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はじめにはじめにはじめにはじめに

このマニュアルでは、Oracleのバックアップとリカバリについて説明します。このガイドで
は、次の場合に必要となる概念と、個々の作業について説明します。

� バックアップとリカバリの内容と仕組みの理解

� オペレーティング・システム（O/S）のコマンドを使用したバックアップ、リストアお
よびリカバリの実行

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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Recovery Managerユーティリティに関する概念、作業および参照資料に
ついては、『Oracle8i Recovery Manager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。

� スタンバイ・データベースの詳細は、『Oracle8i スタンバイ・データベー
ス概要および管理』を参照してください。
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Oracle8iの新機能の新機能の新機能の新機能
この項では Oracle8iの新機能について説明します。

リリースリリースリリースリリース 8.1.6
Oracleリリース 8.1.6には、次のようなデータ破損を防止する多くの改良を加え、より強力
な保護機能を提供します。

� 論理的な破損。データの論理的な破損は、通常ソフトウェアのバグが原因で発生します
が、REDOストリーム内に存在するため修復が困難です。論理的な破損のほとんどは、
ブロック・チェックを有効にして、データ破損の原因となった変更を検出およびロール
バックすることで防止できます。ブロック・チェックは次のように進歩してきました。

– Oracleでは、ロールバック・ブロック、トランザクション・ブロック、セグメン
ト・ヘッダーなど、より多くのブロック・タイプがチェックされます。

– ブロック・チェックでは、システムのオーバーヘッドを増加させることなく、より
効率的にさらに多くのブロックがチェック可能です。

– ブロック・チェックは、DB_BLOCK_CHECKING初期化パラメータの設定にかか
わらず SYSTEM表領域では常にオンになっています。

� メモリー破損。ブロック・チェックをオンにすると、DBWnはディスクへのブロック書
込みの直前にブロック・チェックを実行します。このチェックにより、Oracleで一部の
メモリー破損を捕捉して、破損ブロックを自動的に修復することが可能になります。

� ディスクまたはデータ記憶域が原因で発生する物理データ破損。通常、Oracleではこれ
らの破損はチェックサムを通じて検出します。Oracleリリース 8.1.6は、DB_BLOCK_
CHECKSUMパラメータの設定にかかわらず、SYSTEM表領域では常にチェックサムを
実行します。

Oracleは、制御ファイルまたは REDOログ読取り時のチェックサムに失敗すると、前
のリリースでは読み取れなかった状況でも、別のログまたは同じメンバーからデータを
再読取りします。つまり、Oracleには、データのコピーを取得し、あらゆるデータ破損
を修復する第 2の機会が提供されています。

リリースリリースリリースリリース 8.1.5
リリース 8.1.5では、次のバックアップおよびリカバリ機能が追加されました。

� データベースを停止せず、一時的にデータベース処理を中断したのち再開することがで
きます（4-10ページの「SUSPENDモードにおけるバックアップの作成」を参照）。

� トランスポータブル表領域を使用して表領域の Point-in-Timeリカバリ（TSPITR）を実
行できます（7-25ページの「トランスポータブル表領域を使用した TSPITRの実行」を
参照）。
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� LOG_ARCHIVE_DEST_n（nは 1～ 5までの整数）初期化パラメータにより、最大 5つ
の場所へアーカイブできます（2-21ページの「複数の場所への REDOログのアーカイ
ブ」を参照）。

このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成このマニュアルの構成
このマニュアルは、次の部と章で構成されています。

このドキュメントの変更履歴このドキュメントの変更履歴このドキュメントの変更履歴このドキュメントの変更履歴
リリース 8.1.6のドキュメントでは次の点が新しくなりました。

� リリース 8.1.5ではバックアップとリカバリについての記述はすべて『バックアップおよ
びリカバリ・ガイド』にまとめられていました。リリース 8.1.6では、これらの記述は
それぞれ次のドキュメントに分割されました。

� Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド

� Oracle8i Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス

� Oracle8i スタンバイ・データベース概要および管理

部部部部 / 章章章章 内容内容内容内容

第第第第 1部部部部 バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案

第 1章「バックアップおよびリカバリ」 バックアップおよびリカバリの概念、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リカバリを実行する際の、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リカバリ計画の立案」 バックアップおよびリカバリ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 バックアップおよびリカバリのオペレーティング・システバックアップおよびリカバリのオペレーティング・システバックアップおよびリカバリのオペレーティング・システバックアップおよびリカバリのオペレーティング・システ
ム・コマンドの使用ム・コマンドの使用ム・コマンドの使用ム・コマンドの使用

第 4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 5章「メディア・リカバリの実行」 オペレーティング・システムおよび SQL*Plusのコマンド
を使用して、メディアのリストアおよびリカバリを実行す
るための手順を説明します。

第 6章「メディア・リカバリのシナリオ」 メディア・リカバリ実行の手順を、いくつかの実例を挙げ
て説明します。

第 7章「オペレーティング・システム環境での表領域
の Point-in-Timeリカバリの実行」

表領域の Point-in-Timeリカバリ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。
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対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、オペレーティング・システムのコマンドを使用して Oracleデータベー
ス・システムのバックアップ、リストアおよびリカバリの各操作を管理するデータベース管
理者（DBA）を対象としています。

前提となる知識前提となる知識前提となる知識前提となる知識
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。

表記規則表記規則表記規則表記規則
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

� Recovery Managerの構文図および表記法

� コード例

テキストテキストテキストテキスト
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、その名前を初期化パラメー
タ・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。

イタリックイタリックイタリックイタリック文字文字文字文字
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_*'
副次句を使用すると、backupコマンドにアーカイブ REDOログを指定できます。
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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。

固定幅文字固定幅文字固定幅文字固定幅文字
ファイル名、ディレクトリおよびオペレーティング・システムは固定幅フォントで示しま
す。コード例の前のテキスト中の固定幅文字は、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。

UNIX cpなどのコマンドを使用せずに /oracle/dbs/df1.fのバックアップを実行する場
合は、次のように RMANジョブを実行します。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup datafile '/oracle/dbs/df1.f';
}

Recovery Managerの構文図および表記法の構文図および表記法の構文図および表記法の構文図および表記法
Recovery Managerの構文規則は、『Oracle8i Recovery Manager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。

コード例コード例コード例コード例
SQL、SQL*Plusおよび Recovery Managerのコマンドと構文は、固定幅フォントで示し、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;
}

コマンドラインから 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のコマンドライン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、一般的なドキュメンテーションの提供を指向していま
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
xi



ものではありません。ただし、構文がオペレーティング・システム・レベルでどのように作
用するかを示した説明の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のコマンドライン・インタフェースを実例に使用し、オペレーティング・システムの
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

このマニュアルの使用方法このマニュアルの使用方法このマニュアルの使用方法このマニュアルの使用方法
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
済み 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

  バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案





バックアップおよびリカ
1

バックアップおよびリカバリバックアップおよびリカバリバックアップおよびリカバリバックアップおよびリカバリ

この章では、バックアップおよびリカバリ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リカバリの概念の
詳細は、後の各章で説明します。

この章では、次の項目について説明します。

� バックアップおよびリカバリ

� バックアップおよびリカバリ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

� リカバリ計画の基本の理解
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バックアップおよびリカバリ
バックアップおよびリカバリバックアップおよびリカバリバックアップおよびリカバリバックアップおよびリカバリ
バックアップとは、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を含めることができます。バックアップは、予
期しないデータの消失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、物理バックアップと論理バックアップに分類されます。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オペレーティング・システムのユーティ
リティを使用します。

物理バックアップのリストアとは、Oracleデータベース・サーバーを再設定して使用できる
状態にすることです。リストアされたデータ・ファイルのリカバリとは、REDOレコード
（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)を使用すると、リストアされたデー
タ・ファイルを増分バックアップ（最終バックアップ後に変更されたブロックのみが含まれ
るデータ・ファイルのバックアップ）を使用してリカバリすることもできます。

Oracleでは、インスタンス障害が発生すると自動的にクラッシュ・リカバリおよびインスタ
ンス・リカバリが実行されます。インスタンス・リカバリでは、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ワードする処理
と、コミットしていないトランザクションで行われた変更をすべてオリジナルの状態にロー
ルバックする処理が自動的に行われます。

インスタンス・リカバリに対して、メディア・リカバリではリカバリ・コマンドの発行が必
要です。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。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。

図 1-1に、データベースにおける、バックアップ、リストアおよびメディア・リカバリの基
本原則を示します。
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バックアップおよびリカバリ
図図図図 1-1  データベースのリカバリおよびリストアデータベースのリカバリおよびリストアデータベースのリカバリおよびリストアデータベースのリカバリおよびリストア

一般に、リカバリとは、バックアップのリストア、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。バックアップとリカバリとは、一般に、データベースをデータ
消失から保護し、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。
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バックアップおよびリカバリ
Oracleにおけるデータベース・トランザクションの記録保持の仕組みにおけるデータベース・トランザクションの記録保持の仕組みにおけるデータベース・トランザクションの記録保持の仕組みにおけるデータベース・トランザクションの記録保持の仕組み
バックアップおよびリカバリ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。変更が行われる
たびに、Oracleは REDOログ・バッファの変更値と元の値のレコード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、ディスク上のオンライン REDOログに頻繁に書き込まれま
す。オンライン REDOログには、最低 2つのオンライン REDOログ・ファイルが含まれて
います。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、カレント・ログがいっぱいになると、利用可能な次のファイ
ルに切り替え、最後に元のファイルに戻るといった手順を繰り返します。

Oracleが ARCHIVELOGモードで運用されているかNOARCHIVELOGモードで運用され
ているかにかかわらず、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、非カレ
ントのオンライン REDOログ・ファイルに REDO情報をアーカイブ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リカバリにとって重要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� Recovery Managerの機能の概要は、『Oracle8i Recovery Managerユー
ザーズ・ガイドおよびリファレンス』の第 1章を参照してください。

� バックアップの作成方法は、第 4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」を参照してください。

� SQL*Plusを使用したメディア・リカバリの実行方法は、第 5章「メディ
ア・リカバリの実行」を参照してください。

� インスタンス・リカバリとパフォーマンスのチューニング方法については
『Oracle8i パフォーマンスのための設計およびチューニング』を参照して
ください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 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リカバリの実行時における、構造の管理方法は、第 2
章「データ構造の管理」を参照してください。
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バックアップおよびリカバリ
バックアップおよびリカバリ操作バックアップおよびリカバリ操作バックアップおよびリカバリ操作バックアップおよびリカバリ操作
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コ
ピーです。定期的にデータベースのバックアップを行っている場合は、このバックアップを
使用してメディア・リカバリが実行できます。メディア・リカバリの際に、データベースの
内容の時間を更新する場合は、リストアされたバックアップに REDOレコードまたは増分
のバックアップを適用します。このバックアップが一貫性バックアップであれば、リカバリ
を実行せずにリストアすることもできます。

古いバックアップをリストアした後、一部の REDOデータを適用するのみで、データベー
スを、現行以外の指定した時点または SCNの状態までリカバリすることが可能です。この
ようなタイプのリカバリを、不完全リカバリと呼びます。不完全リカバリを実行した後は、
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・リカバリの概念を、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・ドライブにリストアし、さ
らにアーカイブ REDOログを使用して、データベースを 1時の状態にまでリカバリし、変
更を適用した結果、障害発生前の状態に戻すことができました。

バックアップおよびリカバリの基本計画バックアップおよびリカバリの基本計画バックアップおよびリカバリの基本計画バックアップおよびリカバリの基本計画
バックアップおよびリカバリの操作は、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します。

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
バックアップします。

3. Oracleの多重化機能とオペレーティング・システムのミラー化機能（1-7ページの「制
御ファイル」を参照）を使用して制御ファイルの同時コピーを複数保管します。

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、これらを複数のメ
ディアを安全な場所に保存します。

これらはバックアップおよびリカバリ方法の原理です。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くことで、万一火災でハードウェ
アが完全に破壊されても、元のデータベースを再作成できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムを使用した一貫性バックアップ
の方法は 4-4ページの「一貫性のあるデータベース全体のバックアップの
作成」を、SQL*Plusを使用したメディア・リカバリの実行方法は第 5章
「メディア・リカバリの実行」を参照してください。
バックアップおよびリカバリ 1-5



バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造
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接続を通じて伝播される REDOログにより、自動的な更新
が可能です。

バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造
バックアップおよびリカバリ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リカ
バリ操作に関係する、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
項目を取り上げます。

� 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。

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
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、重要な制御情報が含まれています。データ

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� バックアップおよびリカバリ計画立案の詳細は、第 3章「バックアップお
よびリカバリ計画の立案」を参照してください。

� スタンバイ・データベースの管理方法は、『Oracle8i スタンバイ・データ
ベース概要および管理』を参照してください。

� 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「データ
構造の管理」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle8iのアーキテクチャの全体的な概要は『Oracle8i 概要』
を、これらの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。
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バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造
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、リカバリが必要かどうかを判断します。

データ・ファイルの使用方法データ・ファイルの使用方法データ・ファイルの使用方法データ・ファイルの使用方法
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サーバー・プロセスが
バッファ・キャッシュ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・リカバリ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はカレント・オンライン・ログの REDOデータを適用して変更をリカバリする
必要があるためです。この時間、つまり平均リカバリ時間（MTTR）を最小限にすること
は、バックアップおよびリカバリ計画の重要なポイントです。

制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル
各 Oracleデータベースには、制御ファイルが 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、リカバリ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
ファイルをデータ消失から保護します。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、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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : MTTRチューニング・パラメータの詳細は、『Oracle8i パ
フォーマンスのための設計およびチューニング』を参照してください。
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バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造
制御ファイルの使用方法制御ファイルの使用方法制御ファイルの使用方法制御ファイルの使用方法
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。

制御ファイルには、重要なチェックポイント情報も含まれています。チェックポイントに
は、ブロックに加えられたすべての変更のうちの最も高い SCNが記録され、それ以下の
SCNは DBWnによってディスクに書き込まれます。制御ファイルには、データベースの各
データ・ファイルのヘッダーに含まれたチェックポイント SCNも記録されます。データ・
ファイル・ヘッダーに実際に存在する SCNと、制御ファイルにリストされたデータ・ファ
イル・ヘッダー SCNが異なると、Oracleはメディア・リカバリを実行します。

制御ファイルはデータベース処理に不可欠です。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。

ロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメントロールバック・セグメント
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。

ロールバック・セグメントの使用方法ロールバック・セグメントの使用方法ロールバック・セグメントの使用方法ロールバック・セグメントの使用方法
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。たとえば、DBWnが、コミットされてい
ない変更をデータ・ブロックに書き込み、あるセッションのクエリーが同ブロックにアクセ
スした場合、ロールバック・セグメントが使用されて変更前の値がユーザーに示されます。

データベース・リカバリを行う場合、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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 制御ファイルの多重化およびミラー化の詳細は 2-6ページの
「複数の制御ファイルのメンテナンス」を、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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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リカバリの実行時に重要となるデータ構造
オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
各 Oracleデータベースには、複数のオンライン REDOログ・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を割り当てます。ある
データベース用の REDOログ・ファイル全体が、そのデータベースの REDOログになりま
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はデータ・ファイル・ブロック（新しい値 : 7）とロー
ルバック・セグメント（古い値 : 5）の変更を 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

REDOレコード内の各最小単位の変更を変更ベクトルと呼びます。REDOレコードは、変更
にかかわるすべての変更ベクトルで構成されます。たとえば、表内の複数列の行の値をすべ
て更新すると、REDOレコードが生成され、各更新値に対応する全変更ブロックの変更ベク
トルがその中に組み込まれます。

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。

REDOログ・ファイルの循環使用ログ・ファイルの循環使用ログ・ファイルの循環使用ログ・ファイルの循環使用
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。カレント・オンライン REDOログがいっ
ぱいになると、LGWRは使用できる次のアクティブでない REDOログに書き込みます。
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。いっぱい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、いっぱいのオンライン 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、いっぱいのオンライン 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（SCN））））
システム変更番号とは、コミットされたデータベースのバージョンを一意に識別する内部タ
イムスタンプで、逐次増加します。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
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バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造
数の取得方法があります。SCNはリカバリ時の識別子に使用できます。たとえば、データ
ベースを SCN1030の状態まで不完全リカバリ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。

オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログの使用方法ログの使用方法ログの使用方法ログの使用方法
REDOログはリカバリ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、リス
トア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。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイル
アーカイブ REDOログとは、REDOエントリがいっぱい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リカバリで
きます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� バックアップおよびリカバリ時のオンライン REDOログ管理の詳細は、
2-10ページの「オンライン REDOログの管理」を参照してください。

� バックアップおよびリカバリ時のオンライン REDOログ管理の詳細は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

� REDOログのバックアップの危険性は 3-10ページの「オンライン REDOロ
グのバックアップの回避」を参照してください。

ARCHIVELOG いっぱい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 いっぱい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。
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バックアップおよびリカバリの実行時に重要となるデータ構造
� ホット・バックアップが可能。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。

� リカバリ方法の選択肢が増えます。たとえば、不完全リカバリおよび表領域の
Point-in-Timeリカバリ（TSPITR）が可能です。

� アーカイブ REDOログを格納するには、追加の管理操作の実行が必要です。

� 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です。

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。

� 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で
す。

� 通常、メディア・リカバリは、データベース全体のリストアに限定されます。最後の
データベース全体のバックアップ以降の変更はすべて失われます。

� 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ません。

注意注意注意注意 : NOARCHIVELOGモードで運用中、カレント・オンライン・ロ
グ・ファイルが最後にバックアップをとったままの状態でないとデータ
ベースをリカバリできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アーカイブ REDOログの詳細は 2-14ページの「アーカイブ
REDOログの管理」を、スタンバイ・データベース・オプションの詳細は
『Oracle8i スタンバイ・データベース概要および管理』を参照してくださ
い。
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バックアップ計画の基本の理解
バックアップ計画の基本の理解バックアップ計画の基本の理解バックアップ計画の基本の理解バックアップ計画の基本の理解
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、データ消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

� 選択すべきバックアップ方法

� 一貫性バックアップと非一貫性バックアップの選択

� 冗長性セットについて

� バックアップ方式の選択

� バックアップの回数

バックアップの重要性バックアップの重要性バックアップの重要性バックアップの重要性
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・ファイルを失い、バックアップがないためにリストアも
リカバリ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リストアする
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、リストア
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。

発生しうる障害のタイプ発生しうる障害のタイプ発生しうる障害のタイプ発生しうる障害のタイプ
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。データ消失が発生
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。

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。

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。

ユーザー・エラーまたはアプ
リケーション・エラー

データの消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。
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バックアップ計画の基本の理解
選択すべきバックアップ方法選択すべきバックアップ方法選択すべきバックアップ方法選択すべきバックアップ方法
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。

� データベース全体のバックアップ

� 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。

データベース全体のバックアップデータベース全体のバックアップデータベース全体のバックアップデータベース全体のバックアップ
データベース全体のバックアップには、全データ・ファイルの他制御ファイルのバックアッ
プも含める必要があります。データベース全体のバックアップは、最も一般的なバックアッ
プの形態です。

データベース全体のバックアップでは、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、データベース全体の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（2-17ページの「データベース・アーカイブ・モード
の選択」を参照してください）。

図 1-2に、データベース全体の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。

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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベースに影響を与える最も一般的な障害の詳細は、
3-12ページの「非メディア障害対策の立案」および 3-14ページの「メ
ディア障害対策の立案」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
図図図図 1-2  データベース全体のバックアップのオプションデータベース全体のバックアップのオプションデータベース全体のバックアップのオプションデータベース全体のバックアップのオプション

データベース全体のバックアップは、一貫性のある場合とない場合があります。バックアッ
プの一貫性の有無によって、バックアップのリストア後の REDOログ適用が必要になるか
どうかが決まります。

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
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。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、リストアさ
れた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か、または NORMALモードでオフラインの場合
のみです。これらをリカバリする際には 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 1-3の実例を見てみましょう。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 一貫性バックアップと非一貫性バックアップの違いは 1-23ページの「バッ
クアップの回数」を参照してください。

� オペレーティング・システムの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 4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」を参照してください。

� 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、『Oracle8i Recovery Manager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。
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バックアップ計画の基本の理解
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します。

2. t + 5日に TBS_2のバックアップを作成します。

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をリストアしま
す。

4. t + 15日に表領域 TBS_2を読込み /書込み可能とします。

図図図図 1-3  NOARCHIVELOGモードでの表領域のバックアップモードでの表領域のバックアップモードでの表領域のバックアップモードでの表領域のバックアップ

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・リカバリを必要としません。ただし、t + 15で、この表領域を読込み /書込み両
用とし、続いて t + 5のバックアップのリストアを試行した場合、Oracleでは t + 15以降の
変更について、メディア・リカバリが必要となります。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。

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
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モードの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
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バックアップ計画の基本の理解
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、データベースをリストアで
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
データベースがマウントされている場合は、ALTER DATABASE文で制御ファイルのバイナ
リ・バックアップを行います。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。トレース・ファイルのバックアップには、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。

一貫性バックアップと非一貫性バックアップ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一貫性バックアップと非一貫性バックアップ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
非一貫性バックアップ、一貫性バックアップとも、RMANおよびオペレーティング・シス
テムのコマンドで実行できます。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リストア後にインスタンス・リカバリを
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方法もあります。

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
データベースの一貫性バックアップ、およびデータベースの一部分の一貫性バックアップと
は、同一 SCNにおいて、全読込み /書込みデータ・ファイルと制御ファイルのチェックポ
イント取得が実行されたバックアップのことです。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。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、リストアされたバックアップに一貫性がある
かを確認します。

Oracleは、データベースのチェックポイント時に制御ファイルおよびデータ・ファイルの一
貫性を確保します。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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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、SQLコマンドによる制
御ファイルのバックアップは 4-13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。
1-16 Oracle8iバックアップおよびリカバリ・ガイド



バックアップ計画の基本の理解
域には、変更が加えられておらず、リカバリが必要ないため、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、一貫性のあるデータベース全体のバックアップ
をリストアすれば、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、リストアされたデータ・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・リカバリおよび Oracleによるインスタンス・リカバリを実行せず
にリストアできることを意味します。

一貫性のあるデータベース全体のバックアップをとる唯一の方法は、NORMALオプション
または IMMEDIATEオプションを使用してデータベースを停止し、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・リカバリはオー
プン時に実行する必要があります。

一貫性のあるデータベース全体のバックアップは、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式です。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カレントの状態としたり、カレント以外の時点
の状態にバックアップするには、メディア・リカバリを実行します。カレント制御ファイル
を使用してリカバリを実行する場合、Oracleはデータ・ファイル・ヘッダー内の最も低い
チェックポイント SCNからメディア・リカバリを開始します。バックアップ制御ファイル
を使用する場合は、Oracleは制御ファイル SCNまたはデータ・ファイル・ヘッダー内の最
下位の SCNのいずれか低い方を使用してメディア・リカバリを開始します。

メディア・リカバリ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・リカバリを実行します。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。

警告警告警告警告 : リカバリ処理を行わずにデータベース全体のバックアップをリスリカバリ処理を行わずにデータベース全体のバックアップをリスリカバリ処理を行わずにデータベース全体のバックアップをリスリカバリ処理を行わずにデータベース全体のバックアップをリス
トアするときは、一貫性のあるデータベース全体のバックアップ時に作成トアするときは、一貫性のあるデータベース全体のバックアップ時に作成トアするときは、一貫性のあるデータベース全体のバックアップ時に作成トアするときは、一貫性のあるデータベース全体の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。リカバリ処理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。リカバリ処理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。リカバリ処理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。リカバリ処理
を実行するときに、カレント制御ファイルがある場合、古い制御ファイルを実行するときに、カレント制御ファイルがある場合、古い制御ファイルを実行するときに、カレント制御ファイルがある場合、古い制御ファイルを実行するときに、カレント制御ファイルがある場合、古い制御ファイル
はリストアしないでください。ただし、データベース構造が現在の構造とはリストアしないでください。ただし、データベース構造が現在の構造とはリストアしないでください。ただし、データベース構造が現在の構造とはリストアしないでください。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態にする異なっていたときの状態にする異なっていたときの状態にする異なっていたときの状態にする Point-in-Timeリカバリを実行する場合をリカバリを実行する場合をリカバリを実行する場合をリカバリを実行する場合を
除きます。除きます。除きます。除きます。
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バックアップ計画の基本の理解
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
非一貫性バックアップとは、同一 SCNにおいて、全読込み /書込みデータ・ファイルと制
御ファイルのチェックポイント取得が実行されていないバックアップのことです。たとえ
ば、ある読込み /書込みデータ・ファイルに SCN100が含まれ、別の読込み /書込みデー
タ・ファイルには SCN95が含まれるという場合があります。Oracleは、これらの SCNが一
貫性を持たないかぎり、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ないかぎり、データベースをオープンできません。

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、データベース全体の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、データベース全体のバッ
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、一貫性のないデー
タベース全体の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
が、バックアップをリストア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

注意注意注意注意 : 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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バックアップ計画の基本の理解
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、リカバリに使用で
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、リカバリ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リカバリする必要
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。

アーカイブされていないアーカイブされていないアーカイブされていないアーカイブされていない 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リカバリに必要な 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をカレント・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;
 

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、カレン
ト以外のすべての 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;

アーカイブ・ログおよび制御ファイルのバックアップアーカイブ・ログおよび制御ファイルのバックアップアーカイブ・ログおよび制御ファイルのバックアップアーカイブ・ログおよび制御ファイルのバックアップ  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、同バックアップの開始後に生成さ
れたアーカイブ REDOログをすべてバックアップしてください。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、バックアップのリカバ
リが実行できなくなります。

さらに、ALTER DATABASE文を使用して制御ファイルのバイナリ・バックアップも行って
ください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL文を使用した制御ファイルのバックアップの詳細は、
4-13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。
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バックアップ計画の基本の理解
冗長性セットについて冗長性セットについて冗長性セットについて冗長性セットについて
データベース・ファイルの障害をリカバリする際に必要となるファイル、すなわち、デー
タ・ファイル、制御ファイル、オンライン REDOログをまとめて冗長性セットと呼びます。
バックアップおよびリカバリの大原則は、冗長性セットを含んでいるディスクまたはその他
のメディアは、データ・ファイル、オンライン REDOログおよび制御ファイルを含んでい
るディスクとは別にしておくということです。この方針をとることで、データ・ファイルが
含まれているディスクに障害が発生しても、そのデータ・ファイルをリカバリするのに必要
なバックアップまたは REDOログまでが失われることがなくなります。

バックアップ方式の選択バックアップ方式の選択バックアップ方式の選択バックアップ方式の選択
Oracle8iでは、バックアップ作成の際の基本的な方法を選択することができます。

� 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リカバリ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。

� 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムを使用したオンライン・バック
アップの方法は 4-5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、RMANを使用したバックアップの方法は
『Oracle8i Recovery Manager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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 冗長性セットの詳細およびそのメンテナンス方法は 3-2ペー
ジの「バックアップおよびリカバリの大原則の遵守」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : 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。
1-20 Oracle8iバックアップおよびリカバリ・ガイド



バックアップ計画の基本の理解
これらの方法のバージョン要件およびシステム要件を表 1-1に示します。

 

Recovery Managerバックアップおよびイメージ・コピーの作成バックアップおよびイメージ・コピーの作成バックアップおよびイメージ・コピーの作成バックアップおよびイメージ・コピーの作成
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、リカバリ操
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・コピーをリストアまたはリカバ
リする場合は、RMANを起動する必要はありません。

表表表表 1-1  バックアップ方式の種類と要件バックアップ方式の種類と要件バックアップ方式の種類と要件バックアップ方式の種類と要件

バックアップ方式バックアップ方式バックアップ方式バックアップ方式 型型型型
使用できるバージョ使用できるバージョ使用できるバージョ使用できるバージョ
ンンンン 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）

オペレーティング・システム 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

Enterprise Backup Utility 
(EBU)

物理的 Oracle7のみ メディア・マネージャ

注意注意注意注意 : 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リカバリの
計画全般における、追加ツールと考えてください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Recovery Managerの機能の概要は、『Oracle8i Recovery 
Manager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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANの概要、バックアップおよびコピーの作成方法の詳細
は、『Oracle8i Recovery Manager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。
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バックアップ計画の基本の理解
オペレーティング・システムのバックアップ作成オペレーティング・システムのバックアップ作成オペレーティング・システムのバックアップ作成オペレーティング・システムのバックアップ作成
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。オペレーティング・システムの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。

バックアップによる保護を強化するためのバックアップによる保護を強化するためのバックアップによる保護を強化するためのバックアップによる保護を強化するための Exportユーティリティの使ユーティリティの使ユーティリティの使ユーティリティの使
用方法用方法用方法用方法
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。

各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較
表 1-2に、各バックアップ方法の機能の比較を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムのバックアップの作成方法は、
第 4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」を参
照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

表表表表 1-2  各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較 （２のページ１）（２のページ１）（２のページ１）（２のページ１）

機能機能機能機能 Recovery Manager
オペレーティング・システオペレーティング・システオペレーティング・システオペレーティング・システ
ムムムム Export

クローズ状態のデータベー
スのバックアップ

サポートしています。イン
スタンスをマウントする必
要があります。

サポートしています。 サポートしていません。

オープン状態のデータベー
スのバックアップ

BEGIN/END BACKUP文は
使用しません。

BEGIN/END BACKUP文を
使用します。

一貫性バックアップを生成
するには、RBSが必要とな
る場合があります。

増分バックアップ サポートしています。 サポートしていません。 サポートしていません。
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バックアップ計画の基本の理解
バックアップの回数バックアップの回数バックアップの回数バックアップの回数
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リカバリ時間が長くなる可能性も出てき
ます。

破損ブロックの検出 サポートしています。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。

サポートしていません。 サポートしています。エク
スポート・ログ内で、破損
ブロックを特定します。

バックアップの自動化 サポートしています。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。

サポートしていません。
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。

サポートしています。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 サポートしています。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。

サポートしていません。 サポートしていません。

順次メディアへのバック
アップ

サポートしています。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。

サポートしています。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。

サポートしています。

初期化パラメータ・ファイ
ルおよびパスワード・ファ
イルのバックアップ

サポートしていません。 サポートしています。 サポートしていません。

オペレーティング・システ
ムに依存しないスクリプト

サポートしています
（PL/SQLインタフェースを
使用）。

サポートしていません。 サポートしています。

表表表表 1-2  各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較各バックアップ方式の機能の比較 （２のページ２）（２のページ２）（２のページ２）（２のページ２）

機能機能機能機能 Recovery Manager
オペレーティング・システオペレーティング・システオペレーティング・システオペレーティング・システ
ムムムム Export
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リカバリ計画の基本の理解
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。

リカバリ計画の基本の理解リカバリ計画の基本の理解リカバリ計画の基本の理解リカバリ計画の基本の理解
メディア・リカバリの基本的な要素は、物理バックアップのリストアと、データベースの変
更によるその更新の 2つです。リカバリ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。

リカバリ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。

� メディア・リカバリ

� リカバリ方法の選択

メディア・リカバリメディア・リカバリメディア・リカバリメディア・リカバリ
メディア・リカバリとは、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、リストアされたデータ・ファイルをカレント状態、あるいは指定された
時間の状態にまでリカバリすることです。メディア・リカバリでリストアできるのは、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、リストアされたバック
アップを使用します。

この項では次の項目を取り上げます。

� 完全リカバリ

� 不完全リカバリ

� RESETLOGSオプションによるデータベースのオープン

完全リカバリ完全リカバリ完全リカバリ完全リカバリ
完全リカバリとは、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せて使用し、できるだけカレントに近
い状態に更新することです。これを完全リカバリと呼ぶのは、REDO変更のすべてを Oracle
が適用するためです。通常、メディア・リカバリは、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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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「バックアップおよびリカバリ計画の立案」を参照してください。
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リカバリ計画の基本の理解
完全リカバリの要件完全リカバリの要件完全リカバリの要件完全リカバリの要件  完全リカバリは、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リカバリを実行する場合は、次の手順に従いま
す。

� データベースをマウントします。

� リカバリするデータ・ファイルがすべてオンラインになっているか確認します。

� データベース全体のバックアップ、またはリカバリするファイルのバックアップをリス
トアします。

� 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します。

表領域またはデータ・ファイルの完全リカバリを実行する場合は、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、リカバリする表領域またはデータ・ファイル
をオフラインにします。

� リカバリするデータ・ファイルのバックアップをリストアします。

� 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します。

不完全リカバリ不完全リカバリ不完全リカバリ不完全リカバリ
不完全リカバリとは、バックアップを使用して、データベースの非カレント・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レコードを
すべて適用するわけではありません。通常、不完全リカバリ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場
合。

� 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消失した場
合。

� アーカイブ REDOログが見つからず完全リカバリが実行できない場合。

� カレント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
ベースをオープンする必要がある場合。

不完全メディア・リカバリを実行するには、リカバリする時点よりも前に作成したバック
アップのデータ・ファイルをすべてリストアする必要があります。さらに、リカバリの完了
後 RESETLOGSオプションでデータベースをオープンする必要があります。RESETLOGS処
理により、そのデータベースの新規インカネーション、つまり、新規ストリームのログ順序
番号が付けられたデータベースが作成されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムを使用した完全メディア・リカ
バリの実行方法は 5-19ページの「完全メディア・リカバリの実行」を、
RMANを使用した完全リカバリの実行方法は『Oracle8i Recovery 
Manager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。
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リカバリ計画の基本の理解
表領域の表領域の表領域の表領域の Point-in-Timeリカバリリカバリリカバリリカバリ  表領域の Point-in-Timeリカバリ（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リカバリすること
ができます。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リカバリする場合。

� 論理的に壊れた表をリカバリさせる場合。

� 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文からリカバリする場合。

� 独立した 1つのスキーマを残りの論理データベースとは異なる時点にリカバリさせる場
合（1つの物理データベースの別々の表領域に独立した複数のスキーマがある場合）。

� 大規模なデータベース環境（VLDB）で、データベース全体をバックアップからリスト
アして、データベースの完全なロールフォワードを実行するのではなく、表領域単位で
リストアする場合（7-4ページの「表領域の Point-in-Timeリカバリの計画」を参照して
方針を決定してください）。

メディア・リカバリ・オプションメディア・リカバリ・オプションメディア・リカバリ・オプションメディア・リカバリ・オプション  データベースを最新の状態に完全リカバリしない場合、
リカバリを終了させる時点を Oracleに指示する必要があります。選択できるリカバリのタ
イプは次のとおりです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : O/S TSPITRの実行方法は第 7章「オペレーティング・シス
テム環境での表領域の Point-in-Timeリカバリの実行」を、RMANを使用
した TSPITRの実行方法は『Oracle8i Recovery Manager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。

リカバリのタイプリカバリのタイプリカバリのタイプリカバリのタイプ 機能機能機能機能

時間ベースのリカバリ 指定された時点の状態にデータをリカバリします。

取消しベースのリカバリ CANCEL文発行時点の状態にリカバリします（Recovery Manager
使用時には使用できません）。

変更ベースのリカバリ 指定された SCNの状態にリカバリします。

ログ順序リカバリ 指定されたログ順序番号の状態にリカバリします（Recovery 
Manager使用時に限って使用できます）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANを使用した不完全リカバリの実行に関しては
『Oracle8i Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
を、SQL*Plusを使用した不完全メディア・リカバリの実行に関しては
5-24ページの「不完全メディア・リカバリの実行」を参照してください。
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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
不完全リカバリを実行する場合、またはバックアップの制御ファイルを使用して完全リカバ
リおよび不完全リカバリを実行する場合は、必ずオンライン REDOログをリセットしてか
らデータベースをオープンしてください。リセットされたデータベースの新しいバージョン
を、新規インカネーションと呼びます。RESETLOGSの実行後に古いインカネーションで生
成されたアーカイブ REDOログは、新規インカネーションではすべて無効になります。

リカバリ方法の選択リカバリ方法の選択リカバリ方法の選択リカバリ方法の選択
物理ファイル・リカバリの基本的な方法は 2つあります。次のいずれかを選択できます。

� RMANユーティリティを使用してリストアまたはリカバリを自動化する方法。

� 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バックアップをリストアし、
SQL/SQL*Plus文を実行してデータベースを手動でリカバリする方法。

いずれの方法を選択しても、データベース、表領域またはデータ・ファイルのリカバリは可
能です。メディア・リカバリを実行する前に、どのデータ・ファイルをリカバリするか決定
する必要があります。多くの場合、修正済みのビュー V$RECOVER_FILEを使用します。

SQL*Plusによるリカバリによるリカバリによるリカバリによるリカバリ
RMANを使用しない場合は次の基本ステップに従います。

1. メディア障害が原因で永続的な破損が生じたファイルのバックアップをリストアしま
す。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、リカバリ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リストアできない場合は、別の場所を選択し、制御ファ
イルでその場所を変更します。

2. 必要なアーカイブ REDOログ・ファイルをリストアします。

3. SQL*Plusユーティリティを使用してファイルのリストアおよびリカバリを行います。
実行可能なものを次に示します。

� SQL*Plus RECOVER文（推奨）

� SQLの ALTER DATABASE RECOVER文

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RESETLOGSモードでデータベースを再起動する方法は、
5-31ページの「メディア・リカバリ後のデータベースのオープン」を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システムによるリカバリの実行方法は第 5
章「メディア・リカバリの実行」を、RMANによるリカバリの実行方法
は『Oracle8i Recovery Manager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。
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RMANによるリカバリによるリカバリによるリカバリによるリカバリ
RMANの基本的なリカバリ・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、カレントの場所か新しい
場所にリストアする場合は、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・セットもリストアできます。RMANの recoverコマンドを使用してメディ
ア・リカバリを実行し、増分バックアップを適用します。バックアップ、そしてコピーのリ
カバリおよびリストアの操作は、RMANを使用すると完全に自動化されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RECOVER文の詳細は、『Oracle8i 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。
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データ構造の
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データ構造の管理データ構造の管理データ構造の管理データ構造の管理

この章では、バックアップおよびリカバリの成功の鍵となる、データベース構造の管理方法
を説明します。ここでは次の項目を取り上げます。

� バックアップおよびリカバリ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

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 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ドキュメン
ト・セットの『Oracle8i Parallel Server概要』、『Oracle8i Parallel Server
セットアップおよび構成ガイド』、『Oracle8i Parallel Server管理、配置お
よびパフォーマンス』を参照してください。
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バックアップおよびリカバリのデータ構造の概要
バックアップおよびリカバリのデータ構造の概要バックアップおよびリカバリのデータ構造の概要バックアップおよびリカバリのデータ構造の概要バックアップおよびリカバリのデータ構造の概要
バックアップおよびリカバリ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様々に予測し、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す
ればよいのでしょうか。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リカバリ計
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、消失したデータのリカバリが不可能
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。

� オペレーティング・システム・レベルまたはハードウェア・レベルで、データ・ファイ
ルをミラー化します。

� Oracleの多重化機能とオペレーティング・システムのミラー化機能のいずれか一方、ま
たは両方を同時に使用して少なくとも 2つのカレント制御ファイルを別々のディスクに
保存します。オペレーティング・システム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リカバリが可能
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
ナンスします。グループのメンバーは、それぞれ別のディスク、別のディスク・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しま
す。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。

注意注意注意注意 : 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
制御ファイルの管理制御ファイルの管理制御ファイルの管理制御ファイルの管理
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、リカバリも困難になります。

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デー
タベース・サーバーのみであり、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リカバリ時に重要な理由は、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）を識別します。

� 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
を記録します。

� アーカイブ REDOログの名前と場所を記録します。

� データベースを同期化する際に必要となる、全データベース・ファイルのチェックポイ
ントおよびログ順序番号を格納します。

� Recovery Managerバックアップの情報を格納します（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
ておく必要があります。

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リカバリ
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制御ファイルの管理
制御ファイル情報の表示制御ファイル情報の表示制御ファイル情報の表示制御ファイル情報の表示
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

次の文を使用すると、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 

ビュービュービュービュー 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します。

V$DATABASE 制御ファイルがカレントのものかバックアップか、また、いつ作成
されたかを示します。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.

構造変更後の制御ファイルのバックアップ構造変更後の制御ファイルのバックアップ構造変更後の制御ファイルのバックアップ構造変更後の制御ファイルのバックアップ
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。

� データベースをリカバリ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、次に示した文のうち、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

制御ファイルのバックアップ方法は、4-13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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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複数の制御ファイルのメンテナンス複数の制御ファイルのメンテナンス複数の制御ファイルのメンテナンス複数の制御ファイルのメンテナンス
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、オペレーティング・システム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。オラクル社は、制御ファイルの多重化とミラー化の両方を
行うことをお薦めします。

オペレーティング・システム・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。オペレーティング・システムのミラー化は、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の多重化機能を使
用した場合、ミラー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、
再起動します。

� 正常な制御ファイルを新しい場所にコピーし、初期化パラメータ・ファイルの
CONTROL_FILESパラメータを適宜編集します。

オペレーティング・システム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。

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・リカバリが必要になります。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、リカバリ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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 制御ファイルの管理の詳細は『Oracle8i 管理者ガイド』を、
トレース・ファイル編集の実例は 4-14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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図図図図 2-1  制御ファイルの多重化およびミラー化制御ファイルの多重化およびミラー化制御ファイルの多重化およびミラー化制御ファイルの多重化およびミラー化

制御ファイルの多重化制御ファイルの多重化制御ファイルの多重化制御ファイルの多重化
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、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カレント制御ファイル
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・リカバリ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。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ーヘッド増加は、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。
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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ます。

� CONTROL_FILESのパラメータに記述された最初のファイルが、データベース運用中に
Oracleデータベース・サーバーが読み取る唯一のファイルになります。

� 1つでも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します。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、初期化パラメータ・ファイルを編集しま
す。

制御ファイルのミラー化制御ファイルのミラー化制御ファイルのミラー化制御ファイルのミラー化
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、オペレーティング・システム
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。

Oracle社は、制御ファイルのコピーを少なくとも 2つ作成して多重化し、これらをミラー化
ディスクに保管することをお薦めします。このようにすることで、単独障害の透過的なリカ
バリと、二重障害の場合の制御ファイル・データの迅速なリカバリが可能です。

制御ファイルの消失からのリカバリ制御ファイルの消失からのリカバリ制御ファイルの消失からのリカバリ制御ファイルの消失からのリカバリ
制御ファイルのリカバリ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場合。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くことで、これを回避でき
る可能性が高くなります。

� データベースの名前を変更した場合。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。

注意注意注意注意 : 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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制御ファイルのカレント・コピーを使用した制御ファイルの破損のリカバリ制御ファイルのカレント・コピーを使用した制御ファイルの破損のリカバリ制御ファイルのカレント・コピーを使用した制御ファイルの破損のリカバリ制御ファイルのカレント・コピーを使用した制御ファイルの破損のリカバリ  

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、さらに多重化さ
れたカレント・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、オペレーティング・システムの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します。

% 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します。

SQL> STARTUP MOUNT

制御ファイルのカレント・コピーを使用した永続的なメディア障害のリカバリ制御ファイルのカレント・コピーを使用した永続的なメディア障害のリカバリ制御ファイルのカレント・コピーを使用した永続的なメディア障害のリカバリ制御ファイルのカレント・コピーを使用した永続的なメディア障害のリカバリ  

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カレン
ト・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、オペレーティング・システムのコマンドを使用して、制御
ファイルのカレント・コピーを新規のアクセス可能な場所にコピーします。

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

2. 初期化パラメータ・ファイルの 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ます。

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します。

SQL> STARTUP MOUNT
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オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログの管理ログの管理ログの管理ログの管理
リカバリ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ログです。オンライ
ン 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、専用のオンライン REDOログ・グループがあります。
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つの
みです。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。

 

警告警告警告警告 : カレント・オンライン・ログはバックアップしないでください。カレント・オンライン・ログはバックアップしないでください。カレント・オンライン・ログはバックアップしないでください。カレント・オンライン・ログはバックアップしないでください。
カレント・オンライン・ログのバックアップをリストアすると、このバッカレント・オンライン・ログのバックアップをリストアすると、このバッカレント・オンライン・ログのバックアップをリストアすると、このバッカレント・オンライン・ログのバックアップをリストアすると、このバッ
クアップがクアップがクアップがクアップが 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スレッドにスレッドにスレッドにスレッドに
追加の追加の追加の追加の 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・コピーログ・コピーログ・コピーログ・コピー
を使用してリカバリを実行しようとすると、リカバリ処理中にを使用してリカバリを実行しようとすると、リカバリ処理中にを使用してリカバリを実行しようとすると、リカバリ処理中にを使用してリカバリを実行しようとすると、リカバリ処理中に REDOスススス
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
スが破損するおそれがあります。スが破損するおそれがあります。スが破損するおそれがあります。スが破損するおそれがあります。

注意注意注意注意 : 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ドキュメント・セットの『Oracle8i Parallel 
Server概要』、『Oracle8i Parallel Serverセットアップおよび構成ガイド』、
『Oracle8i Parallel Server管理、配置およびパフォーマンス』を参照してく
ださい。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オンライン REDOログの概説は『Oracle8i 概要』を、オンラ
イン REDOログの管理の詳細は『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
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オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログ情報の表示ログ情報の表示ログ情報の表示ログ情報の表示
次に示すデータ・ディクショナリ・ビューには、オンライン REDOログに関する役立つ情
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#, sequence#, status, archived FROM v$log;

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

リカバリ時に不可欠となる可能性のある状態情報を表 2-1に示します。

ビュービュービュービュー 説明説明説明説明

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します。

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
します。

表表表表 2-1  V$LOGのののの STATUS列列列列

状態状態状態状態 説明説明説明説明

UNUSED 該当するオンライン REDOログは書き込まれていません。

CURRENT これがカレント REDOログで、アクティブになっています。この
REDOログはオープン状態にもクローズ状態にもできます。

ACTIVE このログはアクティブであるためインスタンス・リカバリ時に必要
です。ただしカレント・ログではありません。ブロック・リカバリ
で使用中の場合がありますが、アーカイブする場合としない場合が
あります。

CLEARING このログは、ALTER DATABASE CLEAR LOGFILEコマンドによ
り、空のログとして再作成中です。消去されると、このログの状態
は UNUSEDに変わります。

CLEARING_CURRENT クローズ状態のスレッドからカレント・ログを消去中です。新規ロ
グ・ヘッダー書込みの I/Oエラーなど、一部の障害がスイッチ時に
発生すると、ログの状態が変更されない場合があります。
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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.

オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログ・ファイルの多重化ログ・ファイルの多重化ログ・ファイルの多重化ログ・ファイルの多重化
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
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ログをオペレーティング・
システム・レベルでミラー化する方法をとることもできますが、この場合はオペレーティン
グ・システムまたはハードウェアに起因する破損が発生する危険があります。多くの場合、
オンライン・ログを多重化する方法が最も適切です。

オンライン REDOログは、多重化して別々の物理ディスクか、可能であれば別々のファイ
ル・システムに保管することをお薦めします。保管するファイル・システムまたはディス
ク・サブシステムがミラー化をサポートしていれば、この処理によって冗長性がレベルアッ
プします。オンライン REDOログはリカバリ・データのソースです。オンライン・ログの
コピーがすべて失われると、コミット済のトランザクション・データも失われる可能性があ
ります。

INACTIVE このログはインスタンス・リカバリには必要ありません。メディ
ア・リカバリで使用可能ですが、アーカイブは可能な場合とそうで
ない場合があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

警告警告警告警告 : REDOログ・ファイルは多重化しておくか、またはオペレーティログ・ファイルは多重化しておくか、またはオペレーティログ・ファイルは多重化しておくか、またはオペレーティログ・ファイルは多重化しておくか、またはオペレーティ
ング・システム・レベルでミラー化しておくことをお薦めします。リカバング・システム・レベルでミラー化しておくことをお薦めします。リカバング・システム・レベルでミラー化しておくことをお薦めします。リカバング・システム・レベルでミラー化しておくことをお薦めします。リカバ
リが必要な場合にリが必要な場合にリが必要な場合にリが必要な場合に REDOデータが失われていると、問題が発生する可能データが失われていると、問題が発生する可能データが失われていると、問題が発生する可能データが失われていると、問題が発生する可能
性があります。性があります。性があります。性があります。

表表表表 2-1  V$LOGのののの STATUS列列列列

状態状態状態状態 説明説明説明説明
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図図図図 2-2  多重オンライン多重オンライン多重オンライン多重オンライン REDOログ・ファイルログ・ファイルログ・ファイルログ・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のメンバーになっています。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。

オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログの障害に対する処置ログの障害に対する処置ログの障害に対する処置ログの障害に対する処置
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のマークを付け、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。
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アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログの管理ログの管理ログの管理ログの管理
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
ログのいっぱいになったグループ（アーカイブ REDOログ）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。

アーカイブ・ログは次のような場合に使用します。

� データベースのリカバリ

� スタンバイ・データベースの更新

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場
合。

通常どおりに書込みが行われます。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場合。

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します。

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
い場合。

Oracleはエラーを戻し、データベース・インスタンスが
停止します。この場合、失われたオンライン REDOロ
グ・ファイルをリカバリするために、データベースのメ
ディア・リカバリ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場合。

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・リカバリの必
要はありません。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
るときに、アーカイブされていない
REDOログを削除する場合。

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
にします。

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場合。

Oracleはエラーを戻し、データベース・インスタンスが
即時停止します。

この場合、メディア・リカバリ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・リカバリは
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・リカバリを行わせるだ
けで済みます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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� データベースの履歴に関する情報の LogMinerユーティリティによる取得

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、同じ内容でかついっぱい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設定されていると、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、上書きもできません。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。カレント・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
するのが最良の方法です。

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リカバリできます。

この項では次の項目を取り上げます。

� アーカイブ REDOログ情報の表示

� データベース・アーカイブ・モードの選択

� アーカイブ・モードの設定

� 複数の場所への REDOログのアーカイブ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アーカイブ REDOログ管理の手順の詳細と、LogMiner使用
の手順の詳細は『Oracle8i 管理者ガイド』を、スタンバイ・データベース
の管理方法は『Oracle8i スタンバイ・データベース概要および管理』を参
照してください。
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アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログ情報の表示ログ情報の表示ログ情報の表示ログ情報の表示
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ログに関する役立つ情
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

カレント・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

ビュービュービュービュー 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します。

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

V$ARCHIVE_DEST カレント・インスタンス、全アーカイブ先の宛先、カレント値、
モードおよびそれらの状態が記述されます。

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ます。

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
歴情報が記述されます。
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Next log sequence to archive             31
Current log sequence number              33

この表示から、カレント・インスタンスのアーカイブ REDOログ設定に関する必要なすべ
ての情報が取得できます。

� 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）

� いっぱい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

� いっぱい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

� カレント・オンライン REDOログ・グループのログ順序番号は 33

アーカイブの必要な次のログ順序番号以上カレント・ログ順序番号未満の順序番号が付けら
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する必
要があることを示しています。

データベース・アーカイブ・モードの選択データベース・アーカイブ・モードの選択データベース・アーカイブ・モードの選択データベース・アーカイブ・モードの選択
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モードでのデータベースの運用モードでのデータベースの運用モードでのデータベースの運用モードでのデータベースの運用
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、いっぱい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、いっぱ
い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。

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。

� データベースを最新のデータベース全体のバックアップの状態にまで（リカバリではな
く）リストアします。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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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� 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ません。

� データベース全体のバックアップのリストア、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す。一貫
性のないバックアップをリストアできるのは、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ません。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。

ARCHIVELOGモードでのデータベースの運用モードでのデータベースの運用モードでのデータベースの運用モードでのデータベースの運用
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、いっぱい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。いっぱい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。

アーカイブの基本的な原理を図 2-3に示します。LGWRがログに書込みを行うと、ARCnが
これをアーカイブします。新規書込みにはそれぞれ新規のログ順序番号が割り当てられま
す。したがって、ログ順序番号は 1ずつ増加します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-4ページの「NOARCHIVELOGデータベースのバックアッ
プ」
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図図図図 2-3  ARCHIVELOGモードでのオンラインモードでのオンラインモードでのオンラインモードでのオンライン REDOログ・ファイルの使用方法ログ・ファイルの使用方法ログ・ファイルの使用方法ログ・ファイルの使用方法

いっぱい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・バックアップを、すべての（可能であればバックアップを済ませた）
アーカイブ・ログとカレント・オンライン REDOログで補完することによって、コ
ミットされたトランザクションをすべてリカバリできる。

� 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リカバリできる。

� 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、オフラインの表領域をリカバリできる。

� 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
し、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。
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アーカイブ・モードの設定アーカイブ・モードの設定アーカイブ・モードの設定アーカイブ・モードの設定
データベースのアーカイブ・モードを NOARCHIVELOGまたは ARCHIVELOGモードに切
り替えるには、SQL文 ALTER DATABASEを使用して ARCHIVELOGまたは
NOARCHIVELOGオプションを指定します。データベースのアーカイブ・モードを
NOARCHIVELOGから ARCHIVELOGに切り替えるには次の文を使用します。

ALTER DATABASE ARCHIVELOG;

データベースのアーカイブ・モードを切り替える前に、次の操作を実行します。

1. データベース・インスタンスを停止します。

2. データベースをバックアップします。

3. インスタンスを再起動し、データベースをオープンせずマウントします。

4. ALTER DATABASE ARCHIVELOGまたは ALTER DATABASE NOARCHIVELOGを
発行してデータベースのアーカイブ・モードを切り替えます。

自動アーカイブの有効化自動アーカイブの有効化自動アーカイブの有効化自動アーカイブの有効化
いっぱいになったグループの自動アーカイブを有効にするには、データベースのパラメー
タ・ファイルに初期化パラメータ、LOG_ARCHIVE_STARTパラメータを記述し、これを
TRUEに設定します。

LOG_ARCHIVE_START=TRUE

新しい値は、次にデータベースを起動したときに有効になります。

いっぱいになったオンライン REDOログ・グループの自動アーカイブを有効にし、かつカ
レント・インスタンスを停止しないようにするには、SQL文 ALTER SYSTEMを使用して
ARCHIVE LOG STARTパラメータを指定します。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START;

ALTER SYSTEMの方法を使用した場合は、インスタンスの停止および再起動を行わずに自
動アーカイブを有効にできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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、スタンバイ・データベースの管理リカ
バリ・オプションの詳細は『Oracle8i スタンバイ・データベース概要およ
び管理』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : アーカイブ・モードの変更と自動アーカイブの有効化の手順
の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。
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複数の場所への複数の場所への複数の場所への複数の場所への REDOログのアーカイブログのアーカイブログのアーカイブログのアーカイブ
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                       （この nは 1から 5までの整数）

� 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。

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パラメータを編集し、1～ 5つの宛先を指定します。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パラメータを編集します。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）を使用すると、番号の左側に 0の埋込みが可能です。たとえば、次の
ように入力します。

LOG_ARCHIVE_FORMAT = arch%t_%s.arc

注意注意注意注意 : アーカイブ・ログをオペレーティング・システム・レベルでミ
ラー化することもできます。
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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停止します。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します。たとえば、次のよう
に入力します。

STARTUP

LOG_ARCHIVE_DESTおよびおよびおよびおよびLOG_ARCHIVE_DUPLEX_DESTでのアーカイブの宛先の設定方法でのアーカイブの宛先の設定方法でのアーカイブの宛先の設定方法でのアーカイブの宛先の設定方法  

1. 初期化パラメータ・ファイルを編集し、LOG_ARCHIVE_DESTおよび LOG_
ARCHIVE_DUPLEX_DESTパラメータに宛先を指定します。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'

2. LOG_ARCHIVE_FORMATパラメータを編集します。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）を使用すると、番号の左側に 0の埋込みが可能です。データベースが
オープンしていれば、ALTER SYSTEM文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します。た
とえば、次のように入力します。

SHUTDOWN IMMEDIATE
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4. データベースをマウントまたはオープンして初期化パラメータ・ファイルの設定を有効
にします。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できます。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かどうかを確認できます。

� アーカイブ先をローカル・ディスクにするか、またはローカル、リモートのスタンバ
イ・データベース・サイトにするかを選択できます。

� 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できます。

� 失敗した宛先に対する ARCnの再アーカイブの試行間隔を指定できます。

� 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
操作をパラレル化できます。

� LogMinerユーティリティを使用して、オンラインおよびアーカイブ REDOログの内容
を分析できます。
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バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案バックアップおよびリカバリ計画の立案

この章では、効果的なバックアップおよびリカバリ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。ここでは次の項目を取り上げます。

� バックアップ計画の立案

� リカバリ計画の立案
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バックアップ計画の立案バックアップ計画の立案バックアップ計画の立案バックアップ計画の立案
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、リカバリ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。

� バックアップおよびリカバリの大原則の遵守

� データベース・アーカイブ・モードの選択

� 制御ファイル、オンライン REDOログおよびアーカイブ REDOログの多重化

� 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バックアップ

� リカバリ不能な操作の後のバックアップ

� RESETLOGSオプションを指定してオープンした後のデータベース全体のバックアップ

� 古いバックアップのアーカイブ

� 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の回避

バックアップおよびリカバリの大原則の遵守バックアップおよびリカバリの大原則の遵守バックアップおよびリカバリの大原則の遵守バックアップおよびリカバリの大原則の遵守
Oracleデータベース・ファイルの障害をリカバリする際に必要なファイルである、データ・
ファイル、制御ファイル、オンライン REDOログをまとめて冗長性セットと呼びます。冗
長性セットに含まれるものは次のとおりです。

� 全データベース・ファイルの最新バックアップ

� 最終バックアップ後に生成された全アーカイブ REDOログ

� Oracleの多重化機能とオペレーティング・システムのミラー化機能のいずれか、または
その両方で生成したオンライン REDOログ・ファイルの複製

� Oracleの多重化機能とオペレーティング・システムのミラー化機能のいずれか、または
その両方で生成したカレント制御ファイルの複製
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� 初期化パラメータ・ファイル、tnsnames.oraおよび listener.oraなどの構成ファ
イル

バックアップおよびリカバリには次の大原則があります。冗長性セットを含んでいるディス
クまたはその他のメディアは、データ・ファイル、オンライン REDOログおよび制御ファ
イルを含んでいるディスクとは別に保管します。この方針をとることで、データ・ファイル
が含まれているディスクに障害が発生しても、そのデータ・ファイルをリカバリするのに必
要なバックアップまたは REDOログまでが失われることがなくなります。最小限の実働レ
ベルのデータベースでも少なくとも 2つディスク・ドライブが必要になります。一方は冗長
性セットのファイル保存に、もう一方はメインのデータベース・ファイルを保存するのに使
用します。

冗長性セットとプライマリ・ファイルは、必ず別々のボリューム、ファイル・システム、
RAIDデバイスなどに保管してください。これらのシステムの信頼性は高くても、障害が発
生する可能性はあります。冗長性セットを別に保管しておくと、コミットされたトランザク
ションを失うことなく障害からのリカバリが可能になります。

どの点から見た場合でも、大原則に則っているシステムをインプリメントしてください。次
のガイドラインの採用をお薦めします。

� オンライン REDOログ・ファイルおよびカレント制御ファイルの多重化は、オペレー
ティング・システム・レベルまたはハードウェア・レベルのみではなく、Oracleレベル
で行います。Oracleレベルで多重化すると、I/O障害や書込みの消失などが発生して
も、コピーのいずれか 1つが破損するのみです。

� オペレーティング・システムまたはハードウェアのミラー化機能は、少なくとも制御
ファイルには使用してください。制御ファイルの多重化が完全にサポートされていませ
ん。制御ファイルの多重化コピーの 1つに障害が発生すると、Oracleが停止します。

� 単純なディスク障害にメディア・リカバリを適用することを避けるため、プライマリ・
データベースではオペレーティング・システムまたはハードウェアのミラー化機能の使
用を推奨します。

� 最新のバックアップを含む冗長性セット全体のコピーを、1つ以上のハードディスクに
保存してください。

ミラーの分割によって生成した冗長性セットのコピーは、プライマリ・ファイルと冗長
性セット /コピーの両方のミラー化サブシステムに依存するため、オペレーティング・
システムのコマンドまたは RMANコマンドを使用して生成したバックアップほど完全
ではありません。テープ上の最新バックアップなどの、実際の最新ファイル・バック
アップが冗長性セット・コピーです。アーカイブ REDOログは、このコピーから開始
するようにしてください。

� データベースを RAIDデバイスに格納する場合は、その RAIDデバイスとは別のデバイ
スに冗長性セットを保存してください。
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データベース・アーカイブ・モードの選択データベース・アーカイブ・モードの選択データベース・アーカイブ・モードの選択データベース・アーカイブ・モードの選択
Oracleデータベースを作成するにあたり、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かを失ってもかまいませんかを失ってもかまいませんかを失ってもかまいませんか ?　　　　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。

� 過去のある時点へのリカバリが必要となる可能性がありますか過去のある時点へのリカバリが必要となる可能性がありますか過去のある時点へのリカバリが必要となる可能性がありますか過去のある時点へのリカバリが必要となる可能性がありますか ?　データベースへの
誤った変更を修正するために、不完全リカバリを実行する場合は、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
リカバリを補完します。

� 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か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 ?　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、データベース全体の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、使用するモードを決定した後、それぞれのガイドラインに従ってくだ
さい。

� NOARCHIVELOGデータベースのバックアップ

� ARCHIVELOGデータベースのバックアップ

NOARCHIVELOGデータベースのバックアップデータベースのバックアップデータベースのバックアップデータベースのバックアップ
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、いっぱい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
イドラインを使用してください。

� 失ってもよい作業量に応じて、データベース全体の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、一貫性のあるデータベース全体の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、一貫性のあるデータベース全体の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データベース全体のバックアップをとってください。これ
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により、データベース全体のバックアップに、データベースの新しい構造が完全に反映
されます。

ARCHIVELOGデータベースのバックアップデータベースのバックアップデータベースのバックアップデータベースのバックアップ
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
（または指定した過去のある時点）までを完全にリカバリ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、データベース全体のバックアップを実行します。この最初
のデータベース全体のバックアップには、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ちます。その後は、データベース全体のバックアップは
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します。これにより、最初にとったデータベース全体の
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、データベースのリカバリ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・ファイルのリストアに使用するデータ・ファイルのバック
アップが最新であればあるほど、リストア後のデータ・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する必要のある 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・ファイルのリカバリには、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。リストアされたデータ・ファイル

注意注意注意注意 : データベース全体の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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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ります。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。

制御ファイル、オンライン制御ファイル、オンライン制御ファイル、オンライン制御ファイル、オンライン REDOログおよびアーカイブログおよびアーカイブログおよびアーカイブログおよびアーカイブ REDOログの多重化ログの多重化ログの多重化ログの多重化
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
びリカバリ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、リカバリ不能なデータ消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つ保管しておきます。Oracleでこれらのコピーを多重化することも、使
用中のオペレーティング・システム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します。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・リカバリを実行する場合
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します。可能であれ
ば、異なるメディアに保管します。

頻繁で定期的なバックアップの実行頻繁で定期的なバックアップの実行頻繁で定期的なバックアップの実行頻繁で定期的なバックアップの実行
リカバリ計画においては、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またはオペレーティング・
システムの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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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リカ
バリ計画の詳細は第 2章「データ構造の管理」を、Oracleの全データ構造
の概要は『Oracle8i 概要』を参照してください。
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構造変更時のバックアップの実行構造変更時のバックアップの実行構造変更時のバックアップの実行構造変更時のバックアップの実行
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。

使用回数の多い表領域のバックアップ使用回数の多い表領域のバックアップ使用回数の多い表領域のバックアップ使用回数の多い表領域のバックアップ
バックアップ計画を強固なものにするためには、データベース全体の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
分よりも頻繁に使用する場合には、このオプションが便利です。

データベースの中の広範囲に使用されるデータ・ファイルは、頻繁にバックアップをとって
おくとリカバリ時間が短くて済みます。たとえば、データベース全体の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、リカバリ時に多大な量の 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、リストアしたファイ
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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 格納スクリプトの作成、削除、置換および表示の詳細は、
『Oracle8i Recovery Manager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。

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します
（BACKUP CONTROLFILEオプションを指定した上で ALTER 

DATABASEコマンドを使用します）。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、一貫性のあるデータベース全体のバック
アップを作成します。
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リカバリ不能な操作の後のバックアップリカバリ不能な操作の後のバックアップリカバリ不能な操作の後のバックアップリカバリ不能な操作の後のバックアップ
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ってください。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リカバリすることができなくなります。

RESETLOGSオプションを指定してオープンした後のデータベース全体のオプションを指定してオープンした後のデータベース全体のオプションを指定してオープンした後のデータベース全体のオプションを指定してオープンした後のデータベース全体の
バックアップバックアップバックアップバックアップ

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
発生した場合に、データベースをオープンした後に行った変更がすべて失われます。

古いバックアップのアーカイブ古いバックアップのアーカイブ古いバックアップのアーカイブ古いバックアップのアーカイブ
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リカバリを実行する場合に
は、古いバックアップが必要となるため。

� 最新のバックアップが破損したため。

過去のある時点までリカバリ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日の状態にリカバリ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。

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
一貫性のあるデータベース全体のバックアップであることが必要です。このバックアップで
は、メディア・リカバリは実行できません。ARCHIVELOGモードで運用されているデータ
ベースの場合は、データベース全体のバックアップは次のようになります。

注意注意注意注意 : 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : CREATE TABLE ... AS SELECT文および CREATE INDEX文
の UNRECOVERABLEオプションの詳細は、『Oracle8i SQL リファレン
ス』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RESETLOGS操作の詳細は 5-31ページの「RESETLOGS操作
について」を、RESETLOGS前のバックアップがリカバリできる特殊な状
況は 5-36ページの「RESETLOGS以前のバックアップのリカバリ」を参照
してください。
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� リカバリに REDOが使用できるため、一貫性を持たせる必要がありません。

� 指定したリカバリ時点よりも前に作成する必要があります（制御ファイルに、そのリカ
バリ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リカバリ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ります。

保護を強化するため、カレント・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。

分散データベースにおけるバックアップの制約分散データベースにおけるバックアップの制約分散データベースにおけるバックアップの制約分散データベースにおけるバックアップの制約
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。

警告警告警告警告 : 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リカバリいた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にするリカバリいた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にするリカバリいた場合は、ログがリセットされた時点よりも後の状態にするリカバリ
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
タベースを停止し、一貫性のあるデータベース全体のバックアップをとるタベースを停止し、一貫性のあるデータベース全体のバックアップをとるタベースを停止し、一貫性のあるデータベース全体のバックアップをとるタベースを停止し、一貫性のあるデータベース全体の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、ことが必要となります。このようにすれば、ことが必要となります。このようにすれば、ことが必要となります。このようにすれば、RESETLOGSオプションをオプションをオプションをオプションを
使用した後のデータベース変更についても、リカバリできます。使用した後のデータベース変更についても、リカバリできます。使用した後のデータベース変更についても、リカバリできます。使用した後のデータベース変更についても、リカバリできます。

モードモードモードモード 制約制約制約制約 結論結論結論結論

ARCHIVELOG 正しくクローズ 各ノードのバックアップは同期をとらず個別に実行
できます。

NOARCHIVELOG 正しくクローズ グローバルな分散データベース・リカバリを計画し
ている場合は、一貫性のあるデータベース全体の
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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 分散システムでのメディア・リカバリの詳細は 5-31ページの
「メディア・リカバリ後のデータベースのオープン」を、分散システムに
関する概念と管理は『Oracle8i分散システム』を参照してください。
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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
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、データベース全体のバックアップにかわるものではないの
で、Oracleの組込み機能ほどの完全なリカバリ機能は提供されないことに注意してくださ
い。

オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログのバックアップの回避ログのバックアップの回避ログのバックアップの回避ログのバックアップの回避
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、一貫性のあるデータベース全体の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、リカバリの必要がないので、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性とは、意図せずに、誤ってリストア
してしまう可能性があることです。オンライン・ログをリストアしたためにデータベースに
重大な問題が発生するケースは数多く考えられます。バックアップされたオンライン・ログ
のリストアによる、リカバリへの重大な悪影響を次の 2つの例で示します。

状況状況状況状況 1:オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログの意図しないリストアログの意図しないリストアログの意図しないリストアログの意図しないリストア  障害が発生すると、単純なミスを犯し
がちです。データベースのリストア中、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リストア中に、誤ってオンライン REDOログもリスト
アしてしまうことがあります。これによって、カレント・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、完全リカバリを実行しようとするかわりに、不完全
リカバリ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
クションをリカバリできなくなります。

状況状況状況状況 2:複数のパラレル複数のパラレル複数のパラレル複数のパラレル 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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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ンライン・ログがリストア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リストアし、いかなるリカバリも実行しないこと
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・ログをリストアし、
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
られます。以前のスケジュールですでに生成しているログ順序番号を、データベースが生成
してしまう点が問題です。

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リストアしてロールフォワード
が必要になった場合、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ネーションを作成しま
す。新規インカネーションが作成したアーカイブ REDOログは、新規インカネーションに
しか適用されません。

たとえば、データベースの最新のアーカイブ・ログに 100というログ順序番号が付けられて
いる場合、このデータベースのバックアップと、バックアップしたオンライン REDOログ
をリストアし、RESETLOGSオプションを指定せずにオープンしたとします。さらに、リス
トアしたオンライン・ログのログ順序番号が 50であると仮定します。この場合、データ
ベースはログ順序番号 100のログをアーカイブします。つまり、まったく内容の異なるログ
100のコピーが 2つ生成されます。このデータベースのリカバリが必要になったときに、
誤ったアーカイブ・ログ一式をリストアして、データベースを破損する可能性があります。

リカバリ計画の立案リカバリ計画の立案リカバリ計画の立案リカバリ計画の立案
Oracleは、リカバリ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
なリカバリ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リカバリ計画のテスト

� 非メディア障害対策の立案

� メディア障害対策の立案

バックアップおよびリカバリ計画のテストバックアップおよびリカバリ計画のテストバックアップおよびリカバリ計画のテストバックアップおよびリカバリ計画のテスト
実働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リカバリ方法をテスト環
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・リカバリを定期的
に実行することにより、アーカイブおよびバックアップ、リカバリ作業の動作を確認できま

注意注意注意注意 : 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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す。また、リカバリ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。データベースを複製する方法
は、『Oracle8i Recovery Manager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。

非メディア障害対策の立案非メディア障害対策の立案非メディア障害対策の立案非メディア障害対策の立案
リカバリ計画を立案する場合は、メディア・リカバリ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

文障害文障害文障害文障害
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データベース・サーバーまたはオペレーティング・システムはエ
ラー・コードとメッセージを戻します。表 3-1に、文障害の代表的な原因と解決策を示しま
す。

表表表表 3-1  文障害の典型的な原因と解決策文障害の典型的な原因と解決策文障害の典型的な原因と解決策文障害の典型的な原因と解決策

問題問題問題問題 解決策解決策解決策解決策

アプリケーションにおける論理エラーの
発生

論理フローが正常となるよう、エラーを生成したプ
ログラムを修正します。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サポートが必要にな
ることがあります。

表への不正なデータの入力 不正な SQL文を修正し、再発行します。

権限の不十分なユーザーによる操作。た
とえば、SELECT権限のみで表にデータ
を挿入しようとしたなどの場合

該当する文の実行に必要なデータベース権限をユー
ザーに与えます。

割当て制限を超えた表の作成 ALTER USERコマンドを発行して割当て制限を変更
します。

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
き領域が十分ではないのに領域が割り当
てられた場合

表領域に領域を追加します。データ・ファイルに対
して RESIZEおよび AUTOEXTENDを使用すること
もできます。
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ユーザー・プロセス障害ユーザー・プロセス障害ユーザー・プロセス障害ユーザー・プロセス障害
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場合

� ユーザー・セッションが異常終了した場合

たとえば、クライアント /サーバー構成において、データベースへの接続中にユーザー
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場合

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。

ユーザー・エラーユーザー・エラーユーザー・エラーユーザー・エラー
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場合

� ユーザーが表内の行をすべて削除した場合

� ユーザーがデータをコミットした後でエラーに気付いた場合

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・リカ
バリを行わなければ、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リカバリ（DBPITR）と表領域の Point-in-Timeリカバリ
（TSPITR）のいずれかを使用することができます。これらの不完全リカバリの違いを次の表
に示します。

型型型型 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
ベースをリストアします。

2. エラー発生直前の状態に
ロールフォワードします。

3. RESETLOGSを指定して
オープンします。

オペレーティング・システム・リカバリの詳細
は、5-24ページの「不完全メディア・リカバリ
の実行」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :RMANリカバリは、『Oracle8i 
Recovery Manager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。
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インスタンス障害インスタンス障害インスタンス障害インスタンス障害
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場合

� 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場合

� オペレーティング・システムがクラッシュした場合

� Oracleバックグラウンド・プロセスの 1つに障害が発生した場合

� SHUTDOWN ABORT文を発行した場合

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・リカバリを実行しま
す。必要なことはデータベースの再起動のみです。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。

メディア障害対策の立案メディア障害対策の立案メディア障害対策の立案メディア障害対策の立案
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て
失敗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場合。

� 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場合。

TSPITR 1. 補助インスタンスを作成し
ます。

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
リカバリします。

3. データをプライマリ・デー
タベースに再びインポート
します。

オペレーティング・システム TSPITRの詳細は、
第 7章「オペレーティング・システム環境での
表領域の Point-in-Timeリカバリの実行」を参
照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :RMAN TSPITRは『Oracle8i Recovery 
Manager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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ユーザー・エラーのリカバリの実例は 6-15ページの「ユー
ザー・エラーからのリカバリ」を参照してください。

型型型型 説明説明説明説明 手順手順手順手順
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メディア障害からのリカバリ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・ファイルのリカバリを行うとき
の方法と、制御ファイルの消失のリカバリを行うときの方法は異なります。

メディア・リカバリの基本的な手順は次のとおりです。

� リカバリするファイルを選択します。

� 必要なメディア・リカバリのタイプを判断します。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リストアします。データ・
ファイルのリカバリには、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・
ファイルをリカバリします。

� データベースをリオープンします。不完全リカバリ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。

リカバリするファイルの判別リカバリするファイルの判別リカバリするファイルの判別リカバリするファイルの判別
第 1のステップは、何をリカバリするかを決めることです。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リカバリする
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、リカバリが必要なものを判断できることがありま
す。

リカバリのタイプの選択リカバリのタイプの選択リカバリのタイプの選択リカバリのタイプの選択
メディア・リカバリを実行する場合は、完全リカバリと不完全リカバリのいずれかを選択し
ます。次に示すようなメディア・リカバリ操作があります。

� 完全メディア・リカバリ

注意注意注意注意 : 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、リカ
バリを実行できます。ファイルを元の場所にリストアできない場合は、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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANを使用したメディア・リカバリの実行方法は
『Oracle8i Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
を、オペレーティング・システム・メソッドを使用したメディア・リカバ
リの実行方法は第 5章「メディア・リカバリの実行」を参照してくださ
い。
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完全メディア・リカバリには、リカバリ対象のデータベースの特定のインカネーション
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・リカバリは、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・リカバリには次のタイ
プがあります。

� クローズ状態のデータベース・リカバリ

� オープン状態のデータベースのオフライン表領域リカバリ

� 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・リカ
バリ

� 不完全メディア・リカバリ

不完全メディア・リカバリは、Point-in-Time（PITR）リカバリとも呼ばれます。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・リ
カバリを行った場合は、以後これを継続して実行し、完全メディア・リカバリとなるよ
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ネーションを
作成し、不完全メディア・リカバリを終了する必要があります。不完全メディア・リカ
バリ操作をするには、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。

� 時間ベースのリカバリ。指定された時点の状態にデータをリカバリします。

� 取消ベースのリカバリ。CANCEL文発行時点の状態にリカバリします。

� 変更ベースのリカバリ。指定された SCNの状態にリカバリします。

� ログ順序リカバリ。指定されたログ順序番号の状態までリカバリします。

重要かつ特殊なタイプのメディア・リカバリの一つに、表領域の Point-in-Timeリカバリ
（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リカバリさせることができます。

選択するリカバリのタイプは状況によって異なります。表 3-2に、代表的な使用例と方針を
示します。
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表表表表 3-2  メディア障害とリカバリ方針の代表例メディア障害とリカバリ方針の代表例メディア障害とリカバリ方針の代表例メディア障害とリカバリ方針の代表例

消失したファイル消失したファイル消失したファイル消失したファイル アーカイブ・モードアーカイブ・モードアーカイブ・モードアーカイブ・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リストアします。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
アップからリストアされ、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。

注意注意注意注意 :NOARCHIVELOGモードで運用中の場合
データベースを完全にリカバリできるのは、最後
にバックアップをとった時にカレントだったオン
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
体をリストアします。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リストアします。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、表領域リカバ
リまたはデータ・ファイル・リカバリを実行しま
す。表領域またはデータ・ファイルはオフライン
に設定され、バックアップからリストアされ、リ
カバリ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、データベースはリカ
バリ中でも使用可能です。

リカバリに必要な 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リカバリを実行し、オンラ
イン REDOログが失われた時点の状態にします。
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データ・ファイルおよび必要なアーカイブデータ・ファイルおよび必要なアーカイブデータ・ファイルおよび必要なアーカイブデータ・ファイルおよび必要なアーカイブ REDOログのバックアップのログのバックアップのログのバックアップのログのバックアップの
リストアリストアリストアリストア
バックアップのリストアの方法は、データのバックアップに RMANのコマンドを使用する
か、またはオペレーティング・システムのコマンドを使用するかによって異なります。オペ
レーティング・システムのコマンドを使用する場合は、リストア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。
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。

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カレン
ト以外の時点の状態にリストア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つをリストアするとき、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・リカバリを開始
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・リカバリを実行する必要のあ
るオンライン・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・リカバリが実際には必要なくても、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文を発
行したことにより、ホット・バックアップ・モード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・リカバリ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、バックアップをリストアしていないため、ここでは実際にはメディ
ア・リカバリは必要ありません。この場合は、ALTER DATAFILE ... END BACKUPコマン

リカバリに必要な 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します。

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リストア
し、データ・ファイルをリカバリします。変更内
容が失われることはありませんが、リカバリ中は
データベースを使用できません。

リカバリに必要な 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。同じくリカバリに必要
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リカバリを実行します。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。

表表表表 3-2  メディア障害とリカバリ方針の代表例メディア障害とリカバリ方針の代表例メディア障害とリカバリ方針の代表例メディア障害とリカバリ方針の代表例

消失したファイル消失したファイル消失したファイル消失したファイル アーカイブ・モードアーカイブ・モードアーカイブ・モードアーカイブ・モード 状態状態状態状態 方法方法方法方法
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ドを発行して、メディア・リカバリ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。

メディア・リカバリの開始メディア・リカバリの開始メディア・リカバリの開始メディア・リカバリの開始
物理ファイル・リカバリの基本的な方法は 2つあります。次のいずれかを選択できます。

� RMANを使用したリカバリの自動化

� SQL文または SQL*Plus文の実行

リカバリ方法は、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コマンドでリカバリを実行す
る必要があります。

� RMANの copyコマンドを使用した場合は、RMANとオペレーティング・システムのコ
マンドのいずれでもリカバリを実行できます。

� オペレーティング・システムのコマンドを使用する場合は、オペレーティング・システ
ムのユーティリティでファイルをリストアし、RECOVER文（SQL*Plus）または
ALTER DATABASE RECOVER文（SQL）でファイルをリカバリする必要があります。

RMANによるリカバリによるリカバリによるリカバリによるリカバリ  RMANは、バックアップおよびリカバリ操作を支援する、強力な
ツールです。RMANを使用してリカバリを実行すると、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・セットの両方をリストアおよ
びリカバリできます。

� 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ま
す。

� RMANの増分バックアップ機能を使用して、リカバリにかかる時間を最小限に抑える
ことができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANによるデータベースのリストア方法の詳細は
『Oracle8i Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
を、オペレーティング・システムのコマンドによるデータ・ファイルのリ
ストア方法の詳細は 5-4ページの「ファイルのリストア」を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : 唯一の例外は、オペレーティング・システム・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によるリストアが可能です。
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� バックアップ、データ・ファイル・コピー、リカバリ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ます。

� 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ます。

� 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リス
トアできます。

SQL*Plusのののの RECOVER文によるリカバリ文によるリカバリ文によるリカバリ文によるリカバリ  RMANを使用しない場合でも、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をリストアし、SQL*Plusコマンドを使用して
メディア・リカバリを実行できます。SQL*Plus文を使用すると、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オペレーティング・システムのコピーと
ファイルの両方をリストアできます。

� メディア・リカバリを手動で制御できます。

リカバリに使用できる基本的な SQL*Plus文は次の 3つです。

� RECOVER DATABASE

� RECOVER TABLESPACE

� RECOVER DATAFILE

これらのコマンドは、それぞれ ALTER DATABASE文の副次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文を使用することをお薦めします。SQL*Plusの RECOVER文の詳
細は、『Oracle8i 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。

各文では、ファイルがリカバリ可能かを判断するために同じ基準が使用されます。Oracle
は、リカバリ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つのリカバ
リ・セッションが同じファイルをリカバリしたり、メディア・リカバリ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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANリカバリの実行方法の詳細は、『Oracle8i Recovery 
Manager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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQLの ALTER DATABASE RECOVER文と SQL*Plusの
RECOVERの違いの詳細は、5-7ページの「メディア・リカバリ文の使用
方法」を参照してください。
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オペレーティング・システム環境でのバッ
4

 オペレーティング・システム環境でのオペレーティング・システム環境でのオペレーティング・システム環境で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バックアップの実行バックアップの実行バックアップの実行

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
をリカバリ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
のオペレーティング・システムのメソッ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

� 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

� バックアップの検証

� オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置

� 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 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を起動して V$DATAFILEに問合せを行い、データ・ファイルのリストを取得
します。

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
/oracle/dbs/tbs_23.f
/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。

SELECT t.name "Tablespace", f.name "Datafile"
  FROM v$tablespace t, v$datafile f
  WHERE t.ts# = f.ts#
  ORDER BY t.name;
    
Tablespace                     Datafile 
---------------------------    --------------------------
SYSTEM                         /oracle/dbs/tbs_01.f
SYSTEM                         /oracle/dbs/tbs_02.f 
SYSTEM                         /oracle/dbs/tbs_03.f
TBS_1                          /oracle/dbs/tbs_11.f
TBS_1                          /oracle/dbs/tbs_12.f 
TBS_2                          /oracle/dbs/tbs_21.f 
TBS_2                          /oracle/dbs/tbs_22.f 
TBS_2                          /oracle/dbs/tbs_23.f 
TBS_2                          /oracle/dbs/tbs_24.f 

2. V$LOGFILEビューを使用し、オンライン REDOログ・ファイルのファイル名を取得し
ます。たとえば、次の問合せを発行します。
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SELECT member FROM v$logfile;
MEMBER 
--------------------------------------------------------------------------------
/oracle/dbs/t1_log1.f 
/oracle/dbs/t1_log2.f
2 rows selected.

3. CONTROL_FILESパラメータを使用して、カレント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。

SELECT value FROM v$parameter 
  WHERE name = 'control_files';

VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
/oracle/dbs/cf1.f, /oracle/dbs/cf2.f

4. BACKUP CONTROLFILE TO 'filename'オプションを指定し、ALTER DATABASE文を
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。

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・システム環境でのバックアップの実行
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、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。

この項では、オペレーティング・システム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。

� データベース全体の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

データベース全体のバックアップの実行データベース全体のバックアップの実行データベース全体のバックアップの実行データベース全体のバックアップの実行
データベースを通常優先度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データベース全体の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
に作成したデータベース全体の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。
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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
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、データベース全体の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。

一貫性のあるデータベース全体の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。
このためリカバリを実行せずに、データベースをリストアできます。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・ファイルをリストアした後、
データベースを直近の状態にリカバリするために追加のリカバリ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、一貫性のないデータベース全体のバッ
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リストア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・リカバリ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。制御ファイルのオペレー
ティング・システム・コピーは、Oracleからはカレント制御ファイルに見えます。データ
ベース全体の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。

一貫性のあるデータベース全体のバックアップの作成一貫性のあるデータベース全体のバックアップの作成一貫性のあるデータベース全体のバックアップの作成一貫性のあるデータベース全体のバックアップの作成
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、データベース全体のバック
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、データベース全体のバックアップは決して実行しないでください。

一貫性のあるデータベース全体のバックアップを作成する方法一貫性のあるデータベース全体のバックアップを作成する方法一貫性のあるデータベース全体のバックアップを作成する方法一貫性のあるデータベース全体の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、データベース全
体の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. オペレーティング・システム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、初期化パラメータ・ファイルの CONTROL_FILESパラメータで指定したすべての

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 制御ファイルのバックアップの詳細は、4-13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。
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データ・ファイルと制御ファイルのバックアップを作成します。初期化パラメータ・
ファイルと、その他の Oracle製品の初期化ファイルのバックアップも作成してくださ
い。これらを取得するには、ホーム・ディレクトリから *.oraを検索し、さらにその
サブ・ディレクトリの再帰検索を実行します。

たとえば、次のようにして /disk1/oracle/dbsディレクトリにあるデータ・ファイ
ルと制御ファイルのバックアップを /disk2/backupに作成します。

% cp /disk1/oracle/dbs/*.dbf /disk2/backup
% cp /disk1/oracle/dbs/*.cf /disk2/backup

 

3. データベースを再起動します。

STARTUP

表領域およびデータ・ファイルの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表領域およびデータ・ファイルの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
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リカバリ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リストア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

� SUSPENDモードにおける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
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。

注意注意注意注意 : リストア操作が必要な場合は、パラメータ・ファイルで指定した
すべての場所に制御ファイルをリストアする必要があります。したがっ
て、各多重制御ファイルの内容が同じであっても、リストア時の問題を回
避するために、それぞれのコピーを作成することをお薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文によって表領域はホット・バックアップ・モード
になります。これにより、Oracleはその表領域のデータ・ファイルへのチェックポイントの
記録を停止します。データベースがオープンしているときにオペレーティング・システムの
データ・ファイル・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
にする必要があります。ただし、読取り専用の表領域のバックアップを作成する場合は、オ
ンライン・データ・ファイルをバックアップするのみで、その必要はありません。

ホット・バックアップが完了すると、Oracleはファイル・ヘッダーをカレント・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文を実行した後にのみ
行われます。

データ・ファイルをリストアすると、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、リカバリが必要な場合に
は、適用する適切な 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読取り専用の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読取り専用の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読取り専用の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読取り専用の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

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;
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3. オペレーティング・システムのコマンドを使用し、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・リカバリ
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）。このような場
合にメディア・リカバリの実行を回避するには、次の文を使用します。filenameには任意の
システム・パス名を入力します。

ALTER DATABASE DATAFILE filename END BACKUP;

オープン状態のデータベースで読取り専用の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読取り専用の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読取り専用の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読取り専用のオンライン表領域をバックアップする方法  

1. 読取り専用の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

警告警告警告警告 : オンライン表領域のバックアップの開始の指示を忘れた場合や、オンライン表領域のバックアップの開始の指示を忘れた場合や、オンライン表領域のバックアップの開始の指示を忘れた場合や、オンライン表領域のバックアップの開始の指示を忘れた場合や、
オンライン表領域のバックアップ前にオンライン表領域のバックアップ前にオンライン表領域のバックアップ前にオンライン表領域のバックアップ前に BEGIN BACKUP文が完了したか文が完了したか文が完了したか文が完了したか
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
以降のリカバリ操作に使用できません。このようなバックアップをリカバ以降のリカバリ操作に使用できません。このようなバックアップをリカバ以降のリカバリ操作に使用できません。このようなバックアップをリカバ以降のリカバリ操作に使用できません。このようなバックアップをリカバ
リするのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータに矛盾が出るおリするのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータに矛盾が出るおリするのは危険です。エラーが発生し、結果的にはデータに矛盾が出るおリするのは危険です。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、リカバリ操作をしようとすると「それもあります。たとえば、リカバリ操作をしようとすると「それもあります。たとえば、リカバリ操作をしようとすると「それもあります。たとえば、リカバリ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、そのデータベースはという警告が出て、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。オープンできなくなります。オープンできなくなります。オープンできなくなります。
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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. オペレーティング・システムのコマンドを使用し、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。この表領域は読取り専用であり、ユー
ザーによる変更が自動的に防止されるため、オフラインにしたり、ホット・バックアッ
プ・モードにする必要はありません。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

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
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リストア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$BACKUPは有効ではあ
りません。リストアまたは再作成された制御ファイルには、V$BACKUPに正しい値を入れ
るために必要な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リストア
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、リストア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・ファイルのカレント・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

注意注意注意注意 : 読取り専用の表領域のバックアップをリストアする場合は、一度
オフラインにしてリストアしたのち、再度オンラインにします。読取り専
用の表領域のバックアップは、同表領域をバックアップ後に読込み /書込
みにした場合も引続き使用できます。ただしリストアした場合はリカバリ
が必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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、起動とシャットダウンの文
の詳細は『Oracle8i 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。
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---------   ---------
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

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
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 4-9



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
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文間の時間を最小化できるシリアル方式をお薦めします。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。

SUSPENDモードにおけるバックアップの作成モードにおけるバックアップの作成モードにおけるバックアップの作成モードにおけるバックアップの作成
サード・パーティのツールを使用すると、一連のディスクまたは論理デバイスをミラー化で
きる場合があります。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。ミラーを分割すると、各コピーが分離されてそれぞれが個
別に使用できるようになります。

Oracle8iの SUSPEND/RESUME機能を使用すると、データベースへの I/Oをサスペンドし
てミラーを分割し、分割したミラーのバックアップを作成できます。この機能は、ホット・
バックアップ機能を補完するもので、データベースを停止して新規の I/Oの実行を防止しま
す。したがって、I/Oの妨害を受けることなくサスペンド状態のデータベースにアクセスし
てバックアップを作成できます。

サスペンドサスペンドサスペンドサスペンド /再開機能の内容再開機能の内容再開機能の内容再開機能の内容  ALTER SYSTEM SUSPEND文は、データ・ファイル・ヘッ
ダー、データ、制御ファイルへの I/Oを停止してデータベースをサスペンドします。データ
ベースをサスペンド状態にした場合でも、すでに存在している I/O処理はいずれも完了させ
ることができます。ただし、データベースへの新規アクセスは待機状態になります。

SUSPEND文および RESUME文は、インスタンスのみでなくデータベース上で実行されま
す。OPS構成のあるシステムで SUSPEND文を入力すると、内部ロック・メカニズムにより
停止要求が全インスタンスに伝達されるため、クラスタ内のアクティブなインスタンスがす
べて停止されます。

サスペンド状態のデータベースにおけるバックアップの作成サスペンド状態のデータベースにおけるバックアップの作成サスペンド状態のデータベースにおけるバックアップの作成サスペンド状態のデータベースにおけるバックアップの作成  サスペンド状態にしたデータ
ベースは、ディスクにバックアップを作成したり、ミラーを解除できます。データベースを
サスペンド状態にしても、I/Oが即時終了するとは限らないため、BEGIN BACKUP文の前
に SUSPEND文を実行して表領域をバックアップ・モードにすることをお薦めします。

分割したミラーのバックアップを作成する場合は従来のオペレーティング・システムのバッ
クアップ・コマンドを使用する必要があります。データベースのバックアップ作成やコピー

注意注意注意注意 : 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。
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作成には、データ・ファイル・ヘッダーの読込みが必要となるため、RMANではこれらの
操作は実行できません。データベースのバックアップ作成が完了するか、またはミラー復元
されれば、RESUME文を使用して通常のデータベース操作を再開できます。

サスペンド状態のデータベースに対し、ミラーを分割せずバックアップを実行すると、この
間データベースにアクセスできなくなり、データベースの使用不能状態が長く続く場合があ
ります。ミラーを分割してバックアップを実行すれば、使用不能状態はわずかで済みます。
使用不能状態の継続時間は、フラッシュするキャッシュのサイズ、データ・ファイルの数、
ミラー解除の所要時間によって異なります。

次の制限事項に注意してください。

� OPS環境では、元のノードがサスペンド状態にあるときは新規インスタンスを起動させ
ないでください。

� SUSPEND文や RESUME文では、チェックポイントは実行されません。

� データベースがサスペンド状態にあるときは、SHUTDOWNに IMMEDIATEオプショ
ンや NORMALオプションを指定して発行することはできません。

� すでにサスペンド状態になっているデータベースで SHUTDOWN ABORTを発行する
と、そのデータベースが再びアクティブ状態になります。この操作を行うと、メディ
ア・リカバリやインスタンス・リカバリのハングを防止できます。

SUSPENDモードにおける分割ミラー・バックアップの作成方法モードにおける分割ミラー・バックアップの作成方法モードにおける分割ミラー・バックアップの作成方法モードにおける分割ミラー・バックアップの作成方法  

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。

ALTER SYSTEM SUSPEND;

3. データベースがサスペンド状態になっているかチェックします。

SELECT database_status FROM v$instance;

DATABASE_STATUS 
----------------- 
SUSPENDED 

4. オペレーティング・システム・レベルまたはハードウェア・レベルで、ミラーを分割し
ます。

5. 次のコマンドを発行します。

ALTER SYSTEM RESUME;
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6. データベースがアクティブになっているかチェックします。

SELECT database_status FROM v$instance;

DATABASE_STATUS 
----------------- 
ACTIVE 

7. 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;

8. 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。

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フライン表領域およびデータ・ファイルのバックアップ
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';

警告警告警告警告 : 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文を使用しないでください。文を使用しないでください。文を使用しないでください。文を使用しないでください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SUSPEND/RESUME機能の詳細は『Oracle8i 管理者ガイド』
を、RESUMEおよび SUSPENDオプションを指定した ALTER SYSTEM
文の詳細は、『Oracle8i SQL リファレンス』を参照してください。

注意注意注意注意 : 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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TABLESPACE_NAME                     FILE_NAME
-------------------------------   -----------------
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、表領域リカバリを行わずに、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。

制御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制御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
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方法は次から選択できます。

� 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

注意注意注意注意 : 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、表領域リカバリを実行しない限り、その表領域をオン
ラインにしないでください。
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物理ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成物理ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成物理ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成物理ファイルへの制御ファイルのバックアップの作成
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
ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE文の TRACEオプションは、制御ファイルの
管理とリカバリに使用します。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文が書き込まれます。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
タベースのリカバリ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MAXDATAFILESなどの制御ファイル・パ
ラメータの値を変更する場合）は、トレース・ファイルからスクリプト・ファイルにこれら
の文をコピーし、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リカバ
リできます。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
ベートです。

� 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ま
す。

� データベースには次のデータ・ファイルが入っています。
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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
� /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）

� /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カレントであった制御
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リカバリ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文は、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'

;
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バックアップの検証
# This datafile is offline, but its tablespace is online. Take the datafile offline 
# manually.
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を指定せずに文を実行しても、同じ情報が出力されます。RESETLOGSを
指定して文を実行すると、データベースをリカバリ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。

バックアップの検証バックアップの検証バックアップの検証バックアップの検証
リカバリに使用できる状態に保つため、バックアップは定期的に検証を行ってください。こ
の項では次の項目を取り上げます。

� バックアップのリストアのテスト

� DBVERIFYユーティリティの使用方法

バックアップのリストアのテストバックアップのリストアのテストバックアップのリストアのテストバックアップのリストアのテスト
バックアップの使用可能性をテストする最もよい方法は、別のホストにリストアした上で
データベースのオープンを試行し、必要に応じてメディア・リカバリを実行することです。
その場合、リストア処理用の別のコンピュータを確保する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ファイルのリストア方法は 5-19ページの「ファイルのリスト
ア」を、ファイルのリカバリ方法は 5-4ページの「完全メディア・リカバ
リの実行」を参照してください。
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オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置
DBVERIFYユーティリティの使用方法ユーティリティの使用方法ユーティリティの使用方法ユーティリティの使用方法
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ライン・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・ファイルをリストア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

オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置
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文に 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
ンにより停止した場合

� 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場合

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・リカバリ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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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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オンライン表領域のバックアップが失敗した場合の処置
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: ファイル12はメディアのリカバリが必要です。
ORA-01110: データ・ファイル12: '/oracle/dbs/tbs_41.f'

表領域のメディア・リカバリの実行を回避する方法表領域のメディア・リカバリの実行を回避する方法表領域のメディア・リカバリの実行を回避する方法表領域のメディア・リカバリ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リカバリする方法文を使用せずにデータベースをリカバリする方法文を使用せずにデータベースをリカバリする方法文を使用せずにデータベースをリカバリする方法  

1. データベースをマウントします。

STARTUP MOUNT;

2. データベースをリカバリします。

RECOVER DATABASE;

警告警告警告警告 : 失敗したバックアップで生成された不完全なファイルをどれか失敗したバックアップで生成された不完全なファイルをどれか失敗したバックアップで生成された不完全なファイルをどれか失敗したバックアップで生成された不完全なファイルをどれか 1
つでもリストアした場合は、つでもリストアした場合は、つでもリストアした場合は、つでもリストアした場合は、ALTER DATABASE DATAFILE...END 
BACKUPを使用しないでください。を使用しないでください。を使用しないでください。を使用しないでください。
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保護強化のための Exportと Importの使用方法
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.

保護強化のための保護強化のための保護強化のための保護強化のための Exportとととと Importの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
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、エクスポート・
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リストアされます。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

Exportの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
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 4-1に、使用できるエクスポート・モードを示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベースのリカバリの詳細は、第 5章「メディア・リカ
バリの実行」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

警告警告警告警告 : 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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エクスポートには次の種類があります。

Importの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
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リストアできます。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。

表表表表 4-1  エクスポート・モードエクスポート・モードエクスポート・モードエクスポート・モード

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
クスポートされます。

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ます。

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ます。

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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エクスポート・ファイルとエクスポート・ファイルとエクスポート・ファイルとエクスポート・ファイルと Importユーティリティを使用してデータベースをリカバリするにユーティリティを使用してデータベースをリカバリするにユーティリティを使用してデータベースをリカバリするにユーティリティを使用してデータベースをリカバリするに
は、次のようにします。は、次のようにします。は、次のようにします。は、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します。

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
にリストアします。エクスポートの実行スケジュールによって、データベースのリスト
アに必要なインポートの程度が異なります。

たとえば図 4-1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 4-1  典型的なエクスポート・スケジュール典型的なエクスポート・スケジュール典型的なエクスポート・スケジュール典型的なエクスポート・スケジュール

完全エクスポートは毎月 1日にとり、累積エクスポートは毎週、増分エクスポートは毎日
とっていました。この場合、リカバリ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。

注意注意注意注意 : これらの再作成した構造内にオブジェクトを入れないようにして
ください。
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 4-21



保護強化のための Exportと Importの使用方法
4-22 Oracle8iバックアップおよびリカバリ・ガイド



メディア・リカバ
5

メディア・リカバリの実行メディア・リカバリの実行メディア・リカバリの実行メディア・リカバリの実行

この章では、データベースのリカバリ方法について説明します。項目は次のとおりです。

� リカバリするファイルの判別

� ファイルのリストア

� 基本的なメディア・リカバリ手順の理解

� 完全メディア・リカバリの実行

� 不完全メディア・リカバリの実行

� メディア・リカバリ後のデータベースのオープン
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リカバリするファイルの判別
リカバリするファイルの判別リカバリするファイルの判別リカバリするファイルの判別リカバリするファイルの判別
表 V$RECOVER_FILEを使用することにより、リカバリするファイルを判別できます。この
ビューには、リカバリが必要なファイルがすべてリスト表示され、リカバリが必要な理由も
示されます。

次の問合せは、メディア・リカバリが必要なデータ・ファイルの ID番号と、リカバリが必
要な理由（わかっている場合）、そしてリカバリを開始するべき SCN/時刻を表示します。

SQL> SELECT * FROM v$recover_file;

FILE#      ONLINE  ERROR              CHANGE#    TIME     
---------- ------- ------------------ ---------- ---------
        14 ONLINE                              0          
        15 ONLINE  FILE NOT FOUND              0          
        21 OFFLINE OFFLINE NORMAL              0          

リカバリが必要なデータ・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  

これらの問合せを組み合せて、次のようなスクリプト（出力例）にすることができます。

COL df# FORMAT 999
COL df_name FORMAT a20
COL tbsp_name FORMAT a10
COL status FORMAT a7
COL error FORMAT a10

SELECT r.file# AS df#, d.name AS df_name, t.name AS tbsp_name, 
       d.status, r.error, r.change#, r.time

注意注意注意注意 : 現在使用中の制御ファイルが、メディア障害の発生後にリストア
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。リストアまたは
再作成された制御ファイルには、V$RECOVER_FILEに正しい値を入れる
ために Oracleが必要とする情報が格納されていないからです。
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FROM v$recover_file r, v$datafile d, v$tablespace t
WHERE t.ts# = d.ts#
AND d.file# = r.file#
/

SQL> @script

 DF# DF_NAME              TBSP_NAME  STATUS  ERROR          CHANGE# TIME
---- -------------------- ---------- ------- ---------- ----------- ----------
  12 /oracle/dbs/tbs_41.f TBS_4      OFFLINE OFFLINE              0  
                                             NORMAL

  13 /oracle/dbs/tbs_42.f TBS_4      OFFLINE OFFLINE              0
                                             NORMAL

  20 /oracle/dbs/tbs_43.f TBS_4      OFFLINE OFFLINE              0
                                             NORMAL

リカバリが必要なファイルを決定するとともに、リカバリ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・リカバリでは、次の概念は特殊な意味を持ちます。

� リカバリ不能な表およびリカバリ不能な索引

� 読取り専用表領域

リカバリ不能な表およびリカバリ不能な索引リカバリ不能な表およびリカバリ不能な索引リカバリ不能な表およびリカバリ不能な索引リカバリ不能な表およびリカバリ不能な索引
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リカバリ不能（UNRECOVERABLE）として作成するよう指定できま
す。表または索引をリカバリ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、リカバリ不能として作成されたオブジェクトはリカバリできません。

メディア・リカバリを実行するとき、作成された表または索引にリカバリ可能なものとリカ
バリ不能なものが混在している場合は、リカバリ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。リカバリ
不能オブジェクトにアク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。リカバリ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。

表をリカバリ不能として作成した後で、その表の索引をリカバリ可能として作成することも
考えられるため、メディア・リカバリの実行後も、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、表はリカバリ不能である（リカバリ後に破損を示すマー

注意注意注意注意 : リカバリ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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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。

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
USING BACKUP CONTROLFILEオプションを使用したメディア・リカバリでは、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リカバリできません。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リカバリを実行する前に、
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。

リカバリには、制御ファイルの正しいバージョンを使用してください。リカバリの完了時に
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、リカバリ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、6-13ページの「カレント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。

ファイルのリストアファイルのリストアファイルのリストアファイルのリストア
メディア・リカバリが必要であると判断した場合には、メディア・リカバリを実行するため
に、必要なファイルをリストアします。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・ファイルのリストア

� 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・ファイルのリストア

バックアップ・データ・ファイルのリストアバックアップ・データ・ファイルのリストアバックアップ・データ・ファイルのリストアバックアップ・データ・ファイルのリストア
メディア障害によりデータベースの 1つ以上のデータ・ファイルが永続的に破損した場合、
破損したファイルをリカバリするには、破損したデータ・ファイルのバックアップをリスト

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ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、『Oracle8i スタンバイ・データベース概要および管理』を参照
してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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、
4-14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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ア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リストアできない（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リストアする）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リストア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リストア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リストア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リストアする方法  

1. 5-2ページの「リカバリするファイルの判別」で説明している方法を使用して、リカバ
リするデータ・ファイルを判別します。

2. オペレーティング・システムのコマンドを使用し、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をリスト
アするには、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
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・ファイルをリカバリできます。

� 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
ルが使用できる場合

� 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、
カレントのものであるか、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）場合

リカバリのためのデータ・ファイルの再作成リカバリのためのデータ・ファイルの再作成リカバリのためのデータ・ファイルの再作成リカバリのためのデータ・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・リカバリを実行します。たとえば、次のように入力
します。

RECOVER DATAFILE 'disk2:users1'

3. リカバリ時には、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ログをリストアし、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。
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必要なアーカイブ必要なアーカイブ必要なアーカイブ必要なアーカイブ REDOログ・ファイルのリストアログ・ファイルのリストアログ・ファイルのリストアログ・ファイルのリストア
保留中のメディア・リカバリ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。

必要なアーカイブ必要なアーカイブ必要なアーカイブ必要なアーカイブ REDOログのリストアログのリストアログのリストアログのリストア  

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リストアしてく
ださい。Oracleは、メディア・リカバリ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、別の位置にリストアして
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・リカ
バリ前またはメディア・リカバリ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 statement
ALTER DATABASE RECOVER FROM "/disk2/temp" DATABASE;  # set in RECOVER statement

注意注意注意注意 : 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 リカバリ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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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・ファイルのリ
ストア・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 

基本的なメディア・リカバリ手順の理解基本的なメディア・リカバリ手順の理解基本的なメディア・リカバリ手順の理解基本的なメディア・リカバリ手順の理解
リカバリを開始する前に、次の項目を理解する必要があります。

� メディア・リカバリ文の使用方法

� アーカイブ REDOログの適用

� NOARCHIVELOGモードでのデータベースのリカバリ

� ARCHIVELOGモードでのデータベースのリカバリ

� パラレル方式でのメディア・リカバリの実行

メディア・リカバリ文の使用方法メディア・リカバリ文の使用方法メディア・リカバリ文の使用方法メディア・リカバリ文の使用方法
Oracleでは次のメディア・リカバリ用の SQL*Plus文が使用されます。これらの文では、リ
カバリする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、ファイルがリカバリ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つのリカバリ・セッションが同じファイルをリカバリすることを防止し、使用中の
ファイルのメディア・リカバリを防止します。

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文を使用すること
をお薦めします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SQL*Plusの RECOVER文の詳細は『Oracle8i SQL*Plusユー
ザーズ・ガイドおよびリファレンス』を、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・リカバリが実行されます。たとえば、データベース全体をリ
カバリするには、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リストアしていない場合に、
RECOVER DATABASEを発行すると、リカバリ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・リカバリを実行するには、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・リカバリが実行されます。たとえば、表領域 TBS_1をリカバリするには、SQL
プロンプトで次のコマンドを発行します。

RECOVER TABLESPACE tbs_1

このリカバリを実行するには、表領域をオフラインにする必要があります。リカバリが必要
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、リカバリ対象のデータ・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をリカバリするには、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・リカバリ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・リカバリでリカバリできるのはオフライン・ファイルのみです。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログの適用ログの適用ログの適用ログの適用
完全または不完全メディア・リカバリの実行時は、メディア・リカバリのロールフォワー
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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : メディア・リカバリ文の詳細は、『Oracle8i SQL リファレン
ス』を参照してください。
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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: 変更####(DD/MM/YY HH:MM:SS で生成)にはスレッド番号#が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: logfile
ORA-00280: 変更####(スレッド#)は順序番号#に存在します。
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。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログのファイル名の提案ログのファイル名の提案ログのファイル名の提案ログのファイル名の提案
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のカレント設定値を連結し、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・リカバリ
を自動的に実行できます。

デフォルト位置以外の位置にアーカイブデフォルト位置以外の位置にアーカイブデフォルト位置以外の位置にアーカイブデフォルト位置以外の位置にアーカイブ REDOログをリストアする方法ログをリストアする方法ログをリストアする方法ログをリストアする方法  

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・リカバリを開始します。たとえば、次のように入力します。
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RECOVER DATABASE

REDOログ・ファイルの宛先パラメータのカレント設定値を、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リカバリが必要な
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リカバリ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リカバリ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リカバリ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リカバリする方法  

1. アーカイブ REDOログをデフォルト以外の場所にリストアします。たとえば、次のよう
に入力します。

% cp /disk1/oracle/arc_dest/* /disk2/temp

2. リカバリ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リカバリします。

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
先パラメータのカレント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。

SQL*Plus RECOVER文を使用してログを自動的に適用する方法文を使用してログを自動的に適用する方法文を使用してログを自動的に適用する方法文を使用してログを自動的に適用する方法
SQL*Plusを使用する場合には、リカバリ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、次の文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。

注意注意注意注意 : REDOログのアーカイブ先を上書き指定しても、いっぱいになっ
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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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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。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ 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リストアします。この例は、データ
ベース全体の一貫性バックアップをリストアします。

% 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・ファイルをリカバリします。この例ではデータベース全体をリカバリし
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: 変更53577(01/26/99 19:20:58で生成)にはスレッド番号1が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: /oracle/work/arc_dest/arcr_1_802.arc
ORA-00280: 変更53577(スレッド1)は順序番号#802に存在します。
Log applied.
ORA-00279: 変更53584(01/26/99 19:24:05で生成)にはスレッド番号1が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: /oracle/work/arc_dest/arcr_1_803.arc
ORA-00280: 変更53584(スレッド1)は順序番号#803に存在します。
ORA-00278: ログ・ファイル"/oracle/work/arc_dest/arcr_1_802.arc"はこのリカバリでは必
要なくなりました。
Log applied.
ORA-00279: 変更53585(01/26/99 19:24:14で生成)にはスレッド番号1が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: /oracle/work/arc_dest/arcr_1_804.arc
ORA-00280: 変更53585(スレッド1)は順序番号#804に存在します。
ORA-00278: ログ・ファイル"/oracle/work/arc_dest/arcr_1_803.arc"はこのリカバリでは必
要なくなりました。
Log applied.
Media recovery complete.
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OPS構成を使用した場合、不完全リカバリを実行するか、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。

ALTER DATABASE RECOVERを使用した、ログの個別の適用を使用した、ログの個別の適用を使用した、ログの個別の適用を使用した、ログの個別の適用
SQL文を使用してメディア・リカバリを実行した場合、メディア・リカバリの開始後に、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、表領域のリカバリには、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: 変更####(DD/MM/YY HH:MM:SSで生成)にはスレッド番号#が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: logfile1
ORA-00280: 変更####(スレッド#)は順序番号#に存在します。
SQL> ALTER DATABASE RECOVER LOGFILE 'logfile1';
ORA-00279: 変更####(DD/MM/YY HH:MM:SSで生成)にはスレッド番号# <D%0>が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: logfile2
ORA-00280: 変更####(スレッド#)は順序番号#に存在します。
SQL> ALTER DATABASE RECOVER LOGFILE 'logfile2';
. . . 
Repeat until all logs are applied.)
Statement processed.
SQL> ALTER TABLESPACE users ONLINE;
Statement processed.

ALTER DATABASE RECOVERを使用した、ログの自動適用を使用した、ログの自動適用を使用した、ログの自動適用を使用した、ログの自動適用
この例では、バックアップ・ファイルはリストア済で、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、リカバリ前およびリカバリ中
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;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ログ・ファイルの適用例は、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。
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Statement processed.
SQL> ALTER TABLESPACE users ONLINE;
Statement processed.

この例では、バックアップ・ファイルはリストア済で、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: 変更####(DD/MM/YY HH:MM:SSで生成)にはスレッド番号#が必要です。
ORA-00289: 検討すべきログ・ファイル: logfile1
ORA-00280: 変更####(スレッド#)は順序番号#に存在します。
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・ファイルはリストア済で、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。

REDOログの正常な適用ログの正常な適用ログの正常な適用ログの正常な適用
SQL*Plusのリカバリ・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リカバリを終了します。

REDOログの適用の失敗ログの適用の失敗ログの適用の失敗ログの適用の失敗
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: アーカイブ・ログ"/oracle/work/arc_dest/arcr_1_811.arc"をオープンできません。
ORA-27037: ファイル・ステータスを取得できません。

注意注意注意注意 : ALTER DATABASE RECOVER文を発行すると、リカバリ用に検
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。リカバリ・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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ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。
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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、リカバリは継続できません。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。

REDOログの適用の中断ログの適用の中断ログの適用の中断ログの適用の中断
メディア・リカバリ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
になったためにリカバリ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、リカバリを中断できます。

� REDOログ・ファイルの指定を求められたときに、CANCELと入力します。

� 個々のデータ・ファイルのリカバリ中、または自動リカバリの実行中に処理を中断する
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します。

リカバリを取り消した場合、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。リカバリを再開するには、リカバリを再起動します。リカ
バリは、取り消された時点の状態で再開されます。

リカバリ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しても、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、バックアップをリストアし
て、リカバリ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。

エラーエラーエラーエラー 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 解決策解決策解決策解決策

ORA-27037:ファイル・ス
テータスを取得できませ
ん。

誤ったファイル名の入力

ログの欠落

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
をリストアしてください。

ORA-27047:ファイルの
ヘッダー・ブロックを読
み込めません。

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。リ
カバリ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、不完全リカバリを実行してくださ
い。この場合には、バックアップのリ
ストアも含めて、リカバリを最初から
再開します。
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NOARCHIVELOGモードでのデータベースのリカバリモードでのデータベースのリカバリモードでのデータベースのリカバリモードでのデータベースのリカバリ
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リカバリするための唯一の
方法は、最新の全体バックアップをリストアすることです。Exportを使用して定期バック
アップを行っている場合は、リストア操作のかわりに、データベースのエクスポート済バッ
クアップをインポートすることによりデータベースをリストアできます。

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リカバリするには、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、完全リカ
バリまたは不完全リカバリ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、それを最新の一貫した全体バックアップ（この時点での唯一の選択）からリストアする
には、次の手順に従ってください。

最新のデータベース全体のバックアップをデフォルト位置にリストアする方法最新のデータベース全体のバックアップをデフォルト位置にリストアする方法最新のデータベース全体のバックアップをデフォルト位置にリストアする方法最新のデータベース全体のバックアップをデフォルト位置にリストアする方法  

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リストアできるように、メディア
の問題を解決します。

3. オペレーティング・システムのコマンドを使用し、最新のデータベース全体のバック
アップをリストアします。破損したファイルのみでなく、データベース全体のバック
アップのデータ・ファイルおよび制御ファイルをすべてリストアする必要があります。
次の例では、データベース全体のバックアップをリストアします。

% 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・リカバリを疑似実行します。

ALTER DATABASE RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;

5. データベースをオープンし、カレント REDOログの順序を 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。
データベース全体のバックアップからリストアし、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。
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最新のデータベース全体のバックアップを新しい位置にリストアするには最新のデータベース全体のバックアップを新しい位置にリストアするには最新のデータベース全体のバックアップを新しい位置にリストアするには最新のデータベース全体のバックアップを新しい位置にリストアするには  

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
べてを別の位置にリストアする必要がある場合には、最新のデータベース全体のバック
アップを新しい位置にリストアします。破損したファイルのみでなく、データベース全
体の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リストアする必要が
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、リストアしたパラメータ・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. リストア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

5. リストアされたデータ・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
ルの中のリストアされたデータ・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・リカバリを疑似実行します。

ALTER DATABASE RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL;

8. 次の文を発行し、不完全データベース・リカバリを疑似実行します。

ALTER DATABASE RECOVER CANCEL;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ALTER DATABASE RENAME FILE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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9. データベースをオープンし、カレント REDOログの順序を 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。
データベース全体のバックアップからリストアし、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。

ARCHIVELOGモードでのデータベースのリカバリモードでのデータベースのリカバリモードでのデータベースのリカバリモードでのデータベースのリカバリ
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・リカバリ操作を開始
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・リカバリ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。

� すべてのリカバリ・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・リカバリを実行している間は、別のセッションで完
全メディア・リカバリを実行できません。

� 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・リカバリは開始できません。

パラレル方式でのメディア・リカバリの実行パラレル方式でのメディア・リカバリの実行パラレル方式でのメディア・リカバリの実行パラレル方式でのメディア・リカバリの実行
メディア・リカバリのロールフォワード・フェーズをチューニングするには、ブロックのパ
ラレル・リカバリを使用します。ブロックのパラレル・リカバリでは、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ている
場合は、ログ・ファイルのある部分を作成プロセス 1が、別の部分を作成プロセス 2が、そ
してさらに別の部分を作成プロセス 3が受け持つというように設定されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle8i SQL*Plusユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』
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パラレル・メディア・リカバリを実行する場合は次に示す SQL*Plusの RECOVER文を使用
します。

RECOVER PARALLEL ... ;

RECOVER文の PARALLEL句には次のオプションがあります。

たとえば、リカバリ時に 5つのリカバリ処理が行われるようにするには、次のように指定し
ます。

RECOVER DEGREE 5 ... ;

次は 10のデータ・ファイルをリカバリすると仮定した別の例を示します。次の文を発行し、
リカバリが 20のプロセスで実行されるよう指定します。

RECOVER DEGREE DEFAULT;

注意注意注意注意 : 通常、リカバリはデータ・ブロックに対する読取りという意味で
I/Oにより制限されます。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に関するオペレーティング・システムの制約を排除
することにより I/Oの総計が増加しない限り、リカバリのパフォーマンス
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・リカバリを使用することによる改善はわずかな
ものです。

DEGREE integer 各インスタンスで REDOエントリをデータ・ファイルに適用する際に使
用する、リカバリ処理の数を示します。

DEGREE DEFAULT リカバリ中のデータ・ファイル数の倍数が、使用するリカバリ処理の数
であることを示します。

INSTANCES integer パラレル・リカバリに使用するインスタンスの数を示します。DEGREE
で指定したリカバリ処理の数が各インスタンスに適用されます。した
がって、リカバリ処理の合計数は、DEGREEで指定した整数に、
INSTANCESで指定した整数を乗じた数になります。INSTANCESは、
Oracle Parallel Serverにのみ適用されます。

INSTANCES 
DEFAULT 

オペレーティング・システム固有の結果を示します。INSTANCES 
DEFAULTを指定した場合のデフォルトの動作の詳細は、Oracle8i 
Parallel Serverドキュメント・セットの『Oracle8i Parallel Server概要』、
『Oracle8i Parallel Serverセットアップおよび構成ガイド』および
『Oracle8i Parallel Server管理、配置およびパフォーマンス』を参照して
ください。

注意注意注意注意 : RECOVERY_PARALLELISM初期化パラメータには、インスタン
スまたはクラッシュ・リカバリで使用する同時実行リカバリ・プロセスの
数のみ指定します。このパラメータはメディア・リカバリに影響を与えま
せん。
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完全メディア・リカバリの実行完全メディア・リカバリの実行完全メディア・リカバリの実行完全メディア・リカバリの実行
完全リカバリを実行するときには、データベース全体を一度にリカバリすることも、個々の
表領域またはデータ・ファイルをリカバリすることもできます。完全リカバリの実行後に
は、不完全リカバリの実行後のように 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・ファイルをリカバリしておき、残
りのデータ・ファイルを後でリカバリできます。

この項では、完全メディア・リカバリ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リカバリ

� オープン状態のデータベースのリカバリ

クローズ状態のデータベースのリカバリクローズ状態のデータベースのリカバリクローズ状態のデータベースのリカバリクローズ状態のデータベースのリカバリ
この項では、クローズ状態のデータベースをリカバリ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リカバリには、破損したすべてのデータ・ファイルを 1回の
操作でリカバリする場合と、破損した各データ・ファイルを別々の操作で個別にリカバリす
る場合があります。

次の順序でメディア・リカバリを実行します。

1. データベースを停止し、可能であればメディアの破損を修復します。

2. 必要なファイルをリストアします。

3. データベースをリカバリします。

クローズ状態のデータベースのリカバリの準備クローズ状態のデータベースのリカバリの準備クローズ状態のデータベースのリカバリの準備クローズ状態のデータベースのリカバリの準備  

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� パラレル・リカバリの詳細は『Oracle8i パフォーマンスのための設計およ
びチューニング』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。

� SQL*Plusの RECOVER文の詳細は、『Oracle8i 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 基本的なリカバリの概念と計画を理解するには、第 3章
「バックアップおよびリカバリ計画の立案」を参照してください。
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2. メディア障害からのリカバリの場合は、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

必要なファイルのリストア必要なファイルのリストア必要なファイルのリストア必要なファイルのリストア  

1. 5-2ページの「リカバリするファイルの判別」で説明している方法を使用して、リカバ
リするデータ・ファイルを判別します。

2. ファイルの破損が永続的な場合には、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・ファイルのみをリストアしてください。
破損していないデータ・ファイルやオンライン REDOログ・ファイルをリストアしな
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、それをリカバリに使用できます。

3. オペレーティング・システムのユーティリティを使用し、ファイルをデフォルト位置ま
たは新しい位置にリストアします。たとえば、UNIXユーザーが /oracle/dbs/tbs_
10.fをデフォルト位置にリストアするときには、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リストア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。

リストアしたデータ・ファイルのリカバリリストアしたデータ・ファイルのリカバリリストアしたデータ・ファイルのリカバリリストアしたデータ・ファイルのリカバリ  

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。

状況状況状況状況 処理処理処理処理

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
置にリストアできる場合

データ・ファイルをデフォルト位置にリストアし、メ
ディア・リカバリを開始します。

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リ
ストアできない場合

データ・ファイルを代替の記憶デバイスにリストアし
ます。データ・ファイルを代替の記憶デバイスにリス
トアします。『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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STARTUP MOUNT

2. データ・ファイル名を調べるには、通常はカレント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。

SPOOL onlineall.sql
SELECT 'ALTER DATABASE DATAFILE '''||name||''' ONLINE;' FROM v$datafile;
SPOOL OFF
@onlineall

4. データベース、表領域またはデータ・ファイルをリカバリする文を発行します。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。

目的目的目的目的 処理処理処理処理

破損したすべてのファイルを一度にリカ
バリする場合

RECOVER DATABASE（推奨）または ALTER 
DATABASE RECOVER DATABASEを実行します。

個別の表領域をリカバリする場合 RECOVER TABLESPACE（推奨）または ALTER 
DATABASE RECOVER TABLESPACEを実行しま
す。

破損した個々のデータ・ファイルをリカ
バリする場合

RECOVER DATAFILE（推奨）または ALTER 
DATABASE RECOVER DATAFILEを実行します。

データベース全体のリカバリまたは個別
のデータ・ファイルのリカバリをパラレ
ル化する場合

5-17ページの「パラレル方式でのメディア・リカバ
リの実行」を参照してください。
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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。リ
カバリ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・ファイルをすべてリストア済データ・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・リカバリの完了を通知します。完全メディア・リカバリでアーカイ
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、リカバリが終了します。

7. データベースをオープンします。

ALTER DATABASE OPEN;

オープン状態のデータベースのリカバリオープン状態のデータベースのリカバリオープン状態のデータベースのリカバリオープン状態のデータベースのリカバリ
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・ファイルへの書
込みに DBWRが失敗すると、これらのファイルは自動的にオフラインになります（これら
を組み込んでいる表領域はオフラインになりません）。破損したファイルを読み込むことが
できない場合は、問合せに対してエラーが示されます。ただし、これだけでは同ファイルは
オフラインにはなりません。

この手順は、SYSTEM表領域のデータ・ファイルの完全メディア・リカバリには使用できま
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。

次の順序でメディア・リカバリを実行します。

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、データベースのリカバリの準備をします。

2. 必要なファイルをリストアします。

3. データベースをリカバリします。

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リカバリ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リカバリ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リカバリ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リカバリの準備  

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : REDOログ・ファイルの適用の詳細は、5-19ページの「完全
メディア・リカバリの実行」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : SYSTEM表領域データ・ファイルの完全メディア・リカバリ
の手順は、5-19ページの「クローズ状態のデータベースのリカバリ」を参
照してください。
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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問題を修復します。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リストアし、データ
ベース・リカバリ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リカバリの準備オープン状態のデータベースのリカバリの準備オープン状態のデータベースのリカバリの準備オープン状態のデータベースのリカバリの準備  

1. リカバリ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;

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リストアし、データ
ベース・リカバリ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・ファイルをリストアする方法オープン状態のデータベースにデータ・ファイルをリストアする方法オープン状態のデータベースにデータ・ファイルをリストアする方法オープン状態のデータベースにデータ・ファイルをリストアする方法  

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・ファイルのみをリストアします。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、制御ファイルはリストアしないでくだ
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リストア
できる場合は、それらのデータ・ファイルを元の位置にリストアします。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リストアします。

2. 破損した 1つ以上のデータ・ファイルを代替位置にリストアした場合は、それらのファ
イルの新しい位置を、『Oracle8i 管理者ガイド』の手順に従って、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。

オープン状態のデータベースのオフライン表領域のリカバリオープン状態のデータベースのオフライン表領域のリカバリオープン状態のデータベースのオフライン表領域のリカバリオープン状態のデータベースのオフライン表領域のリカバリ  

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。

注意注意注意注意 : 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、
それをリカバリに使用できます。
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% sqlplus sys/oracle@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リカバリを開始します。

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・リカバリのロールフォワード・フェーズを開始し、リストア済のデータ・
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。

必要なアーカイブ REDOログ・ファイルをすべてリストア済データ・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・リカバリを完了するために、オ
ンライン REDOログ・ファイルがリストア済データ・ファイルに自動的に適用されま
す。

完全メディア・リカバリにアーカイブ 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・リカバリは完了します。

4. 破損した表領域がメディア障害の発生時点までリカバリされると、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;

不完全メディア・リカバリの実行不完全メディア・リカバリの実行不完全メディア・リカバリの実行不完全メディア・リカバリの実行
この項では、各種の不完全メディア・リカバリ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。

� 取消ベースのリカバリの実行

� 時間ベースのリカバリの実行

� 変更ベースのリカバリの実行

注意注意注意注意 : パフォーマンスを最大にするには、パラレル・リカバリを使用し
てデータ・ファイルをリカバリします。5-17ページの「パラレル方式での
メディア・リカバリの実行」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ・ファイル作成の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。
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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
リカバリ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ベース・リカバリまたは変更ベース・リカバリを実
行し、その後で該当する時刻の状態への時間ベース・リカバリを実行します。

取消ベースのリカバリの実行取消ベースのリカバリの実行取消ベースのリカバリの実行取消ベースのリカバリの実行
この項では、取消ベースのメディア・リカバリ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リカバリの準備を行います。

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・ファイルをリス
トアします。

3. RECOVER DATABASE文を使用し、CANCELで終了し、リストアされたバックアップ
のメディア・リカバリを実行します。

取消ベースのリカバリの準備取消ベースのリカバリの準備取消ベースのリカバリの準備取消ベースのリカバリの準備  

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・リカバリが必要な場合は、イ
ンスタンスを終了します。

SHUTDOWN ABORT

2. リカバリ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。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
デバイスにリストアし、データベース・リカバリの次のステップに進みます。

取消ベースのリカバリに必要なファイルのリストア取消ベースのリカバリに必要なファイルのリストア取消ベースのリカバリに必要なファイルのリストア取消ベースのリカバリに必要なファイルのリストア  

1. カレント制御ファイルが、リカバリ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、リカバリ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リストアします。

リストア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・リカバリの終了目標時点で
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。カレント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、データベースのカレント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。
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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リストアします。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、リカバリ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までリカバリする場合
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・
ファイルをリストアします。

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、
それをリカバリに使用できます。リカバリ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、リカバリが完了した後、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リストアする必要はありません。

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リストアできる場合は、ファイルをリストアしてください。
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
バイスにリストアします。

 

取消ベースのリカバリの実行取消ベースのリカバリの実行取消ベースのリカバリの実行取消ベースのリカバリの実行  

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リストアした場合は、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. 取消ベースのリカバリを開始します。

RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL

注意注意注意注意 : 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。

注意注意注意注意 : 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、リカバリ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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この不完全リカバリ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
文の中で 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. リストアされたデータ・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。

6. 最新の、破損していない REDOログ・ファイルをリストア済のデータ・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、リカバリを取り消
します。

CANCEL

リカバリが成功したかどうかを示すメッセージが戻されます。リカバリが完了する前に
リカバリを取り消した後で、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
にリカバリが必要な場合は、ORA-1113エラーが発生します。

時間ベースのリカバリの実行時間ベースのリカバリの実行時間ベースのリカバリの実行時間ベースのリカバリの実行
この項では、時間ベースのメディア・リカバリ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・ファイルをリス
トアします。

注意注意注意注意 : RECOVER文で UNTIL CANCEL句を指定しないと、完全リカバ
リ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。

注意注意注意注意 : OPS構成を使用した場合、不完全リカバリを実行するか、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。
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3. UNTIL TIMEオプションを指定した RECOVER DATABASE文を使用し、リストアされ
たバックアップのメディア・リカバリを実行します。

時間ベースのリカバリの準備時間ベースのリカバリの準備時間ベースのリカバリの準備時間ベースのリカバリの準備  

5-27ページの「取消ベースのリカバリの実行」の項で説明している準備手順を使用してくだ
さい。

時間ベースのリカバリに必要なファイルをリストアし、ファイルをオンラインにする方法時間ベースのリカバリに必要なファイルをリストアし、ファイルをオンラインにする方法時間ベースのリカバリに必要なファイルをリストアし、ファイルをオンラインにする方法時間ベースのリカバリに必要なファイルをリストアし、ファイルをオンラインにする方法  

1. カレント制御ファイルが、リカバリ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・リカバリ終了時点での、データベースの物理ファイル構造を
反映した、バックアップ制御ファイルをリストアします。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。

� カレント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、データベースのカレント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リストアします。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、リカバリの目標
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
までリカバリする場合には、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・ファイルをリストアします。次のガイドラインを使用してください。

注意注意注意注意 : 時間ベースの不完全メディア・リカバリを実行するときに、リカ
バリ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、次のリカバリ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。

注意注意注意注意 : 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 処理処理処理処理

データ・ファイルのバックアップがない場合 空の置換ファイルを作成し、このファイルをリ
カバリに使用します。
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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 で代替位置にリストアした場合は、
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. リカバリの必要なデータ・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方
法

� V$DATAFILEビューを問い合せる方法

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;

リカバリ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

このファイルは、リカバリの完了後にデータ
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リストアしないでくださ
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リストアできる場合

ファイルをリストアし、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場合 破損したデータ・ファイルを代替の記憶デバイ
スにリストアする。

注意注意注意注意 : 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、リカバリ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。

状況状況状況状況 処理処理処理処理
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この不完全リカバリ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リストアした場合）は、リカ
バリ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。

時間ベースのリカバリの実行時間ベースのリカバリの実行時間ベースのリカバリの実行時間ベースのリカバリの実行  

1. RECOVER DATABASE UNTIL TIME文を発行して、時間ベースのリカバリを開始しま
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リカバリされます。

RECOVER DATABASE UNTIL TIME '1992-12-31:12:47:30' USING BACKUP CONTROLFILE

2. リストアされたデータ・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。

3. 必要な最後の REDOログ・ファイルをリストア済のデータ・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はリカ
バリを自動的に終了し、リカバリが成功したかどうかを示すメッセージを戻します。

変更ベースのリカバリの実行変更ベースのリカバリの実行変更ベースのリカバリの実行変更ベースのリカバリの実行
この項では、指定された SCNまでのリカバリ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・ファイルをリス
トアします。

3. UNTIL CHANGEオプションを指定した RECOVER DATABASE文を使用し、リストア
されたバックアップのメディア・リカバリを実行します。

変更ベースのリカバリの準備変更ベースのリカバリの準備変更ベースのリカバリの準備変更ベースのリカバリの準備  

5-27ページの「取消ベースのリカバリの実行」の項で説明している準備手順を使用してくだ
さい。

変更ベースのリカバリに必要なファイルをリストアする方法変更ベースのリカバリに必要なファイルをリストアする方法変更ベースのリカバリに必要なファイルをリストアする方法変更ベースのリカバリに必要なファイルをリストアする方法  

5-27ページの「時間ベースのリカバリの実行」の項で説明しているリストア手順を使用して
ください。
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変更ベースのリカバリの実行変更ベースのリカバリの実行変更ベースのリカバリの実行変更ベースのリカバリの実行  

1. リカバリを終了する時点の SCNを指定し、変更ベースのリカバリを開始します。SCN
には、引用符なしの 10進数を指定します。たとえば、SCN 100までリカバリするには、
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・リカバリのロールフォワード・フェーズを開始し、リストア済のデータ・
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・ファイルをリストア済のデータ・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 SCNになると、Oracleはリカ
バリを自動的に終了し、リカバリが成功したかどうかを示すメッセージを戻します。

メディア・リカバリ後のデータベースのオープンメディア・リカバリ後のデータベースのオープンメディア・リカバリ後のデータベースのオープンメディア・リカバリ後のデータベースのオープン
不完全リカバリを実行する場合、またはバックアップの制御ファイルを使用してリカバリを
実行する場合は、必ずオンライン REDOログをリセットしてからデータベースをオープン
してください。リセットされたデータベースの新しいバージョンを、新規インカネーション
と呼びます。RESETLOGSの実行後に古いインカネーションで生成されたアーカイブ REDO
ログは、新しいインカネーションではすべて無効になります。

完全リカバリを実行する場合は、データベースのオープン時に RESETLOGSオプションを指
定する必要はありません。通常どおりデータベースをオープンできます。データベースのこ
のインカネーションの存続期間内に作成されたバックアップおよびアーカイブ・ログは、い
ずれも引続き有効です。

この項では次の項目を取り上げます。

� RESETLOGS操作について

� リセットするオンライン REDOログの判断

� RESETLOGS操作後の処理

� RESETLOGS以前のバックアップのリカバリ

RESETLOGS操作について操作について操作について操作について
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 RESETLOGS 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。RESETLOGS SCNおよびタイムスタンプが合致
メディア・リカバリの実行 5-31



メディア・リカバリ後のデータベースのオープン
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、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。

図 5-1に、アーカイブ REDOログが失われたため、SCN2500の時点の状態にしかリカバリ
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のバックアップをリストアし、完全リカバリに備えま
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リカバリした後、
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ネーションにおける、SCN2500か
ら SCN4000までの変更は、古いインカ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、古いインカネーションのログは、新しいイン
カネーションに適用できません。したがって、古いインカネーションの SCN2500より前か
ら、新規インカネーションにバックアップをリストアできません。
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図図図図 5-1  データベースの新規インカネーションの作成データベースの新規インカネーションの作成データベースの新規インカネーションの作成データベースの新規インカネーションの作成

リセットするオンラインリセットするオンラインリセットするオンラインリセットするオンライン REDOログの判断ログの判断ログの判断ログの判断
不完全メディア・リカバリ、またはバックアップ制御ファイルを使用したリカバリの後には
RESETLOGSオプションが必要です。REDOログをリセットするには、次のようにします。

� リカバリ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
ようにします。

� 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
します。

� オンライン REDOログの内容を消去します。

� 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
を作成します。
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� ログ順序番号を 1にリセットします。

.

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・リカバリの後には必ず 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・リカバリを実行した後には、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、意図的に完全リカバリを実行した場合か、不完全リカバリ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リカバリした場合です。

� 完全リカバリを実行した場合でも、不完全リカバリを実行した場合でも、リカバリのた
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。

� 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。オンライン・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。

ALTER DATABASE OPEN文の実行文の実行文の実行文の実行
メディア・リカバリ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;

リカバリ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;

オープン時に RESETLOGSオプションを指定すると、完全リカバリが実行されたか、不完全
リカバリ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。完全リカバリの場合
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

不完全リカバリの場合は、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

警告警告警告警告 : 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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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操作後の処理操作後の処理操作後の処理操作後の処理
この項では、RESETLOGSモードでデータベースをオープンした後に実行するアクションに
ついて説明します。

� データベース全体のバックアップの作成

� アラート・ログのチェック

データベース全体のバックアップの作成データベース全体のバックアップの作成データベース全体のバックアップの作成データベース全体の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。そうしないと、ログをリセットした後
に行った変更をリカバリできません。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）を繰り返す以外にリカバリ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。

RESETLOGS処理前に作成されたバックアップは、通常、新規インカネーションでは使用で
きません。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リカバリが実行できる場合に限り、RESETLOGS前
のバックアップでもリストアが可能です。

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・
リカバリ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
要なメディア・リカバリが 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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-36ページの「RESETLOGS以前のバックアップのリカバリ」
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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。

RESETLOGS以前のバックアップのリカバリ以前のバックアップのリカバリ以前のバックアップのリカバリ以前のバックアップのリカバリ
Oracle8より前のリリースでは、ただちにリストア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、データベースのリストア）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、データベースのリストアの直後にデータ
ベース全体の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
クアップによるリカバリができないため、データベース全体のバックアップが必要でした。

RESETLOGS以前のバックアップのリストア以前のバックアップのリストア以前のバックアップのリストア以前のバックアップのリストア
次に示すような RESETLOGS前のバックアップが、新規インカネーションでリストアできま
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）。

� リカバリ終了後、および RESETLOGSオープン前に作成された、読込み /書込み表領域
の一貫性バックアップ。つまり、バックアップから RESETLOGSまでの間は、データ・
ファイルをそれ以上リカバリしたり変更することができません。ただしこれは、
RESETLOGSを指定してデータベースをオープンした後も有効である制御ファイルがあ
る場合に限られます。

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、リスト
アできません。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
ネーションでは無効となります。

RESETLOGS以前のバックアップのリストア実例以前のバックアップのリストア実例以前のバックアップのリストア実例以前のバックアップのリストア実例
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
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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リストアが必要
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. データベース全体のバックアップを実行します。たとえば、次のように入力します。

% cp /oracle/dbs/* /oracle/backup

3. オペレーティング・システムのメンテナンスを実行します。

4. 作成したバックアップからデータ・ファイルと制御ファイルをリストアします。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. 取消ベースのリカバリを開始します。

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リストア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
バックアップをリストアし、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リストアします。

% cp /oracle/backup/* /oracle/dbs

注意注意注意注意 : 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。
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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、完全リカバリを開始します。
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

4. データベースをオープンします。

STARTUP

前述の例では、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、リカバリできません。

注意注意注意注意 : カレント制御ファイルがある場合は、その制御ファイルはリスト
アしないでください。リストアした場合は、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リスト
アする必要があります。
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6

メディア・リカバリのシナリオメディア・リカバリのシナリオメディア・リカバリのシナリオメディア・リカバリのシナリオ

この章では、一般的なメディア障害からリカバリ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リカバリ

� ADD DATAFILE操作を使用したリカバリ方法

� 移動された表領域のリカバリ

� オンライン REDOログ・ファイルの消失後のリカバリ

� アーカイブ REDOログ・ファイルの消失後のリカバリ

� 制御ファイルの消失後のリカバリ

� ユーザー・エラーからのリカバリ

� 分散環境でのメディア・リカバリの実行
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メディア障害の種類の理解
 メディア障害の種類の理解メディア障害の種類の理解メディア障害の種類の理解メディア障害の種類の理解
メディア障害には、一般的に 2つの種類があります。 永続的なものと一時的なものです。障
害の種類によって、異なるリカバリ方法を使用します。

永続メディア障害は、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。失われたデータをリカバリするには、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リストアする以外に方法は
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。

 データ・ファイルの消失後のリカバリデータ・ファイルの消失後のリカバリデータ・ファイルの消失後のリカバリデータ・ファイルの消失後のリカバリ
データ・ファイルがメディア障害の影響を受けた場合は、リカバリ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・モードの適切なリカバリ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モードでのデータ・ファイルの消失モードでのデータ・ファイルの消失モードでのデータ・ファイルの消失モードでのデータ・ファイルの消失
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つのリカバリ方法のいずれかを使用で
きます。
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 ARCHIVELOGモードでのデータ・ファイルの消失モードでのデータ・ファイルの消失モードでのデータ・ファイルの消失モードでのデータ・ファイルの消失
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操作を使用したリカバリ方法操作を使用したリカバリ方法操作を使用したリカバリ方法操作を使用したリカバリ方法
ADD DATAFILE操作によってデータベース・リカバリがロールフォワードされた場合に
は、Oracleは ADD DATAFILE REDOデータの適用時にリカバリを停止し、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・リカバ
リを実行した場合、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: エラーによってリカバリ・セッションは取り消されました。

メディア障害のタイプメディア障害のタイプメディア障害のタイプメディア障害のタイプ 処理処理処理処理

一時 ハードウェアの問題を修復してからデータベースを再起動してくだ
さい。通常はインスタンス・リカバリが可能であり、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
リカバリできます。

永久 5-15ページの「NOARCHIVELOGモードでのデータベースのリカ
バリ」 の手順に従います。

破損したデータ・ファイ破損したデータ・ファイ破損したデータ・ファイ破損したデータ・ファイ
ルルルル

データベース・スデータベース・スデータベース・スデータベース・ス
テータステータステータステータス 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・リカバリによりト
ランザクションをリカバリできます。

ハードウェア問題が永続的な場合には、5-19
ページの「クローズ状態のデータベースのリ
カバリ」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、5-22ページの
「オープン状態のデータベースのリカバリ」
で説明している手順に従ってください。
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ORA-01244: メディア・リカバリによって名前なしデータファイルが制御ファイルに追加されました。
ORA-01110: データ・ファイル3: '/db/db2.f'
ORA-01110: データ・ファイル2: '/db/db3.f'

ADD DATAFILE操作によるリカバリ操作によるリカバリ操作によるリカバリ操作によるリカバリ  

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
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
をオープンします。 

� 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
から導出します。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. 前述のリカバリ文を使用してリカバリを続行します。たとえば、次のように入力しま
す。

RECOVER DATABASE

 移動された表領域のリカバリ移動された表領域のリカバリ移動された表領域のリカバリ移動された表領域のリカバリ
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くなります。

� 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ります。
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トランスポータブル表領域は、通常の表領域と同じようにリカバリできます。通常の表領域
はバックアップなしにリカバリできるのに対して、トランスポータブル表領域をリカバリす
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。 

トランスポータブル表領域をリカバリするには、移送されたデータ・ファイルのバックアッ
プをリストアし、通常のリカバリ・コマンドを発行します。このバックアップには、トラン
スポータブル表領域の最初のバージョンも、同表領域の移動後にとられたバックアップも使
用できます。CREATE TABLESPACE操作によるリカバリのときと同様に、トランスポータ
ブル表領域の操作によるリカバリでも ORA-01244が示される場合があります。この場合に
は、6-3ページの「ADD DATAFILE操作を使用したリカバリ方法」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。

 オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログ・ファイルの消失後のリカバリログ・ファイルの消失後のリカバリログ・ファイルの消失後のリカバリログ・ファイルの消失後のリカバリ
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、正しいリカバ
リ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。カレント、ア
クティブ、アーカイブなし、非アクティブ（これらのログの状態の説明は表 2-1 を参照） 

次の項で、これらの状況に適したリカバリ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リカバリ

� オンライン REDOログ・グループの全メンバーの消失後のリカバリ

 多重化されたオンライン多重化されたオンライン多重化されたオンライン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リカログ・グループのメンバーの消失後のリカログ・グループのメンバーの消失後のリカログ・グループのメンバーの消失後のリカ
バリバリバリバリ

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、修復します。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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トランスポータブル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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� ハードウェアの問題が永続的な場合には、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します。

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
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;

 オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログ・グループの全メンバーの消失後のリカバリログ・グループの全メンバーの消失後のリカバリログ・グループの全メンバーの消失後のリカバリログ・グループの全メンバーの消失後のリカバリ
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・リカバリは必要あり
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・リカバリが必要です。 

注意注意注意注意 : 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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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;

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、6-8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

グループの状態グループの状態グループの状態グループの状態 意味意味意味意味 処置処置処置処置

アクティブでない インスタンス・リカバリ時には必要
ありません。

アーカイブ済みまたはアーカイブし
ていないグループをクリアします。

アクティブ インスタンス・リカバリ時に必要で
す。

チェックポイントを発行し、ログを
クリアします。不可能な場合は、
バックアップをリストアして不完全
リカバリを行い、利用可能な最新の
ログの状態にする必要があります。

カレント 現在書込みが行われているログで
す。

ログをクリアします。不可能な場合
は、バックアップをリストアして不
完全リカバリを行い、利用可能な最
新のログの状態にする必要がありま
す。
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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、6-9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。 

 アクティブでない、オンラインアクティブでない、オンラインアクティブでない、オンラインアクティブでない、オンライン REDOログ・グループの消失ログ・グループの消失ログ・グループの消失ログ・グループの消失
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、アクティブでない
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ンアーカイブ済みの、アクティブでないオンラインアーカイブ済みの、アクティブでないオンラインアーカイブ済みの、アクティブでないオンライン 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・グループを初期化します。たとえば、REDO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 GROUP 2;

アーカイブされていない、アクティブでないオンラインアーカイブされていない、アクティブでないオンラインアーカイブされていない、アクティブでないオンラインアーカイブされていない、アクティブでないオンライン 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リカバリのために必要である場合には、そ
のバックアップをリカバリ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

メディア障害の種類メディア障害の種類メディア障害の種類メディア障害の種類 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初期化し直してください。
6-8 Oracle8iバックアップおよびリカバリ・ガイド



オンライン REDOログ・ファイルの消失後のリカバリ
2. UNARCHIVEDキーワードを使用してログを再初期化します。たとえば、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 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. オペレーティング・システムの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
完全リカバリに使用できます。たとえば、次のように入力します。

% cp /disk1/oracle/dbs/*.f /disk2/backup

4. ALTER DATABASE文を使用してデータベースの制御ファイルのバックアップを実行し
ます。たとえば、次のように入力します。

ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO '/oracle/dbs/cf_backup.f';

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文は、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ことが不可能な場合

� 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
名を再使用することが不可能な場合

これらの場合には、CLEAR LOGFILE文は、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。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。

アクティブなオンラインアクティブなオンラインアクティブなオンラインアクティブなオンライン REDOログ・グループの消失ログ・グループの消失ログ・グループの消失ログ・グループの消失 
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・ログがカレント・ログでない場
合は、ALTER SYSTEM CHECKPOINT文を発行します。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、6-8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」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。
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カレント・ログとは、LGWRが現在書込みを行っているカレント・ログのことです。LGWR
の I/Oが失敗すると、LGWRが終了しインスタンスがクラッシュします。この場合は、
バックアップをリストアして不完全リカバリを実行し、RESTLOGSオプションを指定して
データベースをオープンする必要があります。

NOARCHIVELOGモードでアクティブなオンラインモードでアクティブなオンラインモードでアクティブなオンラインモードでアクティブなオンライン REDOログ・グループの消失からリカバリログ・グループの消失からリカバリログ・グループの消失からリカバリログ・グループの消失からリカバリ
する方法する方法する方法する方法  

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. オペレーティング・システムのユーティリティを使用し、データベース全体のバック
アップからデータベースをリストアします。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. データベース全体の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ンモードでアクティブなオンラインモードでアクティブなオンラインモードでアクティブなオンライン REDOログ・グループの消失からリカバリすログ・グループの消失からリカバリすログ・グループの消失からリカバリすログ・グループの消失からリカバリす
る方法る方法る方法る方法  

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・リカバリを実行します。5-24ページの「不完全メディア・リカバリの
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リカバリします。

3. 失われた REDOログのカレント名が、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;
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アーカイブ REDOログ・ファイルの消失後のリカバリ
複数の複数の複数の複数の REDOログ・グループの消失ログ・グループの消失ログ・グループの消失ログ・グループの消失
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、リカバリが最も困難なログ
に対するリカバリ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. カレント・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

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログ・ファイルの消失後のリカバリログ・ファイルの消失後のリカバリログ・ファイルの消失後のリカバリログ・ファイルの消失後のリカバリ
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、破損したファイルがデータベースの現在の運
用に影響を与えることはありません。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。

注意注意注意注意 : 不完全リカバリのエンドポイント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。

何をバックアップしたか何をバックアップしたか何をバックアップしたか何をバックアップしたか 処理処理処理処理

いっぱい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・リカバリ操作には、いっぱいになっ
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。

いっぱい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
での不完全リカバリを実行します。

警告警告警告警告 : アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ 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
したアーカイブしたアーカイブしたアーカイブしたアーカイブ REDOログを必要としない、データベース全体のバックログを必要としない、データベース全体のバックログを必要としない、データベース全体のバックログを必要としない、データベース全体のバック
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。
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制御ファイルの消失後のリカバリ
制御ファイルの消失後のリカバリ制御ファイルの消失後のリカバリ制御ファイルの消失後のリカバリ制御ファイルの消失後のリカバリ
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
をリストアした後で、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リカ
バリ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、適切なリカバリ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

� カレント制御ファイルのすべてのコピーの消失

多重化された制御ファイルのメンバーの消失多重化された制御ファイルのメンバーの消失多重化された制御ファイルのメンバーの消失多重化された制御ファイルのメンバーの消失
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リカバリ
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

� 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つ存在

制御ファイルをデフォルト位置にリストアする方法制御ファイルをデフォルト位置にリストアする方法制御ファイルをデフォルト位置にリストアする方法制御ファイルをデフォルト位置にリストアする方法  

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リストアすること
により、データベース・リカバリの次のステップに進むことができます。

3. データベースのカレント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。

注意注意注意注意 : 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、6-13ページの「カレント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リカバリ
% 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リストア制御ファイルのデフォルト以外の位置へのリストア制御ファイルのデフォルト以外の位置へのリストア制御ファイルのデフォルト以外の位置へのリストア  

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カレント位置が反映され、リ
ストアされていない制御ファイルをすべてここから除外するために、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

カレント制御ファイルのすべてのコピーの消失カレント制御ファイルのすべてのコピーの消失カレント制御ファイルのすべてのコピーの消失カレント制御ファイルのすべてのコピーの消失
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リカバリできます。

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文の
作成時に次のオプションが使用できます。

表表表表 6-1  制御ファイル作成のオプション制御ファイル作成のオプション制御ファイル作成のオプション制御ファイル作成のオプション （２のページ１）（２のページ１）（２のページ１）（２のページ１）

状況状況状況状況 処理処理処理処理

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・トレース出力を保存してある場合

出力からの CREATE CONTROLFILE文をその
まま使用します。
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制御ファイルの消失後のリカバリ
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（オプションは表 6-1を参照）。たとえば、次のように入力しま
す。

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 

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場合

その変更を反映するように、ALTER 
DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 
TRACEの出力を編集します。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場合

制御ファイルのコピーを使用して SQL出力を
取得します。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場合

手動で CREATE CONTROLFILE文を生成しま
す（『Oracle8i SQL リファレンス』を参照）。

注意注意注意注意 : 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。

表表表表 6-1  制御ファイル作成のオプション制御ファイル作成のオプション制御ファイル作成のオプション制御ファイル作成のオプション （２のページ２）（２のページ２）（２のページ２）（２のページ２）

状況状況状況状況 処理処理処理処理
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ユーザー・エラーからのリカバリ
'/diska/prod/sales/db/log2t1.dbf',
'/diskb/prod/sales/db/log2t2.dbf'

) SIZE 100K,
DATAFILE

'/diska/prod/sales/db/database1.dbf',
'/diskb/prod/sales/db/filea.dbf'

;

2. 通常の方法でデータベースをリカバリします。

RECOVER DATABASE

ユーザー・エラーからのリカバリユーザー・エラーからのリカバリユーザー・エラーからのリカバリユーザー・エラーからのリカバリ
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。リカバリするには、エラーの前の状態
に戻すことが必要な場合があります。

誤って削除した表のリカバリ方法誤って削除した表のリカバリ方法誤って削除した表のリカバリ方法誤って削除した表のリカバリ方法  

1. ユーザー・エラーがあったデータベースは、可能であればオンラインのままで通常に使
用できる状態にしておいてください。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. データベースのバックアップを代替位置にリストアし、リストア済みのバックアップ制
御ファイルを使用して不完全リカバリを行い、表が削除される直前の状態にします（手
順は 5-24ページの「不完全メディア・リカバリの実行」を参照）。

3. Oracleのユーティリティ Exportを使用して、データベースを一時的にリストアしたも
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をデータベースの永
久コピーにインポートします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-14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」

注意注意注意注意 : 厳選した適切なユーザーのみに重要な権限（DROP ANY TABLE
など）を付与していれば、データベースのリカバリ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。

注意注意注意注意 : 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・リカバリの実行
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。

分散環境でのメディア・リカバリの実行分散環境でのメディア・リカバリの実行分散環境でのメディア・リカバリの実行分散環境でのメディア・リカバリの実行
メディア・リカバリの実行方法は、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、選択するリカバリ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
でリカバリ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 6-2では、各種のリカバリ操作を示し、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。

Time-Basedおよびおよびおよびおよび Change-Basedでの分散データベース・リカバリの調整での分散データベース・リカバリの調整での分散データベース・リカバリの調整での分散データベース・リカバリの調整
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リカバリする場合が
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
を同じ時点までリカバリ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・リカバリと呼びます。この章で説明する時間ベースおよび変更ベースのリカ
バリの標準手順では、次の作業を実行する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

表表表表 6-2  分散データベース環境のリカバリ操作分散データベース環境のリカバリ操作分散データベース環境のリカバリ操作分散データベース環境のリカバリ操作

状況状況状況状況 処理処理処理処理

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をリストアす
る場合

独立したデータベース・リカバリを使用し
ます。

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をリストアする場合

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リストアします。

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・リカバリを実行する場合

独立したデータベース・リカバリを使用し
ます。

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・リカバリを実行
する場合

独立したデータベース・リカバリを使用し
ます。

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・リカバリを実行する場
合

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・リカバリを使用し
ます。
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分散環境でのメディア・リカバリの実行
1. 時間ベースのリカバリにより、リカバリする必要のあるデータベースをリカバリしま
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
のリカバリが必要になった場合は、時間ベースのリカバリを行い、最初にそのデータ
ベースをリカバリします。この時点では、他のデータベースのリカバリは行いません。

2. データベースのリカバリが終了した後、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、完全リカバリが完了しています。分
散システム内の他のデータベースはリカバリしないでください。リカバリすると、削除
する必要のない変更内容が削除されてしまいます。リカバリはこれで完了です。

メッセージが "RESETLOGS after incomplete recovery UNTIL CHANGE xxx,"であっ
た場合には、不完全リカバリ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. 変更ベースのリカバリを使用し、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リカバリします。

スナップショットによるデータベースのリカバリスナップショットによるデータベースのリカバリスナップショットによるデータベースのリカバリスナップショットによるデータベースのリカバリ
マスター・データベースを個別に、過去の時点までリカバリした（つまり、調整式の、時間
ベースの分散データベース・リカバリを実行していない）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。
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7

オペレーティング・システム環境での表領域オペレーティング・システム環境での表領域オペレーティング・システム環境での表領域オペレーティング・システム環境での表領域

のののの Point-in-Timeリカバリの実行リカバリの実行リカバリの実行リカバリの実行

この章では、O/S環境での表領域の Point-in-Timeリカバリ（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リカバリの概要

� 表領域の Point-in-Timeリカバリの計画

� 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
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O/S環境での表領域の Point-in-Timeリカバリの概要
O/S環境での表領域の環境での表領域の環境での表領域の環境での表領域の Point-in-Timeリカバリの概要リカバリの概要リカバリの概要リカバリの概要
表領域の Point-in-Timeリカバリ（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リカバリ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・セットをリカバリ
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リカバリを行うのに最も有用です。

� DROP TABLEまたは TRUNCATE TABLE操作のエラーからリカバリする場合。

� 論理的に壊れた表をリカバリさせる場合。

� 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文からリカバリする場合。

� 1つの物理データベースの別々の表領域の中に複数のスキーマが存在する場合に、物理
データベースの他の部分とは異なる時点にまで論理スキーマをリカバリさせる場合。

� VLDB（非常に大規模なデータベース）の中の表領域をリカバリさせる場合、バック
アップからデータベース全体をリストア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 7-4ページの「表領域の Point-in-Timeリカバリの計画」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の利点の利点の利点の利点
Oracle8より前のバージョンでは、Point-in-Timeリカバリは、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

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

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

4. 本番データベースから関連するオブジェクトを削除

5. オブジェクトを本番データベースにインポート

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。

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できます。
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2. クローン・データベースのサブセットをリカバリできます。

3. オペレーティング・システムのユーティリティを使用し、関連するデータ・ファイル
を、リカバリしたデータベースから本番データベースにコピーできます。

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、
ファイル内のリカバリされたセグメント）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できます。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の方法の方法の方法の方法
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。たとえ
ば、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リストアする場合
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文を使用して、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。

方法方法方法方法 結論結論結論結論

従来の O/S TSPITR クローンの初期化パラメータ・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・データベースのリカバリ中に同
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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : トランスポータブル表領域の詳細は、『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リカバリ

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でのリカバリ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。

リカバリ・セットリカバリ・セットリカバリ・セットリカバリ・セット
Point-in-Timeリカバリ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、6-4ページの「移動された表領域のリカバリ」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。

表領域の表領域の表領域の表領域の Point-in-Timeリカバリの計画リカバリの計画リカバリの計画リカバリの計画
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。

警告警告警告警告 : 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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TSPITRの制限事項の制限事項の制限事項の制限事項
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、リカバリ済の
表領域とリカバリしていない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

一般的な制約事項一般的な制約事項一般的な制約事項一般的な制約事項
TSPITRにはいくつかの制約事項があります。また以下のことは実行できません。

� SYSTEM表領域のリカバリ。

� 削除された表領域のリカバリ。

� 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リカバリすること。

� 誤った表領域に追加されたデータ・ファイルの削除。表領域のリカバリされた時点より
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。

� クローン・データベースでの DML文の使用。クローン・データベースはリカバリ専用
です。

� TSPITRの実行後に、リカバリ・セット・データ・ファイルの既存のバックアップを使
用してリカバリを行うこと。このかわりに、リカバリ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リカバ
リを試みると、リカバリは失敗します。

� 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リカバリするこ
と。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のリカバリ・セットに含めること。

– 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が組み込まれた場合は、TSPITRの実行前に削除する必要があり
ます。
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データ整合性とデータ整合性とデータ整合性とデータ整合性と TSPITR
TSPITRは、リカバリ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リカバリ・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。

TSPITRの必要条件の必要条件の必要条件の必要条件
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。

� リカバリ・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
のリカバリ・セットに入っていることを確認します。そうでなければ、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します。

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リストアされていません。」）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ます。

� 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します。

データベースでのデータベースでのデータベースでのデータベースでの TSPITRの準備の準備の準備の準備
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の確認

� ステップ 2: プライマリ・データベースに対する依存性の調査および解決

� ステップ 3: プライマリ・データベースの準備

� ステップ 4: クローン・パラメータ・ファイルの準備

� ステップ 5: クローン・データベースの準備

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-7ページの「ステップ 2: プライマリ・データベースに対す
る依存性の調査および解決」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 7-10ページの「ステップ 4: クローン・パラメータ・ファイル
の準備」
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ステップステップステップステップ 1: オブジェクトが消失するかどうかの確認オブジェクトが消失するかどうかの確認オブジェクトが消失するかどうかの確認オブジェクトが消失するかどうかの確認
表領域に対して TSPITRを実行すると、リカバリ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
7-1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、リカバリ・セットが TS1と TS2で構成され、リカバ
リ時点が '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;

ステップステップステップステップ 2: プライマリ・データベースに対する依存性の調査および解決プライマリ・データベースに対する依存性の調査および解決プライマリ・データベースに対する依存性の調査および解決プライマリ・データベースに対する依存性の調査および解決
TS_PITR_CHECKビューを使用し、リカバリ・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。

次のことを実行してください。実行しないと TS_PITR_CHECKビューは行を戻します。

� リカバリ・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
ティションを含めます。あるパーティション表の一部のパーティションのみをリカバリ
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（7-15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 7-1  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 意味意味意味意味

OWNER 削除されるオブジェクトの所有者

NAME TSPITRの結果、消失するオブジェクトの名前

CREATION_TIME オブジェクトの作成タイムスタンプ

TABLESPACE_NAME オブジェクトが組み込まれている表領域の名前

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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� リカバリ・セットに次のものをすべて含めます。

– 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）

� リカバリ・セットから次のオブジェクト・タイプを除外します。

– 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、リカバリ・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、リカバリ・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、リカバリ・セットに ID1および ID2を含めてください。

ステップステップステップステップ 3: プライマリ・データベースの準備プライマリ・データベースの準備プライマリ・データベースの準備プライマリ・データベースの準備
次の作業を実行します。

1. カレント・オンライン REDOログをアーカイブします。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT;

2. リカバリ・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・データベースのリカバリ・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リカバリ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の完了前にリカバリ・セットが変更されないようになります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。
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ステップステップステップステップ 4: クローン・パラメータ・ファイルの準備クローン・パラメータ・ファイルの準備クローン・パラメータ・ファイルの準備クローン・パラメータ・ファイルの準備
製品データベース初期化パラメータ・ファイルをコピーして編集するのではなく、新規の初
期化パラメータ・ファイルを作成します。次に示すようなパラメータに対しては、低設定を
適用してメモリーを節約してください。

� DB_BLOCK_BUFFERS

� SHARED_POOL_SIZE

� LARGE_POOL_SIZE.

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。

クローンの初期化パラメータ・ファイルに次のパラメータを設定します。

注意注意注意注意 : リカバリ・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
ベースのリカバリ・セット表領域を、クローンのリカバリ中のみ READ 
ONLYに変更します。リカバリ・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（7-13ペー
ジの「ステップ 5: リカバリ・セットのクローン・ファイルのプライマリ・
データベースへのコピー」を参照）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 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。

注意注意注意注意 : 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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ステップステップステップステップ 5: クローン・データベースの準備クローン・データベースの準備クローン・データベースの準備クローン・データベースの準備
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. 補助セットとリカバリ・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
所にリストアします。

 

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。

注意注意注意注意 : 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。7-11ページの「ス
テップ 5: クローン・データベースの準備」を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : 推奨はできませんが、リカバリ・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、7-15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。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 目的目的目的目的
オペレーティング・システム環境での表領域の Point-in-Timeリカバリの実行 7-11



TSPITRの実行
DB_FILE_NAME_CONVERTおよび LOG_FILE_NAME_CONVERTを設定していても、
異なる位置にリストア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、別の位置にリストアされたクローン・
ファイルがある可能性もあります。次の SQL文を発行して、リカバリ・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の実行の実行の実行の実行
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・データベースのリカバリ

� ステップ 2: クローン・データベースのオープン

� ステップ 3: クローン・データベースのエクスポートの準備

� ステップ 4: メタデータのエクスポート

� ステップ 5: リカバリ・セットのクローン・ファイルのプライマリ・データベースへのコ
ピー

� ステップ 6: プライマリ・データベースへのメタデータのインポート

� ステップ 7: プライマリ・データベースの使用の準備

� ステップ 8: プライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックアップ

ステップステップステップステップ 1: クローン・データベースのリカバリクローン・データベースのリカバリクローン・データベースのリカバリクローン・データベースのリカバリ
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
時点までリカバリします。次のように、不完全リカバリ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。

注意注意注意注意 : 各リカバリ・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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ステップステップステップステップ 2: クローン・データベースのオープンクローン・データベースのオープンクローン・データベースのオープンクローン・データベースのオープン
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。

ステップステップステップステップ 3: クローン・データベースのエクスポートの準備クローン・データベースのエクスポートの準備クローン・データベースのエクスポートの準備クローン・データベースのエクスポートの準備
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（7-7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の調査および解決」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。

ステップステップステップステップ 4: メタデータのエクスポートメタデータのエクスポートメタデータのエクスポートメタデータのエクスポート
次の文を使用し、リカバリ・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次のことを行
います。

1. TS_PITR_CHECKに再度問合せを行います。

2. 問題を解決します。

3. エクスポートを再度実行します。

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後、クローン・データベースを停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

ステップステップステップステップ 5: リカバリ・セットのクローン・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのクローン・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのクローン・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのクローン・ファイルのプライマリ・データ
ベースへのコピーベースへのコピーベースへのコピーベースへのコピー

プライマリ・データベース上のリカバリ・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。オペレーティング・システムのユーティリ
ティを使用し、クローン・データベースからリカバリ・セットのファイルをプライマリ・
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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。

ステップステップステップステップ 6: プライマリ・データベースへのメタデータのインポートプライマリ・データベースへのメタデータのインポートプライマリ・データベースへのメタデータのインポートプライマリ・データベースへのメタデータのインポート
次の文を使用し、リカバリ・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。

ステップステップステップステップ 7: プライマリ・データベースの使用の準備プライマリ・データベースの使用の準備プライマリ・データベースの使用の準備プライマリ・データベースの使用の準備
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・データベースのリカバリ・セットの表領域をオンライン状態にします。

2. リカバリ・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、7-9ページの「ステップ 3: プライマリ・データベースの準備」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（7-7ページの「ステップ 2: プライマリ・データベー
スに対する依存性の調査および解決」を参照）。

4. TSPITRを実行する前にリカバリ・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、7-15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）。

ステップステップステップステップ 8: プライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバック
アップアップアップアップ

表領域に対する TSPITRが完了した後で、オペレーティング・システムのユーティリティを
使用して表領域のバックアップをとります。

注意注意注意注意 : 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Exportの詳細は、『Oracle8i パフォーマンスのための設計およ
びチューニング』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パーティション表の部分的なパーティション表の部分的なパーティション表の部分的な TSPITRの実行の実行の実行の実行
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: リカバリする各パーティション用の表をプライマリ・データベースに作成

� ステップ 2: リカバリするパーティションの索引の削除

� ステップ 3: パーティションとスタンドアロン表の入替え

� ステップ 4: リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定

� ステップ 5: クローン・データベースへの表の作成

� ステップ 6: リカバリするパーティションの索引の削除

� ステップ 7: パーティションとスタンドアロン表の入替え

� ステップ 8: クローン・データベースのエクスポート

� ステップ 9: リカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データベースへのコ
ピー

� ステップ 10: プライマリ・データベースへのインポート

� ステップ 11: リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定

� ステップ 12: パーティションとスタンドアロン表の入替え

� ステップ 13: プライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックアップ

警告警告警告警告 : 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ブ最新のバックアップからのアーカイブ最新のバックアップからのアーカイブ最新のバックアップからのアーカイブ REDOログが、リカバリされた表ログが、リカバリされた表ログが、リカバリされた表ログが、リカバリされた表
領域に論理的にリンクしていないこともあります。領域に論理的にリンクしていないこともあります。領域に論理的にリンクしていないこともあります。領域に論理的にリンクしていないこともあります。TSPITRの実行前にとの実行前にとの実行前にとの実行前にと
られたバックアップからリカバリ・セット表領域をリカバリしようとするられたバックアップからリカバリ・セット表領域をリカバリしようとするられたバックアップからリカバリ・セット表領域をリカバリしようとするられたバックアップからリカバリ・セット表領域をリカバリしようとする
と失敗します。と失敗します。と失敗します。と失敗します。
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ステップステップステップステップ 1: リカバリする各パーティション用の表をプライマリ・データリカバリする各パーティション用の表をプライマリ・データリカバリする各パーティション用の表をプライマリ・データリカバリする各パーティション用の表をプライマリ・データ
ベースに作成ベースに作成ベースに作成ベースに作成

この表には、リカバリ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、各リカバリ・セットのパーティションとの入替えに使用されます（7-16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の入替え」を参照）。

ステップステップステップステップ 2: リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除
リカバリするパーティションの索引を削除するか、もしくはリカバリ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。リカバリ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（7-17ページの「ステップ 6: リカバリするパーティションの索引の削除」を参照）。
TSPITRが完了した後、索引を再作成します。

ステップステップステップステップ 3: パーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替え
次の文を発行し、リカバリ・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; 

ステップステップステップステップ 4: リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定
プライマリ・データベースで各リカバリ・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・データベース上のリカバリ・セットの表領域は変更できなくなり
ます。

注意注意注意注意 : 範囲が拡張されたパーティションをリカバリする以外に、削除し
たパーティションをリカバリする必要がある場合がよくあります。7-18
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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ステップステップステップステップ 5: クローン・データベースへの表の作成クローン・データベースへの表の作成クローン・データベースへの表の作成クローン・データベースへの表の作成
クローンをリカバリし、RESETLOGSオプションを指定してオープンした後、リカバリ中の
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。リカバリするパーティ
ションごとに表を作成します。作成した表は、後で各リカバリ・セットのパーティションと
の交換に使用されます。

ステップステップステップステップ 6: リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除
リカバリ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）リカバリ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。

ステップステップステップステップ 7: パーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替え
クローン・データベースのリカバリ・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; 

ステップステップステップステップ 8: クローン・データベースのエクスポートクローン・データベースのエクスポートクローン・データベースのエクスポートクローン・データベースのエクスポート
次の文を発行して、リカバリ・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で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: ユーザーが SYSで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後、クローン・データベースを停止します。

ステップステップステップステップ 9: リカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データ
ベースへのコピーベースへのコピーベースへのコピーベースへのコピー

プライマリ・データベース上のリカバリ・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・データベースからリカバリ・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。
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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
ステップステップステップステップ 10: プライマリ・データベースへのインポートプライマリ・データベースへのインポートプライマリ・データベースへのインポートプライマリ・データベースへのインポート
次のコマンドを使用し、リカバリ・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。

ステップステップステップステップ 11: リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定
プライマリ・データベースの各リカバリ・セット表領域をオンラインにします。

ALTER TABLESPACE tablespace_name ONLINE; 

ステップステップステップステップ 12: パーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替え
プライマリ・データベースのリカバリ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。

ステップステップステップステップ 13: プライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバック
アップアップアップアップ

プライマリ・データベース上のリカバリ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。
 

パーティションを削除した場合のパーティション表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パーティションを削除した場合のパーティション表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
の実行の実行の実行の実行

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の確認

警告警告警告警告 : 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、リカバリされた表領域に論理的にリンクしていないこともログが、リカバリされた表領域に論理的にリンクしていないこともログが、リカバリされた表領域に論理的にリンクしていないこともログが、リカバリ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。あります。あります。あります。TSPITRの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッ
ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。ト表領域をリカバリ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 2: 一時表の作成

� ステップ 3: パーティション表からのレコードの削除

� ステップ 4: リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定

� ステップ 5: クローン・データベースへの表の作成

� ステップ 6: リカバリするパーティションの索引の削除

� ステップ 7: パーティションとスタンドアロン表の入替え

� ステップ 8: クローン・データベースのエクスポート

� ステップ 9: リカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データベースへのコ
ピー

� ステップ 10: プライマリ・データベースへのインポート

� ステップ 11: リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定

� ステップ 12: スタンドアロン表のパーティション表への挿入

� ステップ 13: プライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックアップ

ステップステップステップステップ 1: 削除したパーティションの下限および上限の範囲の確認削除したパーティションの下限および上限の範囲の確認削除したパーティションの下限および上限の範囲の確認削除したパーティションの下限および上限の範囲の確認
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、パーティションをリカバリした後に、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文を発行します。

SELECT * FROM partitioned_table 
  WHERE relevant_key 
  BETWEEN low_range_of_partition_that_was_dropped 
  AND high_range_of_partition_that_was_dropped;

ステップステップステップステップ 2: 一時表の作成一時表の作成一時表の作成一時表の作成
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、
必要であれば後でリカバリしたパーティションにそのレコードを挿入できます。

ステップステップステップステップ 3: パーティション表からのレコードの削除パーティション表からのレコードの削除パーティション表からのレコードの削除パーティション表からのレコードの削除
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。

ステップステップステップステップ 4: リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定リカバリ・セットの表領域をオフラインに設定
プライマリ・データベースの各リカバリ・セットの表領域をオフラインにします。
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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
ALTER TABLESPACE tablespace_name OFFLINE IMMEDIATE; 

ステップステップステップステップ 5: クローン・データベースへの表の作成クローン・データベースへの表の作成クローン・データベースへの表の作成クローン・データベースへの表の作成
RESETLOGSオプションを指定してクローンをオープンした後、リカバリ中のパーティショ
ン表と同じ列名と列データ型を持つ表を作成します。リカバリ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、後で各リカバリ・セットのパーティションとの交換に使用さ
れます。

ステップステップステップステップ 6: リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除リカバリするパーティションの索引の削除
リカバリするパーティションの索引を削除するか、もしくはリカバリ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。

ステップステップステップステップ 7: パーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替えパーティションとスタンドアロン表の入替え
クローン・リカバリ・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;

ステップステップステップステップ 8: クローン・データベースのエクスポートクローン・データベースのエクスポートクローン・データベースのエクスポートクローン・データベースのエクスポート
次の文を発行して、リカバリ・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で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: ユーザーが SYSで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後、クローン・データベースを停止します。

ステップステップステップステップ 9: リカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データリカバリ・セットのデータ・ファイルのプライマリ・データ
ベースへのコピーベースへのコピーベースへのコピーベースへのコピー

プライマリ・データベース上のリカバリ・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・データベースからリカバリ・
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。
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ステップステップステップステップ 10: プライマリ・データベースへのインポートプライマリ・データベースへのインポートプライマリ・データベースへのインポートプライマリ・データベースへのインポート
次のコマンドを使用し、リカバリ・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。

ステップステップステップステップ 11: リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定リカバリ・セットの表領域をオンラインに設定
次の文を発行して、プライマリ・データベースの各リカバリ・セットの表領域をオンライン
にします。

ALTER TABLESPACE tablespace_name ONLINE;

ステップステップステップステップ 12: スタンドアロン表のパーティション表への挿入スタンドアロン表のパーティション表への挿入スタンドアロン表のパーティション表への挿入スタンドアロン表のパーティション表への挿入
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、リカバリしたパーティション
に挿入します。
 

ステップステップステップステップ 13: プライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバックプライマリ・データベース内のリカバリした表領域のバック
アップアップアップアップ

プライマリ・データベース内のリカバリ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。

注意注意注意注意 : 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。
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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パーティションを分割した場合のパーティション表のパーティションを分割した場合のパーティション表の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
の実行の実行の実行の実行

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リカバリ方法を、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

� ステップ 2-13: パーティション表領域の部分的 TSPITRと同じ手順の使用

ステップステップステップステップ 1: プライマリ・データベースのプライマリ・データベースのプライマリ・データベースのプライマリ・データベースの 2つのパーティションのうち下位つのパーティションのうち下位つのパーティションのうち下位つのパーティションのうち下位
の方を削除の方を削除の方を削除の方を削除

範囲が分割されているパーティションをリカバリする場合には、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

警告警告警告警告 : 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、リカバリされた表領域に論理的にリンクしていないこともログが、リカバリされた表領域に論理的にリンクしていないこともログが、リカバリされた表領域に論理的にリンクしていないこともログが、リカバリ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。あります。あります。あります。TSPITRの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッの実行前にとられたバックアップからリカバリ・セッ
ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。ト表領域をリカバリしようとすると失敗します。

注意注意注意注意 : 7-5ページの「TSPITRの制限事項」で説明しているように、削除
した表領域のリカバリには 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リカバリできません。通常
のエクスポート /インポート・リカバリ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の作成

� そのコピーのロールフォワード

� データベースのオープン

� パーティションとスタンドアロン表の入替え

� スタンドアロン表の表レベルでのエクスポートの実行

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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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リカバリする場合、そのパーティションごとに、リカバ
リ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;

作成された表は、ステップ 3で各リカバリ・セットのパーティションとの入替えに使用され
ます。

ステップステップステップステップ 2-13: パーティション表領域の部分的パーティション表領域の部分的パーティション表領域の部分的パーティション表領域の部分的 TSPITRと同じ手順の使用と同じ手順の使用と同じ手順の使用と同じ手順の使用
7-15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のチューニングに関する考慮事項のチューニングに関する考慮事項のチューニングに関する考慮事項のチューニングに関する考慮事項
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。

� リカバリ・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

リカバリ・セットの位置に関する考慮事項リカバリ・セットの位置に関する考慮事項リカバリ・セットの位置に関する考慮事項リカバリ・セットの位置に関する考慮事項
領域に余裕がない場合は、リカバリ・セットのファイルを本来の場所にリカバリできます。
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リカバリでき
ます。お薦めするのは、ファイルを別の位置にリストアしてから、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（7-14ページの「ステップ 6: プライマリ・
データベースへのメタデータのインポート」を参照）。

別の場所へリカバリすることの長所と短所別の場所へリカバリすることの長所と短所別の場所へリカバリすることの長所と短所別の場所へリカバリすることの長所と短所
別の場所にリカバリする長所は次のとおりです。

� より高い可用性と柔軟性。リカバリ・セットをプライマリ・データベースと統合する前
の時点でリカバリを中止した場合、そのリカバリ・セットのファイルをプライマリ・
データベース上にリストアして通常の方法でリカバリする必要がありません。

� クローンでリカバリが行われている間に、プライマリ・データベースのリカバリ・セッ
トの表領域にアクセスできます。たとえば、リカバリ・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（7-9ページの「ステップ
3: プライマリ・データベースの準備」を参照）。この場合は、リカバリ・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。リカバリ・セットの
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ファイルをプライマリ・データベース上の元の場所でリカバリした場合、このオプショ
ンは使用できません。

別の場所にリカバリすることの短所は、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。

元の場所にリカバリすることの長所と短所元の場所にリカバリすることの長所と短所元の場所にリカバリすることの長所と短所元の場所にリカバリすることの長所と短所
元の場所でリカバリすることの長所は、リカバリ・セットのファイルに必要な領域を節約で
きることです。クローンのリカバリが完了した後で、プライマリ・データベースにリカバ
リ・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、リカバリ・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リカバリを中
止した場合には（7-14ページの「ステップ 6: プライマリ・データベースへのメタデータのイ
ンポート」を参照）、プライマリ・データベースの上書きされたリカバリ・セット・ファイ
ルをバックアップからリストアし、通常の方法でリカバリ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。リカバリ中は、リカバリ・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。

バックアップ制御ファイル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バックアップ制御ファイル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
プライマリにクローンを統合する前にそのクローンでリカバリ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リストアされ
ていません。」が表示されます。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、リカバリ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。クローンをリカバリする SQL*Plus
文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、Oracleは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リストアされていません。」を発行します。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。
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トランスポータブル表領域を使用したトランスポータブル表領域を使用したトランスポータブル表領域を使用したトランスポータブル表領域を使用した TSPITRの実行の実行の実行の実行
トランスポータブル表領域機能は、表領域の Point-in-Timeリカバリ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、リカバリさ
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、クローンの初期化パラメータ・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・データベースをリカバリする
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リストアする場
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リストアする場合には、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・データベースをリカバリするときに、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。

� 削除した表領域をリカバリできます。O/Sの TSPITRを使用した場合は不可能です。

� プライマリ・データベースに永続的変更を行う前に手順をテストするために、リカバリ
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ます。

トランスポータブル表領域機能を使用したトランスポータブル表領域機能を使用したトランスポータブル表領域機能を使用したトランスポータブル表領域機能を使用した TSPITRの実行の実行の実行の実行  

1. バックアップをリストアし、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。

注意注意注意注意 : 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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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、リカバリ・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、リカバ
リ・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;

3. 指定された時点までクローン・データベースをリカバリします。

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文を発行し、リカバリ・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。リカバリ・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文を使用してリカバリ・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文を発行し、リカバリした表領域
を読み書き両用にします。
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