・
メッセージが発行されます。 

スススステテテテッッッッププププ 3:ククククローローローローンンンン・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススででででエエエエククククススススポポポポーーーートトトトのののの準準準準備備備備をををを行行行行うううう
プライマリ・データベースの場合と同様に TS_PITR_CHECKビューを使用して依存性を解
消し、クローン・データベースのエクスポートに備えてください（B-7ページの「ステップ
2:プライマリ・データベースに対する依存性を調査および解決する」を参照）。TS_PITR_
CHECKが行を戻さない場合にのみ、TSPITRのエクスポート・フェーズを完了できます。 

スススステテテテッッッッププププ 4:メメメメタデタデタデタデーーーータタタタををををエエエエククククススススポポポポーーーートトトトすすすするるるる
次の文を使用し、回復セット表領域のメタ・データをエクスポートします。

exp sys/ password  point_in_time_recover=y 
recovery_tablespaces= tablespace_1 , tablespace_2 , tablespace_n  

エクスポート・フェーズが失敗し、エラー・メッセージが生成された場合には、TS_PITR_
CHECKを再度問い合せ、問題を解決してから、エクスポートを再実行します。ユーザー
SYSとして TSPITRのエクスポート・フェーズを実行します。そうしないと、エクスポート
は失敗します。 

エクスポートが正常に終了したら、クローン・データベースを停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE;

スススステテテテッッッッププププ 5:回回回回復セ復セ復セ復セッッッットトトトののののククククロロロローーーーンンンン・・・・フフフファァァァイイイイルルルルををををププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス
ににににココココピピピピーーーーすすすするるるる

プライマリ・データベース上の回復セット表領域が読取り専用になっている場合には、それ
らをオフラインにする必要があります。O/Sユーティリティを使用し、クローン・データ
ベースから回復セットのファイルをプライマリ・データベースにコピーします。このとき、
プライマリ・データベース上の補助セットのファイルに上書きしないように注意してくださ
い。 
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スススステテテテッッッッププププ 6:ププププラララライイイイマリマリマリマリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススににににメメメメタタタタデデデデーーーータタタタををををイイイインンンンポポポポーーーートトトトすすすするるるる
次のコマンドを使用し、回復セットのメタ・データをプライマリ・データベースにインポー
トします。 

imp sys/ password  point_in_time_recover=true;

このインポート処理によって、コピーされたファイルのファイル・ヘッダーが更新され、プ
ライマリ・データベースに統合されます。

関連項関連項関連項関連項目目目目 : Exportの詳細は、『Oracle8i チューニング』を参照してください。

スススステテテテッッッッププププ 7:ププププラララライイイイマリマリマリマリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススをををを使使使使用用用用すすすするるるる準準準準備備備備ををををすすすするるるる
プライマリ・データベースを使用する準備は、次の手順です。

1. プライマリ・データベースの回復セットの表領域をオンライン状態にします。 

2. 回復セットの表領域を読み書き可能に変更します（読取り専用に変更されていた場合
は、B-9ページの「ステップ 3:プライマリ・データベースを準備する」を参照してくだ
さい）。 

3. 依存性を解消するために行ったすべての作業を元に戻します。たとえば、索引を再作成
したり、制約を再度有効にします（B-7ページの「ステップ 2:プライマリ・データベー
スに対する依存性を調査および解決する」を参照）。    

4. TSPITRを実行する前に回復セットのオブジェクトの統計が存在していた場合、その統
計を再計算する必要があります。パーティション表の場合には、独立した表をパーティ
ション表のパーティションと入れ替える必要があります（詳細は、B-15ページの「パー
ティション表の部分的な TSPITRの実行」を参照してください）。 

スススステテテテッッッッププププ 8:ププププラララライイイイマリマリマリマリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス内内内内のののの回回回回復復復復ししししたたたた表表表表領領領領域域域域ををををババババッッッッククククアアアアッッッッププププ
すすすするるるる

表領域に対する TSPITRが完了した後で、O/Sユーティリティを使用して表領域のバック
アップをとります。

注注注注意意意意 : プライマリ・データベースの中に同じ名前のオブジェクトがすで
に存在している場合には、オブジェクト名の競合が発生します。これらの
競合は明示的に解決してください。 
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パーティション表の部分的な TSPITRの実行
パーパーパーパーテテテティシィシィシィショョョョン表ン表ン表ン表のののの部分部分部分部分的的的的なななな TSPITRのののの実行実行実行実行
ここでは、範囲が変更も拡張もされていないパーティション表の部分的な TSPITRの実行方
法について、次の順序で説明します。

■ ステップ 1:回復する各パーティション用にプライマリ・データベースに表を作成する

■ ステップ 2:回復するパーティションの索引を削除する

■ ステップ 3:パーティションとスタンドアロン表を入れ替える

■ ステップ 4: 回復セットの表領域をオフラインにする

■ ステップ 5:クローン・データベースに表を作成する

■ ステップ 6:回復するパーティションの索引を削除する

■ ステップ 7:パーティションとスタンドアロン表を入れ替える

■ ステップ 8:クローン・データベースをエクスポートする

■ ステップ 9:回復セットのデータ・ファイルをプライマリ・データベースにコピーする

■ ステップ 10:プライマリ・データベースにインポートする

■ ステップ 11:回復セット表領域をオンラインにする

■ ステップ 12:パーティションとスタンドアロン表を入れ替える

■ ステップ 13:プライマリ・データベース内の回復した表領域をバックアップする

警警警警告告告告 : 表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し
てください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースのてください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースのてください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースのてください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースの
最新のバックアップからのアーカイ最新のバックアップからのアーカイ最新のバックアップからのアーカイ最新のバックアップからのアーカイブブブブ REDOログが、回復された表領域ログが、回復された表領域ログが、回復された表領域ログが、回復された表領域
に論理的にリンクしていないこともあります。に論理的にリンクしていないこともあります。に論理的にリンクしていないこともあります。に論理的にリンクしていないこともあります。TSPITRの実行前にとられの実行前にとられの実行前にとられの実行前にとられ
たバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しまたバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しまたバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しまたバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しま
すすすす。。。。 :

注注注注意意意意 : 範囲が拡張されたパーティションを回復する以外に、削除した
パーティションを回復する必要がある場合がよくあります。B-18ページの
「パーティションを削除した場合のパーティション表の TSPITRの実行」
を参照してください。
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パーティション表の部分的な TSPITRの実行
スススステテテテッッッッププププ 1:回回回回復復復復すすすする各る各る各る各パパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンン用用用用ににににププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススにににに表表表表
をををを作作作作成成成成すすすするるるる

この表には、回復するパーティション表とまったく同じ列名と列データ型が存在している必
要があります。次のように表を作成します。

CREATE TABLE new_table  AS 
  SELECT * FROM partitioned_table   
  WHERE 1=2;
 

作成した表は、各回復セットのパーティションとの入替えに使用されます（B-16ページの
「ステップ 3:パーティションとスタンドアロン表を入れ替える」を参照）。

スススステテテテッッッッププププ 2:回回回回復復復復すすすするパるパるパるパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンンのののの索索索索引引引引をををを削削削削除除除除すすすするるるる
回復するパーティションの索引を削除するか、もしくは回復するパーティションに存在する
索引と同一の非パーティション索引を作成します。回復するパーティションの索引を削除し
た場合は、クローン・データベース上の対応する索引も削除する必要があります（B-17ペー
ジの「ステップ 6:回復するパーティションの索引を削除する」を参照）。TSPITRが完了し
たら、索引を再作成します。 

スススステテテテッッッッププププ 3:パパパパーーーーテテテティシィシィシィショョョョンンンンととととススススタタタタンンンンドドドドアアアアロロロロンンンン表表表表をををを入入入入れれれれ替替替替ええええるるるる
次のコマンドを発行し、回復セット内の各パーティションを、対応付けられたスタンドアロ
ン表（ステップ 1で作成した表）と入れ替えます。 

ALTER TABLE table_name  EXCHANGE PARTITION partition_name  WITH TABLE table_name ; 

スススステテテテッッッッププププ 4: 回回回回復復復復セッセッセッセットトトトのののの表表表表領領領領域域域域ををををオオオオフフフフラララライイイインンンンににににすすすするるるる
プライマリ・データベースで各回復セットの表領域をオフラインにします。 

ALTER TABLESPACE tablespace_name  OFFLINE IMMEDIATE;

これにより、プライマリ・データベース上の回復セットの表領域は変更できなくなります。 

スススステテテテッッッッププププ 5:ククククロロロローーーーン・ン・ン・ン・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススにににに表表表表をををを作作作作成成成成すすすするるるる
クローンを回復し、RESETLOGSオプションを指定してオープンした後、回復中のパーティ
ション表と同じ列名と列データ型を持つ表を作成します。回復したいパーティションごとに
表を作成します。作成した表は、後で各回復セットのパーティションとの交換に使われま
す。 
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パーティション表の部分的な TSPITRの実行
スススステテテテッッッッププププ 6:回回回回復す復す復す復するるるるパパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンンのののの索索索索引引引引をををを削削削削除除除除すすすするるるる
回復するパーティションの索引を削除するか、もしくは（ステップ 1で作成した表上に）回
復するパーティションにある索引と同一の非パーティション索引を作成します。 

スススステテテテッッッッププププ 7:パパパパーテーテーテーティィィィシシシショョョョンンンンととととススススタタタタンンンンドドドドアアアアロロロロンンンン表表表表をををを入入入入れれれれ替替替替ええええるるるる
クローン・データベースの回復セット内の各パーティションについて、次の文を発行して
パーティションをスタンドアロン表（ステップ 5で作成した表）と入れ替えます。

ALTER TABLE partitioned_table_name  EXCHANGE PARTITION partition_name  
WITH TABLE table_name ; 

スススステテテテッッッッププププ 8:ククククローローローローンンンン・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススををををエエエエククククススススポポポポーーーートトトトすすすするるるる
次の文を発行して、回復セットの表領域用のクローン・データベースに対してエクスポート
を実行します。

exp sys/ password  point_in_time_recover=y 
recovery_tablespaces= tablespace_1 , tablespace_2 , tablespace_n

エクスポート・フェーズが失敗した場合（エラー・メッセージ「ORA-29308: ビュー TS_
PITR_CHECKに障害が発生しました」が戻されます）は、TS_PITR_CHECKを再度問い合
せて問題を解決し、エクスポートを再実行してください。ユーザー SYSとして TSPITRのエ
クスポート・フェーズを実行します。そうしないと、エクスポートは失敗します（エラー・
メッセージ「ORA-29303: ユーザーは SYSとしてログインしていません」が発行されます）。
エクスポートが正常に終了したら、クローン・データベースを停止します。 

スススステテテテッッッッププププ 9:回回回回復セ復セ復セ復セッッッットトトトののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルををををププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススにににに
ココココピピピピーーーーすすすするるるる

プライマリ・データベース上の回復セット表領域が READ ONLYになっている場合には、
OFFLINEに変更します。クローン・データベースから回復セットのデータ・ファイルをプ
ライマリ・データベースにコピーします。このとき、プライマリ・データベース上の補助
セットのファイルに上書きしないように注意してください。 

スススステテテテッッッッププププ 10:ププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススににににイイイインンンンポポポポーーーートトトトすすすするるるる
次のコマンドを使用し、回復セットのメタ・データをプライマリ・データベースにインポー
トします。 

imp sys/ password  point_in_time_recover=true 

このインポート処理によって、コピーされたファイルのファイル・ヘッダーが更新され、プ
ライマリ・データベースに統合されます。 
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パーティションを削除した場合のパーティション表の TSPITRの実行
スススステテテテッッッッププププ 11:回回回回復復復復セセセセッッッットトトト表表表表領領領領域域域域ををををオオオオンンンンラララライイイインンンンににににすすすするるるる
プライマリ・データベースの各回復セット表領域をオンラインにします。 

ALTER TABLESPACE tablespace_name  ONLINE; 

スススステテテテッッッッププププ 12:パパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンンととととススススタタタタンンンンドドドドアアアアロロロロンンンン表表表表をををを入入入入れれれれ替替替替ええええるるるる
プライマリ・データベースの回復した各パーティションについて次の文を発行し、対応する
スタンドアロン表を入れ替えます。

ALTER TABLE table_name  EXCHANGE PARTITION partition_name  WITH TABLE table_name ;
 

対応付けられた索引を削除した場合には、索引を再作成します。 

スススステテテテッッッッププププ 13:ププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス内内内内のののの回回回回復復復復ししししたたたた表表表表領領領領域域域域ををををババババッッッッククククアアアアッッッッ
ププププすすすするるるる

プライマリ・データベース上の回復した表領域のバックアップを作成します。バックアップ
を作成しておかないと、メディア障害が発生した場合にデータを失うことになります。
 

パーパーパーパーテテテティシィシィシィショョョョンをンをンをンを削削削削除し除し除し除したたたた場場場場合合合合のパのパのパのパーーーーティティティティシシシションョンョンョン表表表表のののの TSPITR
の実の実の実の実行行行行

ここでは、パーティションを削除した場合にパーティション表の TSPITRを実行する方法
を、次の順序で説明します。

■ ステップ 1:削除したパーティションの下限および上限の範囲を確認する

■ ステップ 2:一時表を作成する

■ ステップ 3:パーティション表からレコードを削除する

■ ステップ 4:回復セットの表領域をオフラインにする

■ ステップ 5:クローン・データベースに表を作成する

■ ステップ 6:回復するパーティションの索引を削除する

■ ステップ 7:パーティションとスタンドアロン表を入れ替える

警警警警告告告告 : 表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し表領域が消失する可能性があるため、必ずバックアップを作成し
てください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースのてください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースのてください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースのてください。たとえば、メディア障害が発生した場合に、データベースの
最新のバックアップからのアーカイ最新のバックアップからのアーカイ最新のバックアップからのアーカイ最新のバックアップからのアーカイブブブブ REDOログが、回復された表領域ログが、回復された表領域ログが、回復された表領域ログが、回復された表領域
に論理的にリンクしていないこともあります。に論理的にリンクしていないこともあります。に論理的にリンクしていないこともあります。に論理的にリンクしていないこともあります。TSPITRの実行前にとられの実行前にとられの実行前にとられの実行前にとられ
たバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しますたバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しますたバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗しますたバックアップから回復セット表領域を回復しようとすると失敗します。。。。
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パーティションを削除した場合のパーティション表の TSPITRの実行
■ ステップ 8:クローン・データベースをエクスポートする

■ ステップ 9:回復セットのデータ・ファイルをプライマリ・データベースにコピーする

■ ステップ 10:プライマリ・データベースにインポートする

■ ステップ 11:回復セットの表領域をオンラインにする

■ ステップ 12:スタンドアロン表をパーティション表に挿入する

■ ステップ 13:プライマリ・データベース内の回復した表領域をバックアップする

スススステテテテッッッッププププ 1:削削削削除し除し除し除したたたたパパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンンのののの下下下下限限限限おおおおよよよよびびびび上上上上限限限限のののの範範範範囲囲囲囲をををを確確確確認認認認すすすするるるる
パーティションが削除されると、そのパーティションの上にあるパーティションの範囲が下
方向に拡張されます。このため、パーティションを回復した後に、実際は削除されたパー
ティションにあったレコードがその上のパーティションに入っていることがあります。これ
を確認するには、プライマリ・データベースで次のコマンドを発行します。

SELECT * FROM partitioned_table  
WHERE relevant_key  
BETWEEN low_range_of_partition_that_was_dropped  
AND high_range_of_partition_that_was_dropped ;

スススステテテテッッッッププププ 2:一一一一時表時表時表時表をををを作作作作成成成成すすすするるるる
レコードが戻った場合は、そのレコードを格納する一時表を作成します。そうすることで、
必要であれば後で回復したパーティションにそのレコードを挿入できます。 

スススステテテテッッッッププププ 3:パパパパーテーテーテーティィィィシシシショョョョンンンン表表表表かかかかららららレレレレココココーーーードドドドをををを削削削削除除除除すすすするるるる
一時表に格納したすべてのレコードをパーティション表から削除します。 

スススステテテテッッッッププププ 4:回回回回復セ復セ復セ復セッッッットトトトのののの表表表表領領領領域域域域ををををオオオオフフフフラララライイイインンンンににににすすすするるるる
プライマリ・データベースの各回復セットの表領域をオフラインにします。

ALTER TABLESPACE tablespace_name  OFFLINE IMMEDIATE; 

スススステテテテッッッッププププ 5:ククククローローローローンンンン・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススにににに表表表表をををを作作作作成成成成すすすするるるる
RESETLOGSオプションを指定してクローンをオープンした後、回復中のパーティション表
と同じ列名と列データ型を持つ表を作成します。回復するパーティションごとに表を作成し
ます。作成した表は、後で各回復セットのパーティションとの交換に使用されます。 
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パーティションを削除した場合のパーティション表の TSPITRの実行
スススステテテテッッッッププププ 6:回回回回復復復復すすすするパるパるパるパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンンのののの索索索索引引引引をををを削削削削除除除除すすすするるるる
回復するパーティションの索引を削除するか、もしくは回復するパーティションに存在する
索引と同一の非パーティション索引を作成します。

スススステテテテッッッッププププ 7:パパパパーーーーテテテティシィシィシィショョョョンンンンととととススススタタタタンンンンドドドドアアアアロロロロンンンン表表表表をををを入入入入れれれれ替替替替ええええるるるる
クローン回復セット内の各パーティションについて、次の文を発行してパーティションをス
テップ 5で作成したスタンドアロン表と入れ替えます。

ALTER TABLE partitioned_table_name  EXCHANGE PARTITION partition_name  
WITH TABLE table_name ;

スススステテテテッッッッププププ 8:ククククロロロローーーーン・ン・ン・ン・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススををををエエエエククククススススポポポポーーーートトトトすすすするるるる
次の文を発行して、回復セットの表領域用のクローン・データベースに対してエクスポート
を実行します。

exp sys/ password  point_in_time_recover=y 
recovery_tablespaces= tablespace_1 , tablespace_2 , tablespace_n

エクスポート・フェーズが失敗した場合（エラー・メッセージ「ORA-29308: ビュー TS_
PITR_CHECKに障害が発生しました」が戻されます）は、TS_PITR_CHECKを再度問い合
せて問題を解決し、エクスポートを再実行してください。ユーザー SYSとして TSPITRのエ
クスポート・フェーズを実行する必要があります。そうしないと、エクスポートは失敗しま
す（エラー・メッセージ「ORA-29303: ユーザーは SYSとしてログインしていません」が発
行されます）。エクスポートが正常に終了したら、クローン・データベースを停止します。 

スススステテテテッッッッププププ 9:回回回回復復復復セセセセットットットットののののデデデデーーーータタタタ・・・・フフフファァァァイイイイルルルルををををププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススにににに
ココココピピピピーーーーすすすするるるる

プライマリ・データベース上の回復セット表領域が READ ONLYになっている場合、それ
らを OFFLINEに変更する必要があります。クローン・データベースから回復セットのデー
タ・ファイルをプライマリ・データベースにコピーします。このとき、プライマリ・データ
ベース上の補助セットのファイルを上書きしないように注意してください。 

スススステテテテッッッッププププ 10:ププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススににににイイイインンンンポポポポーーーートトトトすすすするるるる
次のコマンドを使用し、回復セットのメタ・データをプライマリ・データベースにインポー
トします。 

imp sys/ password  point_in_time_recover=true;

このインポート処理によって、コピーされたファイルのファイル・ヘッダーが更新され、プ
ライマリ・データベースに統合されます。 
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パーティションを削除した場合のパーティション表の TSPITRの実行
スススステテテテッッッッププププ 11:回回回回復復復復セセセセッッッットトトトのののの表表表表領領領領域域域域ををををオオオオンンンンラララライイイインンンンににににすすすするるるる
次の文を発行して、プライマリ・データベースの各回復セットの表領域をオンラインにしま
す。

ALTER TABLESPACE tablespace_name  ONLINE;

スススステテテテッッッッププププ 12:ススススタタタタンンンンドドドドアアアアロロロロンンンン表表表表ををををパパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンン表表表表にににに挿挿挿挿入入入入すすすするるるる
この時点で、スタンドアロン表をパーティション表に挿入する必要があります。そのため最
初に、次の文を発行します。

ALTER TABLE table_name  SPLIT PARTITION partition_name  AT ( key_value ) INTO 
(PARTITION partition_1_name  TABLESPACE tablespace_name , 
PARTITION partition_2_name  TABLESPACE tablespace_name );
 

この時点では、パーティション 2の範囲内にあるキーは表からすでに削除されているため、
パーティション 2は空です。

スタンドアロン表をパーティションと入れ替えるために、次の文を発行します。

ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION partition_name  WITH TABLE table_name ; 

（必要であれば）ここで、ステップ 2で保存したレコードを、回復したパーティションに挿
入します。
 

スススステテテテッッッッププププ 13:ププププラララライイイイママママリリリリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス内内内内のののの回回回回復復復復ししししたたたた表表表表領領領領域域域域ををををババババッッッッククククアアアアッッッッ
ププププすすすするるるる

プライマリ・データベース内の回復した表領域のバックアップを作成します。バックアップ
を作成しておかないと、メディア障害が発生した場合にデータが消失します。

 

注注注注意意意意 : 削除したパーティションが表内の最終パーティションである場合
は、ALTER TABLE ADD PARTITION文を使用して追加します。

警警警警告告告告 : 表領域をバックアップしておかないと、表領域が消失する可能性表領域をバックアップしておかないと、表領域が消失する可能性表領域をバックアップしておかないと、表領域が消失する可能性表領域をバックアップしておかないと、表領域が消失する可能性
があるため、バックアップを作成してください。たとえば、メディア障害があるため、バックアップを作成してください。たとえば、メディア障害があるため、バックアップを作成してください。たとえば、メディア障害があるため、バックアップを作成してください。たとえば、メディア障害
が発生した場合に、データベースの最新のバックアップからのアーカイブが発生した場合に、データベースの最新のバックアップからのアーカイブが発生した場合に、データベースの最新のバックアップからのアーカイブが発生した場合に、データベースの最新のバックアップからのアーカイブ
REDOログが、回復された表領域に論理的にリンクしていないこともありログが、回復された表領域に論理的にリンクしていないこともありログが、回復された表領域に論理的にリンクしていないこともありログが、回復された表領域に論理的にリンクしていないこともあり
ます。ます。ます。ます。TSPITRの実行前にとられたバックアップから回復セットの表領域の実行前にとられたバックアップから回復セットの表領域の実行前にとられたバックアップから回復セットの表領域の実行前にとられたバックアップから回復セットの表領域
を回復しようとすると失敗しますを回復しようとすると失敗しますを回復しようとすると失敗しますを回復しようとすると失敗します。。。。
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パーティションを分割した場合のパーティション表の TSPITRの実行
 

パーパーパーパーテテテティシィシィシィショョョョンをンをンをンを分分分分割し割し割し割したたたた場場場場合合合合のパのパのパのパーーーーティティティティシシシションョンョンョン表表表表のののの TSPITR
の実の実の実の実行行行行

ここでは、パーティションを分割した場合のパーティション表の回復方法を、次の順序で説
明します。

■ ステップ 1:プライマリ・データベースの 2つのパーティションのうち下位の方を削除す
る

■ ステップ 2-13:パーティション表領域の部分的 TSPITRと同じ手順を使用する

スススステテテテッッッッププププ 1:ププププラララライイイイマリマリマリマリ・・・・デデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススのののの 2つつつつののののパパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンンののののううううちちちち下下下下位位位位
のののの方方方方をををを削削削削除除除除すすすするるるる

範囲が分割されているパーティションを回復する場合には、そのパーティションごとに、2
つのパーティションの下位のものを削除し、上位のものが下方向に拡張されるようにしま
す。つまり、上位のパーティションは分割前と同じ範囲になります。たとえば、P1が P1A
と P1Bというパーティションに分割された場合、P1Bを削除する必要があります。これによ
り P1Aパーティションは P1と同じ範囲になります。 

範囲が分割されたパーティションを回復する場合、そのパーティションごとに、回復する
パーティション表と同一の列名と列データ型がある表を作成します。

CREATE TABLE new_table
AS SELECT * FROM partitioned_table
WHERE 1=2;

注注注注意意意意 : B-5ページの「TSPITRの制限事項」で説明しているように、削除
した表領域の回復には TSPITRを使用できません。このため、パーティ
ションとともにパーティションの対応付けられた表領域も削除した場合、
TSPITRを使用してそのパーティションを回復できません。通常のエクス
ポート /インポート回復を実行する必要があります。具体的な作業は次の
とおりです。

■ データベースのコピーを作成する

■ そのコピーをロールフォワードする

■ データベースをオープンする

■ パーティションをスタンドアロン表と入れ替える

■ スタンドアロン表の表レベルでのエクスポートを実行する

ALTER TABLE SPLIT PARTITION文または ALTER TABLE ADD 
PARTITION文を使用し、プライマリ・データベースに表をインポートし、
パーティション表に挿入します。
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TSPITRのチューニングに関する考慮事項
作成された表は、ステップ 3で各回復セットのパーティションとの入替えに使用されます。

スススステテテテッッッッププププ 2-13:パパパパーーーーテテテティィィィシシシショョョョンンンン表表表表領領領領域域域域のののの部部部部分分分分的的的的 TSPITRとととと同同同同じじじじ手手手手順順順順をををを使使使使用用用用すすすす
るるるる

B-15ページの「パーティション表の部分的な TSPITRの実行」のステップ 2-13の手順を使
用します。

TSPITRのチのチのチのチュュュューニーニーニーニンンンングにグにグにグに関関関関するするするする考考考考慮事慮事慮事慮事項項項項
ここでは、TSPITRのチューニングに関連する事柄を、次の順序で説明します。

■ 回復セットの位置に関する考慮事項

■ バックアップ制御ファイルに関する考慮事項

回回回回復復復復セセセセッッッットトトトのののの位位位位置置置置にににに関関関関すすすするるるる考考考考慮慮慮慮事事事事項項項項
領域に余裕がない場合は、回復セットのファイルを "本来の場所 "に回復できます。つまり、
プライマリ・データベース上の対応するファイルを上書きする要領で回復できます。お薦め
するのは、ファイルを別の位置に復元してから、TSPITRのインポート・フェーズが終了す
る前に、コピーする方法です（B-14ページの「ステップ 6:プライマリ・データベースにメ
タデータをインポートする」を参照）。

別別別別のののの場所へ回場所へ回場所へ回場所へ回復復復復することすることすることすることのののの長所と短所長所と短所長所と短所長所と短所
別の場所に回復する長所は次のとおりです。

■ より高い可用性と柔軟性。回復セットをプライマリ・データベースと統合する前の時点
で回復を中止した場合、プライマリ・データベース上に回復セットのファイルを復元し
て通常の方法でそのファイルを回復する必要はありません。 

■ クローンで回復が行われている間に、プライマリ・データベースの回復セットの表領域
にアクセスできる。たとえば、回復セットの表領域内にある破損していないデータのサ
ブセットにアクセスする場合があります（「ステップ 3:プライマリ・データベースを準
備する」B-9ページの を参照）。この場合は、回復セットの表領域をプライマリ・デー
タベースで READ ONLYに変更します。回復セットのファイルをプライマリ・データ
ベース上の元の場所で回復した場合、このオプションは使用できません。 

別の場所に回復することの短所は、クローン・データベース用としてより多くの領域が必要
になることです。
オペレーティング・システム環境での表領域の Point-in-Time回復の実行 B-23



TSPITRのチューニングに関する考慮事項
元元元元のののの場所に回場所に回場所に回場所に回復復復復することすることすることすることのののの長所と短所長所と短所長所と短所長所と短所
元の場所で回復することの長所は、回復セットのファイルに必要な領域を節約できることで
す。クローンの回復が完了した後で、プライマリ・データベースに回復セットのファイルを
コピーする必要がありません。 

短所は、回復セットをプライマリ・データベースに統合する前の時点で回復を中止した場合
には（B-14ページの「ステップ 6:プライマリ・データベースにメタデータをインポートす
る」 を参照）、プライマリ・データベースの上書きされた回復セット・ファイルをバックアッ
プから復元し、通常の方法で回復する必要があることです。この間データは使用できませ
ん。回復中は、回復セットの表領域内の破損していないデータを問い合せることはできませ
ん。 

ババババッッッッククククアアアアッッッッププププ制制制制御御御御フフフファァァァイイイイルルルルにににに関関関関すすすするるるる考考考考慮慮慮慮事事事事項項項項
プライマリにクローンを統合する前にそのクローンで回復が実行されていない場合、エ
ラー・メッセージ「ORA-01152: ファイル 1は十分に古いバックアップから復元されていま
せん」が戻されます。たとえば、時刻 Aにバックアップをとり、時刻 Bでデータベースの
特定の表領域について TSPITRを実行し、その表領域を時刻 Aの状態に戻す必要がある場
合、実際には、回復が行われていない状態でクローン・データベースが RESETLOGSオプ
ションでオープンされてしまいます。クローンを回復する SQL*Plusコマンドは次のように
なります。 

RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE UNTIL CANCEL; 
CANCEL; 
OPEN DATABASE RESETLOGS;
 

この時点では REDOログは適用されていませんが、データベースをオープンしようとして
います。ところが、制御ファイルに対するチェックポイントは Oracle8に保管されているた
め、クローン・データベースとスタンバイ・データベースでは、制御ファイル以外のファイ
ルのバックアップを作成した後で、制御ファイルのバックアップを作成する必要がありま
す。そうしないと、オープン時にエラー・メッセージ「ORA-01152: ファイル 1は十分に古
いバックアップから復元されていません」が戻されます。これは、ファイル 1自体が（デー
タベースの残りの部分と同期をとっているため）新しすぎるからではなく、制御ファイルよ
りも新しいからです。
 

注注注注意意意意 : 一貫性のある正しいバックアップと古いバックアップ制御ファイ
ルが使用された場合には、通常データベースで RESETLOGSオプションは
正しく機能します。そうしておかないと、現存のバックアップ・スクリプ
トとの動作の互換性がなくなります。
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トランスポータブル表領域を使用した TSPITRの実行
トラトラトラトランンンンスポスポスポスポーーーータブタブタブタブルルルル表領表領表領表領域域域域をををを使使使使用し用し用し用したたたた TSPITRの実の実の実の実行行行行
トランスポータブル表領域機能は、表領域の Point-in-Time回復を実行するために使用でき
ます。この方法は、これ以前の項で説明した O/S TSPITRと似ていますが、回復された表領
域をクローン・データベースからプライマリ・データベースに移動するためにトランスポー
タブル表領域機能を使用する点で異なります。データベース間で表領域を移送する方法を知
りたい場合は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

O/Sの TSPITRと、トランスポータブル表領域を使用した TSPITRの主な相違点は、前者で
は、クローンの init.ora ファイルの作成、クローン・データベースのマウントなどに、特
殊な手順を使用する必要があることです。O/Sの TSPITRでは、クローン・データベースが
プライマリ・データベースと同じコンピュータ上に置かれることを想定しています。特殊な
クローン・データベース・コマンドは、クローン・データベースを回復するとともに、プラ
イマリ・データベースの破損を防止するためのエラー・チェックを提供します。

トランスポータブル表領域を使用して TSPITRを実行することにより、この要件を緩和でき
ます。バックアップをプライマリ・データベースとは別のコンピュータ上に復元する場合に
は、クローン・データベースのMOUNTコマンドではなく、通常データベースのMOUNT
コマンドを使用して、クローン・データベースをプライマリ・データベースであるかのよう
に起動することができます。しかし、プライマリ・データベースと同じコンピュータ上に
バックアップを復元する場合には、O/Sの TSPITRで説明した、クローン・データベースを
作成する特殊な手順を使用してください。この手順は、同一コンピュータ上にクローン・
データベースを回復するときに、プライマリ・データベースの偶発的な破損を防止します。

トランスポータブル表領域を使用した TSPITRは、基本的には O/Sの TSPITRと同じ機能を
提供しますが、次の理由により、より柔軟なものになっています。

■ 削除した表領域を回復できる。O/Sの TSPITRを使用した場合は不可能です。

■ プライマリ・データベースに永久的変更を行う前に手順をテストするために、回復した
表領域をクローン・データベースから別のデータベースに移送できる。

トランスポータブル表領域機能を使用しトランスポータブル表領域機能を使用しトランスポータブル表領域機能を使用しトランスポータブル表領域機能を使用したたたた TSPITRの実行の実行の実行の実行  

1. バックアップを復元し、クローン・データベースを組み立てます。プライマリ・データ
ベースと同一のコンピュータまたは別のコンピュータにクローン・データベースを作成
します。

2. クローン・データベースの特殊な手順を使用してクローン・データベースを作成する場
合には、回復セットおよび補助セットのすべてのファイルをオンラインにします。

ALTER DATABASE DATAFILE ' datafile_name ' ONLINE;

通常データベースとしてクローン・データベースを作成する場合（プライマリ・データ
ベースとは別のコンピュータ上にクローン・データベースを作成する場合）は、回復
セットおよび補助セットにないすべてのデータ・ファイルをオフラインにします。

ALTER DATABASE DATAFILE ' datafile_name ' OFFLINE;
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トランスポータブル表領域を使用した TSPITRの実行
3. 指定された時点までクローン・データベースを回復します。

4. RESETLOGSオプションを使用してクローン・データベースをオープンします。

5. ALTER TABLESPACE READ ONLYコマンドを発行し、回復セット内の表領域を読取り
専用にします。

6. EXPORTを実行し、トランスポータブル・セットを生成します。回復セット内のすべて
の表領域を含めます。

7. プライマリ・データベースで、DROP TABLESPACEコマンドを使用して回復セット内
の表領域を削除します。

8. IMPORTを実行し、トランスポータブル・セットをプライマリ・データベースにプラグ
インします。

9. 必要であれば、ALTER TABLESPACE READ WRITEコマンドを発行し、回復した表領
域を読み書き両用にします。
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用用用用語語語語集集集集

ARCHIVELOG モード（モード（モード（モード（ARCHIVELOG mode ））））

Oracleによって満杯になったオンライン REDOログがディスクにコピーされる、データ
ベース・モード。このモードは、データベース作成時に指定するか、または ALTER 
DATABASEコマンドを使用して指定する。動的に ALTER SYSTEMコマンドを使用するか、
または初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_STARTを TRUEに設定すると、自動アーカイブ
を使用可能にできる。

データベースを ARCHIVELOGモードで実行した場合、NOARCHIVELOGモードのときと
比較していくつかの利点がある。次のことが可能。 

■ ユーザーがデータベースを開いてアクセスしているときもデータベースのバックアップ
が可能になる。

■ データベースを任意の時点の状態にまで回復できる。

ARCHIVELOGモードのデータベースを障害から保護するために、アーカイブ・ログのバッ
クアップを作成すること。 

アーカイブ REDOログ（archived redo log）、NOARCHIVELOGモード
（NOARCHIVELOG mode）も参照。

ATL（自動テープ・ライブラリ（自動テープ・ライブラリ（自動テープ・ライブラリ（自動テープ・ライブラリ））））（（（（automated tape library ））））

1つ以上のテープ・ドライブおよびロボット・アーム、テープ・シェルフが装備されている
装置。ATLは、テープ・サイロとも呼ばれ、オペレータの介入なしにテープをシェルフから
テープ・ドライブにロードおよびアンロードできる。さらに洗練されたテープ・ライブラリ
は、各テープを識別できる。たとえば、ロボット・アームでは、バーコード・リーダーが各
テープのバーコードを走査して識別できる。

メディア・マネージャ（media manager）も参照。

DB 識別子（識別子（識別子（識別子（DB identifier ））））

一意となるよう生成された内部番号で、データベースの識別に使用される。データベースを
作成すると、Oracleが自動的にこの番号を作成する。
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LogMiner

オンライン REDOログまたはアーカイブ REDOログに含まれた情報を、さまざまな選択基
準に基づいて読み取ることができるユーティリティ。たとえば、V$LOGMINER_
CONTENTSのビューの情報を選択すると、次のことができる。

■ 特定の表に加えられた変更を追跡する。

■ 特定のユーザーが加えた変更を追跡する。

■ データ・アクセスのパターンをマップする。

■ データベースに対して加えられた特定の変更を取り消す、あるいは再実行するための
SQL構文を表示する。

■ アーカイブ・データを使用して、チューニングを実行し、容量計画を立てる。

アーカイブ REDOログ（archived redo log）も参照。 

NOARCHIVELOG モード（モード（モード（モード（NOARCHIVELOG mode ））））

満杯になったオンライン REDOログを、ディスクにアーカイブすることを Oracleが要求し
ないデータベースのモード。このモードはデータベース作成時に指定する。このモードを変
更する場合は ALTER DATABASEコマンドを使用する。NOARCHIVELOGモードでは、失
われたデータが回復される可能性がごく小さくなるため、オラクルでは同モードによる実行
を推奨しない。

アーカイブ REDOログ（archived redo log）、、、、ARCHIVELOGモード（ARCHIVELOG 
mode）も参照。

recover

(1)Recovery Managerのコマンド。最初に増分バックアップ（存在する場合）、次にアーカイ
ブまたはオンライン REDOログを適用し、復元されたデータ・ファイルを更新する。 

(2)SQL*Plusのコマンド。アーカイブまたはオンライン REDOログを適用し、復元された
ファイルを更新する。

回復（recovery）も参照。 

Recovery Manager

Oracleデータベースのバックアップ、復元および回復を実行するユーティリティ。これは、
リカバリ・カタログと呼ばれる情報リポジトリとあわせて使用することも、またリカバリ・
カタログなしで使用することもできる。リカバリ・カタログを使わない場合、RMANは
データベースの制御ファイルを使用し、バックアップおよび回復処理に必要な情報を格納す
る。RMANとメディア・マネージャをあわせて使うと、ファイルをテープなどの 3次記憶
装置にバックアップできるようになる。

バックアップ・ピース（backup piece）、、、、バックアップ・セット（backup set）、、、、コピー
（copy）、、、、メディア・マネージャ（media manager）、、、、リカバリ・カタログ（recovery catalog） 
も参照。
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REDOレコード（レコード（レコード（レコード（redo record ））））

データベースに対する単一かつ最小単位の変更が記述されている変更ベクトルのグループ。
Oracleは、すべてのデータ・ブロック変更について、REDOレコードを作成し、これをディ
スク上の現行オンライン REDOログに保存する。データが消失しても、REDOデータを使
用してデータベース・ブロックの変更による再構築が可能である。

REDOログ（redo log）も参照。 

REDOログ（ログ（ログ（ログ（redo log ））））

REDOレコードを含むファイル。REDOログには、次の 2つのタイプがある。オンライン
REDOログおよびアーカイブ REDOログ

オンライン REDOログとは、Oracleデータ・ファイルおよび制御ファイルへのすべての変
更が記録される、2つ以上のファイルのセットである。LGWRプロセスは、REDOレコード
をこのログに記録する。現行のオンライン REDOログとは、LGWRによって現在書込みが
行われているオンライン REDOログのことである。

オフライン REDOログとも呼ばれるアーカイブ REDOログは、保存用の宛先にコピーされ
たオンライン REDOログのコピーである。データベースが ARCHIVELOGモードになって
いる場合、満杯になったオンライン REDOログは、1つ以上の ARCnプロセスで、1つ以上
のアーカイブ・ログの宛先にコピーされる。

アーカイブ REDOログ（archived redo log）、オンライン REDOログ（online redo log）、
REDOレコード（redo record）も参照。 

REDOログ・グループ（ログ・グループ（ログ・グループ（ログ・グループ（redo log groups ））））

各オンライン REDOログは、1つのグループに属している。グループには、1つ以上の同一
のメンバーが含まれている。多重 REDOログとは、REDOグループが複数のメンバーを有
している REDOログのことを指す。

REDOログ・バッファ（ログ・バッファ（ログ・バッファ（ログ・バッファ（redo log buffer ））））

Oracleが REDOレコードを記録する、システム・グローバル領域（System Global Area: 
SGA）のメモリー・バッファ。このバッファは、バックグラウンドの LGWRプロセスに
よって現行のオンライン REDOログにフラッシュされる。

REDOレコード（redo record）も参照。 

RESETLOGS オプション（オプション（オプション（オプション（RESETLOGS option ））））

データベースをオープンする方法の一つ。この方法を使用すると、データベースのインカー
ネーションが新しく作成される。さらに、ログ順序番号が 1にリセットされ、オンライン
REDOログが再フォーマットまたは再作成される。次の操作の後は、RESETLOGSキーワー
ドを指定し、データベースをオープンする必要がある。 

■ 不完全回復

■ バックアップ制御ファイルを使用した回復
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resync

再同期化（resynchronization）を参照。

RMAN

Recovery Managerを参照。

SBT

System Backup to Tapeインタフェース。

メディア管理インタフェース（media management interface）も参照。

switch

データ・ファイルのコピーを、Oracleデータベース用のデータ・ファイルに変換するための
Recovery Managerのコマンド。このコマンドは、SQL文の ALTER DATABASE RENAME 
FILE 'original_name' TO 'new_name'と同じ機能で、さらにそのデータ・ファイル・コピーに、
これ以降使用不可能というマークを設定する。 

TSPITR

表領域の Point-in-Time回復（tablespace point-in-time recovery: TSPITR）を参照。

アーカイブ（アーカイブ（アーカイブ（アーカイブ（archiving ））））

ARCnバックグラウンド・プロセスが、満杯になったオンライン REDOログを保存用の宛先
にコピーする操作。REDOログをアーカイブするには、データベースを ARCHIVELOG
モードで実行する必要がある。

アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログ（ログ（ログ（ログ（archived redo log ））））

オンライン REDOログ・グループに属する、満杯になったメンバーのコピーで、データ
ベースが ARCHIVELOGモードになっているときに作成される。LGWRプロセスの際、各
オンライン REDOログが REDOレコードで満杯になると、Oracleはこれらのログを 1つ以
上のオフライン・アーカイブ・ログの宛先にコピーする。このコピーをアーカイブ REDO
ログという。オフライン REDOログと呼ばれることもある。

アクセス不可能なデータ・ファイル（アクセス不可能なデータ・ファイル（アクセス不可能なデータ・ファイル（アクセス不可能なデータ・ファイル（inaccessible datafile ））））

Oracleが読込みを試行しても、検索できないデータ・ファイル。アクセス不可能なファイル
にアクセスしようとすると、エラーが発生します。通常、ファイルがアクセス不可能になる
のは、格納先のメディアに障害があるか、もしくはファイルが移動または削除された場合で
ある。

データ・ファイル（datafile）、メディア障害（media failure）も参照。

圧縮（圧縮（圧縮（圧縮（compression ））））

使用されたデータ・ブロックのみを RMANバックアップ・セットにコピーする処理。新た
に作成されたデータ・ファイルには、多数の未使用ブロックが含まれる。RMANによって
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作成されたバックアップ・セットには、使用されたことのあるブロックのみが含まれる。つ
まり、RMANは、未使用ブロックをバックアップ・セットに書き出さない。

一貫性バックアップ（一貫性バックアップ（一貫性バックアップ（一貫性バックアップ（consistent backup ））））

メディア回復を実行することなく、RESETLOGSオプションを指定してオープンできる全体
データベース・バックアップ。つまり、このバックアップのデータ・ファイルに REDOを
適用しなくても一貫性が保たれる。一貫性バックアップのデータ・ファイルは、次のように
なっていなければならない。

■ ヘッダー内に同一のチェックポイント SCNが設定されていること。ただし、データ・
ファイルが表領域に存在し、かつ読取り専用または NORMALオプションを指定したオ
フラインである場合を除く（この場合、そのデータ・ファイルには、チェックポイント
SCNより前の正しい SCNが設定される）。

■ チェックポイント SCN以降の変更が含まれていないこと。つまりファジーでないこと。

■ 制御ファイルに格納されたデータ・ファイル・チェックポイント情報が一致しているこ
と。

一貫性バックアップは、データベースが正しく停止した後でのみ取ることができる。バック
アップが完了するまで、データベースをオープンしないこと。 

正しい停止（clean shutdown）、ファジー・ファイル（fuzzy file）、非一貫性バックアップ
（inconsistent backup）、システム変更番号（system change number: SCN）、全体データベー
ス・バックアップ（whole database backup）も参照。 

イメージ・コピー（イメージ・コピー（イメージ・コピー（イメージ・コピー（image copy ））））

単独のデータ・ファイル、アーカイブ REDOログまたは制御ファイルのコピーで、かつ次
のようなものを指す。

■ そのまま使用して、回復を実行できるもの（RMAN固有の形式のバックアップ・セッ
トとは異なる）。 

■ RMANの copyコマンド、または UNIXの ddなど、O/Sのコマンドを使用して生成され
たもの。

コピー（copy）も参照。

インカーネーション（インカーネーション（インカーネーション（インカーネーション（incarnation ））））

物理データベースのバージョン。RESETLOGSオプションを指定して、データベースをオー
プンすると、データベースのインカーネーションが変更される。RESETLOGSオプションを
指定してオープンした後、NORMALモードを指定したオフラインでも読取り専用でもない
すべてのファイルについて、全体データベース・バックアップを行う。RMANを使用して
いる場合は、RESETLOGSモードでオープンした後、reset databaseコマンドを発行するこ
と。
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インスタンス（インスタンス（インスタンス（インスタンス（instance ））））

SGA、Oracle実行プログラムおよびバックグラウンド・プロセス。インスタンスを作成する
には、次のコマンドのいずれかを発行する。 

■ STARTUP NOMOUNT—インスタンスが開始するが、制御ファイルはマウントされず、
データベースもオープンされない。

■ STARTUP MOUNT—インスタンスが開始し、データベースの制御ファイルがマウント
される。データベースはオープンされない。

■ STARTUP—インスタンスが開始し、データベースの制御ファイルがマウントされ、
データベースがオープンされる。 

インスタンスを停止するには、SHUTDOWN文を発行する。 

システム・グローバル領域（System Global Area: SGA）も参照。

インスタンス回復（インスタンス回復（インスタンス回復（インスタンス回復（instance recovery ））））

OPS構成で、インスタンスを使用して REDOデータをオープン・データベースに適用する
こと。これが行われるのは、このインスタンスが、もう一方のインスタンスのクラッシュを
検出したときである。クラッシュしていないインスタンスが、自動的に REDOログを使用
して、そのインスタンスのバッファ・キャッシュに存在したデータを回復する。インスタン
スがクラッシュすると、Oracleは、そのインスタンスで処理中であったあらゆるコミットさ
れていないトランザクションを取り消し、回復の完了後そのインスタンスによってかけられ
ていたすべてのロックを解除する。

回復（recovery）、REDOレコード（redo record）も参照。 

エクスポート（エクスポート（エクスポート（エクスポート（export ））））

Exportユーティリティを使用して、データベースから論理データ（物理ファイルではなく）
を抽出すること。データをデータベースにインポートするには、Importユーティリティを
使用する。

全体エクスポート（full export）も参照。 

オープン状態のデータベース（オープン状態のデータベース（オープン状態のデータベース（オープン状態のデータベース（open database ））））

ユーザーが問合せおよび更新できるデータベース。データベースのオープンは、STARTUP
文で自動的に行うか、または ALTER DATABASE OPEN文で明示的に行う。

オープン・バックアップ（オープン・バックアップ（オープン・バックアップ（オープン・バックアップ（open backup ））））

データベースがオープンしているときに作成される、1つ以上のデータ・ファイルのバック
アップ。データベースをオープンしたまま、O/Sバックアップを作成する場合は、ALTER 
TABLESPACE BEGIN BACKUPコマンドを発行して、表領域をホット・バックアップ・
モードにする必要がある。データベースがオープンされているときに、Recovery Manager
を使ってバックアップを作成する場合は、表領域をホット・バックアップ・モードにする必
要はない。
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ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）も参照。

オフライン・データ・ファイル（オフライン・データ・ファイル（オフライン・データ・ファイル（オフライン・データ・ファイル（offline datafile ））））

データベースがオープンしているときにユーザーが使用できないデータ・ファイル。例外的
な状況では、必要に応じて自動的にデータ・ファイルがオフラインになる。このファイルを
オンラインに戻すには、その前に回復処理が必要である。

データ・ファイルをオフラインにするには、次のいずれかの方法を実行する。

■ ALTER TABLESPACE OFFLINEを実行する。

■ コマンド ALTER DATABASE DATAFILE filename OFFLINEを発行する。データ・ファイ
ルをオンライン状態に戻す前に、回復を実行する必要がある。この文は、データベース
がマウントされているとき、またはオープンしているときに実行できる。

オフライン表領域（offline tablespace）も参照。 

オフラインオフラインオフラインオフライン表領域表領域表領域表領域（（（（offline tablespace ））））

データベースがオープンしているときにユーザーが使用できない表領域。表領域をオフライ
ンにできるのは、データベースがオープンしている場合のみ。表領域がオフラインになって
いる場合は、その表領域に含まれたオンライン・データ・ファイルもすべてオフラインにな
る。

表領域をオフラインにするには、ALTER TABLESPACE OFFLINE文で次の 3つのオプショ
ンを指定する。

■ NORMAL 

表領域内のすべてのファイルは、チェックポイントされた後、オフラインになる。この
オプションはオフライン・クリーンと呼ばれることがある。表領域のどのデータ・ファ
イルも使用できない場合、その表領域は NORMALオプションを指定したオフラインに
はならない。表領域内で正常にオフラインになっているデータ・ファイルには表領域を
オンライン状態に戻す前に、回復する必要はない。

■ TEMPORARY

Oracleがアクセスできる、表領域のすべてのファイルは、チェックポイントされた後オ
フラインになる。OFFLINE TEMPORARYコマンドでチェックポイントしたファイルに
ついては、回復の必要はない。OFFLINE IMMEDIATEコマンドの使用時にアクセスで
きなかったためにチェックポイントされなかったデータ・ファイルを表領域をオンライ
ン状態に戻す前に、回復する必要がある。

■ IMMEDIATE

表領域内のすべてのファイルは、最初にファイルのチェックポイントをとることを試行
せずに、オフラインになる。表領域のすべてのファイルは、その表領域をオンラインに
戻す前に、回復する必要がある。

オフライン・データ・ファイル（offline datafile）も参照。 
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オンライオンライオンライオンラインンンン REDOログ（ログ（ログ（ログ（online redo log ））））

オンライン REDOログとは、Oracleデータ・ファイルおよび制御ファイルへのすべての変
更が記録される、2つ以上のファイルのセットである。データベースに変更が加えられるた
びに、Oracleは REDOレコードを REDOバッファに生成する。REDOレコードの内容は、
LGWRプロセスによってオンライン REDOログにフラッシュされる。 

現行のオンライン REDOログとは、LGWRによって現在書込みが行われているオンライン
REDOログのことを指す。LGWRは、ファイルの最後に到達した時点で、ログ・スイッチ
を実行し、新しいログ・ファイルへの書込みを開始する。ARCHIVELOGモードでデータ
ベースを使用している場合は、1つまたは複数の ARCnプロセスによって、REDOデータが
アーカイブ REDOログにコピーされる。

アーカイブ REDOログ（archived redo log）も参照。 

オンライン・データ・ファイル（オンライン・データ・ファイル（オンライン・データ・ファイル（オンライン・データ・ファイル（online datafile ））））

ユーザーによるアクセスが可能なデータ・ファイル。コマンド ALTER DATABASE 
DATAFILE filename ONLINEにより、データベースはオープン、またはマウントされる。
データベースがオープンしている場合に、データ・ファイルをオンラインにするには、その
ファイルを、データベースの残りのファイルと一貫性のある状態にする必要がある。データ
ベースがマウントされている場合、データ・ファイルは、他のデータ・ファイルとの一貫性
がなくてもオンラインに変更できる。ただし、データベースをオープンする前に回復を実行
する必要がある。

オンライン表領域（online tablespace）も参照。 

オンラインオンラインオンラインオンライン表領域表領域表領域表領域（（（（online tablespace ））））

データベースがオープンしている場合に、ユーザーが使用できる表領域。コマンド ALTER 
TABLESPACE tablespace_name ONLINEを発行することにより、表領域にユーザーがアクセ
スできるようになる。表領域をオンラインに変えるには、その前にデータベースをオープン
し、その表領域内のすべてのファイルを、データベースの残りのファイルと一貫性のある状
態にする必要がある。

オンライン・データ・ファイル（online datafile）も参照。 

回復（回復（回復（回復（recovery ））））

REDOデータまたは増分バックアップをデータベース・ファイルに適用して、消失した変更
を再構築すること。回復のタイプには、インスタンス回復、クラッシュ回復およびメディア
回復の 3つがある。Oracleでは、オンライン REDOログを使用して、最初の 2つのタイプ
の回復を自動的に実行します。メディア回復を実行する場合だけは、バックアップを復元し
てコマンドを発行する必要がある。増分バックアップを適用してデータ・ファイルを回復す
る方法は、Recovery Managerのみである。

完全回復（complete recovery）、不完全回復（incomplete recovery）、メディア回復（media 
recovery）も参照。 
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回復セット（回復セット（回復セット（回復セット（recovery set ））））

TSPITRの実行時、以前の時点までの回復が行われる 1つ以上の表領域。

補助セット（auxiliary set）、表領域の Point-in-Time回復（tablespace point-in-time 
recovery: TSPITR）も参照。

完全回復（完全回復（完全回復（完全回復（complete recovery ））））

復元バックアップ以降に生成された、オンライン REDOおよびアーカイブ REDOをすべて
適用して、データベースを回復すること。通常、完全メディア回復は、1つ以上のデータ・
ファイルまたは制御ファイルが、メディア障害によって破損した場合に実行する。破損した
ファイルを完全に回復するには、復元バックアップ以降に生成した REDOをすべて使用す
る。RMANを使用している場合は、完全回復時に増分バックアップの適用も可能。

不完全回復（incomplete recovery）、メディア回復（media recovery）も参照。

完全再同期化（完全再同期化（完全再同期化（完全再同期化（full resynchronization ））））

Recovery Managerが行う処理の一つで、データベースの制御ファイル内の変更された情報
をすべて使って、リカバリ・カタログを更新する。カタログの完全再同期化を実行するに
は、RMANコマンドの resync catalogを発行する。Recovery Managerは、特定のコマンド
の実行時に、必要に応じて再同期化処理を実行する。

制御ファイル（control file）、リカバリ・カタログ（recovery catalog）、再同期化
（resynchronization）も参照。 

管理回復モード（管理回復モード（管理回復モード（管理回復モード（managed recovery mode ））））

スタンバイ・データベースのモード。スタンバイ・データベースは、ターゲット・データ
ベースからのアーカイブ・ログ・ファイルを待機し、これらのファイルが使用可能になる
と、自動的に REDOログを適用する。この機能を使用すると、対話形式でアーカイブ
REDOログのファイル名を回復プロセスに指示する必要がなくなる。

スタンバイ・データベース（standby database）も参照。 

クラッシュ回復（クラッシュ回復（クラッシュ回復（クラッシュ回復（crash recovery ））））

単一インスタンス・データベースのクラッシュか、または OPSデータベースの全インスタ
ンスのクラッシュのどちらかが発生した場合に、オンライン REDOレコードをデータベー
スに自動的に適用すること。クラッシュ回復に必須なのはオンライン・ログの REDOのみ。
アーカイブ REDOログは必須ではない。

クラッシュ回復では、インスタンスはデータベースをオープン前に自動的に回復する。通
常、クラッシュ後または SHUTDOWN ABORT後にデータベースをオープンした最初のイン
スタンスが、クラッシュ回復を自動的に実行する。

回復（recovery）、REDOレコード（redo record）も参照。 
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クローズ状態のデータベース（クローズ状態のデータベース（クローズ状態のデータベース（クローズ状態のデータベース（closed database ））））

ユーザーが問合せおよび更新できないデータベース。データベースがクローズされている場
合でも、インスタンスの起動は可能であり、さらにそのデータベースをマウントすることも
できる。

オープン状態のデータベース（open database）も参照。 

クローズ状態のバックアップ（クローズ状態のバックアップ（クローズ状態のバックアップ（クローズ状態のバックアップ（closed backup ））））

データベースがクローズしている間に作成される、1つ以上のデータベース・ファイルの
バックアップ。通常、クローズ状態のバックアップは、全体データベース・バックアップで
ある。データベースが正常にクローズされていれば、バックアップに含まれているファイル
はすべて一貫性が保たれた状態になっている。SHUTDOWN ABORTを使用してデータベー
スを停止した場合、またはインスタンスが異常終了した場合、バックアップの一貫性は保た
れない。

正しい停止（clean shutdown）、一貫性バックアップ（consistent backup）も参照。 

クロスチェック（クロスチェック（クロスチェック（クロスチェック（crosscheck ））））

ディスクまたはメディア管理カタログのファイルが、リカバリ・カタログ（使用している場
合）および制御ファイルの情報に対応しているかを調べるためのチェック。テープには、メ
ディア・マネージャによって期限切れまたは使用不可のマークが付けられることがあり、
ファイルはディスクから削除されたり破損することがあるため、リカバリ・カタログおよび
制御ファイルには、バックアップとイメージ・コピーに関する古い情報が含まれる場合があ
る。

チェックするバックアップ・セットまたはバックアップ・ピースのリストが必要な場合は、
change ... crosscheckを使用する。クロスチェックを特定のデバイス・タイプ、オブジェク
ト・タイプあるいはデータ範囲に限定し、RMANでバックアップ・セットまたはバック
アップ・ピースのリストを生成する場合は crosscheck backupset を使用する。ファイルの復
元が可能かどうかを判断するには、validateまたは restore ... validateを使用する。

メディア・マネージャ（media manager）、リカバリ・カタログ（recovery catalog）、妥当性
チェック（validation）も参照。 

現行のオンライ現行のオンライ現行のオンライ現行のオンラインンンン REDOログ（ログ（ログ（ログ（current online redo log ））））

LGWRバックグラウンド・プロセスが、REDOレコードの記録中になっているオンライン
REDOログ・ファイル。LGWRによる書込みが行われていないファイルは非アクティブ・
ファイルと呼ばれる。

どのデータベースにも、最低 2つのオンライン REDOログ・ファイルが含まれている必要
がある。オンライン REDOログを多重化すると、LGWRによって同一の REDOデータが同
時に複数のファイルに書き込まれる。この場合の個々のファイルは、オンライン REDOロ
グ・グループのメンバーと呼ばれる。 

オンライン REDOログ（online redo log）、REDOログ（redo log）、REDOログ・バッファ
（redo log buffer）、REDOログ・グループ（redo log groups）も参照。 
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現行の制御ファイル（現行の制御ファイル（現行の制御ファイル（現行の制御ファイル（current control file ））））

ディスクにある制御ファイル。データベースの現行のインカーネーションに使用される制御
ファイルのうち、最後に変更されたものを指する。制御ファイルが、回復時に現行のものと
認められるには、バックアップから復元されるべきではない。

制御ファイル（control file）も参照。 

現行のデータ・ファイル（現行のデータ・ファイル（現行のデータ・ファイル（現行のデータ・ファイル（current datafile ））））

RMANでは、制御ファイルが示しているターゲット・データベースのデータ・ファイルを
指す。データ・ファイルのバックアップを再度 "現行 "にするには、switchコマンドを実行
する。

コールド・バックアップ（コールド・バックアップ（コールド・バックアップ（コールド・バックアップ（cold backup ））））

クローズ状態のバックアップ（closed backup） を参照。

コピー（コピー（コピー（コピー（copy））））

(1)データをレプリケートすること。Oracleデータ・ファイル、制御ファイルおよびアーカ
イブ REDOログは、次の 2つの方法でコピーできる。 

■ O/Sユーティリティを使用する（UNIXの cpや ddなど）。 

■ Recovery Managerの copyコマンドを使用する。 

(2) Recovery Managerのコマンドの一つ。これを使用すると、データベースのデータ・ファ
イル、制御ファイル、またはアーカイブ REDOログの複製が作られる。この複製は、Oracle
サーバー・プロセスで作成され、Recovery Managerチャネルに割り当てられる。そこで
Oracleファイルの読込み、ディスクへの複製の書込みが行われる。Recovery Managerを使
うと、表領域をホット・バックアップ・モードにすることなしに、オープン・データベース
のファイルをコピーできる。

バックアップ（backup）、ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）も参照。 

コマンド・ファイル（コマンド・ファイル（コマンド・ファイル（コマンド・ファイル（command file ））））

コマンド行から実行できる、一連の RMANコマンドが記述されているファイル。コマン
ド・ファイルの内容は、コマンド行に入力したものと同じになる。

孤立したバックアップ（孤立したバックアップ（孤立したバックアップ（孤立したバックアップ（orphaned backups ））））

データベースのインカーネーションには属しているものの、このインカーネーションが現行
のインカーネーションの直接の親元でないため、使用できないバックアップおよびコピー。
4-22ページの「孤立したバックアップのレポート作成」で、孤立したバックアップを図で説
明している。

再同期化（再同期化（再同期化（再同期化（resynchronization ））））

ターゲット・データベースの制御ファイルの現行の情報を使って、リカバリ・カタログを更
新する処理。カタログの完全再同期化を実行するには、resync catalogコマンドを発行する。 
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部分再同期化とは、アーカイブ REDOログ、バックアップ・セット、およびデータ・ファ
イル・コピーに関する情報を、リカバリ・カタログに転送することである。部分再同期化で
は、次のような情報は転送されない。

■ 新規データ・ファイル

■ 新規または削除された表領域

■ 新規または削除されたオンライン・ログ・グループおよびメンバー

完全再同期化または部分再同期化が必要であると Recovery Managerが判断した場合、その
処理が、backup、restore、copy、recoverなどのコマンドの前で自動的に実行される。

差分バックアップ（差分バックアップ（差分バックアップ（差分バックアップ（differential backup ））））

増分バックアップの 1つのタイプで、レベル n以下の最後のバックアップ以降に変更された
ブロックがすべてバックアップされる。たとえば、差分レベル 2のバックアップでは、レベ
ル 2、レベル 1、レベル 0のバックアップのうち、どれが最も新しいかを RMANが判断し、
それ以降に変更された全ブロックをバックアップする。差分バックアップは、非累積増分
バックアップとも呼ばれ、増分バックアップのデフォルトのタイプとなっている。

累積バックアップ（cumulative backup）、増分バックアップ（incremental backup）、マルチ
レベル増分バックアップ（multi-level incremental backups）も参照。 

時間ベースの回復（時間ベースの回復（時間ベースの回復（時間ベースの回復（time-based recovery ））））

データベース・ファイルを現行以外の時刻まで不完全回復すること。時間ベースの回復は、
Point-in-Time回復とも呼ばれる。これには 2つのタイプがある。

■ データベースの Point-in-Time回復（DBPITR）。全データ・ファイルおよび制御ファイ
ルを、最近の時点より前に不完全回復する。

■ 表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）。補助データベースの 1つ以上の表領域に含まれ
た全データ・ファイルを、最近の時点より前の指定した時点に不完全回復する。その
後、表領域は元のデータベースに再統合される。

不完全回復（incomplete recovery）、メディア回復（media recovery）、回復（recovery）、
TSPITRも参照。 

システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（System Global Area: SGA ））））

1つの Oracleデータベース・インスタンスのデータおよび制御情報が含まれている共有メモ
リー構造のグループ。Oracleインスタンスは、SGAプロセスおよび Oracleプロセスで構成
される。インスタンスを起動するたびに、Oracleは自動的に SGAにメモリーを割り当てま
す。インスタンスをシャットダウンすると、オペレーティング・システムはこのメモリーを
再生する。各インスタンスはただ 1つの SGAを持つ。

システム変更番号（システム変更番号（システム変更番号（システム変更番号（system change number: SCN ））））

コミットされたバージョンのデータベースを、ある時点で定義するスタンプ。Oracleは、コ
ミットされたすべてのトランザクションに一意の SCNを割り当てる。
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ジョブ・コマンド（ジョブ・コマンド（ジョブ・コマンド（ジョブ・コマンド（job commands ））））

backup、copyおよび recoverなどの RMANコマンドで、runコマンドのかっこ内で実行す
る必要があるもの。

スタンドアロン・コマンド（stand-alone commands）も参照。 

シリアル回復（シリアル回復（シリアル回復（シリアル回復（serial recovery ））））

回復方式の一つで、1つのプロセスが REDOログ・ファイルにある変更を順次適用するこ
と。

パラレル回復（parallel recovery）も参照。

スタンドアロン・コマンド（スタンドアロン・コマンド（スタンドアロン・コマンド（スタンドアロン・コマンド（stand-alone commands ））））

RMANのコマンド。このコマンドは、runコマンドのかっこ内で実行する必要がない。

ジョブ・コマンド（job commands）も参照。 

スタンバイ・データベース（スタンバイ・データベース（スタンバイ・データベース（スタンバイ・データベース（standby database ））））

本番データベースと同じ内容のコピーで、災害の保護に使用するもの。スタンバイ・データ
ベースを現行にするには、本番データベースのアーカイブ REDOログを使用して更新する。
本番データベースが災害によって損傷を受けても、スタンバイ・データベースをアクティブ
にし、新しい本番データベースとすることができる。

スタンバイ転送（スタンバイ転送（スタンバイ転送（スタンバイ転送（standby transmission ））））

ネットワークを介して、アーカイブ REDOログ・ファイルをローカルまたはリモート・ス
タンバイ・データベースに転送すること。

スタンバイ・データベース（standby database）も参照。

ステージング（ステージング（ステージング（ステージング（staging ））））

アーカイブ・ログを、テープなどの 3次記憶領域からディスクに復元して回復を実行する処
理。recoverコマンドが実行されると、RMANはこのログをディスクに移動する。この機能
を使用するには、メディア・マネージャを構成する必要がある。

メディア・マネージャ（media manager）も参照。 

ストアド・スクリプト（ストアド・スクリプト（ストアド・スクリプト（ストアド・スクリプト（stored script ））））

リカバリ・カタログに格納された一連の RMANコマンド。

リカバリ・カタログ（recovery catalog）も参照。

スナップショット制御ファイル（スナップショット制御ファイル（スナップショット制御ファイル（スナップショット制御ファイル（snapshot control file ））））

Recovery Managerが作成した、データベースの制御ファイルのコピー。RMANは、リカバ
リ・カタログの再同期化または制御ファイルのバックアップを実行する場合、スナップ
ショット制御ファイルを使用して制御ファイルの一貫性のあるバージョンを読み取る。ス
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ナップショット制御ファイルは、次に示すように、バックアップ制御ファイルを作成するの
と同じ Oracleコードを使って Recovery Managerが作成する。ALTER DATABASE 
BACKUP CONTROL FILE TO 'location'.

スレッド（スレッド（スレッド（スレッド（thread））））

各 Oracleインスタンスには、独自のオンライン REDOログ・グループのセットがある。こ
のようなグループを、オンライン REDOのスレッドと呼ぶ。OPS以外の環境では、1つの
データベースには 1つのスレッドしか存在せず、さらにこのスレッドが、そのデータベース
にアクセスしているインスタンスに属している。OPS環境では、インスタンスごとに別々の
スレッドがある。つまり、各インスタンスは、独自のオンライン REDOログを持っている。
各スレッドには、独自の現行ログ・メンバーがある。 

制御ファイル（制御ファイル（制御ファイル（制御ファイル（control file ））））

データベース内のすべてのファイルの物理構造とタイムスタンプをメンテナンスする、デー
タベースに対応付けられたバイナリ・ファイル。Oracleでは、データベースの使用中、制御
ファイルが絶えず更新される。したがって、データベースがマウントまたはオープンされて
いる間は、制御ファイルは常に書込み可能になっている必要がある。

バックアップ制御ファイル（backup control file）、現行の制御ファイル（current control 
file）も参照。 

全体エクスポート（全体エクスポート（全体エクスポート（全体エクスポート（full export ））））

データベース全体のエクスポート。

エクスポート（export）も参照。 

全体データベース・バックアップ（全体データベース・バックアップ（全体データベース・バックアップ（全体データベース・バックアップ（whole database backup ））））

制御ファイルおよびデータベースに属するすべてのデータ・ファイルをバックアップするこ
と。

バックアップ（backup）も参照。 

全体バックアップ（全体バックアップ（全体バックアップ（全体バックアップ（full backup ））））

RMANによる非増分バックアップ。この場合の "全体 "とは、データベースのバックアップ
割合を示しているのではなく、バックアップが増分バックアップではないことを示してい
る。したがって、1つのデータ・ファイルの全体バックアップをとることは可能である。 

全体バックアップとレベル 0の増分バックアップの唯一の違いは、全体バックアップは、そ
れ以後に行われる増分バックアップのブロックの数に影響しないことである。

増分バックアップ（incremental backup）も参照。 

増分バックアップ（増分バックアップ（増分バックアップ（増分バックアップ（incremental backup ））））

修正されたブロックのみがバックアップされる RMANによるバックアップ。増分バック
アップをレベルによって分類する。レベル 0の増分バックアップと全体バックアップは、使
用済みのブロックすべてのバックアップをとるという点で、同じ機能である。ただし、全体
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バックアップでは、それ以後に行われる増分バックアップでも、バックアップされるブロッ
クに影響はないが、増分バックアップでは、それ以後に行われる増分バックアップで、バッ
クアップされるブロックに影響が及ぶという違いがある。 

レベル 1以上の増分バックアップの場合、前回の増分バックアップ以降に変更されたブロッ
クのみバックアップされる。前回の増分バックアップ以降変更されていないブロックはバッ
クアップされない。

増分バックアップは、次のように 2つのタイプに分類される。差分および累積。差分では、
レベル n以下の最新のバックアップ以後に変更されたブロックがすべてバックアップされ
る。たとえば、レベル 2の差分バックアップでは、レベル 2、レベル 1、レベル 0のバック
アップのうち、最も新しいバックアップ以後に修正された全ブロックをバックアップする。
累積バックアップは、最新のレベル n-1以下のバックアップ移行に使用された全ブロックを
バックアプする。たとえば、レベル 2の累積バックアップでは、レベル 1、レベル 0のバッ
クアップのうち、最も新しいバックアップ以後に修正された全ブロックをバックアップす
る。

累積バックアップ（cumulative backup）、増分バックアップ（incremental backup）も参照。

ターゲット・データベース（ターゲット・データベース（ターゲット・データベース（ターゲット・データベース（target database ））））

RMANでバックアップまたは復元するデータベース。

タグ（タグ（タグ（タグ（tag））））

ユーザーが指定する文字列で、バックアップ・セットまたはイメージ・コピーの記号名とな
るもの。restoreコマンドまたは changeコマンドがを実行するときタグを指定できる。タグ
の最大長は 30文字。

多重化（多重化（多重化（多重化（multiplexing ））））

■ オンライオンライオンライオンラインンンン REDOログログログログ

同じ内容の複数のオンライン REDOログのコピーを、自動的にメンテナンスすること。
オンライン・ログを多重化するには、各 REDOログ・グループ内に複数のメンバーを
作成する。多重化の程度は、各グループのメンバー数に直接関係する。

■ 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル

同じ内容の複数のデータベース制御ファイルのコピーを、自動でメンテナンスするこ
と。制御ファイルを多重化するには、CONTROL_FILESの初期化パラメータに複数の
エントリを作成する。

■ バックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セット

同じ RMANバックアップ・セット内のデータ・ファイルのブロックは多重化（つまり
混合）される。バックアップ・セット内の全データ・ファイルのブロックは、セット内
の他のデータ・ファイルのブロックとともに分散される。 

■ アーカイアーカイアーカイアーカイブブブブ REDOログログログログ
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Oracleプロセス ARCnでは、REDOログの複数のコピーをアーカイブできる。アーカ
イブ REDOログを多重化するには、LOG_ARCHIVE_DEST_n （nには 1～ 5の整数で、
最大 4つの追加コピーが作成可能）か、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST（追加コピー
を 1つ作成可能）を、INIT.ORAファイルに設定する。

ミラー化（mirroring）も参照。  

正しい停止（正しい停止（正しい停止（正しい停止（clean shutdown ））））

SHUTDOWNコマンドで、IMMEDIATE、TRANSACTIONALまたは NORMALオプショ
ンを指定して停止したデータベース。正しく停止されたデータベースは、すでに一貫性のあ
る状態なので、回復する必要はない。

妥当性チェック（妥当性チェック（妥当性チェック（妥当性チェック（validation ））））

バックアップ・セットまたはバックアップ・コピーが、復元可能かどうかをチェックするテ
スト。RMANは、指定したバックアップ・セットのコピーまたはバックアップ・ピースを
すべて走査し、チェックサムを参照してこれらの内容が正しく復元したかどうかを検証す
る。

バックアップ・セット内の、1つ以上のコピーまたはバックアップ・ピースが、消失あるい
は破損したと考えられるときは、restore ... validateまたは validate backupsetコマンドを
使用する。restore ... validateおよび validate backupsetは、ファイルが復元可能かどうか
を実際にテストしますが、change  ... crosscheckおよび crosscheckの方は、ファイル・ヘッ
ダーを調べるだけであることに注意すること。

クロスチェック（crosscheck）、メディア・マネージャ（media manager）、リカバリ・カタ
ログ（recovery catalog）も参照。 

チェックサム（チェックサム（チェックサム（チェックサム（checksum ））））

Oracleデータ・ブロックの内容から数学的に導かれた数値。Oracleではチェックサムを使用
してブロックの一貫性を検証する。

データ・ブロック（data block）も参照。 

チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（checkpoint ））））

REDOレコードで指定された SCNより前の変更が、DBWnによってデータ・ファイルにす
べて書き込まれたことを示すポインタ。REDOログ内の各 REDOレコードには、データ
ベース・ブロックに加えた変更または最小変更単位のセットが記述されています。REDOエ
ントリのチェックポイントによって、前の REDOエントリに記述された変更が、メモリー・
バッファのみでなくディスクにも確実に書き込まれる。バックグラウンド・プロセス CKPT
は、チェックポイントを 3秒ごとに自動的に制御ファイルに記録する。

制御ファイル（control file）、REDOレコード（redo record）も参照。 
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チェックポイントの繰上げ（チェックポイントの繰上げ（チェックポイントの繰上げ（チェックポイントの繰上げ（advancing the checkpoint ））））

チェックポイントをマークする REDOログ・エントリが変更されたときに実行される動作。
たとえば、CKPTプロセスで REDOレコード 356がチェックポイントとして記録され、その
3秒後に REDOレコード 358がチェックポイントとして記録される場合。

チェックポイント（checkpoint）、REDOレコード（redo record）も参照。

チェンジ・ベクター（チェンジ・ベクター（チェンジ・ベクター（チェンジ・ベクター（change vector ））））

単一データ・ブロックに対する単一の変更。チェンジ・ベクターは、REDOログに記録され
る変更の最小単位。

REDOレコード（redo record）も参照。

チャネル（チャネル（チャネル（チャネル（channel ））））

Recovery Managerとターゲット・データベースの接続。割り当てられた各チャネルは、新
しい Oracleサーバー・セッションを開始する。このセッションは、バックアップ、復元お
よび回復作業を行う。チャネルのタイプによって、Oracleサーバー・プロセスが、ディスク
に対して読取りと書込みを行うか、またはサード・パーティのメディア・マネージャを介し
て行うかが決まる。チャネルのタイプは次のとおり。

■ diskの場合、サーバー・プロセスはディスクに対してバックアップの読取りまたは書込
みを行う。

■ 'sbt_tape'の場合、サーバー・プロセスは、サード・パーティのメディア・マネージャに
対してバックアップの読取りまたは書込みを行います。

チャネルは、タイプに関係なく、ディスクに対する、読取りと書込みを常時実行できます。

メディア・マネージャ（media manager）、ターゲット・データベース（target database）も
参照。

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（datafile ））））

データ・ファイルは、Oracleで作成されたディスク上の物理 O/Sファイルで、表や索引な
どのデータ構造を含んでいる。データ・ファイルは、1つのデータベースにのみ属すること
ができる。

アクセス不可能なデータ・ファイル（inaccessible datafile）も参照。 

データ・ファイルのコピー（データ・ファイルのコピー（データ・ファイルのコピー（データ・ファイルのコピー（datafile copy ））））

次のいずれかの方法で、ディスク上に作成されたデータ・ファイルのコピー。 

■ Recovery Managerの copyコマンド

■ O/Sユーティリティ

バックアップ（backup）、コピー（copy）も参照。 
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データ・ファイル・ヘッダー（データ・ファイル・ヘッダー（データ・ファイル・ヘッダー（データ・ファイル・ヘッダー（datafile header ））））

ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（file header））））を参照。

データ・ブロック（データ・ブロック（データ・ブロック（データ・ブロック（data block ））））

Oracleデータベースの最小単位。ブロックのサイズは、データベースの作成時にパラメータ
DB_BLOCK_SIZEに指定した値によって決まる。

破損ブロック（corrupt block）も参照。

データベースデータベースデータベースデータベースのののの Point-in-Time 回復（回復（回復（回復（DataBase Point-In-Time Recovery: DBPITR ））））

データベースを、指定した現行以外の時刻、SCNまたはログ順序番号の状態に回復するこ
と。

不完全回復（incomplete recovery）、表領域の Point-in-Time回復（tablespace point-in-time 
recovery: TSPITR）も参照。

テープ・サイロ（テープ・サイロ（テープ・サイロ（テープ・サイロ（tape silo ））））

ATL（自動テープ・ライブラリ）（automated tape library）を参照。

テープ・ドライブ（テープ・ドライブ（テープ・ドライブ（テープ・ドライブ（tape drive ））））

磁気テープからの読込み、および磁気テープへの書込みを行うハードウェア。

テープのストリーミング（テープのストリーミング（テープのストリーミング（テープのストリーミング（tape streaming ））））

テープが常にビジーである位、高速でテープ・ドライブに出力を書き込むこと。

テープ・ボリューム（テープ・ボリューム（テープ・ボリューム（テープ・ボリューム（tape volume ））））

物理的な 1巻のテープ・メディア。

登録（登録（登録（登録（registration ））））

RMANで、register databaseコマンドを実行し、ターゲット・データベースの存在をリカ
バリ・カタログに記録すること。

トランスポータブル表領域（トランスポータブル表領域（トランスポータブル表領域（トランスポータブル表領域（transportable tablespace ））））

表領域のセットをあるデータベースから別のデータベースに移送する機能。表領域をデータ
ベースに移送する、つまり "組み込む "ことと、あらかじめロードされたデータで表領域を
作成することは類似している。この機能の利点は次のとおり。

■ インポート /エクスポート、またはアンロード /ロードよりも速い。必要となる操作が、
データ・ファイルのコピーおよびメタデータの統合のみだからである。

■ 索引データを移動できる。それにより索引を再作成する必要がなくなる。
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取消しベースの回復（取消しベースの回復（取消しベースの回復（取消しベースの回復（cancel-based recovery ））））

不完全メディア回復の一種。UNTIL CANCEL句を指定して RECOVERコマンドを使用す
る。CANCELコマンドを発行するまで回復処理が継続する。 

不完全回復（incomplete recovery）、メディア回復（media recovery）も参照。

パスワード・ファイル（パスワード・ファイル（パスワード・ファイル（パスワード・ファイル（password files ））））

ORAPWDコマンドで作成されたファイル。ネットワークを介して SYSDBAとして接続する
場合、データベースはパスワード・ファイルを使用する必要がある。詳細は Oracle8i 管理者
ガイドを参照。

破損データ・ファイル（破損データ・ファイル（破損データ・ファイル（破損データ・ファイル（corrupt datafile ））））

1つ以上の破損ブロックを含むデータ・ファイル。

破損ブロック（corrupt block）も参照。 

破損ブロック（破損ブロック（破損ブロック（破損ブロック（corrupt block ））））

Oracle形式で認識されない、または内容に一貫性がない Oracleブロック。Oracleは、破損
ブロックを、次のいずれかのタイプに識別する。

■ 論理破損 :  REDOの適用によって破損したブロック。

■ メディア破損 :  形式が正しくないブロック。このようなブロックは、次のような状態に
なっていることが考えられる。 

– 無効な形式

 メディアが破損したブロックは、次の方法でしか修復できない。

■ ブロックを置き換えて、回復を実行する。ブロックの置換えは、データ・ファイルを回
復するか、または増分バックアップを適用することによって行われる。

■ ブロックを再生する。ブロックを再生するには、破損したブロックを含む表（またはそ
の他のデータベース・オブジェクト）を削除します。再生されたブロックは他のオブ
ジェクトで再使用される。

メディア破損の原因がハードウェア故障の場合、前述のどちらの解決策も、そのハードウェ
アの故障を直さなければ効果がない。

データ・ブロック（data block）、分裂ブロック（fractured block）も参照。 

バックアップ（バックアップ（バックアップ（バックアップ（backup ））））

(1)データベース、表領域、表、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDO
ログなどのデータのコピー。バックアップは次の方法で作成できる。

■ Exportユーティリティを使用して 1つ以上の表をコピーする。

■ Recovery Managerを使用して、1つ以上のデータ・ファイル、制御ファイルまたはアー
カイブ REDOログのバックアップを作成する。
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■ オペレーティング・システム・ユーティリティ（cp、tar、ddなど）を使用して、ディ
スクまたはテープにコピーを作成する。

(2)バックアップ・セットを作成する RMANコマンド。バックアップ・コマンドの出力が使
用できるのは RMANのみです。RMAN copyコマンドの出力は、追加処理なしで使用でき
ます。

コピー（copy）、バックアップ・セット（backup set）、多重化（multiplexing）、RMANも
参照。

バックアップ、クローズ状態（バックアップ、クローズ状態（バックアップ、クローズ状態（バックアップ、クローズ状態（backup 、、、、closed））））

クローズ状態のバックアップ（closed backup）を参照。

バックアップ、データベース全体（バックアップ、データベース全体（バックアップ、データベース全体（バックアップ、データベース全体（backup 、、、、whole database ））））

全体データベース・バックアップ（whole database backup）を参照。

バックアップ制御ファイル（バックアップ制御ファイル（バックアップ制御ファイル（バックアップ制御ファイル（backup control file ））））

制御ファイルのバックアップ。このバックアップは次の方法で作成する。

■ (1)Recovery Managerの backupコマンドまたは copyコマンドを使用する。バックアッ
プ制御ファイルの作成には O/Sコマンドを使用しない。

■ SQLのコマンドである ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'filename'を使
用する。

バックアップ制御ファイルは、通常、現行の制御ファイルのコピーがすべて破損した場合に
復元するが、ある種の Point-in-Time回復の実行前に復元することもある。

制御ファイル（control file）も参照。

バックアップ・セット（バックアップ・セット（バックアップ・セット（バックアップ・セット（backup set ））））

バックアップ・ピースと呼ばれる 1つ以上の物理ファイルの論理グループで、RMANに固
有のもの。RMANの backupコマンドの出力がバックアップ・セットである。バックアッ
プ・セットからファイルを抽出するには RMANの restoreコマンドを使用する。ファイルを
多重化してバックアップ・セットにする、つまりいくつかの入力ファイルのブロックを混合
して 1つのバックアップ・セットにすることが可能。 

バックアップ・セットには、次の 2つのタイプがある。 

■ データ・ファイル・バックアップ・セット。データ・ファイルまたは制御ファイルの
バックアップを指す。このタイプのバックアップ・セットは圧縮される。つまり、使用
されたことのあるデータ・ファイル・ブロックのみが含まれ、未使用のブロックは省か
れる。

■ アーカイブ・ログ・バックアップ・セット。アーカイブ REDOログのバックアップを指
す。 
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バックアップ・ピース（backup piece）も参照。 圧縮（compression）、多重化
（multiplexing）、RMAN

バックアップ・ピース（バックアップ・ピース（バックアップ・ピース（バックアップ・ピース（backup piece ））））

バックアップ・ピースとは、RMAN固有のフォーマットで作成される物理ファイルの一種
で、1つのバックアップ・セットのみに属す。通常、バックアップ・セットは、1つのバッ
クアップ・ピースのみで構成される。RMANが複数のバックアップ・ピースを作成するの
は、set limit kbytesコマンドでピース・サイズを制限した場合のみ。これらのコマンドは、
バックアップの書込み先の記憶領域またはメディア・マネージャが、ある一定のサイズ以上
のファイルの書込みをサポートできない場合に使用する。 

バックアップ（backup）も参照。バックアップ・セット（backup set）、RMAN

バッファ・キャッシュ（バッファ・キャッシュ（バッファ・キャッシュ（バッファ・キャッシュ（buffer cache ））））

データ・ファイルから読み込まれたデータ・ブロックのコピーが保管されている SGA部分。
インスタンスに同時接続されたユーザー・プロセスはすべて、データベース・バッファ・
キャッシュへのアクセスを共有する。 

このキャッシュのバッファは、次の 2つのリストで編成される。使用済みリストおよび最低
使用頻度（least recently used: LRU）リスト。使用済みリストには使用済みバッファが保管
されている。使用済みバッファには、変更はされたがディスクへの書込みがまだ済んでいな
いデータが含まれる。最低使用頻度（least recently used: LRU）リストには、空きバッファ
（未修正で使用可能）、使用中バッファ（現在アクセス中）、そして使用済みリストにまだ移
動されていない使用済みバッファが保管されている。 

システム・グローバル領域（System Global Area: SGA）も参照。

パラレル回復（パラレル回復（パラレル回復（パラレル回復（parallel recovery ））））

回復方式の一つで、複数のプロセスが REDOログ・ファイルからの変更を同時に適用する
こと。SQL/SQL*Plus RECOVERコマンドで初期化パラメータまたはオプションを指定する
と、インスタンスおよびメディア回復のパラレル化を自動的に行うことができる。Oracleは
1つのプロセスを使用して、ログ・ファイルを順次読み込み、REDO情報を複数の回復プロ
セスにディスパッチする。これにより回復プロセスは、読み込んだログ・ファイルからの変
更を、データ・ファイルに適用する。 

シリアル回復（serial recovery）も参照。

パラレル化（パラレル化（パラレル化（パラレル化（parallelization ））））

複数のチャネルを、Recovery Managerのバックアップ処理および回復処理に割り当てるこ
と。パラレル化が可能な処理は次のとおり。

■ バックアップ・セットの作成。複数のチャネルを割り当て、backupコマンドを発行す
る。

■ ファイル・コピーの作成。複数のチャネルを割り当て、コピーする複数のファイルを単
一の copyコマンドに指定する。
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■ 復元操作。並列度は、割り当てられたチャネルの数、および復元操作時に読み込む必要
のあるバックアップ・セットまたはファイル・コピーの数によって異なる。

■ 増分バックアップの適用時の復元操作。並列度は、割り当てられたチャネルの数、およ
び読込み可能なバックアップ・セットの数によって異なる。

非アクティ非アクティ非アクティ非アクティブブブブ REDOログ（ログ（ログ（ログ（inactive redo log ））））

REDOレコードに含まれた変更が、データベースに適用済みとなっているため、インスタン
ス回復では必要とされない REDOログ・ファイル。現行の REDOログ・ファイルが非アク
ティブとなることはない。ARCHIVELOGモードでデータベースを使用している場合は、
ARCnプロセスによって、非アクティブ REDOログ・ファイルはアーカイブされる。

現行のオンライン REDOログ（current online redo log）、オンライン REDOログ（online 
redo log）、REDOログ（redo log）、REDOログ・バッファ（redo log buffer）、REDOロ
グ・グループ（redo log groups）も参照。 

非一貫性バックアップ（非一貫性バックアップ（非一貫性バックアップ（非一貫性バックアップ（inconsistent backup ））））

バックアップの一部のファイルに、それらのファイルのチェックポイント以後の変更が含ま
れるようなバックアップ。このタイプのバックアップを一貫性のあるものにするには、回復
処理が必要である。一貫性のないデータベースのバックアップは、通常、オープン状態の
データベースのバックアップ取得時に作成されます。それは、ファイルのバックアップ中、
そのデータベースがオープンされていた場合である。非一貫性バックアップは、データベー
スがクローズ状態でも、次のような時に作成される。

■ Oracleインスタンス（または Oracle Parallel Serverクラスタ内のすべてのインスタン
ス）がクラッシュした直後

■ SHUTDOWN ABORTによってデータベースを停止した後

非一貫性バックアップが有効なのは、データベースが ARCHIVELOGモードの場合のみであ
ることに注意すること。

一貫性バックアップ（consistent backup）、オープン・バックアップ（open backup）、シス
テム変更番号（system change number: SCN）、全体データベース・バックアップ（whole 
database backup）も参照。 

標準アーカイブ送信（標準アーカイブ送信（標準アーカイブ送信（標準アーカイブ送信（normal archiving transmission ））））

アーカイブ REDOログをローカル・ディスクに送信すること。

スタンバイ転送（standby transmission）も参照。 

表領域（表領域（表領域（表領域（tablespace ））））

データベースは、表領域と呼ばれる 1つ以上の論理記憶領域単位に分割される。各表領域に
は、その表領域にのみ対応付けられたデータ・ファイルが 1つ以上格納される。

データ・ファイル（datafile）も参照。  
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表領域表領域表領域表領域のののの Point-in-Time 回復（回復（回復（回復（tablespace point-in-time recovery: TSPITR ））））

1つ以上の非 SYSTEM表領域を、データベースとは異なる時点の状態まで回復すること。
TSPITRは、RMANと O/Sの方式のいずれを使用しても実行できる。

ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（file header ））））

Oracleデータ・ファイルの最初のブロック。ファイル・ヘッダーには、チェックポイント
SCNなど、このファイルに関連する情報が入っている。データ・ファイル・ヘッダーの
チェックポイント SCNが、制御ファイルに格納されているファイル・ヘッダー情報と一致
していない場合は、Oracleでメディア回復を実行する必要がある。

チェックポイント（checkpoint）も参照。 

ファジー・ファイル（ファジー・ファイル（ファジー・ファイル（ファジー・ファイル（fuzzy file ））））

チェックポイント SCNよりも新しい SCNが付されたブロックを、ブロック・ヘッダーに少
なくとも 1つ含んでいるデータ・ファイル。たとえば、ホット・バックアップ・モードに
なっているデータ・ファイルが、Oracleによって更新されたとき、このような状況が発生す
る。復元されたファジー・ファイルは、必ず回復を実行する必要がある。

チェックポイント（checkpoint）、ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）も参
照。 

不完全回復（不完全回復（不完全回復（不完全回復（incomplete recovery ））））

復元バックアップの作成以後に生成された変更のうち、一部を適用しないままデータベース
を回復すること。

 不完全回復は、通常、次のような場合に行う。 

■ ハードウェア障害のため、オンライン・ログが消失した場合。この場合、データベース
は、障害前に生成された最新のアーカイブ・ログまで回復する。

■ ユーザーのエラーが原因で、エラー発生の直前の状態まで回復する必要がある場合。

必要なことは、データベースで不当なアクションが発生する前のある時点まで回復する
ことである。たとえば、給与支払いのトランザクションを給与支払機関に送る前に、
ユーザーが誤って削除してしまったとする。このような場合、DBAは、データベース
全体を復元して、ユーザーがトランザクションを削除する直前の時点の状態まで不完全
回復を実行する必要がある。

■ 回復に必要なアーカイブ REDOログが紛失している場合。

完全回復に必要なアーカイブ・ログのバックアップが作成されなかったか、アーカイブ
REDOログの内容が破損している場合。この場合、ログを紛失した時点まで回復するし
か方法はない。

いずれの場合も、メディア回復を実行した後、RESETLOGSオプションを指定してデータ
ベースをオープンする。リカバリ・カタログで RMANを使用する場合は、データベースの
リセットも必要である。
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完全回復（complete recovery）、メディア回復（media recovery）、回復（recovery）、REDO
レコード（redo record）も参照。 

復元（復元（復元（復元（restore ））））

消失したファイルまたは破損したファイルを、バックアップと置き換えること。ファイルを
復元するには、UNIXの cpなどの O/Sコマンド、または RMANの restoreコマンドを使用
する。

recoverも参照。 

複複複複数数数数 ARCn 処理（処理（処理（処理（multiple ARCn processing ））））

複数 ARCn処理を使用して、オンライン REDOログを 1つ以上の場所にアーカイブするこ
と。LGWRによるオンライン REDOログへの書込みが、単独のアーカイブ・プロセスによ
るアーカイブ宛先への書込みよりも速い場合、発生するボトルネックを、複数 ARCn処理を
行うことにより防ぐことができる。初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESS = n 
（nは 1～ 10の整数）を設定すると、起動時または実行時にこの機能が使用可能になる。

複製データベース（複製データベース（複製データベース（複製データベース（duplicate database ））））

RMANの duplicateコマンドを使用して、ターゲット・データベースのバックアップから作
成したデータベース。

補助データベース（auxiliary database）も参照。 

物理スキーマ（物理スキーマ（物理スキーマ（物理スキーマ（physical schema ））））

ある時点でデータベースに存在しているデータ・ファイル、表領域、REDOスレッドおよび
REDOログ。表領域およびデータ・ファイルのリストを取得するには、RMANの report 
schemaコマンドを発行する。 

リカバリ・カタログの完全再同期化では、物理スキーマ情報も含め、変更された RMANの
メタデータがすべて更新される。ターゲット・データベースがオープンしている場合は、
RMANはロールバック・セグメントの情報収集も行う。リカバリ・カタログを部分再同期
化した場合は、物理スキーマもロールバックも更新される。

再同期化（resynchronization）も参照。 

物理バックアップ（物理バックアップ（物理バックアップ（物理バックアップ（physical backups ））））

ある場所から別の場所にコピーされた物理データベース・ファイル。このファイルは、デー
タ・ファイル、アーカイブ REDOログまたは制御ファイルのいずれでも構わない。物理
バックアップを作成するには、Recovery Managerを使用する、または UNIX ddなどの O/S
コマンドを指定する。

部分再同期化（部分再同期化（部分再同期化（部分再同期化（partial resync ））））

再同期化（resynchronization）を参照。
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プラグ可能表領域（プラグ可能表領域（プラグ可能表領域（プラグ可能表領域（pluggable tablespace ））））

トランスポータブル表領域（transportable tablespace）を参照。

プロキシ・コピー（プロキシ・コピー（プロキシ・コピー（プロキシ・コピー（proxy copy ））））

RMANによるバックアップ操作および復元操作時の、メディア記憶デバイスとディスク間
のデータ転送を、メディア・マネージャが実行できる機能。

メディア・マネージャ（media manager）も参照。 

分割ブロック（分割ブロック（分割ブロック（分割ブロック（split block ））））

分裂ブロック（fractured block）を参照。

分裂ブロック（分裂ブロック（分裂ブロック（分裂ブロック（fractured block ））））

メディア破損の 1タイプで、バックアップするブロックを O/Sユーティリティが読み込ん
でいる最中に、DBWnによってブロックの書込みが行われると発生する場合がある。O/S
によって読み込まれたブロックが、分割されている可能性がある。たとえば、ブロックの先
頭が書き込まれる時点と、ブロックの最後が書き込まれる時点が異なる場合である。分裂ブ
ロックが含まれたファイルを復元して、Oracleがそのブロックを読み込んだ場合、同ブロッ
クは破損していると見なされる。

分裂ブロックが発生する可能性があるため、O/Sオンライン・バックアップを行う前に、表
領域をホット・バックアップ・モードにしておく必要がある。データベースをホット・バッ
クアップ・モードにすると、変更しようとする Oracleデータ・ブロック全体が REDOログ
に書き込まれる。その結果、バックアップ時にブロックが分割されても、REDOを使用して
修復できる。Recovery Managerではこの問題は発生しない。バックアップまたはコピーを
行うサーバーは、各ブロックを読み込んでそれが分割されているかどうかを判断し、一貫性
のあるバージョンが得られるまでブロックの再読込みを行うためである。 

破損ブロック（corrupt block）、破損データ・ファイル（corrupt datafile）、ホット・バック
アップ・モード（hot backup mode）も参照。

変更ベースの回復（変更ベースの回復（変更ベースの回復（変更ベースの回復（change-based recovery ））））

不完全メディア回復の一種で、指定した SCNまでを回復する。CANCELコマンドを発行す
るまで回復を行う取消しベースの回復、および指定した時間まで回復を行う時間ベースの回
復を実行することも可能。

取消しベースの回復（cancel-based recovery）、不完全回復（incomplete recovery）、メディ
ア回復（media recovery）、システム変更番号（system change number: SCN）、時間ベース
の回復（time-based recovery）も参照。

補助セット（補助セット（補助セット（補助セット（auxiliary set ））））

TSPITRの場合に、回復セットにはないファイルの集合。ただし、TSPITRセットが正しく作
動するためには、これらのファイルをクローン・データベースで復元する必要がある。補助
セットのファイルには、次のようなものがある。

■ バックアップ制御ファイル
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■ SYSTEM表領域

■ ロールバック・セグメントが入っているデータ・ファイル

■ 一時表領域（オプション）

補助データベース（auxiliary database）、回復セット（recovery set）、TSPITRを参照。 

補助データベース（補助データベース（補助データベース（補助データベース（auxiliary database ））））

(1) RMAN duplicateコマンドを使用して、ターゲット・データベースのバックアップから
作成したデータベース。 

(2)新しい場所に復元され、表領域の Point-in-Time回復（TSPITR）時に新しいインスタン
ス名で起動される一時データベース。TSPITR補助データベースは、回復セットと補助セッ
トで構成される。

回復セット（recovery set）、 補助セット（auxiliary set）、TSPITRも参照。

ホット・バックアップ（ホット・バックアップ（ホット・バックアップ（ホット・バックアップ（hot backup ））））

オープン・バックアップ（open backup）を参照。

ホット・バックアップ・モード（ホット・バックアップ・モード（ホット・バックアップ・モード（ホット・バックアップ・モード（hot backup mode ））））

オープン・バックアップを行う前に、ALTER TABLESPACE tablespace_name BEGIN 
BACKUPコマンドを発行すると実行されるデータベース・モード。ALTER TABLESPSACE 
tablespace_name END BACKUPコマンドを発行すると、表領域のホット・バックアップ・
モードがオフになる。

オンライン表領域の、1つ以上のデータ・ファイルの O/Sバックアップを作成する場合は、
このコマンドを使用する必要がある。Recovery Managerを使用している場合は、データ
ベースをホット・バックアップ・モードにする必要はない。ホット・バックアップ・モード
で表領域を更新すると、通常よりも多くの REDOが作成される。変更が加えられるたびに、
Oracleは、変更されたデータのみでなくブロック全体を最初に REDOログに書き込むため
である。

破損ブロック（corrupt block）、分裂ブロック（fractured block）、オープン・バックアップ
（open backup）も参照。

マウントされたデータベース（マウントされたデータベース（マウントされたデータベース（マウントされたデータベース（mounted database ））））

起動済みのインスタンスで、オープン・データベースに関連付けられた制御ファイルを持つ
もの。データベースは、オープンしなくてもマウントできる。通常、メンテナンスまたは復
元処理、回復処理を実行する場合に、データベースをこの状態にする。 

インスタンス（instance）も参照。 

マルチレベル増分バックアップ（マルチレベル増分バックアップ（マルチレベル増分バックアップ（マルチレベル増分バックアップ（multi-level incremental backups ））））

RMANによって生成される増分バックアップ。これを使用し、どのブロックをいつバック
アップするか計画を立てることによって領域の節約が可能になる。レベル 0の増分バック
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アップは、それ以降の増分バックアップの基礎となる。このバックアップでは、データが含
まれているブロックがすべてコピーされる。レベル nの増分バックアップを生成するとき
に、nが 0より大である場合は、次のいずれかのバックアップが作成される。

■ レベル n以下の最新のバックアップ以後に変更された全ブロックこれは増分バックアッ
プのデフォルトのタイプで、差分バックアップと呼ばれる。

■ レベル n-1以下の最新のバックアップ以後に使用された全ブロックこのタイプのバック
アップは、累積バックアップと呼ばれる。

日ごとに異なるレベルのバックアップ方針を立て、バックアップするデータの量を制御でき
る。

累積バックアップ（cumulative backup）、差分バックアップ（differential backup）、増分
バックアップ（incremental backup）も参照。 

ミラーの復元（ミラーの復元（ミラーの復元（ミラーの復元（resilvering a mirror ））））

破壊されたミラーを、更新済みの一方のミラーからリフレッシュし、ミラーの両側をメンテ
ナンスするよう、ミラーを管理するオペレーティング・システムまたはハードウェアに指示
すること。

ミラー化の解除（breaking a mirror）、ミラー化（mirroring）も参照。 

ミラー化（ミラー化（ミラー化（ミラー化（mirroring ））））

O/Sを使用して、Oracleデータと同一内容のコピーをメンテナンスすること。一般的にミ
ラー化は、二重化されたハードディスクにおいてオペレーティング・システム・レベルで実
行する。したがって、いずれかのディスクが使用不可能になっても、中断することなくもう
一方のディスクで要求の処理を継続できる。たとえば、データ・ファイルをミラー化すれ
ば、Oracleは 2つのディスク・ドライブに同じ情報を書き込むことになる。バックアップを
作成するためにミラー化を解除し、後でミラーを復元できる。

ファイルをミラー化すると、オペレーティング・システムが複数のディスクに書込みを行う
間に、Oracleは書込みを 1回行う。ファイルを多重化すると、Oracleは複数のファイルに同
じデータを書き込む。

ミラー化の解除（breaking a mirror）、ミラーの復元（resilvering a mirror）も参照。 

ミラー化の解除（ミラー化の解除（ミラー化の解除（ミラー化の解除（breaking a mirror ））））

ディスクのミラー化手順が終了した結果、ミラー・イメージが最新の状態に保たれなくなる
こと。オペレーティング・システム・データベースのバックアップを作成するには、その
データベースにホット・バックアップ・モードで表領域を設定し、ミラー化を解除する。
ホット・バックアップ・モードをオフにして表領域を取り出した後、ミラー化が解除された
方をテープにバックアップする。バックアップが完了すると、ミラーの復元が可能になる。 

ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）、ミラー化（mirroring）、ミラーの復元
（resilvering a mirror）も参照。
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メディア回復（メディア回復（メディア回復（メディア回復（media recovery ））））

オンラインのアプリケーションまたはアーカイブ REDOログ・レコードに復元バックアッ
プを適用して、指定した時点の状態を現行のものとする。メディア回復を実行して回復でき
るものは次のとおり。

■ データベース全体

■ 表領域

■ データ・ファイル

REDOデータをすべて使用した場合は完全回復となる。REDOデータの一部のみを使用した
場合は不完全回復となる。通常、メディア回復は、メディア障害の発生後に実行する。

ARCHIVELOGモードでは、完全回復か不完全回復かを選択できる。NOARCHIVELOG
モードでは、通常、最新のバックアップから REDOデータを適用せずに復元することのみ
が可能である。

データベースが ARCHIVELOGモードでなくても、例外的にデータベースまたはデータ・
ファイルを回復できる。ただし、バックアップ後に上書きされたオンライン・ログがないこ
とが条件である。 

完全回復（complete recovery）、不完全回復（incomplete recovery）、メディア障害（media 
failure）、回復（recovery）、REDOレコード（redo record）も参照。 

メディア管理インタフェース（メディア管理インタフェース（メディア管理インタフェース（メディア管理インタフェース（media management interface ））））

Oracleが公開した API。メディア管理ソフトウェアのベンダーが、このインタフェースに準
拠した互換性のあるソフトウェア・ライブラリを作成している。このソフトウェアは Oracle
に統合される。これによって Oracleサーバー・プロセスは、メディア・マネージャにコマ
ンドを発行して、順次記憶装置へバックアップ・ファイルを書き込んだり、順次記憶装置か
らファイルを読み込むことができる。Oracleがファイルのバックアップまたは復元の要求を
出すと、メディア・マネージャは、正しいテープのロード、ラベル付けおよびアンロードに
必要なアクションを処理する。

メディア管理インタフェースは、メディア管理レイヤー、メディア管理ライブラリ（Media 
Management Library: MML）、SBTインタフェースとも呼ばれる。

 メディア・マネージャ（media manager）も参照。 

メディア障害（メディア障害（メディア障害（メディア障害（media failure ））））

データベースの運用に必要なファイルの書込みまたは読取りに、Oracleが失敗したとき発生
する物理的な問題。よくある例は、ディスク・ヘッドのクラッシュによりディスク・ドライ
ブ上のすべてのデータが失われる場合である。ディスク障害により、データ・ファイル、
REDOログ・ファイルおよび制御ファイルなどさまざまな種類のファイルに影響が出ること
がある。該当のデータベース・インスタンスはそれ以降は正常に動作しなくなるので、SGA
領域のバッファ・キャッシュ内のデータをデータ・ファイルに書き込めなくなる。

バッファ・キャッシュ（buffer cache）、メディア回復（media recovery）も参照。 
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メディア・マネージャ（メディア・マネージャ（メディア・マネージャ（メディア・マネージャ（media manager ））））

サード・パーティ・ベンダーから提供されるユーティリティ。テープ・ドライブなど、順次
メディアのロード、ラベル付け、およびアンロードを行う機能がある。メディア・マネー
ジャは、メディアの時間切れおよびリサイクルを構成する機能もある。自動テープ・ライブ
ラリ（Automated Tape Libraries: ATLs）の制御機能を持っているメディア・マネージャも
ある。 

ATL（自動テープ・ライブラリ）（automated tape library）も参照。 

読取り専用データベース（読取り専用データベース（読取り専用データベース（読取り専用データベース（read-only database ））））

ALTER DATABASE OPEN READ ONLYコマンドでオープンされるデータベース。その名称
が示すとおり、読取り専用データベースは問合せ専用で、修正はできない。Oracleでは、ス
タンバイ・データベースを、読出し専用モードで実行できる。つまりプライマリ・データ
ベースの最新かつ緊急の代用として機能していても、問合せを行うことができる。

読取り専用表領域（読取り専用表領域（読取り専用表領域（読取り専用表領域（read-only tablespace ））））

更新禁止の状態に変更された表領域。表領域は、SQL文の ALTER TABLESPACE<表領域
>READ ONLYを実行することで読取り専用モードになる。バックアップの回数を減らす場
合は、通常、表領域を読取り専用モードにする。これにより、表領域のバックアップ回数を
たとえば毎晩 1回ではなく、毎月 1回にできる。

 

リカバリ・カタログ（リカバリ・カタログ（リカバリ・カタログ（リカバリ・カタログ（recovery catalog ））））

Recovery Managerが Oracleデータベースの情報を格納する、Oracleの表とビューのセッ
ト。Recovery Managerはこのデータを使用して、Oracleデータベースのバックアップ、復
元および回復を管理する。リカバリ・カタログを使わない場合、RMANはターゲット・
データベースの制御ファイルを使用する。

リカバリ・カタログ・データベース（recovery catalog database）も参照。 

リカバリ・カタログ・データベース（リカバリ・カタログ・データベース（リカバリ・カタログ・データベース（リカバリ・カタログ・データベース（recovery catalog database ））））

リカバリ・カタログのスキーマが設定されている Oracleデータベース。リカバリ・カタロ
グは、ターゲット・データベースに格納しないこと。

累積バックアップ（累積バックアップ（累積バックアップ（累積バックアップ（cumulative backup ））））

増分バックアップの一つで、n-1またはそれ以下のレベルの最新のバックアップ以降に変更
された全ブロックをバックアップすること。たとえば、累積レベル 2のバックアップでは、
レベル 1とレベル 0のバックアップのどちらが新しいかを RMANが判断し、新しい方の
バックアップ以降に変更された全ブロックをバックアップする。

注注注注意意意意 : 表領域のバックアップをとる間隔が長くなると、（バックアップの
回数が減るため）バックアップ・メディアを占用する時間も長くなり、さ
らにバックアップ・メディアが破損するリスクも大きくなる。
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データ・ブロック（data block）、差分バックアップ（differential backup）、増分バックアッ
プ（incremental backup）、マルチレベル増分バックアップ（multi-level incremental 
backups）も参照。

ロールバック（ロールバック（ロールバック（ロールバック（rolling back ））））

 回復のロールフォワード段階でデータベースに適用される、コミットされていないトランザ
クションを、ロールバック・セグメントを使用して取り消すこと。

回復（recovery）、ロールフォーワード（rolling forward）も参照。

ロールフォーワード（ロールフォーワード（ロールフォーワード（ロールフォーワード（rolling forward ））））

 REDOレコードまたは増分バックアップを、データ・ファイルおよび制御ファイルに適用
して、これらのファイルに加えた変更を回復すること。

回復（recovery）、ロールバック（rolling back）も参照。

ログ順序回復（ログ順序回復（ログ順序回復（ログ順序回復（log sequence recovery ））））

RMANで実行される不完全回復の一種で、指定したログ順序番号まで回復する。

不完全回復（incomplete recovery）も参照。

ログ順序番号（ログ順序番号（ログ順序番号（ログ順序番号（log sequence number ））））

REDOログ・ファイルの REDOレコードのセットを一意的に識別するための番号。あるオ
ンライン REDOログ・ファイルが満杯になって別のオンライン REDOログ・ファイルに切
り替わると、Oracleは新しいファイルにログ順序番号を自動的に割り当てる。たとえば、2
つのオンライン・ログ・ファイルを持つデータベースを作成したとすると、最初のファイル
にはログ順序番号 1が割り当てられる。最初のファイルが満杯になると、Oracleは 2番目の
ファイルに切り替え、ログ順序番号 2を割り当てる。再び最初のファイルに切り替わると、
Oracleはログ順序番号 3を割り当てるというように続く。

ログ・スイッチ（log switch）、REDOログ（redo log）も参照。 

ログ・スイッチ（ログ・スイッチ（ログ・スイッチ（ログ・スイッチ（log switch ））））

LGWRがアクティブな REDOログ・ファイルへの書込みを停止し、使用可能な次の REDO
ログ・ファイルに切り替える時点。LGWRによって切り替えが行われるのは、アクティブな
ログ・ファイルが、REDOレコードで満杯になった場合か、手動で切り替えを強制的に実行
した場合。

ARCHIVELOGモードでデータベースを使用している場合、Oracleは、非アクティブなロ
グ・ファイルの REDOデータを、アーカイブ REDOログにアーカイブする。ログ・スイッ
チが発生し、LGWRが古い REDOデータに上書きを開始しても、アーカイブ REDOログに
はその古いデータが含まれるため、データが失われることはない。NOARCHIVELOGモー
ドで実行している場合、ログ・スイッチの時点で、Oracleは古い REDOデータに対して
アーカイブせずに上書きする。したがって、古い REDOデータはすべて失われる。

REDOログ（redo log）も参照。 
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ログの最後尾（ログの最後尾（ログの最後尾（ログの最後尾（tail of the log ））））

REDOログ・ファイルの中で最も新しい REDOレコード。ユーザーがデータベースに変更
を加えると、最後尾は前に移動していく。最新のチェックポイントは、必ず一時的にログの
最後尾の後に来るので、このことをログの最後尾の後送りと呼ぶ。チェックポイントによっ
てログの最後尾の遅れが大きい場合は、回復の時間が延びる。

論理バックアップ（論理バックアップ（論理バックアップ（論理バックアップ（logical backups ））））

Exportユーティリティが SQLを使用してデータベースのデータを読み込み、このデータを
O/Sレベルのバイナリ・ファイルにエクスポートするバックアップ方法。このデータを再び
データベースにインポートするには、Importユーティリティを使用する。

Exportユーティリティによるバックアップは、RMANバックアップとは次のような点で異
なる。

■ データベースの論理オブジェクトのエクスポートは、論理オブジェクトを含んだファイ
ルとは別個に行われる。

■ 論理バックアップは、別のデータベース、さらに別のプラットフォームへもインポート
できる。RMANバックアップは、データベース間、プラットフォーム間で、移動は不
可能。

物理バックアップ（physical backups）も参照。 
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