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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、Recovery Managerユーティリティを使用してバックアップ、リスト
アおよびリカバリの作業を行うために必要な概念を説明し、個々の作業についても説明しま
す。 このマニュアルは、『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』で説明している
バックアップおよびリカバリの基本的な概念を理解していることを前提としています。

この『Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス』では、
Oracle8i Standard Editionおよび Oracle8i Enterprise Editionの 2つの製品の特徴と機能につ
いて説明します。Standard Editionと Enterprise Editionの基本機能は同じですが、
Enterprise Editionでのみ使用できる高度な機能がいくつか（一部はオプション）あります。
たとえば、Recovery Managerで表領域の Point-in-Timeリカバリを自動的に実行するには、
Enterprise Editionが必要です。
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Oracle8iでの新機能での新機能での新機能での新機能
この項では、Oracleリリース 8.0とリリース 8.1での Recovery Manager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
リリース 8.1.6の新機能は、次のとおりです。

� setコマンドの autolocateオプションにより、RMANは、リストアするバックアップが
含まれる OPSクラスタのノードを自動的に検出します（10-151ページの「set_run_
option」を参照）。

� configure compatibleコマンドは、リカバリ・カタログ・パッケージと RMAN実行可
能ファイルとの互換性を制御します（10-53ページの「configure」および 3-4ページの
「リカバリ・カタログの互換性の設定」を参照）。

� alter databaseコマンドの resetlogsオプションにより、RESETLOGSオプションを使用
してデータベースをオープンできます（10-18ページの「alterDatabase」を参照）。

� change ... delete、delete expiredおよび backup ... delete inputコマンドは、カタログ・
レコードの状態を DELETEDに更新するのではなく、カタログ・レコードを削除できる
ようになりました（3-19ページの表 3-2「メンテナンス・コマンドとスクリプト」を参
照）。

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の新機能は、次のとおりです。

� オラクル社は、Media Management API  バージョン 2.0をリリースしました。 バージョ
ン 1.1のMedia Management APIへのサポートは継続されます。 新しい APIの機能は、
次のとおりです。

– メディア管理ベンダーのソフトウェアは、プロキシ・コピーと呼ばれる拡張機能を
使用して、バックアップまたはリストアに関連するデータ移動を実行できます
（1-22ページの「プロキシ・コピー」を参照）。

– 一部のメディア管理ソフトウェアでは、メディア・タイプ、保存期間などの条件に
基づいて、バックアップ・メディアをストレージ・プールに配置できます。 backup
コマンドの poolパラメータにより、そのような製品と RMANとの統合が可能にな
ります（25ページの「backup」を参照）。

– チャネルが割り当てられると、RMANは、そのチャネルでバックアップをとるの
に使用するメディア管理製品を識別するテキスト・メッセージをログ内に表示しま
す。 メディア・マネージャがエラーを検出すると、そのエラーを説明するエラー・
メッセージを戻し、RMANのログに表示します。

– 新しい sendコマンドを使用して、RMANセッションからメディア管理ソフトウェ
アに直接コマンドを送信できます（10-144ページの「send」を参照）。 
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� crosscheck backup コマンド（10-70ページの「crosscheck」を参照）、change ... 
crosscheck コマンド（10-42ページの「change」を参照）、および delete expired 
backupコマンド（10-76ページの「deleteExpired」を参照）により、リカバリ・カタ
ログおよびメディア・マネージャのカタログとの同期化ができます。 RMANは、バック
アップおよびコピーが実際にディスクまたはテープ上にあるかどうかを判断し、ない場
合は、そのリポジトリ・レコードを更新します。

� list backupコマンド（10-90ページの「list」を参照）の出力には、バックアップ・セッ
トに属するバックアップのリストが、バックアップ・セットに含まれているデータ・
ファイルまたはアーカイブ・ログとは別のレポートのセクションに印刷されます。 

� 新しいコマンドである report need backup redundancy（10-117ページの「report」を
参照）は、データ・ファイルのバックアップ数がユーザー指定の数より少ない場合、新
しいバックアップが必要であることをユーザーに警告します。

� create catalogコマンド（10-65ページの「createCatalog」を参照）は、リカバリ・カタ
ログを作成します。 dbs/adminディレクトリにある catrman.sqlおよび関連するス
クリプトを置き換えます。

� 以前は、リカバリ・カタログをアップグレードするために、SQLスクリプトを実行する
必要がありました。 このバージョンでは、upgrade catalogコマンドを使用してカタログ
をアップグレードできます（10-167ページの「upgradeCatalog」を参照）。

� drop catalogコマンド（10-81ページの「dropCatalog」を参照）は、リカバリ・カタロ
グのスキーマを削除します。

� RMANの startup コマンド（10-161ページの「startup」を参照）、shutdown コマンド
（10-156ページの「shutdown」を参照）、および alter database ... mount/alter database 

... openコマンド（10-18ページの「alterDatabase」を参照）は、同等の SQLコマンド
と同じ構文です。

� duplicateコマンドにより、別のデータベースのバックアップを使用して、レプリケー
ト・データベースを作成できます（第 7章「Recovery Managerによる複製データベー
スの作成」を参照）。 

� Parallel Serverの複数のノードでバックアップを行う場合、一部のディスクにはクラス
タ内の一定のノードとの親和性があるため、これらのディスクへのアクセスが同じクラ
スタ内の他のノードからのアクセスより速い場合があります。RMANは、ノードに対
する親和性があればそれを認識し、データ・ファイルとの親和性を持つノードに割り当
てられたチャネルでデータ・ファイルのバックアップを行うようにスケジュールしま
す。 

� このバージョンでは、Recovery Managerで各バックアップ・ピースの同時コピーを 4つ
まで作成できます（1-43ページの「二重バックアップ・セット」を参照）。

� RMANで formatパラメータを使用してバックアップ・ピース名を明示的に指定する必
要はありません。 RMANは、デフォルトで各バックアップ・ピースに一意の名前を選択
します。
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� 既存のバックアップ・ピースと同じ名前のバックアップ・ピースを作成しようとした場
合、既存のバックアップ・ピースは上書きされません。 RMANはエラーを発行します。 

� リカバリ・カタログなしで TSPITR（表領域の Point-in-Timeリカバリ）を実行できます
（8-4ページの「リカバリ・カタログを使用しない TSPITRの実行」を参照）。

� Recovery Managerのバックアップの進行状況およびパフォーマンスを監視するため、
新規の V$BACKUP_SYNC_IOビューおよび V$BACKUP_ASYNC_IOビューが使用でき
ます（9-13ページの「RMANのジョブの監視」を参照）。
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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。

部部部部 / 章章章章 内容内容内容内容

第第第第 I部部部部 Recovery Managerの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法

第 1章「Recovery Managerの概要」 Recovery Managerユーティリティの特徴と機能を説明します。

第 2章「Recovery Managerのスタート・ガイド」 Recovery Managerを使用した起動方法を、リカバリ・カタログ
を使用すべきかどうかも含めて説明します。さらに、各コマン
ドの実行方法、ターゲット・データベースへの接続方法につい
ても説明します。

第 3章「Recovery Managerのリポジトリの管理」 リカバリ・カタログまたは制御ファイルを使用した RMANメ
タデータの管理方法を説明します。

第 4章「Recovery Managerによるリストおよび
レポートの生成」

バックアップ、コピーおよびレポートのリストの生成方法を説
明します。このリストには、バックアップが必要なデータ・
ファイル、不要となっているバックアップ、および特定時点で
のデータベース・スキーマの構造が記載されています。

第 5章「Recovery Managerでのバックアップお
よびコピーの作成」

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

第 6章「Recovery Managerによるリストアとリ
カバリ」

データ・ファイル、制御ファイル、アーカイブ REDOログの
バックアップおよびコピーをリストアし、データ・ファイルに
対してメディア・リカバリを実行する方法を説明します。

第 7章「Recovery Managerによる複製データ
ベースの作成」

ターゲット・データベースのデータ・ファイルのバックアップ
を使用し、このデータベースの複製をローカル・ホストまたは
リモート・ホスト上に作成する方法を説明します。

第 8章「Recovery Managerによる Point-in-Time
リカバリの実行」

Recovery Managerを使用して表領域の Point-in-Timeリカバリ
を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。

第 9章「Recovery Managerでのトラブルシュー
ティング」

RMANのエラー・メッセージとデバッグ出力の解釈、および
RMANで最も一般的な問題について説明します。

第第第第 II部部部部 Recovery Managerリファレンスリファレンスリファレンスリファレンス

第 10章「Recovery Managerのコマンド構文」 すべての RMANコマンドの構文図、パラメータの説明および
コード例が記載されています。

第 11章「リカバリ・カタログ・ビュー」 リカバリ・カタログで利用できるビューについて説明します。

「用語集」 バックアップおよびリカバリに関連する用語の定義を説明しま
す。
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このマニュアルの変更点このマニュアルの変更点このマニュアルの変更点このマニュアルの変更点
このマニュアルは、リリース 8.1.6より次の点が新しくなりました。

� リリース 8.1.5ではバックアップおよびリカバリについてすべて『Oracle8i バックアップ
およびリカバリ・ガイド』で説明していました。 リリース 8.1.6では、次の 3つのマニュ
アルに分割されています。

� 『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』

� 第 9章「Recovery Managerでのトラブルシューティング」は、RMANのデバッグのヒ
ントおよび一般的な問題について説明します。

対象読者対象読者対象読者対象読者
このマニュアルは、Recovery Managerのユーティリティを使用して 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、次の内容に詳しい読者を対象として書かれています。

� リレーショナル・データベースの概念および基本的なデータベース管理。『Oracle8i 概
要』および『Oracle8i 管理者ガイド』で説明されています。

� 基本的なバックアップとリカバリの概念および方法。『Oracle8i バックアップおよびリ
カバリ・ガイド』で説明されています。

� Oracleを実行しているオペレーティング・システム環境。 
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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を説明します。

� 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キーワードなどの注意が必要なも
のに使用します。 

たとえば、次のようになります。

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

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

たとえば、次のようになります。

「アーカイブ REDOログとは、オフラインでコピーされたオンライン REDOログのことで
す。 この機能を使用可能にするには、データベースを ARCHIVELOGモードで実行する必要
があります。 Recovery Managerを使用している場合は、archivelog like '/oracle/archive/arc_*'
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。」

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

たとえば、次のようになります。

「データベースをバックアップするには、Recovery Managerの backupコマンドを使用しま
す。 同様に、ファイルをコピーするには、UNIXの cpコマンドを使用します。」

固定幅フォント固定幅フォント固定幅フォント固定幅フォント
ファイル名およびディレクトリ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
固定幅フォントは、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。
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たとえば、次のようになります。

「このコマンドで表領域 TBS_1がバックアップされます。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup tablespace tbs_1;
}　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

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、10-2ページの「このリファレンス・マニュアルでの表記
法」を参照してください。

コ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、異なるプラットフォームの様々な環境で実行
できます。このマニュアルは一般的な説明を提供しています。つまり、特定のオペレーティ
ング・システムやインタフェースを想定した内容ではありません。 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が必要な場合もありま
す。 そのような場合、このマニュアルでは UNIXのコマンドライン・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
xx



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
このマニュアルには、次のような基本的な情報が含まれます。

� 概念（第 1章「Recovery Managerの概要」）

� 手順（第 3章から第 8章）

� リファレンス（第 II部「Recovery Managerリファレンス」）

� トラブルシューティング（第 9章「Recovery Managerでのトラブルシューティング」）

RMANの基本機能を知るには、第 1章「Recovery Managerの概要」を読み、次に第 2章
「Recovery Managerのスタート・ガイド」を読んでください。 特定のタスクの詳細は、手順
を説明している章を参照してください。 RMANの構文またはカタログ・ビューにある列の説
明は、リファレンスの章を参照してください。
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第第第第 I部部部部

Recovery Managerの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法





Recovery Managerの
1

Recovery Managerの概要の概要の概要の概要

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

� Recovery Managerの概要

� Recovery Managerコマンド

� Recovery Managerのリポジトリ

� メディア管理

� リストとレポート

� チャネルの割当て

� バックアップ・セット

� バックアップ・タイプ

� イメージ・コピー

� ファイルのリストア

� メディア・リカバリ

� データベースの複製

� 整合性チェック
概要 1-1



Recovery Managerの概要
Recovery Managerの概要の概要の概要の概要
Recovery Manager（RMAN）は Oracleツールの 1つで、データ・ファイル、制御ファイル
およびアーカイブ REDOログのバックアップ、リストアおよびリカバリに使用します。 
RMANは Oracle Serverに含まれているため、個別にインストールする必要はありません。 
RMANは、オペレーティング・システム（O/S）のプロンプトからコマンドライン・ユー
ティリティとして起動するか、または GUIベースの Enterprise Managerの一部である
Backup Managerを使用できます。

RMANはサーバー・セッションを使用して、以前は手動で実行していた様々なバックアッ
プおよびリカバリ・タスクを自動化します。 たとえば、各データ・ファイルに対応するバッ
クアップを検索する、オペレーティング・システムのコマンドを使用してこれらを正しい場
所にコピーする、そして適用するアーカイブ・ログを選択するなどのタスクが RMANに
よって自動的に行われます。

図図図図 1-1  RMANとととと O/Sにおけるバックアップおよびリカバリ手順の比較におけるバックアップおよびリカバリ手順の比較におけるバックアップおよびリカバリ手順の比較におけるバックアップおよびリカバリ手順の比較

RMANを起動すると、次のようなイベントが行われます。

� クライアントで RMANユーザー・セッションが開始します。

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

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

Recovery Manager
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Recovery Managerの概要
� リカバリ・カタログに接続した場合、RMANはそのリカバリ・カタログ・データベー
スのサーバー・セッションを作成します。

RMANを使用してターゲット・データベースに接続すると、RMANはサーバー・セッショ
ンを割り当て、PL/SQLインタフェースを使用してバックアップおよびリカバリ操作を実行
し、そのバックアップおよびコピーを物理的にディスクに格納します。メディア管理ソフト
ウェアを使用している場合はテープに格納します。

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

図図図図 1-2  Recovery Managerとオプションのリカバリ・カタログを併用した場合とオプションのリカバリ・カタログを併用した場合とオプションのリカバリ・カタログを併用した場合とオプションのリカバリ・カタログを併用した場合

注意注意注意注意 : Recovery Managerは、リリース 8.0以上の Oracleデータベースと
のみ互換性があります。Oracle7 Enterprise Backup Manager（EBU）とは
互換性がありません。 

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

Oracle�
リカバリ・�
カタログ�

Recovery Manager

ターゲット�
Oracle�

データベース�

3次記憶装置�
サブシステム�

Oracleサーバー・�
セッション�

Enterprise
Manager

ディスク�ディスク�

Oracle�
サーバー･�
セッション�

Oracle�
サーバー･�
セッション�

Oracle�
サーバー･�
セッション�

Oracle�
サーバー･�
セッション�
Recovery Managerの概要 1-3



Recovery Managerの概要
Recovery Managerの機能の機能の機能の機能
RMANを使用すると、バックアップおよびリカバリの重要な操作が自動化されます。たと
えば、Recovery Managerには次のような機能があります。

� サーバー・セッションを使用して、データベース、表領域、データ・ファイルおよび
アーカイブ REDOログのバックアップおよびコピーを実行します。

� 一度でも書込みが行われたデータ・ブロックのみが含まれるように、データ・ファイル
のバックアップを圧縮します。

� 頻繁に実行されるバックアップおよびリカバリ操作をスクリプトに格納します。

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

� 増分バックアップを適用して、NOLOGGINGオプションを使用して作成されたオブ
ジェクトへの変更をリカバリします（REDOログを使用したリカバリはこれらの変更に
適用されません）。

� 本番データベースをテスト用に複製します。

� サード・パーティのメディア管理ソフトウェアを使用できます。

� バックアップおよびリカバリ操作すべての出力可能なメッセージ・ログを生成します。

� リカバリ・カタログを使用してリストア操作およびリカバリ操作の両方を自動化しま
す。

� バックアップおよびリストア操作を自動的にパラレル化します。

� バックアップ制御ファイルを使用してバックアップをリストアした場合は、リストアさ
れたデータ・ファイルの構造を反映するようにバックアップ制御ファイルを自動的に調
整します。

� リカバリに必要な REDOの量についてユーザーが指定した制限に基づいて、バックアッ
プが必要なデータ・ファイルを検索します。

� クロスチェックを実行し、メディア管理カタログにアーカイブされた情報が引き続き使
用可能であるかどうかを確認します。

� 指定したバックアップがリストア可能かどうかをテストします。

Recovery Managerについてについてについてについて
� バックアップおよびリカバリ操作を実行するための選択肢は RMANだけではありませ

ん。 オペレーティング・システムのコマンドを使用してファイルをバックアップおよび
リストアし、SQL/SQL*Plus文でリカバリする方法も選択できます。

� リカバリ・カタログ。リカバリ・カタログは、RMANの操作に関する情報を含んだオ
プションのスキーマです。RMANは、バックアップおよびコピーをリカバリ・カタロ
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Recovery Managerコマンド
グに格納するのではなく、バックアップおよびコピーに関する情報をリカバリ・カタロ
グに格納することに注意してください。 

� リリース 8.0以前の Oracleデータベースとは互換性はありません。 

� Oracle7ユーティリティの Enterprise Backup Utility（EBU）。RMANは EBUとは互換性
はありません。 

� オペレーティング・システム固有のバックアップ・ユーティリティではありません。
RMANは、様々な異なるオペレーティング・システムで実行可能な汎用ユーティリ
ティです。

� スケジューリング・ユーティリティではありません。 RMANには定期バックアップを自
動的に実行できる組込みスケジューリング機能はありません。

Recovery Managerコマンドコマンドコマンドコマンド
RMANコマンドを使用すると、バックアップおよびリカバリにかかわるすべての操作を管
理できます。 

この項では次の項目について説明します。

� Recovery Manager PL/SQLパッケージ

� Recovery Managerにおけるコマンドのコンパイルおよび実行

� Recovery Managerコマンドのタイプ

� Recovery Managerコマンドの実行

� Recovery Managerコマンドの終了

� Recovery Managerのコマンド・エラー

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

注意注意注意注意 : Oracleリリース 8.0で使用した RMANコマンドはすべて、リリー
ス 8.1でも使用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANコマンドとその構文の詳細は、第 10章「Recovery 
Managerのコマンド構文」を参照してください。
Recovery Managerの概要 1-5



Recovery Managerコマンド
� 制御ファイルまたはリカバリ・カタログ内にある RMANのリポジトリをメンテナンス
します。

� Oracleおよびオペレーティング・システムと通信し、バックアップ・セットとイメー
ジ・コピーの作成、リストアおよびリカバリを行います。

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

DBMS_BACKUP_RESTOREパッケージは、dbmsbkrs.sqlスクリプトおよび
prvtbkrs.plbスクリプトで作成されます。このパッケージは、catproc.sqlスクリプト
が実行されると、各 Oracleデータベースに自動的にインストールされます。このパッケー
ジは、Oracleサーバーおよびオペレーティング・システムとインタフェースし、Recovery 
Managerの指示に従って、バックアップおよびリストア操作に I/Oサービスを提供します。

Recovery Managerにおけるコマンドのコンパイルおよび実行におけるコマンドのコンパイルおよび実行におけるコマンドのコンパイルおよび実行におけるコマンドのコンパイルおよび実行
Recovery Managerにおけるコマンドの処理は、次の 2つのフェーズに分かれます。

� コンパイル

� 実行

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

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: backup
RMAN-03023: 実行コマンド: backup
RMAN-08008: チャネルch1: fullデータファイル・バックアップ集合を開始しています。
RMAN-08502: set_count=48 set_stamp=346765191 creation_time=15-OCT-98
RMAN-08010: チャネルch1: バックアップ集合にデータファイルを挿入しています。
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00017 名前=/oracle/dbs/tbs_14.f
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00003 名前=/oracle/dbs/tbs_11.f
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00004 名前=/oracle/dbs/tbs_12.f
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00007 名前=/oracle/dbs/tbs_13.f
RMAN-08013: チャネルch1: 一部分: 1が作成されました。
RMAN-08503: 部分ハンドル=/oracle/dbs/1gaamds7_1_1 コメント=NONE
RMAN-08525: バックアップ・セットが完了しました、経過時間: 00:00:04
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了
RMAN-08031: チャネル ch1をリリースしました。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DBMS_RCVCATパッケージ、DBMS_RCVMANパッケージ
および DBMS_BACKUP_RESTOREパッケージの詳細は、『Oracle8i  
PL/SQLパッケージ・プロシージャ リファレンス』を参照してください。 
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Recovery Managerコマンド
コンパイルコンパイルコンパイルコンパイル
RMANは、コンパイル・フェーズで次の 2つの処理を実行します。

� 名前の変換

� PL/SQLジョブ・ステップの作成

名前の変換名前の変換名前の変換名前の変換  RMANの多くのコマンドは、どのオブジェクトに対して操作するかを示す必要
があります。 RMANは、コマンドに指定されたオブジェクトをコマンドが実際に操作の対象
とする 1つ以上のエンティティのリストに変換します。この操作を名前の変換と呼びます。
この場合のエンティティには、データ・ファイル、アーカイブ REDOログ、データ・ファ
イルのコピーおよび制御ファイルのコピーなどが含まれます。たとえば、コマンド backup 
databaseを入力すると、RMANはキーワード databaseをデータベースの全データ・ファイ
ルのリストに変換します。同様に、次のコマンドを発行したとします。

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

RMANは、archivelogRecordSpecifier句（コマンドの from ... until ...部分）をアーカイブ
REDOログのリストに変換します。 

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

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

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

RMANが複数の PL/SQLプログラムを同時に実行できるのは、これらのプログラムがター
ゲット・データベースに対して実行するリモート・プロシージャ・コール（RPC）で、非ブ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMAN出力の解釈方法は、第 9章「Recovery Managerでの
トラブルシューティング」を参照してください。
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ロック化ユーザー・プログラム・インタフェース（UPI）が使用されているためです。これ
により、あるチャネルが非ブロック化 RPCコールを実行したとき、RMANは別のチャネル
に切り替えができます。RMANは内部のポーリング・メカニズムを使用して、非ブロック
化 RPCコールの完了を検出します。非ブロック化コールの完了後、RMANは PL/SQLプロ
グラムを再開します。

Recovery Managerコマンドのタイプコマンドのタイプコマンドのタイプコマンドのタイプ
RMANで使用されるコマンドには、 スタンドアロン・コマンドとジョブ・コマンドの 2つの
基本的なタイプがあります。 スタンドアロン・コマンドは、change、crosscheckおよび
deleteコマンドを除き、1つのコマンドで完結しています。これに対して、ジョブ・コマン
ドは、runコマンドの大カッコ内で実行する必要があります。

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

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

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

� catalog

� change

� create catalog、drop catalog、upgrade catalog

� create script、delete script、replace script

� crosscheck

� delete expired backupset

� list

� report

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 :   RMANの構文の詳細は、第 10章「Recovery Managerのコ
マンド構文」を参照してください。
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ジョブ・コマンドジョブ・コマンドジョブ・コマンドジョブ・コマンド
ジョブ・コマンドは、スタンドアロン・コマンドとは異なり、runコマンドの大カッコ内で
実行する必要があります。ジョブ・コマンドの例を次に示します。

� allocate channel

� backup

� copy

� duplicate

� recover

� restore

� switch

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

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

� @

� @@

� host

� send

� shutdown

� startup

� sql

関連項目関連項目関連項目関連項目 : スタンドアロン・コマンドの構文は、10-138ページの
「rmanCommand」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 : ジョブ・コマンドの構文は、10-141ページの「run」を参照し
てください。
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コマンドライン引数コマンドライン引数コマンドライン引数コマンドライン引数
RMANでは様々なコマンドライン引数がサポートされており、RMANへの接続時に指定で
きます。 ほとんどの引数はコマンドラインで指定します。例外は targetおよび catalogで、
この 2つは RMANの起動後、コマンドラインでも connectコマンドでも指定できます。
connectコマンドを使用すると、セキュリティの問題につながるコマンドラインへのパス
ワードの入力を回避できます。

Recovery Managerコマンドの実行コマンドの実行コマンドの実行コマンドの実行
RMANは、コマンドライン・インタプリタ（CLI）を使用しているため、対話モードでも
バッチ・モードでもコマンドを実行できます。コマンドラインで logオプションを指定し、
RMAN出力をログ・ファイルに書き込むこともできます。 

対話モード対話モード対話モード対話モード
RMANコマンドを対話的に実行するには、RMANを起動した後、コマンドライン・インタ
フェースにコマンドを入力します。たとえば、次のように、RMANを UNIXコマンド・
シェルから起動し、対話コマンドを実行することができます。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat
RMAN> run {
2>  allocate channel d1 type disk;
3>  backup database; 
4>  }

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

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

次の例では、1-10ページの「対話モード」の RMANのサンプル・スクリプトが、b_
whole_10.rcvというコマンド・ファイルに入力されています。 このファイルをオペレー
ティング・システムのコマンドラインから実行し、次のようにログ・ファイル rman_log.f
に出力を書き込むことができます。

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コマンドラインのオプションの詳細は、10-47ページの
「cmdLine」を参照してください。
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ストアド・スクリプトストアド・スクリプトストアド・スクリプトストアド・スクリプト
ストアド・スクリプト（stored script）とは、リカバリ・カタログに格納された一連の
RMANコマンドのことで、中カッコで囲まれています。ストアド・スクリプトをメンテナ
ンスしておくと、データベースのバックアップ、リストアおよびリカバリのための一連のコ
マンドを、計画、開発またはテストできます。ストアド・スクリプトを使用すると、オペ
レータ・エラーの可能性を最小限に抑えることができます。1つのストアド・スクリプトは
1つのデータベースにのみ関連付けられます。

図図図図 1-3  Recovery Managerのストアド・スクリプトのストアド・スクリプトのストアド・スクリプトのストアド・スクリプト

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

ストアド・スクリプトの例を次に示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANのコマンドライン・オプションの詳細は、10-47ペー
ジの「cmdLine」を参照してください。
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Oracle8i

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

リカバリ・カタログのビュー RC_STORED_SCRIPTを問い合せてストアド・スクリプトを表
示します。

SQL> SELECT * FROM rc_stored_script;

    DB_KEY DB_NAME   SCRIPT_NAME
---------- -------   ------------------------------------------------------
         1 RMAN      full_backup
         1 RMAN      incr_backup_0
         1 RMAN      incr_backup_1
         1 RMAN      incr_backup_2
         1 RMAN      log_backup

Recovery Managerコマンドの終了コマンドの終了コマンドの終了コマンドの終了
実行中の RMANジョブを終了するには、次の 2つの方法があります。

� デフォルトの方法として、[Ctrl]キーを押しながら [C]（または、使用しているシステム
の Attentionキーの組合せ）キーを押します。 この操作では、テープのマウントを待っ
ている場合など、割り当てられたチャネルがメディア管理操作で待機していない限り、
そのチャネルも終了します。

� オペレーティング・システムでセッションを終了します。 たとえば、UNIXの killコマ
ンドを実行できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : スクリプトの詳細は、3-29ページの「リカバリ・カタログへ
のスクリプトの格納」を参照してください。 
$ORACLE_HOME/rdbms/demoディレクトリに格納されたサンプル・スク
リプトも参照してください。
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RMANチャネルのセッション IDは、割り当てられた各チャネルに対して表示される
RMAN-08500メッセージの RMANログを検索して確認できます。

Recovery Managerのコマンド・エラーのコマンド・エラーのコマンド・エラーのコマンド・エラー
RMANコマンドが正常に実行されたかどうかを判断することは重要なことです。 たとえば、
RMANを使用した自動バックアップのスクリプトを作成するときに、バックアップが成功
したか、あるいは失敗したかを確認する場合があります。

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

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

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00558: 入力コマンド解析中にエラーが見つかりました。
RMAN-01005: syntax error: found "}": expecting one of: "archivelog, backup, backupset, 
channel, comma, controlfilecopy, current, database, datafile, datafilecopy, delete, 
diskratio, filesperset, format, include, (, parms, pool, ;, skip, setsize, tablespace, 
tag"
RMAN-01007: 行: 1、列: 58、ファイル: standard input

Recovery Managerのリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリ
RMANリポジトリとは、RMANがバックアップ、リカバリおよびメンテナンス操作を実行
する際に使用する、ターゲット・データベースに関するメタデータのコレクションのことで
す。 管理者は、この情報を格納するリカバリ・カタログ（recovery catalog）を作成するか、
またはこの情報をターゲット・データベースの制御ファイルにのみ格納できます。 RMANは
制御ファイルのみで主要なバックアップおよびリカバリ操作をすべて実行できますが、リカ
バリ・カタログを使用している場合のみ機能する RMANコマンドも一部あります。

リカバリ・カタログをメンテナンスするのは RMANのみです。ターゲット・データベース
がリカバリ・カタログに直接アクセスすることはありません。RMANは、データベース構
造、アーカイブ REDOログ、バックアップ・セットおよびデータ・ファイル・コピーに関
する情報をターゲット・データベースの制御ファイルからリカバリ・カタログの中に伝播さ
せます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANのエラー・メッセージの解釈とトラブルシューティン
グの詳細は、第 9章「Recovery Managerでのトラブルシューティング」
を参照してください。
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RMANリポジトリのリカバリ・カタログへの格納リポジトリのリカバリ・カタログへの格納リポジトリのリカバリ・カタログへの格納リポジトリのリカバリ・カタログへの格納
リカバリ・カタログとは、RMANによって使用およびメンテナンスされる、ターゲット・
データベースに関する情報のリポジトリです。 リカバリ・カタログは既存のデータベースに
保管できるため、リカバリ・カタログ格納のための追加データベースを用意する必要はあり
ません。RMANは、制御ファイルから取得したリカバリ・カタログの情報を使用して、要
求されたバックアップおよびリカバリ操作の実行方法を決定します。

この項では次の項目について説明します。

� リカバリ・カタログの内容

� リカバリ・カタログの再同期化

� リカバリ・カタログのバックアップ

� リカバリ・カタログの互換性

リカバリ・カタログの内容リカバリ・カタログの内容リカバリ・カタログの内容リカバリ・カタログの内容
リカバリ・カタログには、次の情報が含まれています。

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

� データ・ファイルのコピー

� アーカイブ REDOログとそのコピー

� ターゲット・データベースにある表領域およびデータ・ファイル

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

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

再同期化には、完全再同期化か、または部分再同期化があります。 部分再同期化では、
RMANは、カレントの制御ファイルを読み取って変更済データを更新しますが、データ
ベースの物理スキーマ（physical schema）に関するメタデータは再同期化しません。物理ス
キーマとは、データ・ファイル、表領域、REDOスレッド、ロールバック・セグメント
（データベースがオープンしている場合のみ）およびオンライン REDOログのことを指しま

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANリポジトリの管理方法は、第 3章「Recovery 
Managerのリポジトリの管理」を参照してください。カタログ専用コマン
ドのリストは、3-47ページの「カタログ専用コマンドの制限」を参照して
ください。
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す。完全再同期化では、RMANは、スキーマ・レコードも含めてすべての変更済レコード
を更新します。

あるコマンドを RMANで発行すると、RMANは完全再同期化または部分再同期化が必要と
なるタイミングを自動的に検出し、必要に応じていずれかの方法で同期化を実行します。完
全再同期化は、resync catalogコマンドを発行して実行することもできます。 

RMANを一日に 1回程度の割合で実行し、resync catalogコマンドを発行してカタログを現
行の状態にしておくことをお薦めします。 制御ファイルは循環再使用システムを採用してい
るため、バックアップおよびコピーのレコードは上書きされます。 カタログの再同期化によ
り、これらのレコードはカタログに格納されるため消失しません。

スナップショット制御ファイルスナップショット制御ファイルスナップショット制御ファイルスナップショット制御ファイル  RMANは、リカバリ・カタログを再同期化するたびに、一
時的なバックアップ制御ファイルであるスナップショット制御ファイル（snapshot control 
file）を生成します。このスナップショット制御ファイルにより、リカバリ・カタログをリ
フレッシュするとき、または制御ファイルに問い合せるときに、RMANに制御ファイルの
一貫性のあるビューがあることを保証します。スナップショット制御ファイルは、RMAN
で短期間に使用するものであるため、リカバリ・カタログには登録されません。RMANは、
スナップショット制御ファイルのチェックポイントをリカバリ・カタログに記録し、リカバ
リ・カタログの現行の状態を示します。

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 制御ファイルのレコードの詳細は、1-17ページの「制御ファ
イル内のレコードのタイプ」を参照してください。

注意注意注意注意 : スナップショット制御ファイルの名前と位置は指定することがで
きます。 その方法については、2-4ページの「スナップショットの制御ファ
イル位置の決定」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ・カタログの再同期化の方法は、3-32ページの「リ
カバリ・カタログの再同期化」を参照してください。resync catalogの構
文は、10-135ページの「resync」を参照してください。
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リカバリ・カタログのバックアップリカバリ・カタログのバックアップリカバリ・カタログのバックアップリカバリ・カタログのバックアップ
1つのリカバリ・カタログに、複数のターゲット・データベースに関する情報を格納できま
す。そのため、リカバリ・カタログを消失すると、問題が発生する可能性があります。リカ
バリ・カタログは頻繁にバックアップしてください。 

リカバリ・カタログが破損した場合に、使用可能なバックアップがなくても、カレントの制
御ファイルまたは制御ファイルのバックアップを使用すると、カタログの一部をリカバリで
きます。ただし、常にリカバリ・カタログの有効な最新のバックアップを持つようにしてく
ださい。

リカバリ・カタログの互換性リカバリ・カタログの互換性リカバリ・カタログの互換性リカバリ・カタログの互換性
RMANをリカバリ・カタログとともに使用する場合、RMAN環境は、次のコンポーネント
で構成されます。

� RMAN実行可能ファイル

� リカバリ・カタログ・データベース

� リカバリ・カタログ・データベースにあるリカバリ・カタログのスキーマ

� ターゲット・データベース

これらのコンポーネントには、リリース番号が付けられています。 たとえば、RMAN実行可
能ファイル（リリース 8.1.6）をターゲット・データベース（リリース 8.1.5）とともに使用
し、リカバリ・カタログ・データベース（リリース 8.1.5）にリリース 8.1.6でカタログ表が
作成されたリポジトリを格納できます。

RMANの configure compatibleコマンドにより、リカバリ・カタログの互換性レベルを指
定できます。 たとえば、リリース 8.1.5以上の RMAN実行可能ファイルを使用する場合の
み、カタログが機能するように指定できます。 互換性の設定により、change ... deleteや
backup ... delete inputなどのコマンドの動作が決定されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ・カタログのバックアップ方法は、3-40ページの
「リカバリ・カタログのバックアップ」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� RMAN環境でのコンポーネントの互換性を説明するチャートは、
『Oracle8i 移行ガイド』を参照してください。

� リカバリ・カタログの互換性レベルの設定方法は、3-4ページの「リカバ
リ・カタログの互換性の設定」を参照してください。 

� configure compatibleの構文は、10-53ページの「configure」を参照して
ください。
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RMANリポジトリの制御ファイルへの格納リポジトリの制御ファイルへの格納リポジトリの制御ファイルへの格納リポジトリの制御ファイルへの格納
リカバリ・カタログ内のほとんどの情報は、ターゲット・データベースの制御ファイルから
も取得できるため、RMANではリカバリ・カタログのかわりにターゲット・データベース
の制御ファイルのみを使用する操作モードをサポートしています。データベースのサイズが
小さい場合は、このモードが適しています。リカバリ・カタログのみのために別のデータ
ベースをインストールして管理するのはかなりの負担となるためです。

この操作モードで Oracleがサポートしていない機能は次のとおりです。

� ストアド・スクリプト

� 制御ファイルが消失または破損したときのリストアおよびリカバリ

制御ファイル内のレコードのタイプ制御ファイル内のレコードのタイプ制御ファイル内のレコードのタイプ制御ファイル内のレコードのタイプ
リカバリ・カタログを使用しない場合、制御ファイルは、他の関連情報とともに、バック
アップとコピーに関する唯一の情報ソースとなります。 制御ファイルには、 循環再使用レ
コード（circular reuse records）および非循環再使用レコード（non-circular reuse records）
の 2タイプのレコードが含まれています。

循環再使用レコード循環再使用レコード循環再使用レコード循環再使用レコード  循環再使用レコードには、必要に応じて上書き可能な情報が含まれて
います。 このレコードには、データベースで継続的に生成される情報が含まれます。 循環再
使用レコードの情報例は、次のとおりです。

� ログ履歴

� アーカイブ REDOログ

� バックアップ

� データ・ファイルのオフライン範囲

循環再使用レコードは、論理的なリングに配置されています。 使用可能なレコード・スロッ
トがいっぱいの場合、制御ファイルを拡大して新規レコード用の領域を確保するか、または
最も古いレコードを上書きします。 CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME初期化パラ
メータにより、レコードを再使用できるまでの最低日数を指定します。

非循環再使用レコード非循環再使用レコード非循環再使用レコード非循環再使用レコード  非循環再使用レコードには、頻繁に変更しない、上書き不可の重要
な情報が含まれています。 非循環再使用レコードの情報例は、次のとおりです。

� データ・ファイル

� オンライン REDOログ

� REDOスレッド

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 循環再使用レコードに対する Oracle処理の管理方法は、3-49
ページの「制御ファイル・レコードの上書きの監視」を参照してくださ
い。
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カタログなしのリカバリカタログなしのリカバリカタログなしのリカバリカタログなしのリカバリ
リカバリ・カタログを使用しないでデータベースのリストアとリカバリを行う場合は、次の
ことを実行してください。

� 最低 2つの多重化制御ファイル、またはミラー化された制御ファイルを、それぞれ別の
ディスクで使用します。

� バックアップをとったファイルの名前、バックアップをとった日付、および各ファイル
を書き込んだバックアップ・ピースの名前のレコードを確実に保存します（第 4章
「Recovery Managerによるリストおよびレポートの生成」を参照）。Recovery Manager
のすべてのバックアップ・ログを保存してください。

 

警告警告警告警告 : 制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場制御ファイルが消失し、リカバリ・カタログも使用していない場
合は、リストアとリカバリは困難です。合は、リストアとリカバリは困難です。合は、リストアとリカバリは困難です。合は、リストアとリカバリは困難です。 すべての制御ファイルを消失してすべての制御ファイルを消失してすべての制御ファイルを消失してすべての制御ファイルを消失して
しまい、データ・ファイルをリストアしてリカバリする必要がある場合、しまい、データ・ファイルをリストアしてリカバリする必要がある場合、しまい、データ・ファイルをリストアしてリカバリする必要がある場合、しまい、データ・ファイルをリストアしてリカバリする必要がある場合、
リストアとリカバリを可能にする唯一の方法は、オラクル社カスタマ・サリストアとリカバリを可能にする唯一の方法は、オラクル社カスタマ・サリストアとリカバリを可能にする唯一の方法は、オラクル社カスタマ・サリストアとリカバリを可能にする唯一の方法は、オラクル社カスタマ・サ
ポート・センターに連絡することです。ポート・センターに連絡することです。ポート・センターに連絡することです。ポート・センターに連絡することです。 カスタマ・サポート・センターにカスタマ・サポート・センターにカスタマ・サポート・センターにカスタマ・サポート・センターに
は、次の内容を知らせる必要があります。は、次の内容を知らせる必要があります。は、次の内容を知らせる必要があります。は、次の内容を知らせる必要があります。

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

� バックアップしたファイルの名前バックアップしたファイルの名前バックアップしたファイルの名前バックアップしたファイルの名前

� それらのファイルのバックアップ時刻それらのファイルのバックアップ時刻それらのファイルのバックアップ時刻それらのファイルのバックアップ時刻

� 各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ・カタログを使用しない場合に使用不可となるコマ
ンドのリストは、3-47ページの「カタログ専用コマンドの制限」を参照し
てください。
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メディア管理
メディア管理メディア管理メディア管理メディア管理
磁気テープ記憶装置を使用してデータベースのバックアップを行う場合、RMANはメディ
ア・マネージャ（media manager）を使用する必要があります。メディア・マネージャと
は、テープ・ドライブなどの順次メディアのロード、ラベル付けおよびアンロードを行う機
能を持つユーティリティで、データのバックアップおよびリカバリに使用します。 

オラクル社はMedia Management APIを公開しており、サード・パーティ・ベンダーはこ
れを使用して、RMANで使用するソフトウェアを作成できます。RMANを使用して、テー
プなどの順次メディアにバックアップをとる場合は、メディア管理ソフトウェアを Oracle
ソフトウェアに統合する必要があります。バックアップ・データの書込み先がディスクの場
合は、Oracleをメディア管理ライブラリ（MML）ソフトウェアに接続する必要がないこと
に注意してください。

メディア管理製品の中には、Oracleデータ・ファイルとバックアップ装置間のデータの移動
を、すべて管理できるものもあります。そのような製品には、ディスクなどのストレージ・
サブシステムとテープなどのメディア・サブシステムとの間の高速接続などのテクノロジが
使用されている場合があります。プライマリ・データベース・サーバーのバックアップの負
荷は、このテクノロジによりほとんど排除できます。

図 1-4に、Oracleに統合されたメディア・マネージャのアーキテクチャを示します。

注意注意注意注意 : Oracleカーネルでは、Legato共有ライブラリを使用して、特定の
オペレーティング・システムで Oracleとバンドルされたメディア・マ
ネージャである Legato Storage Managerからバックアップを実行できま
す。 詳細は、 『Legato Storage Manager管理者ガイド』を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 : RMANは、Oracle7 Enterprise Backup Utility（EBU）と同じ
Media Management APIを使用しているため、EBUと同じメディア・マ
ネージャとは互換性があります。 ただし、所有しているメディア・ソフト
ウェアが RMANと互換性があるかどうかについては、当該ベンダーに問
い合せる必要があります（1-23ページの「Backup Solutions Program」を
参照）。
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図図図図 1-4  Oracleに統合されたに統合されたに統合されたに統合された MMLのアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャのアーキテクチャ

Oracle実行可能ファイルは、ユーザーがデータベースに接続した時に使用するものと同じで
す。前述の図のMMLは、ベンダーが提供するメディア管理ソフトウェアで、これは Oracle
とインタフェースをとることができます。OracleはMMLソフトウェア・ルーチンをコール
して、メディア・マネージャが制御するメディアをターゲットおよびソースとして使用し、
データ・ファイルのバックアップおよびリストアを実行します。

メディア・マネージャを使用したバックアップおよびリストア操作メディア・マネージャを使用したバックアップおよびリストア操作メディア・マネージャを使用したバックアップおよびリストア操作メディア・マネージャを使用したバックアップおよびリストア操作
次の Recovery Managerスクリプトは、メディア・マネージャが制御するテープ・ドライブ
に対してデータ・ファイルのバックアップを実行します。

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

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

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

MMLOracleサーバー・�
セッション�

Recovery
Manager

メディア管理サーバー・�
ソフトウェア�

スタンドアロン・テープ・�
ライブラリまたは自動化�
テープ・ライブラリ�
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メディア・マネージャは、バックアップ操作およびリストア処理を行います。ファイルのリ
ストアでは、次のようなステップが発生します。

1. 特定のファイルのリストアが Oracleから要求されます。

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

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

4. Oracleセッションは、そのファイルをディスクに書き込みます。

メディア・マネージャのクロスチェックメディア・マネージャのクロスチェックメディア・マネージャのクロスチェックメディア・マネージャのクロスチェック
メディア管理ライブラリのテープが使用できない場合があります。 RMANは、クロスチェッ
クを実行し、使用できるバックアップ・ピースがあるかどうかを判断します。これにより、
RMANリポジトリとメディア管理カタログの同期が保たれます。

たとえば、crosscheck backupを発行すると、テープ上のバックアップをすべてチェックで
きます。 特定のバックアップを RMANが検索できなかった場合は、RMANリポジトリ内で
期限切れになったものとして、状態を EXPIREDに変更します。バックアップおよびコピー
の状態を確認するには、listコマンドを発行するか、または該当するリカバリ・カタログ・
ビューにアクセスします。

図図図図 1-5  クロスチェッククロスチェッククロスチェッククロスチェック

Recovery Manager

メディア・マネージャ�

Oracleサーバー�

バックアップ・�
セット 3

バックアップ・�
セット 2

バックアップ・�
セット 1

バックアップ・�
セット 4

メディア管理ライブラリ�

リカバリ・�
カタログ�

制御�
ファイル�
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プロキシ・コピープロキシ・コピープロキシ・コピープロキシ・コピー
Oracleは、Media Management APIにプロキシ・コピー（proxy copy）の機能を統合してい
ます。各ベンダーは、この APIを使用することにより、バックアップおよびリストア操作の
制御機能を持つメディア管理ソフトウェアを開発することができます。RMANは、バック
アップまたはリカバリが必要なファイルのリストをメディア・マネージャに提供します。そ
して、メディア・マネージャは、データ移動の方法と時期に関するすべての決定を行いま
す。

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

Oracleは、プロキシ・コピーされた各ファイルのレコードを、制御ファイルに記録します。
RMANは、この情報を使用してリカバリ・カタログの再同期化を行います。プロキシ・コ
ピーの情報を取得するには、動的パフォーマンス・ビューである、V$PROXY_DATAFILE
および V$PROXY_ARCHIVEDLOGにアクセスします。プロキシ・バックアップの状態を削
除したり、変更するには、change ... proxyコマンドを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� クロスチェックの実行方法は、3-14ページの「RMANリポジトリのクロ
スチェック」を参照してください。

� crosscheckの構文は、10-70ページの「crosscheck」を参照してください。

� change ... crosscheckの構文は、10-42ページの「change」を参照してくだ
さい。

注意注意注意注意 : プロキシ・コピーをサポートする RMANをプロキシ・コピーをサ
ポートしないターゲット・データベースで使用する場合、RMANはバッ
クアップ・セットの作成にプロキシ・コピーを使用しません。 プロキシ・
コピーを使用してバックアップを作成し、Oracleをプロキシ・コピーをサ
ポートしないバージョンにダウングレードした場合、RMANはリストア
にプロキシ・コピー・バックアップを使用しません。また、利用できる最
良のファイルがプロキシ・コピーである場合、RMANは警告メッセージ
を発行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : V$PROXY_DATAFILEおよび V$PROXY_ARCHIVEDLOGの
詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』 を参照してください。
backupコマンドの構文は、10-25ページの「backup」を参照してくださ
い。
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メディア・マネージャのテストメディア・マネージャのテストメディア・マネージャのテストメディア・マネージャのテスト
新しいクライアント・プログラムの 1つに、sbttestがあります。これは、メディア管理
ソフトウェアのテストを行うためのスタンドアロンのプログラムで、Oracleとリンクして
テープへのバックアップを実行します。これを使用するのは、バンドルされた Legato 
Storage Managerを使用しても、別のベンダーのメディア管理製品を使用しても、Oracleで
バックアップの作成またはリストアができない場合です。sbttestプログラムは、必ずオ
ラクル社カスタマ・サポート・センターの指示に従って使用してください。

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

MML準拠製品の 1つに、Legato Storage Manager（LSM）があります。これは、複数の一
般的なプラットフォームで使用可能です。 オラクル社の各プラットフォーム用ソフトウェア
には LSMが付属しています。 使用しているオラクル社のソフトウェアに LSMが付属してい
る場合は、『Legato Storage Manager管理者ガイド』を参照し、その機能を確認してくださ
い。その他の BSPメディア製品が付属している場合は、使用しているプラットフォーム固有
のドキュメントを参照してください。 

他にも、メディア管理ベンダーから入手可能な各プラットフォーム用のメディア管理製品が
あります。 オラクル社のバックアップおよびリカバリのウェブサイトから BSPページにリン
クすると、利用できるメディア管理製品の最新の情報を参照できます。URLは次のとおりで
す。

http://www.oracle.com/database/recovery

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

特定のメディア管理製品を使用する場合は、その製品がオラクル社の BSPに属する製品かど
うかをそのベンダーに直接問い合せて確認してください。オラクル社は、RMANとの互換
性に関して、メディア・ベンダーに保証を与えるものではありません。したがって、可用
性、バージョンの互換性および機能については、オラクル社ではなくそのメディア・ベン
ダーに直接問い合せてください。
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リストとレポート
リストとレポートリストとレポートリストとレポートリストとレポート
バックアップおよびイメージ・コピーに関する情報を取得するには、RMANの reportコマ
ンドおよび listコマンドを使用します。 RMANは、RMANリポジトリからこれらの情報を
取得します。RMANリポジトリとは、制御ファイルまたはリカバリ・カタログのことです。 

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

図図図図 1-6  RMANのリストとレポートのリストとレポートのリストとレポートのリストとレポート
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リストとレポート
バックアップおよびコピーのリストバックアップおよびコピーのリストバックアップおよびコピーのリストバックアップおよびコピーのリスト
リカバリ・カタログまたは制御ファイルに対する問合せを行い、その内容のリストを作成す
るには、listコマンドを使用します。このコマンドは、次のリスト表示に使用します。

� 指定したデータ・ファイル・リストのバックアップ

� 指定したデータ・ファイル・リストのイメージ・コピー

� 指定した表領域リストのメンバーであるデータ・ファイルのバックアップ

� 指定した表領域リストのメンバーであるデータ・ファイルのイメージ・コピー

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

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

� 指定したデータベースのインカネーション

バックアップ、コピーおよびデータベース・スキーマに関するレポートバックアップ、コピーおよびデータベース・スキーマに関するレポートバックアップ、コピーおよびデータベース・スキーマに関するレポートバックアップ、コピーおよびデータベース・スキーマに関するレポート
RMANのレポートは、バックアップおよびリカバリ状況の分析を行うために使用します。
RMANレポートは、次のような質問に答えます。

� どのデータ・ファイルのバックアップが必要か。

� 最近バックアップがとられていないのはどのデータ・ファイルか。

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

� どのバックアップ・ファイルを削除できるか。

� リカバリ不能操作が原因でリカバリ不能になっているデータ・ファイルはどれか。

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

� 孤立したバックアップはどれか。つまり、データベースのインカネーションには属して
いるが、このインカネーションがカレントのインカネーションの直接の先祖でないた
め、リストア操作に使用できないバックアップはどれか。

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

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イメージ・コピーのリストの生成方法は、
4-2ページの「リストの生成」を参照してください。listコマンドの資料
は、10-90ページの「list」を参照してください。
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リストとレポート
reportコマンドを使用すると、冗長またはリカバリ不能であるために、削除が可能なバック
アップ・セットおよびデータ・ファイル・コピーのリストが示されます。最新のバックアッ
プ以降に、データ・ファイル内のオブジェクトに対してリカバリ不能操作が実行された場
合、そのデータ・ファイルはリカバリ不能とみなされます。 

孤立したバックアップのレポート作成孤立したバックアップのレポート作成孤立したバックアップのレポート作成孤立したバックアップのレポート作成
reportコマンドを使用すると、孤立したバックアップ（orphaned backups）のリストを表示
できます。孤立したバックアップとは、データベースのインカネーションには属しているも
のの、このインカネーションがカレントのインカネーションの直接の先祖でないため、使用
できないバックアップのことを指します。 

図 1-7はインカネーションの例です。

図図図図 1-7  孤立したバックアップ孤立したバックアップ孤立したバックアップ孤立したバックアップ

注意注意注意注意 : バックアップを持たないデータ・ファイルは、リカバリ不能とは
みなされません。そのようなデータ・ファイルは、作成した時点からの
REDOログが残っている場合は、CREATE DATAFILEコマンドを使用し
てリカバリすることができます。
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チャネルの割当て
データベースのインカネーション Aは、SCN1から開始されています。SCN10で、
RESETLOGS処理を実行してインカネーション Bを作成し、さらに SCN20で、インカネー
ション Bに再度 RESETLOGS処理を実行して、新しいインカネーション Cを作成したとし
ます。

カレントのインカネーションによって、孤立するバックアップも変わりますが、その関係を
次の表に示します。

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

カレントのインカレントのインカレントのインカレントのイン
カネーションカネーションカネーションカネーション 孤立したバックアップ孤立したバックアップ孤立したバックアップ孤立したバックアップ

使用可能なバックアップ使用可能なバックアップ使用可能なバックアップ使用可能なバックアップ
（孤立していないバックアップ）（孤立していないバックアップ）（孤立していないバックアップ）（孤立していないバックアップ）

インカ
ネーション A

インカネーション Bおよび Cから作
成した全バックアップ

インカネーション Aから作成した全
バックアップ

インカ
ネーション B

SCN10より後にインカネーション A
から作成したバックアップ

インカネーション Cから作成した全
バックアップ

SCN10より前にインカネーション A
から作成したバックアップ

インカネーション Bから作成した全
バックアップ

インカ
ネーション C

SCN10より後にインカネーション A
から作成した全バックアップ

SCN10より後にインカネーション B
から作成した全バックアップ

SCN10より前にインカネーション A
から作成した全バックアップ

SCN20より前にインカネーション B
から作成した全バックアップ

インカネーション Cから作成した全
バックアップ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : レポートの生成方法は、4-5ページの「レポートの生成」を参
照してください。reportコマンドの資料は、10-117ページの「report」を
参照してください。
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チャネルの割当て
図図図図 1-8  チャネルの割当てチャネルの割当てチャネルの割当てチャネルの割当て

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

警告警告警告警告 : Oracleバックアップのハードウェアによる多重化はお薦めしませバックアップのハードウェアによる多重化はお薦めしませバックアップのハードウェアによる多重化はお薦めしませバックアップのハードウェアによる多重化はお薦めしませ
ん。ん。ん。ん。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : allocate channelコマンドの資料は、10-11ページの
「allocate」を参照してください。allocate channel for maintenanceコマン
ドの資料は、10-16ページの「allocateForMaint」を参照してください。
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チャネルの割当て
チャネル制御オプションチャネル制御オプションチャネル制御オプションチャネル制御オプション
チャネル制御コマンドは、次のような場合に使用します。

� backup、copy、restoreおよび recoverの各コマンドを実行するときに RMANが使用す
るオペレーティング・システムのリソースを制御する場合

� バックアップの並列度を調整する場合（backupコマンドの filespersetパラメータと組
み合せて使用します）

� I/O帯域幅の消費制限を指定する場合（set limit channel ... read rate）

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

� 同時にオープンできるファイルの数に関する制限を指定する場合（set limit channel ... 
maxopenfiles）

� ベンダー固有のコマンドをメディア・マネージャに送信する場合（send）

一部のプラットフォームでは、これらのコマンドで、使用する I/Oデバイスの名前またはタ
イプを指定します。 他のプラットフォームでは、これらのコマンドで、使用するオペレー
ティング・システムのアクセス方法または I/Oドライバを指定する場合もあります。すべて
のプラットフォームが、このインタフェースによる I/Oデバイスの選択をサポートしている
わけではありません。一部のプラットフォームでは、I/Oデバイスの選択は、プラット
フォーム固有のメカニズムにより制御されます。

allocate channelコマンドの結果として、メディア・マネージャによりリソースが割り当て
られるかどうかは、ベンダーによって異なります。 一部のメディア・マネージャでは、コマ
ンドが発行された時点でリソースが割り当てられます。読込みまたは書込みのためにファイ
ルがオープンされるまで、リソースが割り当てられないメディア・マネージャもあります。 

リリース 8.1では、指定のタイプが disk以外の場合、allocate channelコマンドによってメ
ディア・マネージャに問合せが行われます。 メディア・マネージャがすぐにリソースを割り
当てるか、または、読込みまたは書込みのためにバックアップ・ファイルがオープンされる
まで待機するかは、使用しているメディア管理ソフトウェアによって異なります。 リリース
8.0では、allocate channelコマンドによりメディア・マネージャに問合せが行われることは
なく、backup、restoreまたは recoverコマンドが発行されるまで、メディア・マネージャ
は呼び出されません。

change ... deleteコマンドでは、オペレーティング・システムがコールされ、ファイルが削
除されるため、このコマンドの発行前にメンテナンス・チャネルを割り当てておく必要があ
ります。change ... crosscheckの発行前も同様です。メンテナンス・チャネルはメンテナン
ス・タスクにのみ使用します。このチャネルをバックアップまたはリストア・ジョブの入力

注意注意注意注意 : 任意のリリースの RMANで type diskを指定した場合、サー
バー・セッションの作成以外ではオペレーティング・システムのリソース
は割り当てられず、メディア・マネージャは呼び出されません。
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チャネルの割当て
チャネルまたは出力チャネルとして使用することはできません。メンテナンス・チャネル
は、一度に 1つのみ割り当てることができます。

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

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

パラレル化の度合いを左右する要素パラレル化の度合いを左右する要素パラレル化の度合いを左右する要素パラレル化の度合いを左右する要素
RMANは、backup、copyおよび restoreの各コマンドの並列度を内部で調整します。指定
する必要があるのは、次のとおりです。

� 複数の allocate channelコマンド

� バックアップ、コピーまたはリストアの対象となるオブジェクト 

RMANは、コマンドを順次実行します。つまり、現行のコマンドが完了してから、次のコ
マンドを開始します。パラレル化は、1つのコマンド内にのみ適用されます。したがって、
データ・ファイルの 5個のコピーが必要な場合は、copyコマンドを個別に 5回発行するの
ではなく、5個のコピーすべてを指定した copyコマンドを 1回発行します。

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

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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : setコマンドの資料は、10-146ページの「set」を参照してく
ださい。allocate channel for maintenanceコマンドの資料は、10-16ペー
ジの「allocateForMaint」を参照してください。
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バックアップ・セット
    copy datafile 25 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_4.dbf'; 
    copy datafile 26 to '/dev/prod/backup1/prod_tab6_1.dbf'; 
}

次の文は、同じ例をパラレル化（parallelization）します。1つの RMANの copyコマンド
で、5個のチャネルが使用可能になり、5個のファイルがコピーされます。 5個のチャネルす
べてが同時にアクティブになり、各チャネルがそれぞれ 1つのファイルをコピーします。 

run { 
    allocate channel  c1 type disk; 
    allocate channel  c2 type disk; 
    allocate channel  c3 type disk; 
    allocate channel  c4 type disk; 
    allocate channel  c5 type disk; 
    copy datafile 5 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_1.dbf',
         datafile 23 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_2.dbf',
         datafile 24 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_3.dbf',
         datafile 25 to '/dev/prod/backup1/prod_tab5_4.dbf',
         datafile 26 to '/dev/prod/backup1/prod_tab6_1.dbf';
}

バックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セット
backupコマンドを実行すると、1つ以上のバックアップ・セットが作成されます。 論理構造
であるバックアップ・セット（backup set）は、1つ以上の物理的なバックアップ・ピース
（backup piece）で構成されています。バックアップ・ピースとは、バックアップ・データ・
ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログで構成されたオペレーティング・シ
ステム・ファイルのことです。1つのファイルを複数のバックアップ・セットに分割したり、
アーカイブ REDOログとデータ・ファイルを 1つのバックアップ・セットに混在させるこ
とはできません。

バックアップ・セットは、backupコマンドで指定したオブジェクトの全体バックアップま
たは増分バックアップを構成するバックアップ・ピースの完全なセットです。バックアッ
プ・セットは、RMAN固有の形式で書かれています。これに対し、イメージ・コピーは、
RMANによる追加処理を行わずに使用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OPS構成におけるパラレル化の詳細は、Oracle8i Parallel 
Serverマニュアルセットの『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。
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バックアップ・セット
図図図図 1-9  1つ以上のバックアップ・ピースで構成されるバックアップ・セットつ以上のバックアップ・ピースで構成されるバックアップ・セットつ以上のバックアップ・ピースで構成されるバックアップ・セットつ以上のバックアップ・ピースで構成されるバックアップ・セット

ファイルのバックアップをとるときには、ターゲット・データベースをマウントするか、
オープンする必要があります。データベースがマウント状態でかつマウント前に異常終了し
ていない場合、RMANは一貫性のあるバックアップを作成します。 制御ファイルは現行のも
のを使用する必要があります。 

データベースを ARCHIVELOGモードで運用している場合は、ターゲット・データベースが
オープンおよびクローズのいずれの状態でもバックアップが可能です。正しくクローズする
必要はありません（ただし、バックアップを一貫性のあるものにするために、正しくクロー
ズすることをお薦めします）。データベースを NOARCHIVELOGモードで運用している場
合は、正しくクローズしてからバックアップをとる必要があります。

この項では次の項目について説明します。

� バックアップ・セットの格納

� バックアップ・セットの圧縮

� バックアップ・ピースのファイル名

� バックアップ・セットの数とサイズ

� バックアップ・ピースのサイズ

注意注意注意注意 : 読み書き可能として指定されていないトランスポータブル表領域
については、バックアップを作成できません。

�
データベース�

バックアップ・セット�

データ・ファイル�

バックアップ・ピース�

バックアップ・セット1

バックアップ・ピース�

バックアップ・セット2

バックアップ・�
ピース 1

バックアップ・セット3

バックアップ・ピース�
バックアップ・�
ピース 2
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� 多重バックアップ・セット

� 二重バックアップ・セット

� バックアップのパラレル化

� バックアップ・エラー

バックアップ・セットの格納バックアップ・セットの格納バックアップ・セットの格納バックアップ・セットの格納
RMANで作成したバックアップ・セットは、ディスクまたはテープなどの 3次記憶装置に
書き込むことができます。type diskを指定した場合、ディスクにバックアップを作成する
必要があります。バックアップを作成することができるのは、Oracleデータ・ファイルを格
納できるデバイスです。 つまり、CREATE TABLESPACE tablespace_name DATAFILE filename 
という文が有効な場合は、filenameも有効なバックアップ・パス名となります。

Oracleがサポートしており、かつ Oracleで使用可能な順次出力装置またはメディア管理シ
ステムを、任意のオペレーティング・システムで使用すると、磁気テープなどの順次出力メ
ディアにバックアップ・セットを書き込むことができます。type 'sbt_tape'を指定すると、
メディア管理ソフトウェアがサポートするどのメディアにもバックアップできます。

RMANでは、テープに対して直接アーカイブを行うことはできませんが、ディスクのアー
カイブ REDOログをテープにバックアップすることは可能です。delete inputオプションを
指定すると、RMANはファイルのバックアップを行った後、そのファイルを削除します。
また、必要なアーカイブ・ログをリカバリ時にテープからディスクに自動的に移動します。

バックアップ・セットの圧縮バックアップ・セットの圧縮バックアップ・セットの圧縮バックアップ・セットの圧縮
RMANは、バックアップに対して圧縮（compression）を行います。したがって、サー
バー・セッションは、使用されたことのないデータファイル・ブロックの書込みは行いませ
ん。ただし、データ・ファイルのイメージ・コピーは、常にすべてのデータ・ブロックが含
まれています。 

データ・ファイル内のデータ・ブロックは、バッファに分割されています。RMANは、
バッファ内に使用済データ・ブロックを見つけると、その使用済ブロックのみをバックアッ
プ・セットに書き込みます。未使用の入力ブロックのみで 4つ連続するバッファを見つけた

関連項目関連項目関連項目関連項目 : バックアップの作成方法は、第 5章「Recovery Managerでの
バックアップおよびコピーの作成」を参照してください。backupコマン
ドの詳細は、10-25ページの「backup」を参照してください。

注意注意注意注意 : RMANでは、不要なバックアップを自動的に削除できません。 古
いバックアップを手動で削除する方法は、3-19ページの「バックアップと
コピーの削除および RMANリポジトリでの状態の更新」を参照してくだ
さい。
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場合、1つの（サイズ DB_BLOCK_SIZEの）圧縮ブロックをバックアップ・セットに書き込
みます。  

バッファのサイズを設定する場合は、DB_FILE_DIRECT_IO_COUNT初期化パラメータを使
用します。たとえば、パラメータの値を 64Kに設定します。この場合、RMANは、入力
ファイル内の連続した未使用の入力ブロック 256Kにつき、1つの圧縮ブロックを書き込み
ます。

図図図図 1-10  バックアップ・セットの圧縮バックアップ・セットの圧縮バックアップ・セットの圧縮バックアップ・セットの圧縮

バックアップ・ピースのファイル名バックアップ・ピースのファイル名バックアップ・ピースのファイル名バックアップ・ピースのファイル名
バックアップ・ピースの名前を指定する場合は、RMANに一意の名前を自動的に指定させ
るか、または formatパラメータを使用します。ファイル名を指定しない場合、RMANは
%U置換変数を使用して、一意の名前を保証します。置換変数は backupコマンドで取得し
ます。これを使用することで一意のファイル名が生成できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  RMANでバックアップのバッファ・サイズを設定する方法
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 : formatおよび backupコマンドの置換変数の資料は、10-25
ページの「backup」を参照してください。

RMAN

圧縮ブロック�

データ・ファイル� バックアップ・セット�
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バックアップ・セットの数とサイズバックアップ・セットの数とサイズバックアップ・セットの数とサイズバックアップ・セットの数とサイズ
backupSpec句を使用すると、バックアップ対象をリスト表示したり、その他の便利なオプ
ションを指定できます。 バックアップ・セットの数とサイズは、次に示した事柄によって変
わります。

� 指定した backupSpec句の数。

� 各 backupSpec句内に指定または暗黙的に指定された入力ファイルの数。

� 割り当てるチャネルの数。

� filespersetパラメータ。バックアップ・セットのファイル数が制限されます。

� setsizeパラメータ。バックアップ・セットの全バイト数が制限されます。

バックアップ・セットを作成するためのアルゴリズムで最も重要なルールは次のとおりで
す。

� バックアップ・ジョブで作業を実行する各割当てチャネル（アイドル状態ではないチャ
ネル）では、最低 1つのバックアップ・セットが生成されます。 デフォルトでは、この
バックアップ・セットに 1つのバックアップ・ピースが含まれています。

� RMANは、常にバックアップのロードを分割しようとするため、割り当てられた全
チャネルの作業量はほぼ同じです。

� 1つのバックアップ・セットの最大ファイル数は、backupコマンドの filespersetパラ
メータによって決定されます。 

� 1つのバックアップ・セットの最大バイト数は、backupコマンドの setsizeパラメータ
によって決定されます。

filespersetパラメータの使用方法パラメータの使用方法パラメータの使用方法パラメータの使用方法
filespersetパラメータは、1つのバックアップ・セットのファイル数を制限します。 RMAN
では、このパラメータのデフォルト値を次のように計算します。 ファイル数をチャネル数で
除算して切り上げた値と 64を比較し、小さい方の値を filespersetに設定します。 たとえば、
1つのチャネルで 70ファイルをバックアップする場合、70/1を 64と比較し、64の方が小
さいため、64を filespersetに設定します。

バックアップ・セットの数は、データファイルの数を filespersetで除算して切り上げた数に
なります。 たとえば、70データファイルをバックアップし、filespersetが 64の場合、バッ
クアップ・セット数は 2になります。 

注意注意注意注意 : RMANは、バックアップ・セットを順次書き込みます。1つの
バックアップ・セットを複数の出力デバイスに分割することはできませ
ん。 
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RMANは、合計ブロック数を合計セット数で除算した値とほぼ同じサイズで、各バック
アップ・セットを作成しようとします。 バックアップでの合計ブロック数は、バックアップ
される各ファイルのブロック数と同じです。 たとえば、1ファイルに 50ブロックあるファイ
ルを 70個バックアップし、セット数が 2の場合、RMANは、各バックアップ・セットを
3500 / 2 = 1750ブロックで作成しようとします。

filespersetのデフォルト値の使用方法のデフォルト値の使用方法のデフォルト値の使用方法のデフォルト値の使用方法 :例例例例  次の例では、RMANで、3チャネルを使用して 8
ファイルをバックアップするとします。 filespersetが指定されていないため、RMANは、64
と 3（8を 3で除算して切上げ）を比較し、小さい値の 3を選択します。3つのバックアッ
プ・セットが作成され、ファイルがセットにグループ分けされて、各セットはほぼ同じサイ
ズになります。

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1677    90         368815605  0  368815602  98         22-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1681    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/32avnbfi_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    10   /vobs/oracle/dbs/tbs_31.f             0  Full 75989      22-JUN-99
    19   /vobs/oracle/dbs/tbs_33.f             0  Full 75989      22-JUN-99

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1678    91         368815605  0  368815602  97         22-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1682    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/31avnbfi_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    9    /vobs/oracle/dbs/tbs_24.f             0  Full 75988      22-JUN-99
    11   /vobs/oracle/dbs/tbs_32.f             0  Full 75988      22-JUN-99
    18   /vobs/oracle/dbs/tbs_25.f             0  Full 75988      22-JUN-99

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1679    92         368815605  0  368815601  96         22-JUN-99
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    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1683    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/30avnbfh_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    5    /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f             0  Full 75990      22-JUN-99
    6    /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f             0  Full 75990      22-JUN-99
    8    /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f             0  Full 75990      22-JUN-99

filespersetの指定の指定の指定の指定 :例例例例  3チャネルを使用して 8データファイルをバックアップし、filesperset 
= 2を指定する場合、各バックアップ・セットには 2未満のデータファイルが配置されます。 
その結果、最低 4つのバックアップ・セット（8 / 2 = 4）が作成されます。 データファイル
のサイズやその他の要素によって、さらに多くのバックアップ・セットが作成される場合が
あります。

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1713    96         368815867  0  368815865  102        22-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1718    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/36avnbnp_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    5    /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f             0  Full 75996      22-JUN-99
    8    /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f             0  Full 75996      22-JUN-99

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1714    97         368815867  0  368815865  103        22-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1719    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/37avnbnp_1_1
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    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    6    /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f             0  Full 75997      22-JUN-99
    9    /vobs/oracle/dbs/tbs_24.f             0  Full 75997      22-JUN-99

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1715    98         368815867  0  368815866  104        22-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1720    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/38avnbnq_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    10   /vobs/oracle/dbs/tbs_31.f             0  Full 75998      22-JUN-99
    18   /vobs/oracle/dbs/tbs_25.f             0  Full 75998      22-JUN-99

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1716    99         368815870  0  368815869  105        22-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    1721    1   1   AVAILABLE   22-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/39avnbnt_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    11   /vobs/oracle/dbs/tbs_32.f             0  Full 75999      22-JUN-99
    19   /vobs/oracle/dbs/tbs_33.f             0  Full 75999      22-JUN-99

データ・ファイルまたはデータ・ファイル・コピーのバックアップの場合は、出力テープ・
デバイスのストリーミングを維持するのに必要な量を確保するため、またはバックアップに
よって特定のデータ・ファイルによる帯域幅の消費が過大にならないように、複数のデー
タ・ファイルをグループ化して 1つのバックアップ・セットにします。 

バックアップ・セット内のファイル数が少ないほど、個々のファイルのリストアが速くなり
ます。これは、他のデータ・ファイルに属していてスキップする必要があるデータの量が少
なくなるためです。アーカイブ・ログを含むバックアップ・セットの場合は、同じ時間間隔
のログをグループ化して、1つのバックアップ・セットに入れることをお薦めします。同じ
時間間隔のログは同時にリストアする必要がある場合が多いためです。
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setsizeパラメータの使用方法パラメータの使用方法パラメータの使用方法パラメータの使用方法
1つのチャネルで、1つ以上のバックアップ・セットが生成されます。 バックアップ・セット
の最大バイト数を指定するには、backupコマンドで setsizeパラメータを使用します。 この
パラメータでバックアップ・セットの全体サイズを設定することにより、セット内のファイ
ル数を間接的に制限し、RMANで複数のバックアップ・セットが作成されるようにできま
す。

ディスクに書き込む場合、backupコマンドの setsizeパラメータを使用して、バックアッ
プ・セットの合計バイト数を、使用しているメディア・マネージャまたはオペレーティン
グ・システムでサポートする最大ファイル・サイズに設定します。

setsizeとととと filespersetの関連の関連の関連の関連  次の表では、setsizeパラメータと filespersetパラメータを比較
しています。

filespersetはデフォルト値があるため、setsizeを設定する場合は、filespersetの動作も考
慮する必要があります。 両方のパラメータを使用する場合は、次の点を考慮します。 

� バックアップ・セットの数は、次の数より大きくなります。

– 合計ブロック数 / setsize

– 合計データ・ファイル数 / filesperset

� RMANは、filespersetと setsizeの両方の制限を施行します。 RMANは必要に応じて、
前述の計算による数より多くのバックアップ・セットを作成します。 

� RMANは最適な複合アルゴリズムを使用しているため、大部分のバックアップ・セッ
トのサイズは setsizeの設定に、そのファイル数は filespersetの設定に可能な限り近づ
けることができます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : backupSpec句の詳細は、10-25ページの「backup」を参照し
てください。RMANのバッファ管理方法は、『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。

意味意味意味意味 設定する内容設定する内容設定する内容設定する内容 RMANで設定される内容で設定される内容で設定される内容で設定される内容

setsize バックアップ・セットの
最大ファイル数を設定せ
ずに、バックアップ・
セットの最大バイト数を
設定します。

バックアップ・セットの
最大サイズ。これによ
り、RMANは指定され
たサイズのバックアッ
プ・セットを複数作成し
ます。

パラメータの設定に応じ
た各セット内のファイル
数。

filesperset バックアップ・セットの
最大バイト数を設定せず
に、バックアップ・セッ
トの最大ファイル数を設
定します。

バックアップ・セットに
含める最大ファイル数。

パラメータの設定に応じ
たバックアップ・セット
のバイト数。
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setsizeの指定の指定の指定の指定 :例例例例  それぞれ 1000ブロックが含まれるデータ・ファイルを 50個バックアップ
するとします。 データベースをバックアップするために、バックアップ・セットの最大サイ
ズを 10MBに設定するには、次のようにコマンドを発行します。

run {
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     allocate channel c2 type 'sbt_tape';
     backup database setsize = 10000;
}

filespersetを設定していないため、RMANは、デフォルト値を計算して取得します。 64と
50 / 2を比較して、filespersetに 25を設定します。RMANは、次のように比較を行いま
す。

� 50000 / 10000（ブロック数 / setsize）= 5

� 50 / 25（ファイル数 / filesperset）= 2

この結果、RMANは 5つのバックアップ・セットを作成し、各バックアップ・セットには
25ファイルが含まれ、合計サイズは最大で 10MBになります。

setsizeを、最も大きい入力ファイルのサイズより小さい値に設定すると、RMAN-06183エ
ラーが表示されます。

RMAN-06183: データファイルまたはデータファイル・コピーがSETSIZEを超えています:
ファイル番号 1 /oracle/dbs/tbs_01.f

バックアップ・ピースのサイズバックアップ・ピースのサイズバックアップ・ピースのサイズバックアップ・ピースのサイズ
各バックアップ・セットには少なくとも 1つのバックアップ・ピースが含まれています。 
バックアップ・ピースのサイズを制限しない場合、Oracleは 1つのファイルのみ含まれる
バックアップ・セットを生成します。 バックアップ・セット内のファイルの物理的なサイズ
を制限するには、割り当てられた各チャネルについて、set channel limitコマンドの kbytes
オプションを使用します。

たとえば、次のように、データ・ファイルのバックアップのために、バックアップ・ピース
のサイズを 9MBに制限できます。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     set limit channel c1 kbytes = 9000;
     backup datafile 1;
}

list backupコマンドを使用すると、RMANが、set channel limitで設定したサイズ制限の
ために、1つのバックアップ・ピースではなく、5つのバックアップ・ピースを作成したこ
とがわかります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : setsizeパラメータの詳細は、10-25ページの「backup」を参
照してください。
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List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
295     9          377549368  0  377549334  9          30-SEP-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    297     1   1   AVAILABLE   30-SEP-99              /oracle/dbs/09b81sgm_1_1
    298     2   1   AVAILABLE   30-SEP-99              /oracle/dbs/09b81sgm_2_1
    299     3   1   AVAILABLE   30-SEP-99              /oracle/dbs/09b81sgm_3_1
    300     4   1   AVAILABLE   30-SEP-99              /oracle/dbs/09b81sgm_4_1
    301     5   1   AVAILABLE   30-SEP-99              /oracle/dbs/09b81sgm_5_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    1    /oracle/dbs/tbs_01.f             0  Full 35562      30-SEP-99

多重バックアップ・セット多重バックアップ・セット多重バックアップ・セット多重バックアップ・セット
Oracleでは、同一のバックアップ・セット内のデータ・ファイル・ブロックを多重化しま
す。つまり、バックアップ・セット内の全データ・ファイルのデータ・ブロックが、他の
データ・ブロックと混在していることを意味します。 図 1-11に示したとおり、RMANは 3
つのデータ・ファイルを 1つのバックアップ・セットにバックアップできます。このバック
アップ・セットには、1つのバックアップ・ピースしか含まれていません。このバックアッ
プ・ピースは、3つの入力ファイルの各ブロックが混在して構成されています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : kbytesパラメータの詳細は、10-151ページの「set_run_
option」を参照してください。
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図図図図 1-11  データ・ファイルの多重化データ・ファイルの多重化データ・ファイルの多重化データ・ファイルの多重化

Oracleで同時にバックアップ・セットにバックアップされるデータ・ファイルの数を制御す
るには、filespersetパラメータを使用します。同時実行性の制御機能は、1つのデータ・
ファイルを多数の読取り要求でいっぱいにすることなく、テープ・デバイスのストリーミン
グを継続する場合に役立ちます。読取り要求が多数になると、オンライン・パフォーマンス
が低下することがあります。読取りレートを制限するには、set limit channelコマンドの
readrateオプションを使用します。

ファイルを多重化すると、次のことが可能となります。

� データ・ファイルを明示的にバックアップ・セットにパーティション化するか、または
自動的にパーティション化を選択するように RMANに指示します。

� パフォーマンスの高い順次出力デバイスに対して、十分な数のデータ・ファイルをバッ
クアップに含めることによって、ストリームを連続して提供します。デバイスに対して
ストリームを連続して提供することは、バックアップ操作とオンライン・システムとの
間で I/O帯域幅に競合が起こるような、オープン状態のデータベースに対してバック
アップを行う場合に重要です。

� データ・ファイルのバックアップ・セットに制御ファイルを含めます。この場合、最初
に制御ファイルに書込みが行われるため、そのブロックはデータ・ファイル・ブロック
と多重化されません。

� バックアップ・セットをデータ・ファイルで構成するか、またはアーカイブ REDOログ
で構成するかを選択します。ただし両方同時に含めることはできません。すなわちデー
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タ・ファイルとアーカイブ REDOログを同じバックアップに書き込むことはできませ
ん。Oracleにおいては、多重化バックアップの各オブジェクトの論理的なブロック・サ
イズは、それぞれ同じである必要があるためです。

二重バックアップ・セット二重バックアップ・セット二重バックアップ・セット二重バックアップ・セット
RMANは、アーカイブ REDOログまたはデータ・ファイル・バックアップ・セットのコ
ピーを複数作成するための、効率的な機能を提供します。set duplexコマンドの発行によ
り、バックアップ・セットと同一内容のコピーを最大 4個まで作成できます。

多重化と二重化を混同しないでください。多重化とは、複数の入力ファイルを 1つのバック
アップ・セットにまとめることで、二重化とは、同一内容のバックアップ・セットを複数出
力することです。RMANでは、入力ファイルの多重化および出力の二重化が可能です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� バックアップ・パフォーマンスのチューニング方法は、『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。 

� バックアップの多重化の方法は、5-20ページの「バックアップにおける
データ・ファイルの多重化」を参照してください。

� backupコマンドの filespersetパラメータの資料は、10-25ページの
「backup」を参照してください。 

� runコマンドの setオプションの資料は、10-151ページの「set_run_
option」を参照してください。
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図図図図 1-12  多重バックアップ・セットの二重化多重バックアップ・セットの二重化多重バックアップ・セットの二重化多重バックアップ・セットの二重化

バックアップのパラレル化バックアップのパラレル化バックアップのパラレル化バックアップのパラレル化
複数のバックアップ・セットを作成し、複数のチャネルを割り当てる処理は、RMANが自
動的にパラレル化します。複数のバックアップ・セットの書込みもパラレルに行われます。
割り当てられたサーバー・セッションは、指定ファイルのバックアップ処理を分割します。 

RMANは、1つのデバイスに 1つのバックアップ・セットを自動的に割り当てます。
channelパラメータを使用して、Oracleが backupSpecの全バックアップ・セットを特定の
チャネルに書き込むように設定できます。その例を次に示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : バックアップの二重化の方法は、5-24ページの「バックアッ
プ・セットの二重化」を参照してください。 set duplexコマンドの資料は、
10-151ページの「set_run_option」を参照してください。

注意注意注意注意 : 1つのバックアップ・セットを複数のチャネルに分散することはで
きません。 
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run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     backup
      (datafile 1,2,3 filesperset = 1
       channel ch1)
      (datafilecopy '/oracle/copy/cf.f' filesperset = 2
       channel ch2)
      (archivelog from logseq 100 until logseq 102 thread 1 filesperset = 3
       channel ch3);
}

図 1-13にパラレル化の例を示します。この例では、チャネル 1がデータ・ファイルを、チャ
ネル 2がデータ・ファイルのコピーを、チャネル 3がアーカイブ REDOログをそれぞれ
バックアップします。

図図図図 1-13  バックアップのパラレル化バックアップのパラレル化バックアップのパラレル化バックアップのパラレル化
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バックアップ・エラーバックアップ・エラーバックアップ・エラーバックアップ・エラー
RMANは、主に 2つのタイプのバックアップ・エラーを処理する能力があります。I/Oエ
ラーと破損ブロックです。ファイルの読取り時またはバックアップ・ピースへの書込み時に
RMANが I/Oエラーを見つけると、システムはこれらのジョブを異常終了します。 RMAN
は、エラーの発生時に書込み中であったバックアップ・セットの作成を再実行する必要があ
ります。ただし、異常終了前に書込みが正常に終了したバックアップ・セットはすべて保持
されます。

RMANは、破損しているとすでに判断されているデータ・ファイル・ブロックをバック
アップにコピーします。破損しているとまだ判断されていないデータ・ファイル・ブロック
を見つけた場合、RMANは、メディア破損があることを示す情報をヘッダーに付け直して、
このブロックをバックアップに書き込みます（このデータ・ファイルの set maxcorruptが 0
以外の値で、かつ破損数がこの制限を超えていない場合）。いずれの場合も、Oracleは、破
損ブロックのアドレスと破損のタイプを制御ファイルに記録します。制御ファイルのこれら
のレコードにアクセスするには、V$BACKUP_CORRUPTIONビューを使用します。

指定したデータ・ファイルまたは指定したデータ・ファイル・リストにおける、未検出のブ
ロック破損数に制限を設定するには、set maxcorrupt コマンドを使用します。 backupコマ
ンドまたは copyコマンドでこの数を超える破損が検出された場合、そのコマンドは異常終
了します。 デフォルトは 0（ゼロ）で、RMANが破損ブロックを許容しないことを意味しま
す。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� チャネル割当てとパラレル化の関係の概要は、1-30ページの「チャネルの
パラレル化」を参照してください。

� バックアップのパラレル化の方法は、5-25ページの「チャネルによるバッ
クアップ作業負荷分散の決定」を参照してください。

� backupコマンドの channelパラメータの資料は、10-25ページの
「backup」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 :

� 分裂ブロックおよび破損ブロックの詳細は、1-65ページの「整合性チェッ
ク」を参照してください。

� V$BACKUP_CORRUPTIONの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュ
アル』を参照してください。

� set maxcorruptの資料は、10-151ページの「set_run_option」を参照して
ください。
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バックアップ・タイプバックアップ・タイプバックアップ・タイプバックアップ・タイプ
Recovery Managerでは、作成するバックアップのタイプを制御できます。RMANのバック
アップは次のように分類できます。

� 全体または増分

� オープンまたはクローズ

� 一貫性または非一貫性

バックアップ・タイプバックアップ・タイプバックアップ・タイプバックアップ・タイプ 定義定義定義定義

全体 非増分バックアップ。つまり、この方式ではデータ・ファイル内の
使用済の全データ・ブロックがバックアップされます。

注意注意注意注意 :全体バックアップは、データベース全体のバックアップとは
異なります。データベース全体のバックアップとは、全データ・
ファイルのバックアップおよびカレントの制御ファイルで構成され
るバックアップです。

増分 前回の増分バックアップ以降に変更されたブロックのみで構成され
るデータ・ファイルのバックアップ。増分バックアップには、基礎
として機能する増分レベル 0のバックアップが必要です。全体バッ
クアップは、増分レベル 0として使用することはできません。ただ
し、levelパラメータを使用して作成した RMANコピーは増分レ
ベル 0として使用できます。

オープン状態 オープン状態になっているターゲット・データベースの任意の部分
のバックアップ。

注意注意注意注意 : ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUP文を使用して、表領
域をホット・バックアップ・モードにしないでください。RMAN
は、別の方法を使用してホット・バックアップの一貫性を保証しま
す。

クローズ状態 マウントはされているが、オープン状態にはなっていないターゲッ
ト・データベースの任意の部分のバックアップ。クローズ状態の
バックアップは、一貫性の有無を問わず実行できます。

注意注意注意注意 :リカバリ・カタログを使用する場合は、カタログのデータ
ベースをオープンする必要があります。

一貫性 マウント前にクラッシュしていない、または ABORTオプションで
停止されていないデータベースを、（オープン時ではなく）マウン
ト時にとったバックアップ。 データ・ファイル・ヘッダーのチェッ
クポイント SCNは、制御ファイルのヘッダー情報に合致しており、
そのチェックポイント以降の変更が含まれているデータ・ファイル
はありません。一貫性バックアップは、リカバリを実行することな
くリストアできます。
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全体バックアップ全体バックアップ全体バックアップ全体バックアップ
全体バックアップでは、ファイル全体が読み込まれ、未使用のデータ・ファイル・ブロック
を除いたすべてのブロックがバックアップ・セットにコピーされます。アーカイブ REDO
ログまたは制御ファイルをバックアップする場合、サーバー・セッションはブロックをス
キップしません。 

全体バックアップは後続の増分バックアップに対して影響を与えず、増分バックアップ方法
の一部とはみなされません。つまり、全体バックアップを行っても、後続の増分バックアッ
プに含まれるブロックの内容は変わりません。

Oracleでは、次の全体バックアップを作成およびリストアできます。

� データ・ファイル

� データ・ファイルのコピー

� 表領域

� 制御ファイル（カレントまたはバックアップ）

� データベース（全データ・ファイルおよびカレントの制御ファイル）

アーカイブ REDOログが含まれたバックアップ・セットは、常に全体バックアップとなる
ことに注意してください。

非一貫性 次のような状態になっているターゲット・データベースの任意部分
のバックアップ。

� オープン状態になっている場合

� マウント前にクラッシュした場合

� マウント前に ABORTオプションを使用して停止した場合

非一貫性バックアップを一貫性のあるものにするには、リカバリ操
作を行う必要があります。

注意注意注意注意 : 全体バックアップはデータベース全体のバックアップとは異なり
ます。全体バックアップの「全体」は、このバックアップが増分バック
アップでないことを示します。 

バックアップ・タイプバックアップ・タイプバックアップ・タイプバックアップ・タイプ 定義定義定義定義
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増分バックアップ増分バックアップ増分バックアップ増分バックアップ
増分バックアップでは、ファイル全体が読み込まれますが、バックアップされるデータ・ブ
ロックは、前回のバックアップ以降に変更されたブロックのみです。Oracleでは、データ・
ファイル、表領域またはデータベース全体の増分バックアップを、作成およびリストアでき
ます。RMANは、制御ファイルを増分バックアップ・セットに含めることができますが、
その場合は制御ファイル全体を含めることになります。制御ファイルでスキップされるブ
ロックはありません。

増分バックアップを作成する主な理由は次のとおりです。 

� メディア・マネージャを使用する場合、テープを節約できます。

� ネットワークを介してバックアップする場合、ネットワークの帯域幅を節約できます。 

� テープ書込み I/Oに使用されるテープ帯域幅の合計がディスク読取り I/Oに使用される
ディスク帯域幅の合計よりはるかに少なくなります。

� NOLOGGINGオプションを使用して作成したオブジェクトへの変更をリカバリできま
す。

これらの基準のいずれにも該当しない場合は、全体バックアップの選択をお薦めします。増
分バックアップを適用すると、リカバリに要する時間が長くなる一方、コストの節約はわず
かであるためです。

この項では次の項目について説明します。

� マルチレベル増分バックアップ

� 増分バックアップの仕組み

� 差分増分バックアップ

� 累積増分バックアップ

� 増分バックアップ方法

マルチレベル増分バックアップマルチレベル増分バックアップマルチレベル増分バックアップマルチレベル増分バックアップ
RMANでは、マルチレベル増分バックアップ（multi-level incremental backups）を作成す
ることが可能です。 増分レベルは、それぞれ 0、1、2というように整数で表されます。レベ
ル 0の増分バックアップは、それ以降の増分バックアップの基礎となります。このバック
アップでは、データが含まれているブロックがすべてコピーされます。レベル nの増分バッ
クアップを生成するときに、nが 0より大である場合は、次のいずれかのバックアップが作
成されます。

� レベル n以下の最新のバックアップ以降に変更されたすべてのブロック（増分バック
アップのデフォルトのタイプで、これを差分バックアップ（differential backup）と呼
びます）。

� レベル n-1以下の最新のバックアップ以降に変更された全ブロック（これを累積バック
アップ（cumulative backup）と呼びます）。
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マルチレベル増分バックアップを行う利点は、常にすべてのブロックのバックアップをとる
必要がないことです。RMANは、データ・ファイルのすべてのブロックを読み取る必要が
あるため、全体バックアップに要する時間と増分バックアップに要する時間はほぼ同じです
（バックアップの出力がボトルネックにならない場合）。

0より上のレベルの増分バックアップでは、変更されたブロックのみがコピーされます。
バックアップ・ファイルのサイズを決定する要素は、変更されたブロックの数と増分バック
アップのレベルのみです。

増分バックアップの仕組み増分バックアップの仕組み増分バックアップの仕組み増分バックアップの仕組み
データ・ファイルの各データ・ブロックには SCNが含まれています。この SCNは、そのブ
ロックに対して行われた最後の変更時点の SCNです。増分バックアップ時、RMANは入力
ファイルの各データ・ブロックの SCNを読み取り、これを親の増分バックアップのチェッ
クポイント SCNと比較します。 RMANは、毎回ファイル全体を読み込み、ブロックが使用
されているかどうかを確認します。

この親バックアップは、RMANが両 SCNの比較に使用するバックアップです。したがっ
て、これはレベル 0のバックアップとするか、または増分レベルに応じて、レベル 1または
レベル 2のバックアップとします。入力データ・ブロックの SCNが親のチェックポイント
SCNより大きい場合、RMANはこのブロックをコピーします。

このメカニズムの重要な点の 1つは、RMANでは、NOLOGGINGオプションを使用して作
成したオブジェクトへの変更も含めて、変更されたデータを含むすべてのブロックをリカバ
リ中に対象にすることに注意してください。 したがって、増分バックアップを作成すること
は、NOLOGGING表への変更内容が失われないための保護対策となります。

差分増分バックアップ差分増分バックアップ差分増分バックアップ差分増分バックアップ
差分レベル nの増分バックアップの場合、RMANは、レベル n以下の最新のバックアップ
以降に変更されたブロックをすべてバックアップします。たとえば、差分レベル 2のバック
アップでは、レベル 1とレベル 2のバックアップのどちらが新しいかを RMANが判断し、
新しい方のバックアップ以降に変更されたブロックをすべてバックアップします。利用でき
るレベル 1がない場合、RMANは基礎となるレベル 0のバックアップ以降に変更されたブ
ロックをすべてコピーします。増分バックアップは、デフォルトでは差分に設定されていま
す。

注意注意注意注意 : ほとんどの場合、差分バックアップより累積バックアップの方が
適切な選択です。
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図図図図 1-14  差分増分バックアップ（デフォルト）差分増分バックアップ（デフォルト）差分増分バックアップ（デフォルト）差分増分バックアップ（デフォルト）

前述の例では次のようになります。

� 日曜日

レベル 0の増分バックアップでは、このデータベース内でこれまでに使用されたことの
あるすべてのブロックのバックアップがとられます。 

� 月曜日

レベル 2の差分増分バックアップでは、レベル n以下の最新の増分バックアップ以降に
変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下
の最新の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降に変
更されたブロックのみのバックアップがとられます。

� 火曜日

レベル 2の差分増分バックアップでは、レベル n以下の最新の増分バックアップ以降に
変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下
の最新の増分バックアップは月曜日のレベル 2のバックアップなので、月曜日以降に変
更されたブロックのみのバックアップがとられます。

曜日�

バックアップ・�
レベル�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

0 2 2 2 1 2 2 0

月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

2 2 2 1 2 2 0
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� 水曜日

レベル 2の増分バックアップでは、レベル n以下の最新の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下の最
新の増分バックアップは火曜日のレベル 2のバックアップなので、火曜日以降に変更さ
れたブロックのみのバックアップがとられます。

� 木曜日

レベル 1の増分バックアップでは、レベル n以下の最新の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 1以下の最
新の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降に変更さ
れたブロックのみのバックアップがとられます。

� 金曜日

レベル 2の増分バックアップでは、レベル n以下の最新の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下の最
新の増分バックアップは木曜日のレベル 1のバックアップなので、木曜日のレベル 1の
バックアップ以降に変更されたブロックのみのバックアップがとられます。 

� 土曜日

レベル 2の増分バックアップでは、レベル n以下の最新の増分バックアップ以降に変更
されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2以下の最
新の増分バックアップは金曜日のレベル 2のバックアップなので、金曜日のレベル 2の
バックアップ以降に変更されたブロックのみのバックアップがとられます。 

� このサイクルが繰り返されます。

累積増分バックアップ累積増分バックアップ累積増分バックアップ累積増分バックアップ
Oracleには、レベル 1以上の累積増分バックアップを作成するためのオプションがありま
す。累積レベル nの増分バックアップの場合、RMANは、レベル n-1以下の最新のバック
アップ以降に使用されたブロックをすべてバックアップします。たとえば、レベル 2の累積
バックアップでは、レベル 1のどのバックアップが最後に行われたかを RMANが判断し、
最新のレベル 1のバックアップ以降に変更されたブロックをすべてコピーします。利用でき
るレベル 1のバックアップがない場合、RMANは基礎となるレベル 0のバックアップ以降
に変更されたブロックをすべてコピーします。

累積増分バックアップを使用すると、特定レベルからの増分バックアップが 1つで済むた
め、リストアに必要な作業が軽減されます。ただし、累積バックアップの場合は、同じレベ
ルでのこれまでのバックアップの作業を繰り返すことになるため、必要な領域と時間が差分
バックアップより増加します。
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図図図図 1-15  累積増分バックアップ累積増分バックアップ累積増分バックアップ累積増分バックアップ

前述の例では次のようになります。

� 日曜日

レベル 0の増分バックアップでは、このデータベース内でこれまでに使用されたことの
あるすべてのブロックのバックアップがとられます。 

� 月曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最新の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最新の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降
に変更されたブロックのみのバックアップがとられます。

� 火曜日

累積増分レベル 2のバックアップが実行されます。これで、レベル n-1以下の最新の増
分バックアップ以降に変更されたすべてのブロックがバックアップされます。この例で
は、レベル 2-1以下の最新の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなの
で、日曜日以降に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。（この

曜日�

バックアップ・�
レベル�

日� 月� 火� 水� 木� 金� 土� 日�

0 2 2 2 1 2 2 0

月� 火� 水� 木� 金� 土� 日

2 2 2 1 2 2 0
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バックアップは累積なので、月曜日にコピーされたブロックの他、現行のバックアップ
と同じ増分レベルでとられたバックアップによりコピーされたブロックが含まれます）。

� 水曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最新の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最新の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。（このバックアップは累積なの
で、月曜日および火曜日にコピーされたブロックの他、現行のバックアップと同じ増分
レベルでとられたバックアップによりコピーされたブロックが含まれます）。

� 木曜日

レベル 1の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最新の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 1-1
以下の最新の増分バックアップは日曜日のレベル 0のバックアップなので、日曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。

� 金曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最新の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最新の増分バックアップは木曜日のレベル 1のバックアップなので、木曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。

� 土曜日

レベル 2の累積増分バックアップでは、レベル n-1以下の最新の増分バックアップ以降
に変更されたすべてのブロックのバックアップがとられます。この例では、レベル 2-1
以下の最新の増分バックアップは木曜日のレベル 1のバックアップなので、木曜日以降
に変更された全ブロックのバックアップがとられます。

� このサイクルが繰り返されます。

増分バックアップ方法増分バックアップ方法増分バックアップ方法増分バックアップ方法
バックアップ方式は、許容可能な平均リカバリ時間（MTTR）に基づいて選択します。たと
えば、レベル 0のバックアップを月に 1度、レベル 1の累積バックアップを週に 1度、そし
てレベル 2の累積バックアップを毎日実行するという、3つのレベルのバックアップ方式を
適用できます。 この方式では、完全リカバリを実行する際に、1日分の量を超える REDOを
適用する必要はありません。

レベル 0のバックアップをとる頻度の決定は、データの 50%以上が変更された場合に必ず
レベル 0の新しいバックアップをとるようにするのがおよその目安です。データの変更率が
予測できる場合は、増分バックアップのサイズを確認すると、レベル 0の新しいバックアッ
プを行う時期を適切に判断できます。次の問合せを行うと、バックアップされたブロックが
少なくとも 50%ある各データ・ファイルのバックアップ・セットに、いくつのブロックが
書き込まれたかを表示できます。
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SELECT file#, incremental_level, completion_time, blocks, datafile_blocks 
FROM v$backup_datafile 
WHERE incremental_level > 0 AND blocks / datafile_blocks > .5 
ORDER BY completion_time; 

差分バックアップまたは累積バックアップのブロック数を、基礎となるレベル 0のバック
アップと比較してください。たとえば、レベル 1の累積バックアップのみを作成した場合、
レベル 1の最新のバックアップが、基礎となるレベル 0のバックアップのほぼ半分のサイズ
であるときに、レベル 0の新しいバックアップを作成します。

バックアップの制約バックアップの制約バックアップの制約バックアップの制約
RMANがバックアップ操作を実行できるのは、データベースがインスタンスによってマウ
ントされているか、またはオープンされている場合に限られます。Oracleの Parallel Server
環境においては、バックアップ操作対象のインスタンスでデータベースをオープンしていな
い場合は、そのデータベースを他のどのインスタンスでもオープンしないでください。 

RMANは、データ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルのバックアップ
をサポートしています。バックアップできないものは次のとおりです。

� パラメータ・ファイル

� パスワード・ファイル

� オペレーティング・システムのファイル

� オンライン REDOログ

� トランスポータブル表領域により組み込まれた表領域（読み書き可能に指定される前）

関連項目関連項目関連項目関連項目 : parallel server環境におけるバックアップの制約の詳細は、
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。
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イメージ・コピー
イメージ・コピーイメージ・コピーイメージ・コピーイメージ・コピー
イメージ・コピー（image copy）には、リカバリのために現状のままで使用できる 1つの
データ・ファイル、アーカイブ REDOログ・ファイルまたは制御ファイルが含まれていま
す。 イメージ・コピーを作成するには、RMANの copyコマンドを使用するか、または
UNIXの cpコマンドなどのオペレーティング・システムのコマンドを使用します。

RMANの copy コマンドで作成したイメージ・コピーは、Oracleサーバー・セッションで作
成されたという点を除いては、ある１つのファイルのオペレーティング・システム・コピー
と同じです。サーバー・セッションは、ファイル内のブロックの妥当性検査や、コピーの制
御ファイルへの登録などの追加アクションを実行します。イメージ・コピーは多重化され
ず、追加のヘッダーやフッターの制御情報がコピー内に格納されないため、バックアップ・
セットとは異なります。RMANは、ディスクにのみイメージ・コピーの書込みを行います。

RMANイメージ・コピーイメージ・コピーイメージ・コピーイメージ・コピー
イメージ・コピーを作成するには、RMANの copyコマンドを使用します。オリジナルの
ファイルを置き換える必要があり、かつイメージ・コピーがデータ・ファイルのものである
場合は、そのコピーはリストアする必要はありません。かわりに、Oracleには switch コマ
ンドが用意されています。このコマンドは、制御ファイルがそのコピーを指し示すように設
定し、さらにコピーがスイッチされたことを示すようにリカバリ・カタログを更新するもの
です。 この場合、switchコマンドを発行することは、SQL文の ALTER DATABASE 
RENAME DATAFILEを発行することと同じです。その後メディア・リカバリを実行し、そ
のコピーをカレントのデータ・ファイルにすることができます。

RMANは、イメージ・コピーをカタログに登録し、メタデータを読み取ることができます。
この操作は、リカバリ・カタログが失われ、災害時リカバリを実行する必要がある場合に、
重要な役割を果たします。カタログに登録できるのは、イメージ・コピーとアーカイブ・ロ
グのみです。

O/Sイメージ・コピーイメージ・コピーイメージ・コピーイメージ・コピー
Oracleは、RMAN 以外のメカニズムで作成したイメージ・コピーもサポートしています。
このイメージ・コピーは、O/Sコピーとも呼ばれています。 たとえば、UNIXの cpコマンド
で作成したデータ・ファイルのコピーは O/Sコピーです。このような O/Sコピーは、
restoreまたは switch コマンドで使用する前に、RMANでカタログに登録しておく必要があ
ります。

O/Sコピーは、データベースのオープン時もクローズ時も作成できます。 データベースが
オープンされていて、データ・ファイルが NORMALモードでオフラインにされていない場
合は、表領域をホット・バックアップ・モードにする必要があります。つまり、SQL文の
ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUPを発行してコピーを作成します。 
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ミラー化ディスク・ボリュームにデータ・ファイルを格納しているサイトもあります。この
場合は、ミラーを解除することでイメージ・コピーの作成が可能になります。ミラーを解除
した後、RMANに新しい O/Sコピーの存在を通知すると、このコピーをリストア操作に使
用できるようになります。 そのコピーではリストアができなくなったときは、change ... 
uncatalogコマンドを使用して、RMANに通知する必要があります。 この例では、ミラーを
（ミラーが解除される前に含まれていた他のコピーを含めずに）復元した場合、change ... 

uncatalogコマンドを使用してリカバリ・カタログを更新し、このコピーが使用できなく
なったことを通知する必要があります。

バックアップおよびイメージ・コピーのタグバックアップおよびイメージ・コピーのタグバックアップおよびイメージ・コピーのタグバックアップおよびイメージ・コピーのタグ
バックアップ・セットおよびイメージ・コピー（RMANで作成したコピーまたは O/Sで作
成したコピー）には、タグ（tag）と呼ばれるユーザー指定の文字列を割り当てることがで
きます。 タグとは、weekly_backupなど、バックアップ・セットやファイル・コピーの記号
名のことを指します。restoreまたは changeコマンドを実行する場合は、ファイル名を指定
するのではなくこのタグを指定します。タグの最大長は 30文字です。

タグは一意である必要はありません。複数のバックアップ・セットまたはイメージ・コピー
に同じタグがあってもかまいません。あるタグが一意でない場合、特定のデータ・ファイル
については、そのタグは、最も適正な現行のファイルを指します。デフォルトでは、
Recovery Managerは、タグまたは set untilコマンドで修飾されている場合を除き、最新の
バックアップを選択してリストアします。Point-in-Timeリカバリの場合、指定のファイル
を含む最も適正な現行のバックアップが、最新のバックアップではないことがあります。 

たとえば、毎週月曜日の夜にデータ・ファイルのコピーが作成され、常にmondayPMcopy
というタグが付く場合、そのタグは、最新のコピーを指すとみなされます。 したがって、次
のコマンドで、datafile 3を、月曜日の夜の最新のコピーに置き換えます。

switch datafile 3 to datafilecopy tag mondayPMcopy; 

タグによって、バックアップまたはファイル・コピーの各種クラスのそれぞれ意図した目的
または用途を示すことができます。たとえば、switchでの使用に適したデータ・ファイル・
コピーには、restoreのみで使用されるファイル・コピーとは異なるタグを付けることがで
きます。

警告警告警告警告 : 表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン・表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン・表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン・表領域をホット・バックアップ・モードにしないでオンライン・
バックアップを作成すると、バックアップを作成すると、バックアップを作成すると、バックアップを作成すると、Oracleが破損ブロックを生成することがありが破損ブロックを生成することがありが破損ブロックを生成することがありが破損ブロックを生成することがあり
ます。ます。ます。ます。 1-66ページページページページのののの「論理的なブロック破損の検出」「論理的なブロック破損の検出」「論理的なブロック破損の検出」「論理的なブロック破損の検出」を参照してください。を参照してください。を参照してください。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 : コピーのをカタログに登録する方法は、3-39ページの「オペ
レーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法」を参照し
てください。 changeコマンドの資料は、10-42ページの「change」を参照
してください。
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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ファイルのリストア
ディスク上のバックアップ・セットまたはイメージ・コピーのデータ・ファイル、制御ファ
イルおよびアーカイブ REDOログをリストアするには、RMANの restore コマンドを使用
します。バックアップ・セットは Oracle特有の形式で書かれているため、そのまま利用す
ることはできません。RMANの restore コマンドを使用してバックアップ・セットを抽出す
る必要があります。これに対し、RMANで作成したイメージ・コピーは、追加処理なしで
Oracleで使用することが可能です。

リストア可能なものは次のとおりです。

� データ・ファイル

� 制御ファイル（カレントまたはコピー）

� アーカイブ REDOログ

注意注意注意注意 : 入力ファイルの指定時に、タグを restoreコマンドまたは switch
コマンドに指定すると、RMANは、使用するバックアップ・セットまた
はイメージ・コピーを選択する際に、合致しているタグが付いたバック
アップ・セットのみをその候補とみなします。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : switchコマンドの情報は、10-163ページの「switch」を参照
してください。restoreコマンドの情報は、10-127ページの「restore」を
参照してください。

注意注意注意注意 : 通常、アーカイブ REDOログに対してリストアを行うことはあり
ません。この処理は、リカバリ時に必要に応じて RMANが自動的に実行
するためです。ただし、リカバリ時に必要となるアーカイブ・ログのバッ
クアップ・セットをあらかじめリストアしておくと、リカバリ時のパ
フォーマンスが上がります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : バックアップ・セットおよびコピーのリストア方法は、6-2
ページの「データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOロ
グのリストア」を参照してください。restoreコマンドの資料は、10-127
ページの「restore」を参照してください。 
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ファイルのリストア
リストア操作の仕組みリストア操作の仕組みリストア操作の仕組みリストア操作の仕組み
RMANでは、ファイル・リストアのプロシージャが自動化されています。 オペレーティン
グ・システムで使用するバックアップまたはコピーを検索し、ファイルを手動で該当する
ディレクトリにコピーする必要はありません。 restoreコマンドを発行すると、RMANは、
サーバー・セッションに指示して、該当するバックアップまたはコピーをリストアします。
リストア先は次のいずれかです。

� デフォルトの位置 － ここに現在ある同じ名前のファイルが上書きされます。

� 新しい位置 － set newname コマンドで指定します。

RMANがリストアを実行すると、restoreコマンドにより、データ・ファイルのコピーが作
成されてリポジトリに記録されます。 リストアされたファイルに対して set newnameコマン
ドを指定しない場合、RMANは、デフォルトの位置にバックアップをリストアし、リスト
ア中に作成されたデータ・ファイルのコピーの状態を即時に DELETEDに更新します。

リストアされたファイルに対して set newnameコマンドを指定した後、switchコマンドを
実行すると、RMANは、リストアされたファイルを現行のデータベース・ファイルとみな
します。 制御ファイルがデータ・ファイルのコピーを指し示すための switchコマンドの実行
に失敗した場合は、データ・ファイルのコピーのレコードがリポジトリ内に残っているた
め、将来、RMANで混乱が生じる可能性があります。 RMANでは、スイッチされていない
ファイルは有効なデータ・ファイルとみなされるため、このデータ・ファイルは、将来のリ
ストア処理の候補とみなされます。

リストア処理時のファイル選択リストア処理時のファイル選択リストア処理時のファイル選択リストア処理時のファイル選択
RMANは、リカバリ・カタログ（または、使用可能なリカバリ・カタログがない場合は
ターゲット・データベースの制御ファイル）を使用して、使用可能な最善のバックアップ・
セットまたはイメージ・コピーを、リストア操作用に選択します。いずれも使用可能な場合
は、バックアップ・セットではなくイメージ・コピーを選択します。複数の候補がある場
合、RMANは最新のバックアップ・セットまたはコピーを使用します。この場合、
untilClauseが指定されているかどうかも選択の基準に含められます。

RMANがバックアップ・セットまたはファイル・コピーをリストアするには、restore コマ
ンドのすべての設定が満たされている必要があります。自動選択実行時には、割り当てられ
たチャネルのデバイス・タイプも restoreコマンドで考慮されます。 

リカバリ・カタログ内に、指定したすべての基準を満たす使用可能なバックアップまたはコ
ピーがない場合、RMANは、リストア・ジョブのコンパイル・フェーズでエラーを戻しま
す。ジョブで割り当てられたデバイス・タイプと互換性のあるメディアの中に、バックアッ
プ・セットまたはデータ・ファイル・コピーがないために、ファイルをリストアできない場
合は、新しいジョブを作成し、既存のバックアップ・セットまたはデータ・ファイル・コ
ピーを含むデバイス用のチャネルを指定してください。
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メディア・リカバリ
リストアの制約リストアの制約リストアの制約リストアの制約
restoreコマンドには次のような制約があることに注意してください。

� リストア操作の対象は起動済のインスタンスである必要があります。ただし、データ
ベースをマウントする必要はありません。 したがって、制御ファイルが消失している場
合も、リストア操作を実行できます。

� リストアする表領域またはデータ・ファイルをオフラインにするか、データベースをク
ローズする必要があります。

� リストア操作では、既存のデータ・ファイルを上書きするか、または set newnameコマ
ンドを使用して、その出力を新しいファイルに送信するかのいずれかを行います。 
RMANは、リストア・ファイルをデータ・ファイルのコピーとみなします。 デフォルト
の位置にリストアする場合、リストアされたファイルのレコードは、状態が DELETED
でリポジトリ内に表示され、使用可能なイメージ・コピーと区別されます。

� 読み書き可能に指定されていないトランスポータブル表領域をリストアすることはでき
ません。

� RMANを使用して、あるホストで作成されたイメージ・コピーを別のホストにリスト
アすることはできません。このようなファイルは、手動で移送するか、または catalog
コマンドを使用してカタログに登録した後、別のホストにリストアする必要がありま
す。

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、オンライン REDOログ、アーカイブ REDOログまたは増分バッ
クアップを、リストアされたデータ・ファイルに適用し、このファイルが現行の状態または
指定した時点の状態になるように更新することです。メディア・リカバリを実行し、増分
バックアップを自動的に適用するには、RMANの recoverコマンドを使用します。リカバリ
は、カレントのデータ・ファイルに対してのみ実行できます。

メディア・リカバリを実行するには、可能な場合はリカバリ・カタログを使用可能にしてく
ださい。使用できない場合、RMANは、ターゲット・データベースの制御ファイルの情報
を使用してリカバリを実行します。制御ファイルのリカバリが必要な場合は、リカバリ・カ
タログを使用可能にする必要があることに注意してください。リカバリ・カタログもター
ゲット・データベースの制御ファイルも使用できない場合、RMANは操作を実行できませ
ん。

RMANを使用したメディア・リカバリの基本的なステップは次のとおりです。

� 不完全リカバリを実行する場合は、set untilコマンドを使用して、リカバリを終了する
時刻、SCNまたはログ順序番号を指定します。

� restoreコマンドを使用して、必要なファイルをリストアします。

� recoverコマンドを使用して、データ・ファイルをリカバリします。
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メディア・リカバリ
図図図図 1-16  RMAN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

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リストアおよびリカバリの手順の詳細は、第 6章「Recovery 
Managerによるリストアとリカバリ」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・ファイルのリカバリ方法は、6-18ページの「デー
タ・ファイルのリカバリ」を参照してください。recoverコマンドの資料
は、10-103ページの「recover」を参照してください。
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メディア・リカバリ
増分バックアップおよび増分バックアップおよび増分バックアップおよび増分バックアップおよび REDOレコードの適用レコードの適用レコードの適用レコードの適用
リストアされたデータ・ファイルに対し、増分バックアップを適用するか、REDOを適用す
るかの選択が必要になった場合、RMANは常に増分バックアップの使用を選択します。複
数の増分バックアップ・レベルがオーバーラップしている場合、RMANは、最も長い時間
にわたるものを自動的に選択します。

増分バックアップが見つからない場合、RMANはアーカイブ REDOログを探します。
ARCnが REDOログをアーカイブすると、Oracleは即時にこれを制御ファイルに記録しま
す。 Recovery Managerは、再同期化の際、この情報をリカバリ・カタログ内に伝播させ、
アーカイブ REDOログをイメージ・コピーとして分類します。これらを表示するには listコ
マンドを使用します。

RMANは、リカバリ時に、パラメータ・ファイルに指定されたデフォルトのディレクトリ
で、該当するアーカイブ REDOログを探します。このログがディスクで検索できない場合
は、バックアップ・セットを検索し、さらに必要に応じてアーカイブ REDOログをリスト
アしてメディア・リカバリを実行します。 

デフォルトでは、RMANは、初期化パラメータ・ファイルで指定された現行のログ・アー
カイブの宛先にアーカイブ REDOログをリストアします。 別のリストア位置を指定するに
は、set archivelog destinationコマンドを使用します。

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
RMANは、完全リカバリも不完全リカバリも実行できます。set untilコマンドを使用する
と、時間、SCNまたはログ順序番号を制限値として指定した上で、不完全リカバリを実行で
きます。通常、このコマンドは、restoreコマンドおよび recoverコマンドの発行前に使用し
ます。不完全リカバリを実行した後は、必ず RESETLOGSオプションを指定してデータベー
スをオープンし、その後すぐにデータベースをバックアップしてください。

表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
Recovery Managerには、自動化されている表領域の Point-in-Timeリカバリ（TSPITR）機
能があります。この機能を使用すると、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。RMANの TSPITRは、次のような状況に最も
有効です。 

� 誤って実行した、表の削除またはトランケート操作からリカバリする場合 

� 論理的に破損した表をリカバリする場合 

� 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 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : set archivelog destinationの構文は、10-151ページの「set_
run_option」を参照してください。
1-62 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



データベースの複製
� 1つの物理データベースの別の表領域に複数の論理スキーマがあり、そのうちの 1つの
スキーマを残りの物理データベースとは異なる時点にリカバリする場合 

� VLDB（大規模データベース）において、データベース全体の Point-in-Timeリカバリが
可能であるが、バックアップからデータベース全体をリストアしロールフォワードを実
行するのではなく、表領域の Point-in-Timeリカバリのみを実行する場合 

表のエクスポートと同様に、RMANの TSPITRによって一貫性のあるデータ・セットをリカ
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。 

データベースの複製データベースの複製データベースの複製データベースの複製
バックアップおよびリカバリ手順の練習を行うテスト・データベースを作成するには、
RMANの duplicateコマンドを使用します。 このコマンドは、プライマリ・データベースの
ファイルについてディスク上にバックアップ・セットを作成し、これを使用して新しいデー
タベースを作成します。テスト・データベースは、本番データベースを常時稼動させておく
必要がある場合に特に役立ちます。 

複製操作の一環として、RMANは次の処理を行います。

� ターゲット・データ・ファイルをリストアして複製データベースを作成し、使用可能な
アーカイブ REDOログおよび増分バックアップをすべて使用して不完全リカバリを実
行します。

� RESETLOGSオプションを指定して、不完全リカバリを行った複製データベースをオー
プンし、オンライン REDOログを作成します。

� その複製データベース用の、一意かつ新規のデータベース識別子を作成します。

RMANによる複製には次のような特徴もあります。次の作業を行うことができます。

� skip readonly句を使用して、読取り専用の表領域をスキップできます。読取り専用の
表領域は、デフォルトで含まれています。これらは削除しても、後で追加することが可
能です。

� 複製データベースを新しいホストに作成できます。 同じディレクトリ構造の場合は、
nofilenamecheckオプションを使用すると、ターゲット・データ・ファイル名が複製
データ・ファイルでも再使用できます。

� set untilオプションを使用して複製データベースを作成すると、現行以外の状態にリカ
バリできます。デフォルトでは、duplicateコマンドは、ターゲット・データベースの
最新のバックアップを使用してデータベースを作成し、増分バックアップおよびアーカ
イブ REDOログのバックアップに含まれた、一貫性のある最新の状態にまでリカバリ
するように設定されています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANを使用した TSPITRの実行方法は、第 8章「Recovery 
Managerによる Point-in-Timeリカバリの実行」を参照してください。
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データベースの複製
� リカバリ・カタログの有無に関係なく複製データベースを使用できます。

� 複製データベースを、ターゲット・データベースと同じリカバリ・カタログに登録でき
ます。このオプションが可能なのは、複製時に、複製データベースが新しいデータベー
ス識別子を取得するためです。 オペレーティング・システムのユーティリティを使用し
てターゲット・データベースをコピーした場合は、コピー・データベースの識別子が変
わらないため、同じリカバリ・カタログに登録することはできません。

図図図図 1-17  バックアップからの複製データベースの作成バックアップからの複製データベースの作成バックアップからの複製データベースの作成バックアップからの複製データベースの作成

複製データベースの作成方法は、これを同じホストに作成するか、異なるホストに作成する
か、また、複製ディレクトリの構造が、ターゲット・データベースのファイル・システムと
同じかどうかで決まります。たとえば、同じディレクトリ構造とファイル名を、複製データ
ベースでも使用できる場合もあれば、set newnameコマンドと DB_FILE_NAME_
CONVERT初期化パラメータの両方、あるいはその一方を使用して、ファイル名を再設定す
る必要がある場合もあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 複製データベースの作成方法は、第 7章「Recovery Manager
による複製データベースの作成」を参照してください。duplicateコマン
ドの構文は、10-83ページの「duplicate」を参照してください。
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整合性チェック
整合性チェック整合性チェック整合性チェック整合性チェック
Oracleでは、バックアップが使用不可になったり、リストア済のデータ・ファイルが破損す
るような処理は実行できないようになっています。Oracleは、整合性チェックで次のことを
行います。

� データベースの古いインカネーションからバックアップを適用し、リストア操作でデー
タベースが破損しないようにします。

� 増分バックアップが正しい順序で適用されるようにします。

� リストアまたはリカバリ中のデータ・ファイルへのアクセスを禁止します。

� 1つのデータ・ファイルにつき 1度に 1つのリストア操作しか許可しません。

� 未リカバリのバックアップ・ファイルのバックアップを禁止します。

� バックアップに格納されている情報を制御して、破損したバックアップ・ファイルを検
出します。

物理的なブロック破損の検出物理的なブロック破損の検出物理的なブロック破損の検出物理的なブロック破損の検出
バックアップ操作およびコピー操作を実行しているのは Oracleサーバー・セッションであ
り、サーバー・セッションは多くのタイプの破損ブロックを検出できます。前回のバック
アップ操作やコピー操作で検出されなかった新しい破損ブロックは、制御ファイルと
alert.logの中に記録されます。 

RMANは、バックアップ操作の完了時に破損情報を問い合せ、リカバリ・カタログおよび
制御ファイルにその情報を格納します。このデータにアクセスするには、V$BACKUP_
CORRUPTION and V$COPY_CORRUPTIONビューを使用します。

データベースによって破損のマークが付けられているデータ・ファイル・ブロックを
RMANがバックアップ中に見つけると、サーバー・セッションはその破損ブロックをバッ
クアップにコピーします。Oracleは、論理破損またはメディア破損としてこの破損を制御
ファイルに記録します。

破損ヘッダーが付いているが、まだ破損のマークがデータベースによって付けられていない
データ・ファイル・ブロックを RMANが見つけた場合は、メディア破損があることを示す
ヘッダーを付け直して、そのブロックをバックアップに書き込みます。

注意注意注意注意 : RMANは、すべてのタイプの破損を検出できるわけではありませ
ん。
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論理的なブロック破損の検出論理的なブロック破損の検出論理的なブロック破損の検出論理的なブロック破損の検出
RMANには、物理破損チェックに合格したデータ・ブロックと索引ブロックに対する論理
破損テスト機能があります（たとえば行ピースまたは索引エントリの破損）。RMANは論理
的な破損を発見すると、そのブロックを alert.logおよびサーバー・セッション・トレー
ス・ファイルに記録します。 

あるファイルで検出された物理的な破損および論理的な破損の合計数がmaxcorruptの設定
値以下の場合、RMANコマンドは完了し、Oracleは V$BACKUP_CORRUPTIONおよび
V$COPY_CORRUPTIONに破損ブロック範囲を移入します。 maxcorruptを超えている場合
は、コマンドはビューへの移入を行わずに終了します。 

オープン・バックアップ時の分裂ブロックの検出オープン・バックアップ時の分裂ブロックの検出オープン・バックアップ時の分裂ブロックの検出オープン・バックアップ時の分裂ブロックの検出
Recovery Managerを使用しないでオープン・バックアップを実行するときは、表領域を
ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）にしておく必要があります。これは、
DBWnが書込み中のブロックを、オペレーティング・システムがバックアップ用に読み取る
可能性があるためです。 このようなブロックを分裂ブロック（fractured block）と呼びます。

RMANを使用してバックアップを実行する場合は、オペレーティング・システムのユー
ティリティではなく、Oracleサーバー・セッションがデータ・ファイルを読み取ります。
Oracleサーバー・セッションはすべての Oracleブロックを読み取り、各ブロックのヘッ
ダーとフッターに格納されている制御情報と比較して、ブロックが分裂しているかどうかを
確認します。このセッションで分裂ブロックが検出された場合、そのブロックは再度読み込
まれます。このため、Recovery Managerを使用してデータ・ファイルのバックアップまた
はコピーを行う場合は、表領域をホット・バックアップ・モードに設定しないでください。

注意注意注意注意 : copyコマンドおよび backupコマンドの場合、maxcorruptの設
定は、ファイルが許容する物理破損と論理破損の合計数を表します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ホット・バックアップ・モードの詳細は、『Oracle8i バック
アップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。
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2

Recovery Managerのスタート・ガイドのスタート・ガイドのスタート・ガイドのスタート・ガイド

この章では、RMANを使用した作業開始の方法を説明します。次の項目について説明しま
す。

� Recovery Managerのセットアップ

� リカバリ・カタログの使用・不使用の決定

� RMANへの接続

� 基本的な RMANコマンドの使用方法

� メディア・マネージャの構成

� サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
イド 2-1



Recovery Managerのセットアップ
Recovery Managerのセットアップのセットアップのセットアップのセットアップ
RMANを使用する前に、次の項目を理解する必要があります。

� パスワード・ファイルの使用

� NLS環境変数の設定

� スナップショットの制御ファイル位置の決定

� マルチスレッド・サーバーでの RMANの使用方法

パスワード・ファイルの使用パスワード・ファイルの使用パスワード・ファイルの使用パスワード・ファイルの使用
一般的に、セキュリィティが実施されていない Net8接続を介してターゲット・データベー
スに接続するとき、特に次のいずれかを行う場合は、パスワード・ファイルを使用する必要
があります。

� RMANをリモートで、つまりターゲット・データベースとは異なるマシンで実行する
場合

� データベース接続文字列のネット・サービス名を指定して RMANを使用する場合

� OPS環境でデータベースを実行しているときに、RMANセッションを 1つしか使用せず
に、クラスタ内の複数のノードから同時にこのデータベースをバックアップする場合

 

注意注意注意注意 : Recovery Managerは、初期化ファイルとパスワード・ファイルの
バックアップは作成しません。 バックアップおよびリカバリ計画を立案す
る場合は、メディア障害からこれらのファイルを保護する方法も検討する
必要があります（『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・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 : OPSクラスタの 2つのノードに分散したバックアップの例は、
Oracle8i Parallel Serverマニュアルセットの 『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。
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Recovery Managerのセットアップ
NLS環境変数の設定環境変数の設定環境変数の設定環境変数の設定
RMANを起動する前に、NLS_DATE_FORMAT環境変数とNLS_LANG環境変数を設定し
てください。これらの変数によって、restore、 recover、 reportなどの、RMANコマンドの
時間を指定するパラメータで使用する形式が決まります。

次の例は、言語および日付書式の代表的な設定を示しています。

NLS_LANG=american
NLS_DATE_FORMAT='Mon DD YYYY HH24:MI:SS'

RMANコマンドの日付の指定コマンドの日付の指定コマンドの日付の指定コマンドの日付の指定
RMANコマンドで日付を指定する場合、次のいずれかの日付文字列を選択できます。

� NLS_DATE_FORMATの設定に一致するフォーマットのリテラル文字列。

� 'SYSDATE-10'または "TO_DATE('01/30/1997', 'MM/DD/YYYY')"など、データ・タイ
プが DATE型の SQL式。2番目の例には、専用の日付書式マスクが含まれているため、
現行の NLS_DATE_FORMAT設定とは関係がないことに注意してください。

RMANにおける日付設定の代表例を次に示します。

backup archivelog from time 'SYSDATE-31' until time 'SYSDATE-14';
restore database until time "TO_DATE('12/20/98','MM/DD/YY')";

データベース・キャラクタ・セットの指定データベース・キャラクタ・セットの指定データベース・キャラクタ・セットの指定データベース・キャラクタ・セットの指定
RMANを使用してマウント状態でないデータベースに接続し、RMANを接続した状態のま
ま後からデータベースをマウントする場合は、データベースが使用するキャラクタ・セット
を指定するように NLS_LANG変数を設定します。 

マウントされていないデータベースでは、デフォルトのキャラクタ・セットの US7ASCIIが
使用されます。 使用しているキャラクタ・セットがこのデフォルト設定と異なる場合、
RMANはデータベースのマウント後、エラーを戻します。この問題を回避するには、ター
ゲット・データベースのキャラクタ・セットを指定するように NLS_LANGを設定します。 
たとえば、キャラクタ・セットがWE8DECである場合は、NLS_LANGパラメータを次の
ように設定できます。

NLS_LANG=american_america.we8dec. 

注意注意注意注意 : NLS_LANGとNLS_DATE_FORMATを、使用する NLS_DATE_
FORMAT用に設定してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : NLS_LANGパラメータおよびNLS_DATE_FORMATパラ
メータの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』および『Oracle8i  
NLSガイド』を参照してください。
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Recovery Managerのセットアップ
スナップショットの制御ファイル位置の決定スナップショットの制御ファイル位置の決定スナップショットの制御ファイル位置の決定スナップショットの制御ファイル位置の決定
RMANでは、制御ファイルの読取り一貫性があるバージョンからの再同期化が必要な場合、
スナップショット制御ファイル（snapshot control file）が作成されます。スナップショット
制御ファイルのデフォルト名は、ポートによって異なります。スナップショット制御ファイ
ルの名前を変更するには、set snapshot controlfile nameコマンドを使用します。このコマ
ンドに指定した名前が、RMANでそれ以降作成されるスナップショット制御ファイルで使
用されます。 

たとえば、RMANを起動し次のように入力します。

set snapshot controlfile name to '/oracle/dba/prod/snap_prod.ctl';

スナップショット制御ファイル名をロー・デバイスに設定することもできます。この処理
は、クラスタ内の複数のインスタンスが RMANを使用する OPSデータベースの場合に重要
です。これは、個々のノードのサーバー・セッションが、同じ名前と位置にあるスナップ
ショット制御ファイルを作成する必要があるためです。たとえば、次のように入力します。

set snapshot controlfile name to '/dev/vgd_1_0/rlvt5';

ある RMANのジョブで制御ファイルのバックアップをすでに開始していても、別のジョブ
で新しいスナップショット制御ファイルを作成する必要がある場合、次のようなメッセージ
が表示されることがあることに注意してください。 

RMAN-08512: スナップショット制御ファイル・エンキュを待っています。

通常、ジョブは、制御ファイルのエンキューを待機する必要がある場合、そのエンキューを
取得するまでに多少の時間を要します。Recovery Managerは、エンキューの取得を最高 5
回試行した後、ジョブを停止します。通常、このような競合は、制御ファイルのバックアッ
プを実行するジョブが 2つあるときに発生します。この場合、先に制御ファイルのバック
アップを開始した方が、メディア・マネージャのサービスを待機します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� スナップショット制御ファイルを使用した、RMANの同期化の概要は、
1-14ページの「リカバリ・カタログの再同期化」を参照してください。

� setコマンドの構文は、10-146ページの「set」を参照してください。

� エンキューのために失敗したバックアップの実例は、9-29ページの「制御
ファイルのエンキューが原因でバックアップが失敗する場合」を参照して
ください。
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Recovery Managerのセットアップ
マルチスレッド・サーバーでのマルチスレッド・サーバーでのマルチスレッド・サーバーでのマルチスレッド・サーバーでの RMANの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
RMANは、マルチスレッド・サーバー（MTS）ディスパッチャからターゲット・データ
ベースに接続できないため、専用サーバー・プロセスが必要です。 ただし、データベースが
MTS用に構成されている場合でも、指定したセッションを専用サーバーに接続できます。 

MTSアーキテクチャを使用するためにターゲット・データベースが構成されている場合、
RMANで使用するネット・サービス名は、接続文字列の CONNECT_DATAに
(SERVER=DEDICATED)が含まれている必要があります。 

MTSデータベースでデータベースでデータベースでデータベースで RMANを使用する方法を使用する方法を使用する方法を使用する方法  

Net8構成は、システムによって大きく異なります。 次の手順は、方法の 1つを説明していま
す。

この例では、tnsnames.oraファイルの次のネット・サービス名を、MTSアーキテクチャ
を使用してターゲット・データベースに接続します。inst1は、SERVICE_NAMES初期化
パラメータの値です。

inst1_mts =
  (description=
    (address=(protocol=tcp)(host=inst1_host)(port1521))
    (connect_data=(service_name=inst1)(server=shared))
  ) 

1. 専用サーバー接続でインスタンスに接続するネット・サービス名を tnsnames.ora
ファイルに作成します。たとえば、次のように入力します。

inst1_ded =
  (description=
    (address=(protocol=tcp)(host=inst1_host)(port1521))
    (connect_data=(service_name=inst1)(server=dedicated))
  )

2. 各セッションのモードを確認するために、SQL*Plusを使用してMTS名および専用サー
ビス名で接続します。 たとえば、専用セッションに接続するには、次のように発行しま
す。

SQL> connect sys/oracle@inst1_ded
Connected.
SQL> SELECT server FROM v$session WHERE sid = (SELECT DISTINCT sid FROM v$mystat);

SERVER   
---------
DEDICATED
1 row selected.
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MTSセッションに接続するには、次のように発行します。

SQL> connect sys/oracle@inst1_mts
Connected.
SQL> SELECT server FROM v$session WHERE sid = (SELECT DISTINCT sid FROM v$mystat);

SERVER   
---------
SHARED 
1 row selected.
  

3. 専用サービス名を使用して、ターゲット・データベースに（必要に応じてリカバリ・カ
タログにも）接続します。たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/oracle@inst1_ded catalog rman/rman@rcat

リカバリ・カタログの使用・不使用の決定リカバリ・カタログの使用・不使用の決定リカバリ・カタログの使用・不使用の決定リカバリ・カタログの使用・不使用の決定
RMANの使用を開始する際、最も重要な決定事項は、リカバリ・カタログを RMANリポジ
トリとして使用するかどうかということです。この項では、リカバリ・カタログを使用する
場合と使用しない場合の、それぞれのコストと利点を説明します。 カタログを作成する場合
は、3-2ページの「リカバリ・カタログの作成」を参照してください。

リカバリ・カタログをリカバリ・カタログをリカバリ・カタログをリカバリ・カタログを RMANリポジトリとして使用した場合の効果リポジトリとして使用した場合の効果リポジトリとして使用した場合の効果リポジトリとして使用した場合の効果
リカバリ・カタログを使用した場合、RMANによって自動化されるバックアップおよびリ
カバリ機能が増えます。このため、可能な場合は RMANでリカバリ・カタログを使用する
ことをお薦めします。

リカバリ・カタログを使用する場合、RMANでは、リカバリ・カタログのスキーマと、そ
のスキーマで使用される関連領域をメンテナンスする必要があります。リカバリ・カタログ
のスキーマのサイズは次のようになります。

� カタログで管理するデータベースの数に依存します。

� カタログに格納された Recovery Managerスクリプトの数とサイズに依存します。

� 各データベースのアーカイブ・ログとバックアップの数の増加に従って増加します。

リカバリ・カタログを使用する場合は、リカバリ・カタログのスキーマをインストールする
ために使用するデータベースとそのデータベースのバックアップ方式を決める必要がありま
す。RMANを使用して複数のデータベースのバックアップをとる場合、リカバリ・カタロ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Net8接続文字列の構文の詳細は、使用しているオペレーティ
ング・システム固有の Oracleドキュメントおよび『Oracle8i  Net8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 : RMANリポジトリの機能の概要は、1-13ページの「Recovery 
Managerのリポジトリ」を参照してください。
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リカバリ・カタログの使用・不使用の決定
グ用のデータベースを別に作成して、そのデータベース内に RMANユーザーを作成できま
す。その場合は、このデータベースを ARCHIVELOGモードで運用するかどうかも決める必
要があります。実際には ARCHIVELOGモードで運用することをお薦めします。

リカバリ・カタログを別のデータベースに格納する場合は、次のそれぞれに対してディスク
領域が少しずつ必要になります。

� システム表領域

� 一時表領域

� ロールバック・セグメント表領域

� オンライン REDOログ・ファイル

リカバリ・カタログを別にメンテナンスしている場合は、DBAの裁量でそのデータベース
を停止できるという別の利点があります。 このデータベースで使用する領域のほとんどは、
表領域（SYSTEM、一時、ロールバックなど）のサポートに使用されます。

バックアップをとるデータベースが複数ある場合は、複数のリカバリ・カタログを作成し
て、各データベースを別のデータベースのリカバリ・カタログ用に使用できます。たとえ
ば、2つの本番データベースがあり、一方を PRD1、他方を PRD2とします。この場合、
PRD1用のリカバリ・カタログを PRD2データベースにインストールし、PRD2データベー
ス用のリカバリ・カタログを PRD1にインストールできます。 

表表表表 2-1  1年間に必要となるリカバリ・カタログの領域の一般的な例年間に必要となるリカバリ・カタログの領域の一般的な例年間に必要となるリカバリ・カタログの領域の一般的な例年間に必要となるリカバリ・カタログの領域の一般的な例

領域のタイプ領域のタイプ領域のタイプ領域のタイプ 必要な領域必要な領域必要な領域必要な領域

SYSTEM 50MB

一時 5MB

ロールバック 5MB

リカバリ・カタログ 10MB

オンライン REDOログ 各 1MB（3つのグループがあり、各グループに 2つの
メンバーがある場合）
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図図図図 2-1  リカバリ・カタログ・データベースとしての本番データベースの使用リカバリ・カタログ・データベースとしての本番データベースの使用リカバリ・カタログ・データベースとしての本番データベースの使用リカバリ・カタログ・データベースとしての本番データベースの使用

本番データベースを他方のリカバリ・カタログとして機能させることにより、リカバリ・カ
タログ用の別のデータベースを維持する場合に必要となる追加の領域やメモリーのオーバー
ヘッドを節約できます。ただし、両方のリカバリ・カタログ用のデータベースが、同じ物理
ディスク上の表領域に常駐する場合、この方法は実用的ではありません。

 

制御ファイルを制御ファイルを制御ファイルを制御ファイルを RMANリポジトリとして使用した場合の効果リポジトリとして使用した場合の効果リポジトリとして使用した場合の効果リポジトリとして使用した場合の効果
制御ファイルを RMANリポジトリとして使用する場合でも、RMANは非常に効果的に処理
を実行できます。 リカバリ・カタログを使用しない場合は、3-47ページの「リカバリ・カタ
ログを使用しない RMANリポジトリの管理方法」の手順に従ってください。 特に、どのコ
マンドがカタログで必要かを理解し、リポジトリをバックアップする方法を確立してくださ
い。

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログのスキーマは、ターゲット・データベースと
は別のデータベースにインストールしてください。 別のデータベースにイ
ンストールしないと、データベースが消失したためにリストアが必要に
なったときに、リカバリ・カタログを使用できません。

警告警告警告警告 : リカバリ・カタログとターゲット・データベースが、同じディスリカバリ・カタログとターゲット・データベースが、同じディスリカバリ・カタログとターゲット・データベースが、同じディスリカバリ・カタログとターゲット・データベースが、同じディス
ク上に常駐していないことを確認してください。ク上に常駐していないことを確認してください。ク上に常駐していないことを確認してください。ク上に常駐していないことを確認してください。 同じディスク上にあると、同じディスク上にあると、同じディスク上にあると、同じディスク上にあると、
データベースが消失した場合に、リカバリ・カタログも失うことになりまデータベースが消失した場合に、リカバリ・カタログも失うことになりまデータベースが消失した場合に、リカバリ・カタログも失うことになりまデータベースが消失した場合に、リカバリ・カタログも失うことになりま
す。す。す。す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ・カタログの管理方法は、第 3章「Recovery 
Managerのリポジトリの管理」を参照してください。

PRD1

PRD2
の�

リカバリ・�
カタログ�

PRD2

PRD1
の�

リカバリ・�
カタログ�
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RMANへの接続
RMANへの接続への接続への接続への接続
RMANを使用するには、最初にこれに接続する必要があります。RMANへの接続は、次の
操作を行う場合に必要です。

� 有効なユーザーであることを認証する場合

� ターゲット・データベース、つまりバックアップまたはリストアの対象となるデータ
ベースを指定する場合

� リカバリ・カタログを含んだデータベースを指定する場合（リカバリ・カタログを使用
する場合）

� 補助データベースを指定する場合（補助データベースを使用する場合）

RMANを起動するときは、必ずターゲット・データベースに接続する必要があります。 
RMANでは、SYSDBA権限でターゲット・データベースに接続することに注意してくださ
い。 この権限がない場合、接続は失敗します。

接続方法は数種類あります。たとえば、RMANは次のような方法で起動できます。

� リカバリ・カタログを使用して、または使用しないで起動する方法

� オペレーティング・システムのコマンドラインまたは RMANコマンドラインでデータ
ベースに接続して起動する方法

� バッチ・モード（一連の RMANコマンドで構成されるコマンド・ファイルを使用する）
または対話モードで起動する方法

� バッチ・モードで実行する場合、RMAN出力が記録されるログ・ファイルを使用して
起動する方法

� ログ・ファイルへの追加、または同ファイルの上書きを行うことで起動する方法

この項では、Recovery Managerの接続方法の例を示します。

� リカバリ・カタログを使用せずに RMANに接続する場合

� リカバリ・カタログを使用して RMANに接続する場合

� 補助データベースへの接続

� RMANへの接続時にパスワードを非表示にする方法

� RMANからの切断

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コマンドライン・オプションのリストは、10-47ページの
「cmdLine」を参照してください。
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リカバリ・カタログを使用せずにリカバリ・カタログを使用せずにリカバリ・カタログを使用せずにリカバリ・カタログを使用せずに RMANに接続する場合に接続する場合に接続する場合に接続する場合
これらの例では、次のことを前提としています。

オペレーティング・システム認証を使用したオペレーティング・システム認証を使用したオペレーティング・システム認証を使用したオペレーティング・システム認証を使用した RMANへの接続への接続への接続への接続
ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがない場合は、ユーザー名が有効かどう
かを、オペレーティング・システム認証を使用して検証する必要があります。 オペレーティ
ング・システム認証が使用できるのは、ローカルで接続する場合のみです。つまり、RMAN
とターゲット・データベースが同じマシンに常駐していることが前提となります。 オペレー
ティング・システム認証をネット・サービス名とともに使用すると、ターゲット・データ
ベースに接続できません。

1. UNIXのコマンドラインで、次のように入力します。

% ORACLE_SID=PROD1; export ORACLE_SID

2. 次の文を発行します。

% rman nocatalog

3. RMANプロンプトで、次のように入力します。

RMAN> connect target /

パスワード・ファイルを使用したパスワード・ファイルを使用したパスワード・ファイルを使用したパスワード・ファイルを使用した RMANへの接続への接続への接続への接続
ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがある場合、パスワードを使用して接続
できます。パスワード・ファイルは、ローカル・アクセスにもリモート・アクセスにも使用
します。ネット・サービス名を使用してリモートで接続する場合は、パスワード・ファイル
を使用する必要があります。

オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続  オペレーティング・システムの
コマンドラインから接続する場合は、次のように入力します。sys_pwdは SYSのパスワー
ドを、target_strはターゲット・データベースのネット・サービス名を示します。   

% rman target sys/target_pwd@target_str nocatalog

sys SYSDBA権限を持つユーザー

target_pwd ターゲット・データベースの orapwdファイルの中に指定された、
SYSDBAで接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

注意注意注意注意 : SYSDBAオプションは、RMANが暗黙的かつ自動的に使用するの
で、指定する必要はありません。 ターゲット・データベースに接続するに
は、SYSDBA権限が必要です。
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RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  RMANを起動し、RMANプロンプトからターゲット・データ
ベースに接続する方法もあります。

% rman nocatalog
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str

リカバリ・カタログを使用してリカバリ・カタログを使用してリカバリ・カタログを使用してリカバリ・カタログを使用して RMANに接続する場合に接続する場合に接続する場合に接続する場合
 これらの例では、リカバリ・カタログをメンテナンスしている前提の他に、次のことを前提
としています。

オペレーティング・システム認証を使用したオペレーティング・システム認証を使用したオペレーティング・システム認証を使用したオペレーティング・システム認証を使用した RMANへの接続への接続への接続への接続
ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがない場合は、ユーザー名が有効かどう
かを、オペレーティング・システム認証を使用して検証する必要があります。 オペレーティ
ング・システム認証が使用できるのは、ローカルで接続する場合のみです。つまり、RMAN
とターゲット・データベースが同じマシンに常駐していることが前提となります。 オペレー
ティング・システム認証をネット・サービス名とともに使用すると、ターゲット・データ
ベースに接続できません。

1. RMANをターゲット・データベースと同一マシンで実行する場合は、環境変数
ORACLE_SIDをターゲット・データベースに設定します。たとえば、UNIXプロンプト
で、次のように入力します。

% ORACLE_SID=PROD1; export ORACLE_SID

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� コマンドラインのオプションの詳細は、10-47ページの「cmdLine」を参
照してください。

� connectコマンドの詳細は、10-57ページの「connect」を参照してくださ
い。

� パスワード・ファイルの詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してく
ださい。

sys SYSDBA権限を持つユーザー

rman RECOVERY_CATALOG_OWNER権限を持っているリカバリ・カタ
ログの所有者

target_pwd ターゲット・データベースの orapwdファイルの中に指定された、
SYSDBAで接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd リカバリ・カタログの orapwdファイルの中に指定された、ユー
ザーの RMANのパスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名
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2. 次の文を発行し、ユーザー RMANでリカバリ・カタログに接続します。

% rman catalog rman/cat_pwd@cat_str

3. RMANが起動した後、connect targetコマンドを発行します（SYSDBA権限を持ってい
る場合）。

RMAN> connect target

パスワード・ファイルを使用したパスワード・ファイルを使用したパスワード・ファイルを使用したパスワード・ファイルを使用した RMANへの接続への接続への接続への接続
ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベースにパスワード・ファイ
ルがある場合、パスワードを使用して接続できます。パスワード・ファイルは、ローカル・
アクセスにもリモート・アクセスにも使用します。 ネット・サービス名を使用してリモート
で接続する場合は、パスワード・ファイルを使用する必要があります。

オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続  オペレーティング・システムの
コマンドラインから RMANに接続するには、次のように入力します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str

RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  RMANを起動し、RMANプロンプトからターゲット・データ
ベースに接続する方法もあります。

% rman
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str 
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str

補助データベースへの接続補助データベースへの接続補助データベースへの接続補助データベースへの接続
duplicateコマンドを使用する場合、または RMAN TSPITRを実行する場合は、補助データ
ベースに接続する必要があります。これらの例では、次のことを前提としています。

sys SYSDBA権限を持つユーザー

rman RECOVERY_CATALOG_OWNER権限を持つリカバリ・カタログの
所有者

target_pwd ターゲット・データベースの orapwdファイルの中に指定された、
SYSDBAで接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd リカバリ・カタログの orapwdファイルの中に指定された、ユー
ザーの RMANのパスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名
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補助データベースにパスワード・ファイルがある場合、パスワードを使用して接続できま
す。パスワード・ファイルは、ローカル・アクセスにもリモート・アクセスにも使用しま
す。 ネット・サービス名を使用してリモートで接続する場合は、パスワード・ファイルを使
用する必要があります。

オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続  オペレーティング・システムの
コマンドラインから補助インスタンスに接続するには、次のように入力します。

% rman auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

ターゲット、補助およびリカバリ・カタログの各データベースに接続するには、次のように
（すべて 1行で）発行します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str \
> auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  RMANを起動し、RMANプロンプトから補助データベースに
接続する方法もあります。

% rman
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

ターゲット、補助およびリカバリ・カタログの各データベースに接続するには、次のように
発行します。

% rman
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str

RMANへの接続時にパスワードを非表示にする方法への接続時にパスワードを非表示にする方法への接続時にパスワードを非表示にする方法への接続時にパスワードを非表示にする方法
オペレーティング・システムのコマンドラインから RMANに接続するとき、認証情報を非
表示にする場合は、接続スクリプトを使用して、ファイルに実行のみの権限を作成できま
す。

たとえば、RMANを UNIX環境で実行している場合、connect_rman.shと呼ばれるテキ
スト・ファイルに次の接続情報を含めることができます。

rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str

aux_pwd 補助データベースの orapwdファイルの中に指定された、SYSDBA
で接続するためのパスワード

aux_str 補助データベースのネット・サービス名

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMAN TSPITRの実行方法は、第 8章「Recovery Managerに
よる Point-in-Timeリカバリの実行」を参照してください。duplicateコマ
ンドの構文は、10-83ページの「duplicate」を参照してください。
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次に、接続スクリプトのパーミッションを変更すると、すべてのユーザーがスクリプトを実
行できますが、指定のユーザーのみ書込みアクセスができます。

% chmod 711 connect_rman.sh 

ユーザーは、RMANに接続するために、オペレーティング・システムのコマンドラインか
らスクリプトを実行できます。

% connect_rman.sh

RMANからの切断からの切断からの切断からの切断
RMANから切断するには、RMANプロンプトで exitと入力します。

RMAN> exit

基本的な基本的な基本的な基本的な RMANコマンドの使用方法コマンドの使用方法コマンドの使用方法コマンドの使用方法
RMANへの接続方法を知っている場合、バックアップ、リカバリおよびメンテナンスの各
操作はすぐに開始できます。この項の例を使用して基本的なコマンドを試してください。

これらの例では、次の事柄を前提としています。

� ARCHIVELOGモードで運用すること

� ターゲット・データベースと同じマシンで RMANを実行すること

� オペレーティング・システム認証を使用してコマンドラインから接続すること

� OPS構成は実行しないこと

次のタスクの実行方法について説明します。

� RMANへの接続

� データベースのマウント

� 現行スキーマのレポート

� データ・ファイルのコピー

� 表領域のバックアップ

� バックアップおよびコピーのリスト表示

� リストアの妥当性チェック
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RMANへの接続への接続への接続への接続
最初のタスクはターゲット・データベースへの接続です。 リカバリ・カタログを作成してい
る場合も、同じように接続できます。ただし、ここに示す例では、リカバリ・カタログは使
用せずに接続します。

コマンドラインで、次のように入力します。

% rman target / nocatalog

データベースがすでにマウントまたはオープンされている場合は、次のような出力が表示さ
れます。

Recovery Manager: Release 8.1.6.0.0 

RMAN-06005: ターゲット・データベース: RMAN (DBID=1237603294)に接続しました。 
RMAN-06009: リカバリ・カタログに代えてターゲット・データベース制御ファイルを使用しています。

ここに表示されている DBIDは、データベースのデータベース識別子です。

データベースが起動していない場合、RMANは接続時に次のメッセージを表示します。

RMAN-06193: ターゲット・データベースに接続しました(起動していません)。

データベースのマウントデータベースのマウントデータベースのマウントデータベースのマウント
リカバリ・カタログを使用しない場合、RMANはターゲット・データベースの制御ファイ
ルから必要な情報を取得する必要があります。そのため、データベースはマウントまたは
オープン状態である必要があります。ここに示す例では、データベースをマウントしますが
オープンはしません。

データベースが起動していない場合は、startupコマンドを発行し、パラメータ・ファイル
を指定します（デフォルトの位置にない場合）。この例では、initPROD1.oraというパラ
メータ・ファイルを使用します。

RMAN> startup mount pfile=/oracle/dbs/temp/initPROD1.ora

RMAN-06196: Oracleインスタンスが起動されました。
RMAN-06199: データベースがマウントされました。

Total System Global Area      19799144 bytes

Fixed Size                       64616 bytes
Variable Size                 11001856 bytes
Database Buffers               8192000 bytes
Redo Buffers                    540672 bytes

RMAN>

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コマンドラインの接続オプションの詳細は、10-47ページの
「cmdLine」を参照してください。
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RMANは、データベースおよび REDOバッファのサイズなど、SGAのサイズを表示した
後、RMANプロンプトに戻ります。

データベースがオープンしている場合は、次のように発行して正しく停止した後マウントし
ます。

RMAN> shutdown immediate

RMAN-06405: データベースが閉じました。
RMAN-06404: データベースがディスマウントされました。
RMAN-06402: Oracleインスタンスのシャットダウン。

RMAN> startup mount pfile = initPROD1.ora  # specify a parameter file if necessary

現行スキーマのレポート現行スキーマのレポート現行スキーマのレポート現行スキーマのレポート
この例では、ターゲット・データベースに含まれているデータ・ファイルをレポートするよ
うに RMANに指示します。次のように、report schemaコマンドを使用します。

RMAN> report schema;

RMANは、現行のデータベースに存在するデータ・ファイルを表示します。 データベースの
内容によって異なりますが、次のような出力が表示されます。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               ***     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               ***     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_22.f
7           500 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_13.f
8           500 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_23.f
9           500 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_24.f
10         5120 SYSTEM               ***     /oracle/dbs/tbs_03.f
11         2048 TBS_1                ***     /oracle/dbs/tbs_14.f
12         2048 TBS_2                ***     /oracle/dbs/tbs_25.f

関連項目関連項目関連項目関連項目 : startupの構文は、10-161ページの「startup」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 : リストおよびレポートの作成方法は、第 4章「Recovery 
Managerによるリストおよびレポートの生成」を参照してください。
reportの構文は、10-117ページの「report」を参照してください。
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データ・ファイルのコピーデータ・ファイルのコピーデータ・ファイルのコピーデータ・ファイルのコピー
この例では、datafile 1を新しいディレクトリにコピーします。コピーするデータ・ファ
イルはこのデータ・ファイルでなくても構いません。 この例では、ディスク・チャネル c1
を割り当て、df1.bakというデータ・ファイル・コピーを作成します。

次のように、copyコマンドを使用します。

RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> copy datafile 1 to 'df1.bak';
4> }

次のような出力が表示されます。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル c1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル c1: sid=12 devtype=DISK

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: copy
RMAN-03023: 実行コマンド: copy
RMAN-08000: チャネル c1: データ・ファイル: 1をコピーしました。 
RMAN-08501: 出力ファイル名=/oracle/dbs/df1.bak レコードID=3 スタンプ=352381826
RMAN-08031: チャネル c1をリリースしました。

RMAN-08000は、コピーが成功したことを示すメッセージです。RMANは、出力コピーの
絶対パスによるファイル名をメッセージ RMAN-08501に表示することに注意してください。 

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
この例では、SYSTEM表領域をディスクにバックアップします。別のオブジェクトをバック
アップした場合も同様です。 

ここでは、この表領域をバックアップのデフォルト・ディレクトリにバックアップします。
そのディレクトリはポートによって異なります。UNIXシステムでは、そのディレクトリは
$ORACLE_HOME/dbsとなります。formatパラメータは指定しないので、RMANによって
自動的にそのバックアップに一意のファイル名が割り当てられます。

次のように、backupコマンドを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� copyの構文は、10-61ページの「copy」を参照してください。

� allocateの構文は、10-11ページの「allocate」を参照してください。

� イメージ・コピーの作成方法は、5-14ページの「イメージ・コピーの作
成」を参照してください。
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RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> backup tablespace system;
4> }

次のような出力が表示されます。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル c1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル c1: sid=12 devtype=DISK

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: backup
RMAN-03023: 実行コマンド: backup
RMAN-08008: チャネル c1: fullデータファイル・バックアップ集合を開始しています。
RMAN-08502: set_count=1 set_stamp=352382211 creation_time=18-DEC-98
RMAN-08010: チャネル c1: バックアップ集合にデータファイルを挿入しています。
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00001 名前=/vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
RMAN-08011: 現行の制御ファイルをバックアップ集合に挿入しています。
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00016 名前=/oracle/dbs/tbs_03.f
RMAN-08522: 入力データ・ファイルfno=00002 名前=/oracle/dbs/tbs_02.f
RMAN-08013: チャネル c1: 一部分: 1が作成されました。
RMAN-08503: 部分ハンドル=/oracle/dbs/1hag1r83_1_1 コメント=NONE
RMAN-08525: バックアップ・セットが完了しました、経過時間: 00:00:27
RMAN-08031: チャネル c1をリリースしました。

RMAN-08525は、RMANがバックアップ・セットの作成に成功したことを示すメッセージ
です。RMANは、バックアップ・ピースの絶対パスによるファイル名をメッセージ
RMAN-08503に表示することに注意してください。 

バックアップおよびコピーのリスト表示バックアップおよびコピーのリスト表示バックアップおよびコピーのリスト表示バックアップおよびコピーのリスト表示
この例では、バックアップ・セットおよびイメージ・コピーをリスト表示します。次のよう
に、listコマンドを発行します。

RMAN> list backup;

次のような出力が表示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : イメージ・コピーの作成方法は、5-2ページの「バックアップ
の作成」を参照してください。backupの構文は、10-25ページの
「backup」を参照してください。
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基本的な RMANコマンドの使用方法
List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
3       3          352382231  0  352382211  49         18-DEC-98

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    2       1   1   AVAILABLE   18-DEC-98              /oracle/dbs/1hag1r83_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    1    /oracle/dbs/tbs_01.f             0  Full 114149     18-DEC-98
    2    /oracle/dbs/tbs_02.f             0  Full 114149     18-DEC-98
    16   /oracle/dbs/tbs_03.f             0  Full 114149     18-DEC-98

RMANは、作成したバックアップ・セットおよびバックアップ・ピースを表示する他、こ
れらのセットに含めたデータ・ファイルを表示します。

次にイメージ・コピーをリスト表示します。

RMAN> list copy;

次のような出力が表示されます。

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time        Name
------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------
2       1    A 18-DEC-98       114148     18-DEC-98       /oracle/dbs/df1.bak

リストアの妥当性チェックリストアの妥当性チェックリストアの妥当性チェックリストアの妥当性チェック
最後に、メディア障害に備え、バックアップのリストアが可能かどうかをチェックします。
list backupコマンドの出力を使用して、バックアップ・セットの主キーを確認します。

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
3       3          352382231  0  352382211  49         18-DEC-98

この例では、主キーは 3となります。バックアップ・セットの主キーを validate backupset
コマンドで使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : list出力における列見出しの詳細は、10-90ページの「list」を
参照してください。リストおよびレポートの作成方法は、4-2ページの
「リストの生成」を参照してください。
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基本的な RMANコマンドの使用方法
RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> validate backupset 3;
4> }

次のような出力が表示されます（stringには文字列が入ります）。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル c1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル c1: sid=12 devtype=DISK

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: validate
RMAN-03023: 実行コマンド: validate
RMAN-08096: チャネル c1: データファイル・バックアップ集合の妥当性チェックを開始しています。
RMAN-08502: set_count=49 set_stamp=352382211 creation_time=18-DEC-98
RMAN-08023: チャネル c1: バックアップ部分: 1がリストアされました。
RMAN-08511: 部分ハンドル=/oracle/dbs/1hag1r83_1_1 タグ=string パラメータ=NULL
RMAN-08098: チャネル c1: 妥当性チェックが完了しました。
RMAN-08031: チャネル c1をリリースしました。

エラー・メッセージがない場合は、バックアップ・セットのリストアが可能なことを
RMANが確認したことを意味します。エラーがある場合、RMANは必ずエラー・バナーを
表示し、エラーの性質を示したメッセージを表示します。 

たとえば、接続されていないのに、ターゲット・データベースでチャネルの割当てを行おう
とした場合は、次のように表示されます。

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: allocate
RMAN-06171: ターゲットのデータベースに接続されていません。

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コピーのリストア方法は、6-2ページの
「データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログのリスト
ア」を参照してください。validateの構文は、10-169ページの「validate」
を参照してください。
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メディア・マネージャの構成
メディア・マネージャの構成メディア・マネージャの構成メディア・マネージャの構成メディア・マネージャの構成
テープなどの順次メディアをターゲットまたはソースとして使用して、バックアップやリス
トアを実行する場合は、Oracleにメディア・マネージャを組み込む必要があります。この項
では、次の項目について説明します。

� メディア・マネージャとのリンク

� 一意のファイル名の生成

� ファイル・サイズの制限設定

� デバイス固有文字列のメディア・マネージャへの送信

メディア・マネージャとのリンクメディア・マネージャとのリンクメディア・マネージャとのリンクメディア・マネージャとのリンク
Oracleにメディア・マネージャを組み込む場合は、次のことを実行してください。

� メディア・マネージャのソフトウェアとハードウェアのインストールと構成を行いま
す。

� ベンダーからメディア管理ライブラリ（MML）インタフェース・ソフトウェアを入手
し、Oracle Serverにリンクします。この統合により、Oracleサーバー・セッションが
メディア・マネージャを呼び出すことができるようになります。

 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : メディア管理の概要は、1-19ページの「メディア管理」を参
照してください。

注意注意注意注意 : プラットフォーム上でこれを行う方法は、それぞれのオペレー
ティング・システム固有の Oracleドキュメントと、メディア・マネー
ジャが提供するドキュメント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 : メディア・マネージャとのリンクに関するトラブルシュー
ティングの例は、9-20ページの「UNIXでメディア・マネージャにリンク
した後で、RMANがテープへのバックアップに失敗する場合」および
9-22ページの「NTにメディア・マネージャをインストールした後で、
RMANがテープへのバックアップに失敗する場合」を参照してください。
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メディア・マネージャの構成
一意のファイル名の生成一意のファイル名の生成一意のファイル名の生成一意のファイル名の生成
バックアップをメディア・マネージャに書き込むときに、一意のバックアップ・ピース名を
生成するには、RMANが提供する置換変数を使用する必要があります（変数のリストは
10-25ページの「backup」を参照）。バックアップ・ピース名は、backupコマンドまたは
allocate channelコマンドで指定されたフォーマット文字列によって判別されます。 

formatパラメータを指定しない場合、RMANは%U置換変数を使用して、一意のファイル
名を自動的に生成します。メディア・マネージャは、バックアップ・ピース名をバックアッ
プ・ファイル名と認識するため、この名前はメディア・マネージャのカタログ内で一意の名
前にしてください。 

ファイル・サイズの制限設定ファイル・サイズの制限設定ファイル・サイズの制限設定ファイル・サイズの制限設定
一部のメディア・マネージャでは、バックアップまたはリストアできるファイルの最大サイ
ズに制限があります。RMANは複数のデータ・ファイルを 1つのファイルに多重化します
が、このバックアップ・ピースのサイズが、メディア・マネージャやファイル・システムで
格納できるサイズを超える状況では、ファイル・サイズが問題となります。

問題を回避するには、メディア管理ソフトウェアのドキュメントを参照し、運用時のファイ
ル・サイズ制限を確認してください。RMANからファイルを書き出す場合は、その制限を
超えないようにしてください。バックアップ・ピースのファイル・サイズを制限するには、
set limit channelコマンドで kbytesパラメータを使用します。$ORACLE_
HOME/rdbms/demoディレクトリに、スクリプトの例があります。

デバイス固有文字列のメディア・マネージャへの送信デバイス固有文字列のメディア・マネージャへの送信デバイス固有文字列のメディア・マネージャへの送信デバイス固有文字列のメディア・マネージャへの送信
ベンダー固有の引用符付き文字列を、メディア管理ソフトウェアに送信するには、sendコ
マンドを使用します。使用中のメディア管理ソフトウェアのドキュメントを参照して、サ
ポートされているコマンドを確認してください。使用できるコマンドは次のとおりです。

� sendコマンド。他のオペランドを使用せずに、割当て済の全チャネルに文字列を送信で
きます。 

� send device typeコマンド。指定したデバイス・タイプの全チャネルに文字列を送信で
きます。

� send channelコマンド。コマンドに指定したチャネルに文字列を送信できます。

注意注意注意注意 : 一部のメディア・マネージャでは、14文字のバックアップ・ピー
ス名のみサポートされます。使用中のメディア管理ソフトウェアのドキュ
メントを参照して、使用しているメディア・マネージャの制限を確認して
ください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : runコマンドに影響を与える様々なパラメータについては、
10-151ページの「set_run_option」を参照してください。
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サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
メディア・マネージャのトラブルシューティングメディア・マネージャのトラブルシューティングメディア・マネージャのトラブルシューティングメディア・マネージャのトラブルシューティング
メディア管理におけるトラブルシューティングを円滑化するため、Oracleには sbttestとい
うクライアント・プログラムが付属しています。このプログラムは、RMANにリンクして
テープへのバックアップを実行しますが、スタンドアロンでメディア管理ソフトウェアのテ
ストを行うこともできます。このプログラムを使用するのは、バンドルされた Legato 
Storage Managerや他のベンダーのメディア管理製品を使用しても、Oracleでバックアップ
の作成またはリストアができない場合です。sbttestプログラムを使用する場合は、必ずオラ
クル社カスタマ・サポート・センターの指示に従ってください。

サンプル・スクリプトの使用方法および使用例サンプル・スクリプトの使用方法および使用例サンプル・スクリプトの使用方法および使用例サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
$ORACLE_HOME/rdbms/demoサブ・ディレクトリには（位置はオペレーティング・システ
ムによって異なります）、RMANのサンプル・スクリプトが多数含まれています。これらの
ファイルは、Recovery Managerの実行可能なコマンド・ファイルで、各コマンドの機能が
わかるように、十分な説明も記載されています。これらのファイルは編集でき、サイトにあ
わせてカスタマイズできます。

最初のファイルには、データベースのバックアップ、リストアおよびリカバリを実行するス
クリプトが多数含まれています。 これらのスクリプトは、管理者がデータベースのバック
アップを作成する一般的な方法を示しています。スクリプトのバックアップ、リストアおよ
びリカバリを実行する際の基礎として使用してください。その他のファイルには、バック
アップ、リカバリまたは複製の実例が示されています。

コマンド・ファイルは、オペレーティング・システムのコマンドラインまたは RMANプロ
ンプトから実行してください。リカバリ・カタログを使用している場合は、create scriptコ
マンドを使用してスクリプトを作成し、これを runコマンド内で実行することもできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : sendコマンドの構文は、10-144ページの「send」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のトラブルシューティングの詳細は、第 9章
「Recovery Managerでのトラブルシューティング」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 :

� RMANのプロンプトからコマンド・ファイルを実行する方法は、10-138
ページの「rmanCommand」を参照してください。

� コマンドラインからコマンド・ファイルを実行する方法は、10-47ページ
の「cmdLine」を参照してください。

� ストアド・スクリプトの作成および実行の方法は、3-29ページの「リカバ
リ・カタログへのスクリプトの格納」を参照してください。
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サンプル・スクリプトの使用方法および使用例
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Recovery Managerのリポジトリの
3

Recovery Managerのリポジトリの管理のリポジトリの管理のリポジトリの管理のリポジトリの管理

この章では、RMANのリポジトリの管理方法を説明します。RMANの使用方法によって
は、このデータをリカバリ・カタログに格納することも、制御ファイルのみに格納すること
も可能です。この章では、次の項目について説明します。

� リカバリ・カタログの作成

� リカバリ・カタログの互換性の設定

� RMANリポジトリのメンテナンス

� リカバリ・カタログへのスクリプトの格納

� リカバリ・カタログのバックアップとリカバリ

� リカバリ・カタログのアップグレード

� リカバリ・カタログの削除

� リカバリ・カタログを使用しない RMANリポジトリの管理方法
管理 3-1



リカバリ・カタログの作成
リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成
リカバリ・カタログを使用するには、そのスキーマを設定する必要があります。リカバリ・
カタログのスキーマは、リカバリ・カタログ専用の表領域に設定することをお薦めします
が、必要に応じて、SYSTEM表領域にインストールすることもできます。 SYSはリカバリ・
カタログの所有者になれないことに注意してください。

リカバリ・カタログのスキーマは、バックアップ対象のターゲット・データベースとは別の
データベースにインストールしてください。別のデータベースにインストールしないと、
データベースを消失してリストアが必要なときに、リカバリ・カタログを使用できません。

これ以降に示す例では、次の事柄を前提にしています。

� パスワード CHANGE_ON_INSTALLのユーザー SYSが、リカバリ・カタログ・データ
ベース RCATの SYSDBA権限を持っていること。

� リカバリ・カタログ・データベース RCATに、CATTBSという表領域があり、リカバ
リ・カタログはこの表領域に格納されていること。 予約語を表領域名として使用する場
合は、その語を引用符で囲み、大文字フォントを使用する必要があります（キーワード
のリストは、10-4ページの「予約語」を参照してください）。

� リカバリ・カタログ・データベースに、TEMPという表領域があること。

� このデータベースは、すべての通常のデータベースと同じ方法で構成されていること。
たとえば、catalog.sqlと catproc.sqlが正常に実行されていることなどです。

リカバリ・カタログのスキーマの設定リカバリ・カタログのスキーマの設定リカバリ・カタログのスキーマの設定リカバリ・カタログのスキーマの設定  

1. SQL*Plusを起動し、リカバリ・カタログが含まれているデータベースに、管理者権限
で接続します。たとえば、次のように入力します。

SQL> CONNECT sys/change_on_install@rcat

2. エラー・チェックに使用するログ・ファイルを作成します。たとえば、次のように入力
します。

SQL> SPOOL create_rman.log

警告警告警告警告 : リカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスクリカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスクリカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスクリカバリ・カタログとターゲット・データベースが同じディスク
上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して上に常駐していないことを確認してください。同じディスク上に常駐して
いると、どちらか一方が消失した場合、他方も失う可能性があります。いると、どちらか一方が消失した場合、他方も失う可能性があります。いると、どちらか一方が消失した場合、他方も失う可能性があります。いると、どちらか一方が消失した場合、他方も失う可能性があります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANへの接続方法は、2-9ページの「RMANへの接続」を
参照してください。リカバリ・カタログを保持することの長所と短所につ
いては、2-6ページの「リカバリ・カタログの使用・不使用の決定」を参
照してください。
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リカバリ・カタログの作成
3. リカバリ・カタログのユーザーとスキーマを作成します。たとえば、次のように入力し
ます。

SQL> CREATE USER rman IDENTIFIED BY rman
2> TEMPORARY TABLESPACE temp 
3> DEFAULT TABLESPACE cattbs 
4> QUOTA UNLIMITED ON cattbs;

4. RECOVERY_CATALOG_OWNERロールをスキーマの所有者に付与します。このロー
ルは、リカバリ・カタログのメンテナンスと同カタログへの問合せの権限をユーザーに
与えます。

SQL> GRANT recovery_catalog_owner TO rman;

5. その他の必要な権限を RMANユーザーに付与します。

SQL> GRANT connect, resource TO rman;

6. オペレーティング・システムに出力し、エラーがないかどうかを create_rman.log
ファイルでチェックした後、作業を継続します。たとえば、UNIXユーザーは次のよう
に発行します。

SQL> host
% vi create_rman.log

リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成リカバリ・カタログの作成  

1. カタログが含まれるデータベースに、カタログ所有者で接続します。 たとえば、オペ
レーティング・システムのコマンドラインから次のように入力します。

% rman catalog rman/rman@rcat

RMANプロンプトから接続することもできます。

% rman
RMAN> connect catalog rman/rman@rcat

2. create catalogコマンドを発行してカタログを作成し、CATTBS表領域を指定します。

RMAN> create catalog tablespace cattbs;

カタログの作成には時間を要する場合があることに注意してください。

3. オペレーティング・システムに出力し、エラーがないかどうかを create_rman.log
ファイルでチェックした後、作業を継続します。たとえば、UNIXユーザーは次のよう
に発行します。

RMAN> host;
% vi create_rman.log
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4. 必要に応じて、どの表が作成されたかどうかリカバリ・カタログを検索します。

SQL> SELECT table_name FROM user_tables;

リカバリ・カタログの互換性の設定リカバリ・カタログの互換性の設定リカバリ・カタログの互換性の設定リカバリ・カタログの互換性の設定
RMANの効率的な実行には、RMAN実行可能ファイルとリカバリ・カタログのバージョン
に互換性が必要です。 RMANとリカバリ・カタログの間の互換性は、次の 2つの要素によっ
て決定します。

� リカバリ・カタログの PL/SQLパッケージ・リリースでサポートされているインタ
フェース・バージョン

� configureコマンドの compatibleパラメータ

compatibleパラメータで、カタログで実行できる RMAN実行可能ファイルの許容可能な最
低リリースを指定します。 たとえば、リカバリ・カタログの互換性を 8.1.5に設定すると、リ
リース 8.1.5以上の RMAN実行可能ファイルのみがカタログに接続できます。

現在インストールされている DBMS_RCVMANパッケージまたは DBMS_RCVCATパッ
ケージでサポートされていないバージョンは、compatibleパラメータに設定できません。 こ
れらのパッケージの 1つでサポートされていないバージョンを互換性に設定しようとする
と、設定可能な最小値と最大値を示すエラー・メッセージが表示されます。次に例を示しま
す。

RMAN> configure compatible = 8.0.1;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: configure
RMAN-03026: エラーのリカバリ チャネル・リソースをリリースしています。
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: configure
RMAN-06455: 値: 8.0.1の互換性が無効: 8.0.4から8.1.6の間です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : GRANT文と CREATE USER文の SQL構文は、『Oracle8i  
SQLリファレンス』を参照してください。create catalogコマンドの構文
は、10-65ページの「createCatalog」を参照してください。
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カタログの互換性レベルは、リポジトリ・レコードの更新と削除方法に影響を与えます。次
の表で説明します。

次の表は、リリース 8.1.6の RMAN実行可能ファイルに関するカタログの作成と更新で考え
られる例を示しています。

カタログの互換性レベルは、手動で上げることができます（下げることはできません）。 たと
えば、互換性を自動的に 8.0.4に設定するようにカタログを更新した場合は、手動で互換性
を 8.1.5に上げることができます。

表表表表 3-1  リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響

互換性互換性互換性互換性
change ... deleteコマンドおよびコマンドおよびコマンドおよびコマンドおよび
backup ... delete inputコマンドコマンドコマンドコマンド

change ... uncatalogコマンドとコマンドとコマンドとコマンドと
prgrmanc.sql

8.1.6以上 バックアップ・セット、イメー
ジ・コピーおよびアーカイブ・ロ
グを削除し、それぞれのレコード
をリカバリ・カタログから削除し
ます。

リポジトリからアーカイブ・ログの
レコードを削除できます。レコード
を削除したアーカイブ・ログをリス
トアしても問題は発生しません。

8.1.5以下 � バックアップ・セットとイ
メージ・コピーを削除し、カ
タログからレコードを削除し
ます。

� アーカイブ・ログは削除しま
すが、カタログのレコードの
状態を DELETEDに変更しま
す（削除しません）。

リポジトリからアーカイブ・ログの
レコードを削除できますが、レコー
ドを削除したアーカイブ・ログをリ
ストアするときに、問題が発生する
場合があります。

8.1.6 RMAN実行可能実行可能実行可能実行可能
ファイルの使用目的ファイルの使用目的ファイルの使用目的ファイルの使用目的 リカバリ・カタログリカバリ・カタログリカバリ・カタログリカバリ・カタログ 自動的に設定されるカタログの互換性自動的に設定されるカタログの互換性自動的に設定されるカタログの互換性自動的に設定されるカタログの互換性

create catalogコマン
ドを実行します。

リリース 8.1.6のリカバリ・
カタログとして作成されま
す。

8.1.6

注意注意注意注意 : 8.1.6より前のリリースの
RMAN実行可能ファイルでは、リ
リース 8.1.6のカタログは使用できま
せん。

upgrade catalogコマ
ンドを実行します。

8.1.6より前のリリースから、
リリース 8.1.6のカタログに
更新されます。

8.0.4 

注意注意注意注意 : リリース 8.1.6のカタログは、
RMAN実行可能ファイルの下位のリ
リースとの互換性があります。
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次の表は、リリース 8.1.6のリカバリ・カタログで互換性レベルを手動で上げる場合の例を
示しています。

リカバリ・カタログの互換性レベルの表示リカバリ・カタログの互換性レベルの表示リカバリ・カタログの互換性レベルの表示リカバリ・カタログの互換性レベルの表示  

1. SQL*Plusセッションを開始し、リカバリ・カタログ所有者でリカバリ・カタログ・
データベースに接続します。たとえば、次のように入力します。

SQL> connect rman/rman@rcat

2. 次の問合せを発行します。

SQL> SELECT value FROM config WHERE name=’compatible’;

VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
080106

8.1.6より前のより前のより前のより前の RMAN実行可能ファイルで使用可能なリリース実行可能ファイルで使用可能なリリース実行可能ファイルで使用可能なリリース実行可能ファイルで使用可能なリリース 8.1.6のリカバリ・カタログののリカバリ・カタログののリカバリ・カタログののリカバリ・カタログの
作成作成作成作成  

この手順では、8.1.6および 8.1.6より前の RMAN実行可能ファイルを両方使用することを
前提にしています。 採用した方法は、8.1.6より前の RMAN実行可能ファイルを使用してリ
カバリ・カタログを作成し、8.1.6の RMAN実行可能ファイルを使用してそのリカバリ・カ
タログを更新する方法です。 表 3-1で説明したように、互換性レベルは、自動的に 8.0.4に設
定されます。

1. 8.1.6より前の RMAN実行可能ファイルを使用して、カタログ・データベースに接続し
ます。たとえば、次のように入力します。 

% rman catalog rman/rman@rcat

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0

RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。

2. リカバリ・カタログを作成して終了します。たとえば、次のように入力します。

RMAN> create catalog;
RMAN> exit

設定するカタログの互換性設定するカタログの互換性設定するカタログの互換性設定するカタログの互換性
使用できない使用できない使用できない使用できない RMAN実行可能ファイルの実行可能ファイルの実行可能ファイルの実行可能ファイルの
リリースリリースリリースリリース

8.1.6 8.1.5以下

8.0.6 8.0.5以下
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リカバリ・カタログの互換性の設定
3. 8.1.6の RMAN実行可能ファイルを使用して、新規に作成したリカバリ・カタログに接
続します。

% rman catalog rman/rman@rcat

Recovery Manager: Release 8.1.6.0.0 

RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。

4. リカバリ・カタログをリリース 8.1.6にアップグレードします。

RMAN> upgrade catalog;
RMAN> exit

これで、リカバリ・カタログの互換性レベルは、8.0.4に自動的に設定されました。

リカバリ・カタログの互換性レベルを上げる方法リカバリ・カタログの互換性レベルを上げる方法リカバリ・カタログの互換性レベルを上げる方法リカバリ・カタログの互換性レベルを上げる方法  

この手順では、8.1.6より前の RMAN実行可能ファイルで使用できる 8.1.6のリカバリ・カ
タログがあることを前提にしています。 この手順によって、リカバリ・カタログの互換性レ
ベルが上がります。 

1. リカバリ・カタログの現行の互換性設定を判別するには、SQL*Plusを使用し、リカバ
リ・カタログ所有者でリカバリ・カタログに接続して、次の SELECT文を発行します。

SQL> connect rman/rman@rcat
SQL> SELECT value FROM config WHERE name='compatible';
VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
080004

2. RMANを使用して、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログに接続します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

Recovery Manager: Release 8.1.6.0.0 

RMAN-06005: ターゲット・データベース: RMAN (DBID=1237603294)に接続しました。
RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。

注意注意注意注意 : リリース 8.0の RMAN実行可能ファイルを使用してカタログを作
成する場合は、catrman.sqlスクリプトを使用して、リカバリ・カタロ
グを作成する必要があります。
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RMANリポジトリのメンテナンス
3. カタログの互換性レベルを希望のレベルに上げます。たとえば、次のように入力しま
す。

RMAN> configure compatible = 8.1.5;

4. 互換性情報を表示して、レベルが正しいことを確認します。

SQL> connect rman/rman@rcat
SQL> SELECT value FROM config WHERE name='compatible';
VALUE
--------------------------------------------------------------------------------
080105

このリカバリ・カタログは、configure compatibleコマンドで指定した値より前のリ
リースの RMAN実行可能ファイルでは使用できません。

RMANリポジトリのメンテナンスリポジトリのメンテナンスリポジトリのメンテナンスリポジトリのメンテナンス
この項では、RMANの情報リポジトリの管理方法を説明します。リカバリ・カタログを使
用していることを前提にして説明します。 制御ファイルを RMANメタデータの専用リポジ
トリとして使用している場合は、RMANのメンテナンス・コマンドのほとんどを使用でき
ます。 

この項では、次の項目について説明します。

� リカバリ・カタログへのターゲット・データベースの登録

� リカバリ・カタログからのデータベースの登録解除

� リカバリ・カタログのリセット

� バックアップまたはファイル・コピーの可用性の変更

� RMANリポジトリのクロスチェック

� バックアップとコピーの削除および RMANリポジトリでの状態の更新

� バックアップとコピーのリストアに関する妥当性チェック

� リカバリ・カタログの再同期化

� 制御ファイル内のレコードの管理

� オペレーティング・システム・バックアップのカタログ化

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 制御ファイルを単独のリポジトリとして使用している場合に
使用不能になるコマンドのリストは、3-47ページの「カタログ専用コマン
ドの制限」を参照してください。
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リカバリ・カタログへのターゲット・データベースの登録リカバリ・カタログへのターゲット・データベースの登録リカバリ・カタログへのターゲット・データベースの登録リカバリ・カタログへのターゲット・データベースの登録
ターゲット・データベースで RMANを使用するときは、そのターゲット・データベースを
リカバリ・カタログに登録します。リカバリ・カタログに登録しないと、RMANはター
ゲット・データベースに関する情報をリカバリ・カタログに格納できません。RMANは、
ターゲット・データベースの登録に必要な情報を、すべてターゲット・データベース自体か
ら取得します。 同一のリカバリ・カタログに複数のターゲット・データベースを登録できま
すが、1つのデータベースは同じカタログに 1度しか登録できません。

ターゲット・データベースの登録ターゲット・データベースの登録ターゲット・データベースの登録ターゲット・データベースの登録  

1. ターゲット・データベースとリカバリ・カタログに接続します。たとえば、RMANで
カタログ・データベース RCATに接続するには、次のコマンドを発行します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat 

2. データベースがマウントされていない場合は、マウントまたはオープンします。たとえ
ば、次のコマンドを発行します。

startup mount;

3. 新規にデータベースを作成する場合、既存の Oracle7データベースを移行する場合、ま
たはリリース 8.0以上のデータベースで使用するために RMANをインストールする場
合は、次のコマンドを発行します。

register database;

4. リリース 8.0以上でユーザーが作成した既存のバックアップがディスクにある場合は、
catalogコマンドを使用して、そのバックアップをリカバリ・カタログに追加します。 た
とえば、次のコマンドを発行して、カタログ '/os_backup/df1.b'を追加します。

catalog datafilecopy '/os_backup/df1.b';

Oracle7のバックアップが以降のバージョンのデータベースでリカバリ用に使用できる
のは、そのバックアップが、データベースの移行時に NORMALモードでオフラインに
されたか、または読取り専用とされていた表領域の一部であった場合のみです。 3-37
ページの「オペレーティング・システム・バックアップのカタログ化」を参照してくだ
さい。

5. RMANは、オリジナルのアーカイブ REDOログに関する情報を、ターゲット・データ
ベースの制御ファイルから自動的に取得します。 追加で作成したアーカイブ・ログのオ
ペレーティング・システム・バックアップや古くなったターゲット制御ファイルのロ
グ・レコードがある場合は、それらをカタログ化してください。たとえば、次のように

注意注意注意注意 : Enterprise Backup Manager（EBU）で作成したバックアップは、
RMANでは使用もカタログ化もできません。
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ログをカタログ化します（log1…は、アーカイブ・ログのフル・ファイル名を指しま
す）。

catalog archivelog 'log1', 'log2', 'log3', ... 'logN';

データベース識別子に関するトラブルシューティングデータベース識別子に関するトラブルシューティングデータベース識別子に関するトラブルシューティングデータベース識別子に関するトラブルシューティング
Oracleは、データベースを区別するために、DB識別子（db identifier）という一意に生成さ
れた内部番号を使用しています。データベースを作成すると、Oracleは自動的にこの番号を
生成します。 

通常、それぞれのデータベースには一意の識別子がありますが、CREATE DATABASE文ま
たは duplicateコマンドを使用しないで、既存のデータベースからファイルをコピーして作
成したデータベースでは例外が生じます。例外が生じた場合、RMANは重複したデータ
ベース識別子を検出し、register databaseコマンドはエラーとなります。この問題を回避す
るには、duplicateコマンドを使用して、バックアップからデータベースをコピーし、新し
いデータベース識別子を生成します。

データベース識別子の重複によりエラーが発生した場合は、別の Oracleユーザー IDを使用
して create catalogを再実行すると、別のユーザーのスキーマ内に 2番目のリカバリ・カタ
ログが作成されます。その後、重複したデータベース識別子を持つデータベースを、新ス
キーマ内で新規に作成されたリカバリ・カタログに登録できます。

 

注意注意注意注意 : 制御ファイルの古いログ・レコードを判断するには、ディスク上
のログ数と、V$ARCHIVED_LOG内のレコード数を比較します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : registerコマンドの構文は、10-108ページの「register」を参
照してください。データベースの移行に関する問題は、『Oracle8i 移行ガ
イド』を参照してください。

注意注意注意注意 : 同じデータベース名と識別子を持つ異なるターゲット・データ
ベースを RMANで使用する場合は、RMANの起動時に正しいリカバリ・
カタログのスキーマを必ず指定するように最大限の注意を払う必要があり
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� catalogコマンドの構文は、10-39ページの「catalog」を参照してくださ
い。

� duplicateコマンドの構文は、10-83ページの「duplicate」を参照してくだ
さい。

� データベースの移行に関する問題は、『Oracle8i 移行ガイド』を参照して
ください。
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リカバリ・カタログからのデータベースの登録解除リカバリ・カタログからのデータベースの登録解除リカバリ・カタログからのデータベースの登録解除リカバリ・カタログからのデータベースの登録解除
RMANでは、データベースの登録も登録解除も実行できます。 この処理は、必要かどうかを
確認して行ってください。この処理の実行後、RMANは、登録解除されたデータベースの
どのバックアップもリカバリできません。

データベースの登録解除データベースの登録解除データベースの登録解除データベースの登録解除  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。RMANを使用してター
ゲット・データベースに接続する際に表示される DBIDの値をメモしておいてくださ
い。たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/change_on_install@prod1 nocatalog

RMAN-06005: ターゲット・データベース: RMAN (DBID=1231209694)に接続しました。

2. 制御ファイルに記録されているコピーとバックアップ・セットをリスト表示します（4-2
ページの「リストの生成」を参照）。たとえば、次のように入力します。

RMAN> list backup of database;
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: list

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
989     1          368895909  0  368895908  1          23-JUN-99

    List of Backup Pieces
    Key     Pc# Cp# Status      Completion Time        Piece Name
    ------- --- --- ----------- ---------------------- ------------------------
    990     1   1   AVAILABLE   23-JUN-99              /vobs/oracle/dbs/01avppt4_1_1

    List of Datafiles Included
    File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
    ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
    2    /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f             0  Full 34968      23-JUN-99

3. change ... delete文を発行して、オペレーティング・システムからすべてのバックアッ
プを削除します（3-19ページの「バックアップとコピーの削除および RMANリポジト
リでの状態の更新」を参照）。たとえば、次のように入力します。 

allocate channel for maintenance type disk;
change backupset 989 delete;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: change
RMAN-08073: バックアップ断片を削除しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/vobs/oracle/dbs/01avppt4_1_1 レコードID=1 スタンプ=368895908
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了
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4. 別の listコマンドを実行して、RMANがすべてのバックアップを削除したことを確認し
ます。

list backup;
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: list

5. SQL*Plusを使用してリカバリ・カタログ・データベースに接続し、そのリカバリ・カ
タログで次の問合せを実行して、DB表の正しい行を検索します。DB_IDの値はステッ
プ 1で取得した値と同じに設定します。たとえば、次のように入力します。

SQL> SELECT db_key, db_id FROM db WHERE db_id = 1231209694;

この問合せで戻される行は 1行です。

DB_KEY     DB_ID      
---------- ----------
         1 1237603294 
1 row selected.

6. リカバリ・カタログに接続した状態で、次のように入力します。DB_KEYと DB_IDは、
ステップ 5の問合せで得られた行に対応する列です。

SQL> EXECUTE dbms_rcvcat.unregisterdatabase(db_key, db_id)

たとえば、次のように入力します。

SQL> EXECUTE dbms_rcvcat.unregisterdatabase(1 , 1237603294)

リカバリ・カタログのリセットリカバリ・カタログのリセットリカバリ・カタログのリセットリカバリ・カタログのリセット
RESETLOGSオプションでオープンしたターゲット・データベースに対して再度 RMANを
使用する場合は、データベースのインカネーションがリセット済であることをあらかじめ
RMANに通知しておく必要があります。reset databaseコマンドは、RMANに対してリカ
バリ・カタログ内に新しいデータベース・インカネーション・レコードを作成するように指
示します。この新しいインカネーション・レコードはカレントのインカネーションを示しま
す。RMANは、以降ターゲット・データベースが行う、すべてのバックアップとログ・
アーカイブを新しいデータベースのインカネーションに関連付けます。

ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS文を発行しても、データベースをリセットしない場
合、RMANは、RESETLOGSコマンドと、古い制御ファイルが誤ってリストアされた場合
との区別ができないため、リカバリ・カタログにアクセスできません。データベースをリ
セットすると、RMANはそのデータベースが RESETLOGSオプションでオープンされたこ
とを認識します。

注意注意注意注意 : DBMS_RCVCAT.UNREGISTERDATABASEパッケージは、
Oracle8のリリース 8.0以上で有効です。
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RESETLOGSオプションを使用したオープンの効果を取り消すために前のデータベース・イ
ンカネーションのバックアップをリストアする場合は、reset database to incarnation keyコ
マンドを使用してカレントのインカネーションを古いインカネーションに変更します。 

リカバリ・カタログの古いインカネーションへのリセットリカバリ・カタログの古いインカネーションへのリセットリカバリ・カタログの古いインカネーションへのリセットリカバリ・カタログの古いインカネーションへのリセット  

1. 必要なデータベース・インカネーションの主キーを指定します。インカネーション・
キーの値を取得するには、listコマンドを発行します。 

list incarnation;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

2. データベースを古いインカネーションにリセットします。たとえば、次のように入力し
ます。

reset database to incarnation 2;

3. データベースをリセットした後、restoreコマンドと recoverコマンドを発行し、前のイ
ンカネーションからデータベース・ファイルをリストアしてリカバリします。次に、そ
のデータベースを RESETLOGSオプションでオープンします。たとえば、次のように入
力します。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : reset databaseコマンドの構文は、10-125ページの「reset」
を参照してください。listコマンドの構文は、10-90ページの「list」を参
照してください。
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バックアップまたはファイル・コピーの可用性の変更バックアップまたはファイル・コピーの可用性の変更バックアップまたはファイル・コピーの可用性の変更バックアップまたはファイル・コピーの可用性の変更
unavailableオプションは、バックアップまたはコピーが見つからない場合や別のサイトに
移された場合に使用します。 UNAVAILABLEのマークが付けられたファイルは、restoreコ
マンドや recoverコマンドでは使用できません。後でそのファイルが見つかった場合やメイ
ン・サイトに戻った場合は、availableオペランドを使用して再び使用可能のマークを付け
ることができます。この操作では、maintenanceタイプのチャネル割当ては不要です。

バックアップ・ピースまたはコピーに対する使用可能または使用不能のマーク付けバックアップ・ピースまたはコピーに対する使用可能または使用不能のマーク付けバックアップ・ピースまたはコピーに対する使用可能または使用不能のマーク付けバックアップ・ピースまたはコピーに対する使用可能または使用不能のマーク付け  

1. バックアップまたはコピーに UNAVAILABLEとマークするには、change ... 
unavailableコマンドを発行します。たとえば、次のように入力します。

change datafilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' unavailable;
change backupset 12 unavailable;

2. 以前に使用不能とされたファイルを使用可能にする場合は、change ... availableを発行
して、その状態を AVAILABLEに戻します。

change datafilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' available;
change backupset 12 available;

RMANリポジトリのクロスチェックリポジトリのクロスチェックリポジトリのクロスチェックリポジトリのクロスチェック
バックアップとコピーは、ディスクやテープから消失したり、破損したりする可能性がある
ため、RMANのメタデータ・リポジトリには、古い情報が含まれていることがあります。 リ
カバリ・カタログや制御ファイル内のバックアップ・セットおよびイメージ・コピーに関す
る情報と、ディスクやメディア管理カタログ内の対応する情報との間で同期が保たれている
ことを確認するために、クロスチェック（crosscheck）を実行します。 

特定のファイルをチェックするには、change ... crosscheckコマンドまたは crosscheck 
backupコマンドを使用します。 これらのコマンドは、オペレーティング・システム・ファ
イルやリポジトリ・レコードを削除するものではないことに注意してください。これらの操
作には別のコマンドを使用する必要があります。 

クロスチェック・コマンドの違いを次の表に示します。

注意注意注意注意 : change ... unavailableおよび change ... availableを実行する場合
は、リカバリ・カタログを使用する必要があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : changeコマンドの構文は、10-42ページの「change」を参照
してください。
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コマンドコマンドコマンドコマンド カタログの必要性カタログの必要性カタログの必要性カタログの必要性 目的目的目的目的

change ... crosscheck backupsetオプション
および backuppieceオ
プションの場合のみ

バックアップまたはコピーの存在を確認しま
す。 バックアップ・ピースがない場合、
RMANはこれらに EXPIREDのマークを付
けます。 RMANは、その他の検索できない
ファイル（イメージ・コピーおよびアーカイ
ブ REDOログ）にすべて DELETEDのマー
クを付けます。

ファイルがディスクにある場合、RMANは
ファイル・ヘッダーを検索します。その他の
デバイス・タイプの場合、RMANはメディ
ア・マネージャに対して問合せを行い、ファ
イルがメディア・カタログに存在するかどう
かを確認します。

crosscheck backup 不要 ディスクまたはテープに格納されたバック
アップが存在するかどうかを確認します。
バックアップとは、バックアップ・セットま
たはメディア管理ソフトウェアが管理するプ
ロキシ・コピーのことです。

このコマンドは、AVAILABLEまたは
EXPIREDとマークされたバックアップ・
セットのみチェックします。type diskの場
合はバックアップ・ピースが検査され、type 
'sbt_tape'の場合はメディア・マネージャに
対して問合せが行われます。指定したチャネ
ル上に作成されたバックアップのみを処理し
ます。

RMANは、発見できないバックアップ・
ピースを削除しませんが、EXPIREDのマー
クを付けます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ファイルの削除方法およびリポジトリ・レコードの更新方法
は、3-19ページの「バックアップとコピーの削除および RMANリポジト
リでの状態の更新」を参照してください。crosscheckコマンドの構文は、
10-70ページの「crosscheck」を参照してください。
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バックアップのクロスチェックバックアップのクロスチェックバックアップのクロスチェックバックアップのクロスチェック
ディスクまたはテープ上のバックアップの状態をチェックするには、クロスチェック機能を
使用します。バックアップがディスク上にある場合は、change backupset ... crosscheckコ
マンドと crosscheck backupコマンドを使用して、バックアップ・ピースのヘッダーが有効
であるかどうかを確認できます。テープの場合は、バックアップの存在のみチェックしま
す。

バックアップ・ピースが読取リ不可または存在しない場合、RMANは、listコマンドの出力
とリカバリ・カタログ・ビューで EXPIREDのマークを付けます。 バックアップ・ピースが
EXPIREDとマークされても現在使用可能な場合、RMANは、listコマンドの出力とリカバ
リ・カタログ・ビューで AVAILABLEのマークを付けます。

チェックするバックアップ・セットまたはバックアップ・ピースのリストが必要な場合は、
change backupset ... crosscheckを使用します。クロスチェックを特定のデバイス・タイプ、
オブジェクト・タイプまたは日付範囲に限定し、RMANでバックアップ・セットまたは
バックアップ・ピースのリストを生成する場合は、crosscheck backupを使用します。

 

クロスチェックするバックアップのリストの表示クロスチェックするバックアップのリストの表示クロスチェックするバックアップのリストの表示クロスチェックするバックアップのリストの表示  

1. maintenanceタイプのチャネルを割り当てます。 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. listコマンドを発行して、チェックするバックアップ・ピース、バックアップ・セット
またはプロキシ・コピーを指定します。 

list backup;

3. 指定したバックアップ・セットの存在をチェックします。この例では、主キーが 1338、
1339および 1340のバックアップ・セットが残っているかどうかをチェックします。

RMAN> change backupset 1338, 1339, 1340 crosscheck;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: change
RMAN-08074: 相互チェックされたバックアップ・ピース: 'EXPIRED'であることが判明しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/oracle/dbs/2eafnuj3_1_1 レコードID=77 スタンプ=352057957
RMAN-08074: 相互チェックされたバックアップ・ピース: 'AVAILABLE'であることが判明しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/oracle/dbs/2dafnuj2_1_1 レコードID=78 スタンプ=352057957
RMAN-08074: 相互チェックされたバックアップ・ピース: 'AVAILABLE'であることが判明しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/oracle/dbs/2fafnuj3_1_1 レコードID=79 スタンプ=352057960

注意注意注意注意 : changeコマンドは、リカバリ・カタログまたは制御ファイルに記
録されているファイルに対してのみ有効です。これは、catalogと resync 
from controlfilecopy以外の他のコマンドについても同様です。
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バックアップ・セットがすでに使用不能の場合、RMANは、EXPIREDのマークを付け
ます。 EXPIREDとマークされても、現在は使用可能なバックアップ・セットに対しては
AVAILABLEのマークを付けます。

4. 割り当てたメンテナンス・チャネルをリリースします。

release channel;

RMANが生成するクロスチェック対象バックアップのリストが生成するクロスチェック対象バックアップのリストが生成するクロスチェック対象バックアップのリストが生成するクロスチェック対象バックアップのリスト  

1. maintenanceタイプのチャネルを割り当てます。 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. 指定したデータベース、表領域、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ
REDOログのバックアップをチェックします。時間順序に従って、クロスチェックの範
囲を限定します。 

たとえば、データ・ファイル tbs_8.fの過去 6か月間のすべてのバックアップを
チェックします。

crosscheck backup of datafile "/oracle/dbs/tbs_8.f" completed after 'SYSDATE-180';

バックアップ・セットがすでに使用不能の場合、RMANは、EXPIREDのマークを付け
ます。 EXPIREDとマークされても、現在は使用可能なバックアップ・セットに対しては
AVAILABLEのマークを付けます。

3. 割り当てたメンテナンス・チャネルをリリースします。

release channel;

イメージ・コピーのクロスチェックイメージ・コピーのクロスチェックイメージ・コピーのクロスチェックイメージ・コピーのクロスチェック
ディスクまたはテープ上のデータ・ファイルのイメージ・コピー、制御ファイルまたはアー
カイブ REDOログが有効であるかどうかを確認するには、change ... crosscheckコマンドを
使用します。 指定したイメージ・コピーまたはアーカイブ REDOログを発見できない場合、
RMANは、これらの状態を更新して DELETEDに変更します。 

RMANは、アーカイブ REDOログをイメージ・コピーとして認識します。 なんらかの理由
で 1つ以上のアーカイブ REDOログが使用不能になった場合、change archivelog all 
crosscheckコマンドを発行すると、RMANは使用不能になったログの STATUS列を
DELETEDに更新します。このコマンドの実行に、リカバリ・カタログの使用は不要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 状態が DELETEDのコピーとログの問合せができるリカバ
リ・カタログの詳細は、第 11章「リカバリ・カタログ・ビュー」を参照
してください。
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イメージ・コピーのクロスチェックイメージ・コピーのクロスチェックイメージ・コピーのクロスチェックイメージ・コピーのクロスチェック  

1. RMANに接続します。リカバリ・カタログの使用は任意です。たとえば、次のいずれ
かを入力します。 

% rman target / nocatalog
% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. listコマンドを発行して、チェックするイメージ・コピーを指定します。この例では、
記録されているすべてのイメージ・コピーとアーカイブ REDOログをリスト表示しま
す。 

list copy of database archivelog all;

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time    Name
------- ---- - --------------- ---------- ----------  ------
1262    1    A 18-AUG-98       219859     14-AUG-98   /oracle/dbs/copy/tbs_01.f

 
List of Archived Log Copies
Key     Thrd Seq     S Completion time Name
------- ---- ------- - --------------- ------------------------------------
789     1    1       A 14-JUL-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_1.arc
790     1    2       A 11-AUG-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_2.arc
791     1    3       A 12-AUG-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_3.arc

3. change ... crosscheckを使用して、指定したコピーの存在をチェックします。 存在してい
ない場合、RMANはその状態を更新して DELETEDに変更します。この例では、主
キーが 1262のデータ・ファイル・コピーの存在をチェックします。

change datafilecopy 1262 crosscheck;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: change
RMAN-06154: データ・ファイルのコピーで妥当性チェックが正常に終了しました。
RMAN-08513: データファイル・コピー・ファイル名=/oracle/dbs/copy/tbs_01.f レコードID=1 スタンプ=351194732

RMANがそのコピーを検証できない場合は、次のように表示されます。

RMAN-06153: データ・ファイルのコピーで妥当性チェックに失敗しました。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログ削除後の、ログ削除後の、ログ削除後の、ログ削除後の、RMANリポジトリの更新リポジトリの更新リポジトリの更新リポジトリの更新  

1. RMANに接続します。リカバリ・カタログの使用は任意です。たとえば、次のいずれ
かを入力します。 

% rman target / nocatalog
% rman target / catalog rman/rman@rcat
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2. change ... crosscheckコマンドを発行して、存在しないアーカイブ REDOログのリポジ
トリ・レコードを更新します。この例では、すべてのアーカイブ REDOログをクロス
チェックします。

change archivelog all crosscheck;

バックアップとコピーの削除およびバックアップとコピーの削除およびバックアップとコピーの削除およびバックアップとコピーの削除および RMANリポジトリでの状態の更新リポジトリでの状態の更新リポジトリでの状態の更新リポジトリでの状態の更新
RMANを使用して、バックアップ、コピーおよびアーカイブ・ログを削除し、リポジトリ
内でのそれぞれの状態を DELETEDに更新するか、またはレコード全体を削除することがで
きます。

 

表 3-2では、メンテナンス・コマンドとスクリプトの機能を説明しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� crosscheckコマンドの構文は、10-70ページの「crosscheck」を参照して
ください。

� changeコマンドの構文は、10-42ページの「change」を参照してくださ
い。

� listコマンドの構文は、10-90ページの「list」を参照してください。

注意注意注意注意 : DELETED状態のバックアップとコピーは、listコマンドの出力に
は表示されないことに注意してください。これらはリカバリ・カタログ・
ビューで検索を行う必要があります。

表表表表 3-2  メンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプト （１（１（１（１ / ３ページ）３ページ）３ページ）３ページ）

コマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプト
カタログのカタログのカタログのカタログの
必要性必要性必要性必要性 目的目的目的目的

change ... uncatalog 必要 リカバリ・カタログから指定したバックアップま
たはコピーのレコードを削除します。 物理バック
アップまたはコピーは、このコマンドでは削除さ
れません。それぞれのレコードのみが削除されま
す。

prgrmanc.sql 必要 状態が DELETEDのバックアップまたはコピーの
レコードを、カタログからすべて同時に削除しま
す。物理バックアップまたはコピーは、このスク
リプトでは削除されません。それぞれのレコード
のみが削除されます。
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delete expired backup 必要 状態が EXPIREDのバックアップ・セットのリポ
ジトリ・レコードを削除します。期限切れのバッ
クアップがある場合、RMANはこれらについて
も物理的に削除します。

通常、このコマンドは、クロスチェックの実行後
に発行します。 クロスチェックを実行すると、ア
クセス不能なバックアップには EXPIREDのマー
クが付けられます。

change ... delete 不要 物理バックアップ・セットとイメージ・コピーを
削除し、リポジトリからそれぞれのレコードを削
除します。

使用しているリカバリ・カタログの互換性レベル
が 8.1.6より下位の場合、このコマンドは、アー
カイブ・ログを削除し、そのリポジトリ・レコー
ドの状態を DELETEDに更新します。 互換性レベ
ルが 8.1.6以上の場合は、アーカイブ REDOログ
とそのリポジトリ・レコードを削除します。

delete expiredコマンドとは異なり、change ... 
deleteコマンドは、EXPIREDとマークされた
バックアップまたはコピーのみではなく、あらゆ
るバックアップまたはコピーで有効です。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-4ページの「リカバリ・カタログの
互換性の設定」を参照してください。

backup archivelog ... delete 
input

不要 カタログの互換性レベルが 8.1.6より下位の場合、
このコマンドは、アーカイブ・ログを削除し、そ
のリポジトリ・レコードの状態には DELETEDの
マークを付けます。 

リカバリ・カタログの互換性レベルが 8.1.6以上
の場合は、アーカイブ REDOログとそのリポジト
リ・レコードを削除します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-4ページの「リカバリ・カタログの
互換性の設定」を参照してください。

表表表表 3-2  メンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプト （２（２（２（２ / ３ページ）３ページ）３ページ）３ページ）

コマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプト
カタログのカタログのカタログのカタログの
必要性必要性必要性必要性 目的目的目的目的
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オペレーティング・システムのユーティリティで削除したバックアップまたはコピーのカタオペレーティング・システムのユーティリティで削除したバックアップまたはコピーのカタオペレーティング・システムのユーティリティで削除したバックアップまたはコピーのカタオペレーティング・システムのユーティリティで削除したバックアップまたはコピーのカタ
ログ・レコードの更新ログ・レコードの更新ログ・レコードの更新ログ・レコードの更新  

1. maintenanceタイプのチャネルを割り当てます。

allocate channel for maintenance type disk;

2. オペレーティング・システムのコマンドを使用して、オペレーティング・システムから
削除したバックアップまたはコピーに対して、change ... uncatalogコマンドを発行しま
す。 この例では、制御ファイルと datafile 1のコピーへの参照をリポジトリから削除
します。

change controlfilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' uncatalog;
change datafilecopy '/oracle/backup/df_1_c.f' uncatalog;

3. 割り当てたチャネルをリリースします。

release channel;

$ORACLE_HOME/rdbms/ 
demo/rman1.sh

不要 不要な物理バックアップ・セット、イメージ・コ
ピーまたはアーカイブ REDOログを削除し、それ
ぞれのレコードを削除するか、またはそれらのリ
ポジトリ・レコードの状態を DELETEDに更新し
ます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リポジトリに対するスクリプトの影響
の詳細は、「change ... delete」を参照してくださ
い。

注意注意注意注意 :このスクリプトは、UNIXシステムでのみ
有効です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� changeコマンドの構文は、10-42ページの「change」を参照してくださ
い。 

� deleteコマンドの構文は、10-76ページの「deleteExpired」を参照してく
ださい。

� リカバリ・カタログ・ビューの詳細は、第 11章「リカバリ・カタログ・
ビュー」参照してください。

表表表表 3-2  メンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプトメンテナンス・コマンドとスクリプト （３（３（３（３ / ３ページ）３ページ）３ページ）３ページ）

コマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプトコマンドまたはスクリプト
カタログのカタログのカタログのカタログの
必要性必要性必要性必要性 目的目的目的目的
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バックアップとイメージ・コピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコードのバックアップとイメージ・コピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコードのバックアップとイメージ・コピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコードのバックアップとイメージ・コピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコードの
削除削除削除削除  

この処理では、リカバリ・カタログを使用する必要はありません。 

change ... deleteコマンドの動作は、削除する対象によって異なります。 バックアップおよび
イメージ・コピーを削除する（ただし、アーカイブ・ログは削除しない）場合、change ... 
deleteコマンドは、物理ファイルを削除し、そのファイルのレコードをリポジトリから削除
します。 

アーカイブ REDOログを削除してカタログを使用する場合、次の手順の結果は、次の表で
説明するように、リカバリ・カタログの互換性設定によって異なります（3-4ページの「リ
カバリ・カタログの互換性の設定」を参照）。 

1. 期限切れのバックアップ・セットとコピーの存在をチェックします。これらの主キーを
取得するには、listコマンドを使用します。

list backup of database archivelog all; # lists backups of database files and logs
list copy;

2. deleteタイプのチャネルを割り当てます。 

allocate channel for delete type disk;

3. change ... deleteコマンドを発行して、指定した物理ファイルとリポジトリ・レコード
を削除します。 アーカイブ・ログを削除する場合、このコマンドは、リカバリ・カタロ
グの互換性設定に応じて、リカバリ・カタログのレコードの状態を DELETEDに変更す
るか、またはレコードも一緒に削除します。 

この例では、キーが 101のバックアップ・ピース、キーが 63の制御ファイル・コピー、
およびログ順序番号 300までのアーカイブ・ログをディスクから削除します。

change backuppiece 101 delete;
change controlfilecopy 63 delete;
change archivelog until logseq = 300 delete;  # effect on catalog records for these
                                              # logs depends on compatibility setting

設定した互換性設定した互換性設定した互換性設定した互換性 処理処理処理処理

8.1.6以上 RMANは、指定されたバックアップ、コピーまたはアーカイブ・
ログを削除し、リポジトリからそれらのレコードを完全に削除しま
す。

8.1.5以下 RMANは、指定されたバックアップ、コピーまたはアーカイブ・
ログを削除し、それらのリポジトリ・レコードの状態を DELETED
に更新します。
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4. 割り当てたメンテナンス・チャネルをリリースします。

release channel;

不要なバックアップとコピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコード不要なバックアップとコピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコード不要なバックアップとコピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコード不要なバックアップとコピーの物理的な削除およびそれぞれのリポジトリ・レコード
の削除の削除の削除の削除  

この処理では、リカバリ・カタログを使用する必要はありません。 次のスクリプトは、
UNIXシステムでのみ有効です。

1. $ORACLE_HOME/rdbms/demoディレクトリに変更し、必要に応じて、次のシェル・ス
クリプトを編集します。

% vi rman1.sh

2. 次のスクリプトを実行します。

% rman1.sh

3. 必要に応じて、deleted.logをチェックし、コマンド出力を確認します。 

カタログ内のカタログ内のカタログ内のカタログ内の EXPIRED状態のバックアップ・レコードを削除する方法（および期限切れでも状態のバックアップ・レコードを削除する方法（および期限切れでも状態のバックアップ・レコードを削除する方法（および期限切れでも状態のバックアップ・レコードを削除する方法（および期限切れでも
リカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを削除する方法）リカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを削除する方法）リカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを削除する方法）リカバリ・カタログに存在しているバックアップ・ピースを削除する方法）  

この処理では、リカバリ・カタログを使用する必要があります。

1. オプションで、クロスチェック操作（3-14ページの「RMANリポジトリのクロス
チェック」を参照）を実行し、アクセス不可能なバックアップまたは存在しないバック
アップすべてに EXPIREDのマークを付けます。delete expired backupコマンドは、期
限切れのバックアップでのみ有効です。

2. deleteタイプのチャネルを割り当てます。 

allocate channel for delete type disk;

3. delete expired backupコマンドを発行して、EXPIREDのマークが付いたバックアップ
をチェックし、それらのカタログ・レコードを削除します。この例では、リカバリ・カ
タログに登録されているバックアップのうち、期限切れになっているものをすべて更新
します。

delete expired backup;

期限切れのピースがある場合、RMANはそのピースをオペレーティング・システムか
ら削除します。

4. 割り当てたチャネルをリリースします。

release channel;
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リカバリ・カタログからイメージ・コピーとアーカイブリカバリ・カタログからイメージ・コピーとアーカイブリカバリ・カタログからイメージ・コピーとアーカイブリカバリ・カタログからイメージ・コピーとアーカイブ REDOログを削除する方法ログを削除する方法ログを削除する方法ログを削除する方法
（ファイルは物理的に削除しません）（ファイルは物理的に削除しません）（ファイルは物理的に削除しません）（ファイルは物理的に削除しません）  

この処理では、リカバリ・カタログを使用する必要があります。

1. 期限切れのデータ・ファイル・コピー、制御ファイル・コピーまたはアーカイブ REDO
ログをチェックします。これらの主キーの取得には、listコマンドを使用します。たと
えば、次のように入力します。

list copy;

2. change ... uncatalogコマンドを発行し、指定したコピーへの参照をリカバリ・カタログ
から削除します。 このコマンドでは、バックアップ・セットとバックアップ・ピースの
レコードは削除されないことに注意してください。

この例では、制御ファイルのコピーのレコードと、主キーが 4833のデータ・ファイル・
コピーのレコードを削除します。

change controlfilecopy '/oracle/backup/cf_c.f' uncatalog;
change datafilecopy 4833 uncatalog;

change ... uncatalogは、オペレーティング・システムからファイルを削除しないことに
注意してください。削除するのは、リカバリ・カタログのレコードのみです。

3. RC_DATAFILE_COPYや RC_CONTROLFILE_COPYなどの該当するリカバリ・カタロ
グ・ビューを表示し、指定したレコードが削除されたことを確認します。たとえば、こ
の問合せでは、コピー 4833のレコードが削除されたことが確認できます。

SQL> SELECT cdf_key, status FROM rc_datafile_copy WHERE cdf_key = 4833;
CDF_KEY    S
---------- -
0 rows selected.

リカバリ・カタログからすべてのコピー・レコードとバックアップ・レコードを削除するリカバリ・カタログからすべてのコピー・レコードとバックアップ・レコードを削除するリカバリ・カタログからすべてのコピー・レコードとバックアップ・レコードを削除するリカバリ・カタログからすべてのコピー・レコードとバックアップ・レコードを削除する
方法方法方法方法  

$ORACLE_HOME/rdbms/prgrmanc.sqlスクリプトを使用すると、削除されたバックアッ
プとコピーのすべてのリカバリ・カタログ・レコードを同時に削除できます。この操作は、
バックアップの履歴が不要な場合のみ実行してください。

1. maintenanceタイプのチャネルを割り当てます。 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. change ... deleteコマンドを発行して、必要なレコードの状態をDELETEDに更新し、
ファイルをオペレーティング・システムまたはメディア・マネージャから削除します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : changeコマンドの構文は、10-42ページの「change」を参照
してください。
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アーカイブ REDOログ、バックアップ・セット、制御ファイル・コピーまたはデータ・
ファイル・コピーの主キーを取得するには、listコマンドを発行するか、または該当す
るリカバリ・カタログ・ビューに対して問合せを行います。 

change backupset 100, 101, 102, 103 delete;

3. 割り当てたメンテナンス・チャネルをリリースします。

release channel;

4. SQL*Plusセッションを開始し、リカバリ・カタログに接続します。この例では、ユー
ザー RMANでデータベース RCATに接続します。

% sqlplus rman/rman@rcat

5. prgrmanc.sqlスクリプトを実行します。このスクリプトは、$ORACLE_
HOME/rdbms/adminディレクトリに格納されています。

SQL> @prgrmanc.sql

RMANは、状態が DELETEDのレコードを、すべてリカバリ・カタログから削除しま
す。

リカバリ・カタログからのインカネーション・レコードの削除リカバリ・カタログからのインカネーション・レコードの削除リカバリ・カタログからのインカネーション・レコードの削除リカバリ・カタログからのインカネーション・レコードの削除  

1. maintenanceタイプのチャネルを割り当てます。 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

2. change ... deleteコマンドを発行し、必要のないバックアップ・ピース、アーカイブ
REDOログおよびイメージ・コピーを削除します。アーカイブ REDOログ、バック
アップ・セット、制御ファイル・コピーまたはデータ・ファイル・コピーの主キーを取
得するには、listコマンドを発行するか、または該当するリカバリ・カタログ・ビュー
に対して問合せを行います。 

change backupset 100, 101, 102, 103 delete;

3. 割り当てたメンテナンス・チャネルをリリースします。

release channel;

4. SQL*Plusセッションを開始し、リカバリ・カタログに接続します。この例では、ユー
ザー RMANでデータベース RCATに接続します。

% sqlplus rman/rman@rcat

5. RC_DATABASE_INCARNATIONリカバリ・カタログ・ビューに問合せを行い、削除
するレコードがあるインカネーションの DBINC_KEYの値を取得します。

SQL> SELECT * FROM rc_database_incarnation;
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6. 次の DML文を実行します。key_valueは、DBINC_KEYの値を示します。

SQL> DELETE FROM dbinc WHERE dbinc_key=key_value;

RMANは、指定したインカネーションのレコードをリカバリ・カタログから削除しま
す。

バックアップとコピーのリストアに関する妥当性チェックバックアップとコピーのリストアに関する妥当性チェックバックアップとコピーのリストアに関する妥当性チェックバックアップとコピーのリストアに関する妥当性チェック
リストアの妥当性チェック（validation）とは、ファイルのリストアを実際に行わないで、
その妥当性をテストすることです。リストアのテストは、データベース全体にも、指定した
表領域、データ・ファイルまたは制御ファイルに対しても行うこともできます。バックアッ
プまたはコピーがリストア可能かどうかをテストするには、restore ... validateコマンドと
validate backupsetコマンドを使用します。これらのコマンドは、それぞれ次の場合に使用
します。

� restore ... validateは、テストするバックアップ・セットまたはコピーを RMANに自動
的に選択させる場合に使用します。

� validate backupsetは、テストするバックアップ・セットを管理者が指定する場合に使
用します。

妥当性チェックの対象となるバックアップ・セットまたはコピーを妥当性チェックの対象となるバックアップ・セットまたはコピーを妥当性チェックの対象となるバックアップ・セットまたはコピーを妥当性チェックの対象となるバックアップ・セットまたはコピーを RMANに自動的にに自動的にに自動的にに自動的に
選択させる方法選択させる方法選択させる方法選択させる方法  

1. データベース全体の妥当性チェックを行う場合は、そのデータベースをクローズする必
要があります。個別のファイルの妥当性チェックを行う場合は、データベースをクロー
ズするか、またはチェックする対象のデータ・ファイルをオフラインにします。この例
では、データベースの状態のチェック、インスタンスの停止、そしてマウントを行いま
す。 

SQL> SELECT status FROM v$instance;

STATUS 
-------
OPEN   
1 row selected.

SQL> STARTUP FORCE MOUNT;

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RC_DATABASE_INCARNATIONリカバリ・カタログ・
ビューの詳細は、11-16ページの「RC_DATABASE_INCARNATION」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 : restoreコマンドの構文は、10-127ページの「restore」を参照
してください。validateコマンドの構文は、10-169ページの「validate」
を参照してください。
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2. RMANを起動し、ターゲット・データベースとオプションのリカバリ・カタログ・
データベースに接続します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

3. 妥当性チェックをデータベース全体に対して行わない場合は、listコマンドを発行し、
主キーを明示して、妥当性チェックを行うバックアップ・セットとコピーを指定しま
す。 

list backupset; 
list copy;

4. バックアップ・セットとコピーのリストアの妥当性チェックを行います。この例では、
バックアップ制御ファイル、SYSTEM表領域および全アーカイブ REDOログのディス
クからのリストアについて、妥当性チェックを行います。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type tape;
     restore controlfile validate;
     restore tablespace 'system' validate;
     restore archivelog all validate;
}

5. 出力をチェックします。エラー・メッセージ・スタックがあり、次のようになっている
場合は、妥当性チェックを行うファイルのバックアップまたはコピーがないことを示し
ています。

RMAN-06026: ターゲットで見つからないものがあります - リストアを強制終了します。

エラー・メッセージ・スタックがあり、出力が次のようになる場合は、指定したファイ
ルのリストアに問題があることを示しています。

RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: restore
RMAN-03007: コマンド: IRESTOREを実行中に例外が発生しました。エラーはリトライできます。
RMAN-07004: チャネル c1でコマンドを実行中に未処理例外が発生しました。
RMAN-10035: RPCで例外が発生しました: ORA-19505: ファイル"oracle/dbs/1fafv9gl_1_1"の
　　　　　　 識別に失敗しました。             
ORA-27037: ファイル・ステータスを取得できません。
SVR4 Error: 2: No such file or directory
Additional information: 3
RMAN-10031: ORA-19624が発生しました。発生箇所 DBMS_BACKUP_RESTORE.RESTOREBACKUPPIECEに対するコール。

エラー・スタックがない場合は、RMANでファイルの妥当性チェックが成功したこと
を示しています。
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妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定妥当性チェックを行うバックアップ・セットの指定  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースとオプションのリカバリ・カタログ・
データベースに接続します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. listコマンドを発行して、チェックする対象のバックアップ・セットを指定します。 

list backup of database archivelog all; 

3. バックアップ・セットのリストアの妥当性チェックを行います。この例では、バック
アップ制御ファイル、SYSTEM表領域および全アーカイブ REDOログのディスクから
のリストアについて、妥当性チェックを行います。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     validate backupset 1121;
}

4. 出力をチェックします（stringには文字列が入ります）。
RMAN-08024というメッセージがある場合、指定したバックアップ・セットのリストア
に RMANが成功したことを示しています。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル ch1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル ch1: sid=10 devtype=DISK
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: validate
RMAN-03023: 実行コマンド: validate
RMAN-08016: チャネル ch1: データファイル・バックアップ集合の復旧を開始しています。
RMAN-08502: set_count=47 set_stamp=346169465 creation_time=08-OCT-98
RMAN-08023: チャネル ch1: バックアップ部分: 1がリストアされました。 
RMAN-08511: 部分ハンドル=/vobs/oracle/dbs/1faa483p_1_1 タグ=string パラメータ=NULL
RMAN-08024: チャネルチャネルチャネルチャネル ch1: リストア完了リストア完了リストア完了リストア完了
RMAN-08031: チャネル ch1をリリースしました。 
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リカバリ・カタログへのスクリプトの格納リカバリ・カタログへのスクリプトの格納リカバリ・カタログへのスクリプトの格納リカバリ・カタログへのスクリプトの格納
ストアド・スクリプトとは、リカバリ・カタログに格納されている一連の RMANコマンド
のことです。  ストアド・スクリプトは、頻繁に実行する RMANコマンドのコレクションの
共通リポジトリを提供します。 

たとえば、毎晩バックアップを実行するために必要な RMANコマンドを、まとめて、
nightlybackupという名前の 1つのスクリプトに集めることができます。 スクリプトを、
オペレーティング・システムのテキスト・ファイルではなく、リカバリ・カタログに格納し
ておくと、RMANがどのマシン上で実行されているかに関係なく、どの DBAでも RMAN
を使用してスクリプトにアクセスできるので便利です。

RMANでは、次の内容を実行できます。

� スクリプトを作成してリカバリ・カタログに格納します。

� ストアド・スクリプトを実行します。

� ストアド・スクリプトを置き換えます。

� スクリプトをリカバリ・カタログから削除します。

� ストアド・スクリプトをメッセージ・ログ・ファイルまたは画面に出力します。

� 全ストアド・スクリプトのリストを取得します。

ストアド・スクリプトの作成ストアド・スクリプトの作成ストアド・スクリプトの作成ストアド・スクリプトの作成  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースに接続します。たとえば、次の
ように入力します。 

% rman catalog rman/rman@rcat

2. 必要なスクリプトを記述します。たとえば、このスクリプトは、データベースとアーカ
イブ REDOログをバックアップします。

create script b_whole{
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     backup database;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';
     backup archivelog all;
}

3. 出力をチェックします。 RMAN-08085というメッセージがある場合、スクリプトの作成
とリカバリ・カタログへの格納が成功したことを示しています。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: create script
RMAN-03023: 実行コマンド: create script
RMAN-08085: スクリプト b_wholeを作成しました。
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ストアド・スクリプトの実行ストアド・スクリプトの実行ストアド・スクリプトの実行ストアド・スクリプトの実行  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースとターゲット・データベースに
接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. runコマンドを発行してスクリプトを実行します。RMANは、スクリプトの内容を run
の大カッコの間に挿入します。スクリプト内でのチャネル割当てがすでに終了している
場合は、割当ての必要がないことに注意してください。 

run { execute script b_whole; }

ストアド・スクリプトの置換ストアド・スクリプトの置換ストアド・スクリプトの置換ストアド・スクリプトの置換  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースとターゲット・データベースに
接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. replace scriptコマンドを発行し、ストアド・スクリプトを置換します。たとえば、この
コマンドでは、b_wholeが次のように置換されます。

replace script b_whole {
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

ストアド・スクリプトの削除ストアド・スクリプトの削除ストアド・スクリプトの削除ストアド・スクリプトの削除  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースに接続します。たとえば、次の
ように入力します。 

% rman catalog rman/rman@rcat

2. delete scriptコマンドを発行し、指定したストアド・スクリプトを削除します。

delete script 'b_whole';

関連項目関連項目関連項目関連項目 : execute script コマンドの構文は、10-141ページの「run」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 : replace script コマンドの構文は、10-112ページの
「replaceScript」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 : delete script コマンドの構文は、10-78ページの
「deleteScript」を参照してください。
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ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力ストアド・スクリプトのメッセージ・ログへの出力  

1. RMANを起動し、リカバリ・カタログ・データベースとターゲット・データベースに
接続し、メッセージ・ログに出力する場合は、log引数を指定します。たとえば、次の
ように入力して、rman_logを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log rman_log

2. print scriptコマンドを発行して、スクリプトをログに書き込みます。

print script b_whole;

3. オペレーティング・システムに出力し、テキスト・エディタを使用してスクリプトを表
示します。たとえば、次のように入力します。

RMAN> host;
% vi rman_log

全ストアド・スクリプトのリストの取得全ストアド・スクリプトのリストの取得全ストアド・スクリプトのリストの取得全ストアド・スクリプトのリストの取得  

1. SQL*Plusを起動し、リカバリ・カタログ・データベースに接続します。たとえば、
データベース RCATに接続する場合は、次のように入力します。 

% sqlplus rman/rman@rcat

2. RC_STORED_SCRIPTビューで SELECT文を発行します。

SQL> SELECT script_name FROM rc_stored_script;
SCRIPT_NAME 
--------------------------------------------------------------------------------
backupdb 
binc
binc1
3 rows selected.

関連項目関連項目関連項目関連項目 : print script コマンドの構文は、10-101ページの「printScript」
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 : RC_STORED_SCRIPTの詳細は、11-27ページの「RC_
STORED_SCRIPT」を参照してください。
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リカバリ・カタログの再同期化リカバリ・カタログの再同期化リカバリ・カタログの再同期化リカバリ・カタログの再同期化
再同期化（resynchronization）を実行する場合、RMANは、リカバリ・カタログを、ター
ゲット・データベースのカレントの制御ファイルまたはバックアップ制御ファイルのいずれ
かと比較し、欠落または変更された情報に基づいてリカバリ・カタログを更新します。 

再同期化には、完全再同期化か、または部分再同期化があります。 部分再同期化の場合、
RMANは、カレントの制御ファイルを読み取って変更された情報を更新しますが、データ
ベースの物理スキーマ（physical schema）に関するメタデータは再同期化しません。物理ス
キーマには、データ・ファイル、表領域、REDOスレッド、ロールバック・セグメント
（データベースがオープンしている場合のみ）およびオンライン REDOログが含まれていま
す。完全再同期化の場合、RMANは、データベース・スキーマも含めてすべての変更済レ
コードを更新します。 

再同期化の実行時に、RMANは次の処理を行います。

1. スナップショット制御ファイルを作成します。

2. リカバリ・カタログをスナップショットと比較します。

3. 欠落または変更された情報に基づいてリカバリ・カタログを更新します。 

一定のコマンドを実行すると、RMANは必要に応じて部分再同期化または完全再同期化を
実行します（詳細は 10-135ページの「resync」を参照）。完全再同期化を確実に実行するに
は、 resync catalogを発行します。 

この項では次の項目について説明します。

� 再同期化の対象

� 再同期化を実行する時期

� 再同期化の方法

注意注意注意注意 : 制御ファイルがバックアップである場合、RMANは、部分再同期
化を実行しますが、完全再同期化は実行しません。
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再同期化の対象再同期化の対象再同期化の対象再同期化の対象
RMANの再同期化の対象となるレコードのタイプを表 3-3で説明します。

再同期化を実行する時期再同期化を実行する時期再同期化を実行する時期再同期化を実行する時期
RMANは、ある一定の状況で、必要に応じて完全再同期化または部分再同期化を実行しま
す。リカバリ・カタログに接続されておりかつターゲット・データベースがマウントされて
いる場合は、次のコマンドを実行すると、（スキーマ・メタデータの変更の有無に応じて）
完全再同期化または部分再同期化が自動的に行われます。

� backup

� copy 

� crosscheck

� delete expired backupset

� duplicate

表表表表 3-3  再同期化時に更新されるレコード再同期化時に更新されるレコード再同期化時に更新されるレコード再同期化時に更新されるレコード

レコードレコードレコードレコード 説明説明説明説明

ログ履歴 オンライン REDOログ・スイッチの発生時に作成されます。 

アーカイブ REDOログ オンライン・ログのアーカイブ、既存のアーカイブ・ログのコ
ピー、またはアーカイブ REDOログのバックアップ・セットのリ
ストアによって作成されたアーカイブ・ログに関連したレコードで
す。RMANは、この情報を追跡して、どのアーカイブ・ログの検
出が必要かを判断します。

バックアップ履歴 バックアップ・セット、バックアップ・ピース、バックアップ・
セット・メンバーおよびファイル・コピーに関連したレコードで
す。resync catalogコマンドは、backupコマンドまたは copyコマ
ンドの実行時に、これらのレコードを更新します。

物理スキーマ データ・ファイルと表領域に関連したレコードです。ターゲット・
データベースがオープンしている場合は、ロールバック・セグメン
トの情報も更新されます。 

リカバリ・カタログ内の物理スキーマ情報が更新されるのは、ター
ゲットにカレントの制御ファイルがマウントされている場合のみで
す。 

ターゲット・データベースに、バックアップ制御ファイル、新しく
作成された制御ファイルまたは前に検出された制御ファイルより古
い制御ファイルがマウントされている場合、リカバリ・カタログ内
の物理スキーマ情報は更新されません。 resync catalog from 
controlfilecopyコマンドを使用したときに、物理スキーマ情報は
更新されません。
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� list 

� recover

� report

� restore

� switch

たとえば、backupコマンドを実行すると、バックアップの完了後、部分再同期化のメッ
セージが表示されます。

RMAN-08525: バックアップ・セットが完了しました、経過時間: 00:00:02
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了
RMAN-08031: チャネル c1をリリースしました。

次の例に基づいて、手動による再同期化を実行します。

リカバリ・カタログが使用不能の場合の再同期化リカバリ・カタログが使用不能の場合の再同期化リカバリ・カタログが使用不能の場合の再同期化リカバリ・カタログが使用不能の場合の再同期化  リカバリ・カタログが使用不能の状況で
backupコマンドまたは copyコマンドを発行した場合は、カタログ・データベースのオープ
ン後に、resync catalogコマンドを使用して手動でデータベースを再同期化してください。

ARCHIVELOGモードで運用している場合の再同期化モードで運用している場合の再同期化モードで運用している場合の再同期化モードで運用している場合の再同期化  ARCHIVELOGモードで運用している場
合、リカバリ・カタログは定期的に再同期化する必要があります。リカバリ・カタログは、
REDOログ・スイッチが発生したり、REDOログがアーカイブされても自動的には更新され
ません。 ただし、ログ・スイッチとアーカイブ REDOログに関する情報は制御ファイルに格
納されます。この情報は、定期的にリカバリ・カタログに伝播させる必要があります。

リカバリ・カタログを再同期化する頻度は、REDOログがアーカイブされる頻度によって決
まります。この運用コストは、前回の再同期化以降に挿入または変更された制御ファイル内
のレコード数に比例します。挿入または変更されたレコードがない場合、 再同期化のコスト
は非常に低くなります。したがって、この操作を頻繁に（たとえば、1時間ごと）実行して
も、コストはかかりません。

物理データベースの変更後の再同期化物理データベースの変更後の再同期化物理データベースの変更後の再同期化物理データベースの変更後の再同期化  ターゲット・データベースの物理構造になんらかの
変更を加えた場合も、リカバリ・カタログの再同期化を行います。REDOログ・アーカイブ
操作の場合と同様に、物理スキーマを変更した場合も、リカバリ・カタログは自動的には更
新されません。  

物理スキーマは、次の操作を行った場合に変更されます。

� 表領域を追加または削除した場合

� 既存の表領域に新しいデータ・ファイルを追加した場合

� ロールバック・セグメントを追加または削除した場合
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カレントの制御ファイルから再同期化する場合、RMANは、制御ファイル内の更新された
レコードを自動的に検出し、それらのレコードのみを再同期化します。ターゲット・データ
ベースがオープン状態の場合、RMANは、リカバリ・カタログ内のロールバック・セグメ
ントに関する情報（この情報は TSPITRに使用されます）も更新します。 

バックアップ制御ファイルから再同期化する場合、RMANは、バックアップ・ピースまた
はファイル・コピーが実際に存在しているかどうかの検証はしません。 したがって、change 
... crosscheckコマンドと crosscheckコマンドを使用して、すでに存在していないファイル
のレコードを削除する必要がある場合もあります。

再同期化の方法再同期化の方法再同期化の方法再同期化の方法
resync catalogコマンドを発行し、リカバリ・カタログの完全再同期化を実行します。

リカバリ・カタログの完全再同期化の実行リカバリ・カタログの完全再同期化の実行リカバリ・カタログの完全再同期化の実行リカバリ・カタログの完全再同期化の実行  

1. リカバリ・カタログをオープンします（未オープンの場合）。たとえば、次のように入
力します。

SQL> STARTUP pfile=initRCAT.ora

2. RMANを起動し、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログ・データベースに
接続します。たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/change_on_install@prod1 catalog rman/rman@rcat

3. ターゲット・データベースをマウントします（マウントしていない場合）。

startup mount;

4. resync catalogコマンドを発行します。

resync catalog;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: resync
RMAN-03023: 実行コマンド: resync
RMAN-08002: リカバリ・カタログの完全再同期を開始します。
RMAN-08004: 完全再同期完了

関連項目関連項目関連項目関連項目 : resync catalogコマンドの構文は、10-135ページの「resync」
を参照してください。
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制御ファイル内のレコードの管理制御ファイル内のレコードの管理制御ファイル内のレコードの管理制御ファイル内のレコードの管理
リカバリ・カタログは、情報に関してターゲット・データベースの制御ファイルに依存して
います。したがって、制御ファイル内の情報の鮮度がリカバリ・カタログの有効性を左右し
ます。

ターゲット・データベースの制御ファイルのサイズは、次に項目の数に応じて増加します。

� 実行するバックアップの回数

� 生成されるアーカイブ REDOログの数

� 制御ファイル内にこの情報を格納しておく日数

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEパラメータを使用して、情報が制御ファイル内に
保持される最低日数を指定できます。指定した日数を超える古いエントリは、新しい情報で
上書きされる候補となります。CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEの設定値が大きい
ほど、制御ファイルも大きくなります。

リカバリ・カタログは、CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEの設定値より短い間隔で
再同期化してください。このパラメータで指定した日数を超えた場合、制御ファイルの情報
は、最新の情報で上書きされます。リカバリ・カタログの再同期化を行っていないにもかか
わらず情報が上書きされた場合は、リカバリ・カタログにこの情報を伝播させることはでき
ません。

注意注意注意注意 : 制御ファイルの最大サイズは、ポートによって異なります。 それぞ
れのオペレーティング・システム固有の Oracleドキュメントを参照して
ください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEパラメータの詳細は、『Oracle8i 
リファレンス・マニュアル』を参照してください。

� バックアップとリカバリ時の制御ファイル管理の詳細は、『Oracle8i バッ
クアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。

� 制御ファイル管理の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してくださ
い。 
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オペレーティング・システム・バックアップのカタログ化オペレーティング・システム・バックアップのカタログ化オペレーティング・システム・バックアップのカタログ化オペレーティング・システム・バックアップのカタログ化
RMAN以外の手段で作成したファイル・コピーの存在を RMANに認識させることができま
す。この項では、次の項目について説明します。

� カタログ化の目的

� オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する時期

� オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法

カタログ化の目的カタログ化の目的カタログ化の目的カタログ化の目的
 バックアップまたはイメージ・コピーを RMANコマンドを使用しないで作成した場合、リ
カバリ・カタログにはそれぞれのレコードはありません。 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作成した場合は、手動でその旨を RMANに通知
する必要があります。次のような場合に RMANの catalogコマンドを使用します。

� オペレーティング・システムのデータ・ファイルのコピー、アーカイブ REDOログのコ
ピーまたは制御ファイルのコピーをリカバリ・カタログと制御ファイルに追加する場
合。 

� データ・ファイルのコピーをレベル 0のバックアップとしてカタログ化する場合。これ
により、このコピーを増分バックアップ計画の基礎として使用し、後で増分バックアッ
プの実行が可能となります。

� RMANのインストール以前に作成した Oracle8のデータベースのバックアップをカタロ
グに追加する場合。

� Oracle8iへの移行前に NORMALモードでオフラインにされたファイルの存在、または
読取り専用の Oracle7バックアップの存在を記録する場合。

オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する時期オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する時期オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する時期オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する時期
次の場合は、必ずバックアップをカタログ化します。

� オペレーティング・システムのユーティリティを使用してコピーを作成する場合

� 移行前に、NORMALモードでオフラインにされたか、または読取り専用であった
Oracle7のオペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する場合

ホットおよびコールドのオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化ホットおよびコールドのオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化ホットおよびコールドのオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化ホットおよびコールドのオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化  オペ
レーティング・システムのコールド・バックアップを行う場合、たとえば、UNIXの cpコ
マンドを使用してデータファイルをコピーする場合は、必ずカタログ化を行ってください。
Oracle8iは、ALTER TABLESPACE ... BEGIN/END BACKUPコマンドをサポートしており、

注意注意注意注意 : バックアップ・セットまたはバックアップ・ピースは再カタログ
化できません。
Recovery Managerのリポジトリの管理 3-37



リカバリ・カタログへのスクリプトの格納
これを使用して、データベースのオペレーティング・システム・バックアップをオープンで
きます。RMANは、このようなバックアップを作成しませんが、この種のバックアップを
リカバリ・カタログに追加すると、RMANで認識できます。 

カタログ化するバックアップは、次の条件を満たしている必要があります。

� ディスク上でアクセスできること。

� 単一ファイルの完全イメージ・コピーであること。

� 一貫性または非一貫性データベース・バックアップ、表領域、データ・ファイル、制御
ファイルまたはアーカイブ REDOログのバックアップのいずれかであること。RMAN
は、これらのバックアップをすべてデータ・ファイルのコピーと認識します。

たとえば、データ・ファイルがミラー化されたディスク・ドライブに格納されている場合
は、ミラーを解除するとオペレーティング・システムのコピーとして使用できます。この例
では、ミラーの解除後に、catalogコマンドを使用して、RMANにオペレーティング・シス
テム・コピーの存在を通知します。ミラーを復元する場合は、change ... uncatalogコマンド
を発行し、ファイル・コピーを削除することを、RMANにあらかじめ通知します。

Oracle7のオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化のオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化のオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化のオペレーティング・システム・バックアップのカタログ化  RMANは、次のような
特殊な状況を除き、Oracle7ファイルをカタログ化することはできません。Oracle7から
Oracle8iへの移行時には、移行ユーティリティの実行前に、Oracle7データベースを完全に
停止する必要があります。 このときに、Oracle7データ・ファイルのオペレーティング・シ
ステム・バックアップを作成すると、RMANでそのバックアップをカタログ化することが
できます。これが可能な理由は、これらのバックアップをリカバリする際に、古いデータ
ベースの REDOを必要としないためです。RMANは、他のバックアップが存在しない場合
は、これらのバックアップを Oracle8iでリストアできます。 

RMANでのカタログ化が可能な、Oracle7バックアップの生成の例を次に示します。

1. データ・ファイルを読取り専用か、または NORMALモードでオフラインにします。

2. データベースをクローズします。クローズ前に、ファイルを読み書き可能に戻さないで
ください。

3. オフラインまたは読取り専用ファイルのオペレーティング・システム・バックアップを
作成します。

4. データベースを Oracle8iに移行します。

移行前のバックアップは、移行に先立って作成したバックアップと同じ内容です。したがっ
て、これも RMANによるカタログ化が可能です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracleデータベースの移行方法は、『Oracle8i 移行ガイド』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・バックアップをカタログ化する方法オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法
オペレーティング・システム・バックアップの情報をリカバリ・カタログに伝播させるに
は、catalogコマンドを使用します。

オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法オペレーティング・システム・バックアップをカタログ化する方法  

1. 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作成します。
この例では、データ・ファイルをバックアップします。

% cp $ORACLE_HOME/dbs/sales.f $ORACLE_HOME/backup/sales.bak';

2. RMANを起動し、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログ・データベースに
接続します。たとえば、次のように入力します。

% rman target change_on_install@prod1 catalog rman/rman@rcat

3. catalogコマンドを発行します。たとえば、次のように入力します。

catalog datafilecopy '$ORACLE_HOME/backup/sales.bak';

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: catalog
RMAN-03023: 実行コマンド: catalog
RMAN-08050: データファイル・コピーがカタログに入りました。
RMAN-08513: データファイル・コピー・ファイル名=/oracle/backup/sales.bak レコードID=121 スタンプ=342972501
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了

リカバリ・カタログのバックアップとリカバリリカバリ・カタログのバックアップとリカバリリカバリ・カタログのバックアップとリカバリリカバリ・カタログのバックアップとリカバリ
バックアップおよびリカバリ計画には、リカバリ・カタログを含めてください。リカバリ・
カタログをバックアップしないと、ディスク・クラッシュが発生した場合、データの一部ま
たはすべてを失う可能性があります。 このような結果を避けるため、リカバリ・カタログの
バックアップ方法とリカバリ方法を決定します。 

この項では次の項目について説明します。

� リカバリ・カタログのバックアップ

� リカバリ・カタログのリカバリ

� リカバリ・カタログの再作成

関連項目関連項目関連項目関連項目 : catalogコマンドの構文は、10-39ページの「catalog」を参照
してください。
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リカバリ・カタログのバックアップリカバリ・カタログのバックアップリカバリ・カタログのバックアップリカバリ・カタログのバックアップ
リカバリ・カタログのバックアップ計画を立案する場合は、次のガイドラインに従ってくだ
さい。

� 定期的なバックアップの励行

� 物理バックアップに適したメソッドの選択

� 適切な場所へのリカバリ・カタログの格納

� 論理バックアップの作成

定期的なバックアップの励行定期的なバックアップの励行定期的なバックアップの励行定期的なバックアップの励行
リカバリ・カタログは、ターゲット・データベースと同じ頻度でバックアップしてくださ
い。たとえば、ターゲット・データベースに対してデータベース全体のバックアップを週に
1回行っている場合は、その直後にリカバリ・カタログもバックアップしてください。バッ
クアップされたカタログには、その前のターゲット・バックアップのレコードが記録されて
います。したがって、カタログのリストアが必要な場合は、これを使用してターゲット・
データベースのバックアップもリストアできます。

物理バックアップに適したメソッドの選択物理バックアップに適したメソッドの選択物理バックアップに適したメソッドの選択物理バックアップに適したメソッドの選択
リカバリ・カタログをバックアップする場合は、オペレーティング・システム・バックアッ
プまたは RMANバックアップの選択が可能です。 オペレーティング・システム・バック
アップの利点は、RMANやリカバリ・カタログに依存せず、オペレーティング・システム
のコマンドを使用してリストアできることです。 オペレーティング・システム・バックアッ
プの手順は、『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。

RMANを使用してリカバリ・カタログ・データベースをバックアップする場合は、障害の
発生を考慮したリカバリ・カタログのリストア方法を検討する必要があります。たとえば、
次のような方法が選択できます。

� RMANを使用してリカバリ・カタログのデータベースをバックアップしますが、
RMANは nocatalogオプションを使用して起動するため、リカバリ・カタログのバッ
クアップ・リポジトリは、カタログ・データベース内の制御ファイルになります。 SQL
を使用して、この制御ファイルを頻繁にバックアップします。 CONTROL_FILE_
RECORD_KEEP_TIME初期化パラメータには、カタログに対するこれまでのバック
アップ・データが十分に格納できるような値を設定してください。 
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図図図図 3-1  制御ファイルをカタログのバックアップ用リポジトリとして使用する方法制御ファイルをカタログのバックアップ用リポジトリとして使用する方法制御ファイルをカタログのバックアップ用リポジトリとして使用する方法制御ファイルをカタログのバックアップ用リポジトリとして使用する方法

� 別のデータベースに 2番目のリカバリ・カタログを作成します。 主カタログは、通常通
り同期化されますが、2番目のカタログは、resync catalogコマンドの定期的な発行に
よって手動で同期化されます。 カタログの作成方法は、3-2ページの「リカバリ・カタロ
グの作成」を参照してください。
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図図図図 3-2  1つのデータベースをつのデータベースをつのデータベースをつのデータベースを 2つのカタログに登録する方法つのカタログに登録する方法つのカタログに登録する方法つのカタログに登録する方法

適切な場所へのリカバリ・カタログの格納適切な場所へのリカバリ・カタログの格納適切な場所へのリカバリ・カタログの格納適切な場所へのリカバリ・カタログの格納
データベースの RMANリポジトリを含んだリカバリ・カタログは、決してターゲット・
データベースと同じデータベースには格納しないでください。たとえば、データベース
PROD1のカタログは、PROD1に格納しないでください。PROD1のリカバリ・カタログは、
保護対象のデータとは分離された状態でのみ有効です。PROD1が完全なメディア障害状態
に陥り、PROD1のリカバリ・カタログも PROD1に格納されていた場合は、リカバリに使
用するカタログが失われます。

このことは、リカバリ・カタログ・データベースをバックアップする場合に特に重要です。 
たとえば、データベース RCATに、ターゲット・データベース PROD1のリカバリ・カタロ
グ・リポジトリが含まれているとします。リカバリ・カタログを使用して、RCATをバック
アップすることにしても、このカタログをどこに格納すべきか判断に迷うかもしれません。 
RCATのリポジトリを含んだカタログを、データベース RCAT自体に格納すると、メディア
障害が原因で RCATを失った場合、RCATのリストアが困難になるばかりでなく、PROD1
も保護されないままとなります。 

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方法は、
『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照してください。
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論理バックアップの作成論理バックアップの作成論理バックアップの作成論理バックアップの作成
リカバリ・カタログのデータのバックアップを作成する場合は、Exportユーティリティを使
用すると便利です。カタログのエクスポートは、リカバリ・カタログのリストアが必要な場
合に、最も柔軟性を発揮します。これは、Oracle8iデータベースであれば、既存のどのデー
タベースにもリストアが可能になるためです。

コマンドラインからリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法コマンドラインからリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法コマンドラインからリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法コマンドラインからリカバリ・カタログの論理エクスポートを実行する方法  

1. コマンドラインでエクスポート処理を実行します。その際、次の処理を必ず実行してく
ださい。

a. リカバリ・カタログの所有者で接続します。

b. OWNERオプションを指定します。

c. 出力ファイルを指定します。

たとえば、データベース PROD1のカタログの所有者が RMANの場合は、UNIXのコ
マンドラインで次のコマンドを発行すると、カタログをファイル cat.dmpにエクス
ポートできます。

% exp rman/rman@prod1 file=cat.dmp owner=rman

2. 出力をチェックし、成功したことを確認します。

Export terminated successfully without warnings.

リカバリ・カタログのリカバリリカバリ・カタログのリカバリリカバリ・カタログのリカバリリカバリ・カタログのリカバリ
カタログのリカバリ方法は、カタログのバックアップ方式によって異なります。次の方法が
選択できます。

� オペレーティング・システムのコマンドによるカタログのリカバリ

� RMANによるカタログのリカバリ

� カタログの論理バックアップのインポート

オペレーティング・システムのコマンドによるカタログのリカバリオペレーティング・システムのコマンドによるカタログのリカバリオペレーティング・システムのコマンドによるカタログのリカバリオペレーティング・システムのコマンドによるカタログのリカバリ
オペレーティング・システムのコマンドを使用してリカバリ・カタログをバックアップして
いた場合は、オペレーティング・システムのコマンドを使用してカタログのバックアップを
リストアし、SQL*Plusコマンドを発行してこれをリカバリします。方法は、リカバリ・カ
タログ全体をリカバリするか、またはリカバリ・カタログが格納されている表領域のみをリ

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。オペレーティング・システム・バッ
クアップの作成方法は、『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』
を参照してください。
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カバリするかによって異なります。 手順は、『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイ
ド』を参照してください。

RMANによるカタログのリカバリによるカタログのリカバリによるカタログのリカバリによるカタログのリカバリ
RMANを使用してリカバリ・カタログをリカバリする場合の手順は、第 6章「Recovery 
Managerによるリストアとリカバリ」を参照してください。

カタログの論理バックアップのインポートカタログの論理バックアップのインポートカタログの論理バックアップのインポートカタログの論理バックアップのインポート
Exportを使用して作成したリカバリ・カタログの論理バックアップは、Importを使用して
リカバリします。リカバリ・カタログがメディア障害によって破損した場合は、次の操作を
行います。

1. 別のデータベースに新規ユーザーを作成します。 リカバリ・カタログ・データベースに
新規ユーザーを作成するための推奨 SQL構文は、3-2ページの「リカバリ・カタログの
作成」を参照してください。 

2. カタログ・データを Exportファイルからインポートします。コマンドラインでイン
ポートを実行します。その際、次の処理を必ず実行してください。

a. リカバリ・カタログの新規所有者で接続します。

b. FROMUSERパラメータを使用して、旧所有者を指定します。

c. TOUSERパラメータを使用して、新規所有者を指定します。

d. インポート・ファイルを指定します。

たとえば、次のようにします。

� データベース PROD1のカタログの旧所有者は RMANとします。

� 新規リカバリ・カタログ・データベース NEW_CATのユーザーは RCATとします。

� カタログのエクスポートが含まれたファイルは cat.dmpとします。

% imp userid=rcat/rcat_pwd@new_cat file=cat.dmp fromuser=rman touser=rcat 

3. インポートしたカタログ・データを使用して、ターゲット・データベースのリストアと
リカバリを行います。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Importユーティリティの使用方法は、『Oracle8i ユーティリ
ティ・ガイド』を参照してください。
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リカバリ・カタログの再作成リカバリ・カタログの再作成リカバリ・カタログの再作成リカバリ・カタログの再作成
リカバリ・カタログ用のデータベースが消失または破損し、そのリカバリ・カタログ用の
データベースが Oracleの標準的なリカバリ方法でリカバリできない場合は、カタログの再
作成を実行する必要があります。

古いカタログの内容を部分的に再作成するには、2つのオプションがあります。

� catalogコマンドを発行して、アーカイブ・ログ、バックアップ制御ファイルとデータ・
ファイル・コピーを再カタログ化します。

� resync catalog from backup controlfileコマンドを使用して、バックアップ制御ファイ
ルから情報を抽出し、その情報を基にしてリカバリ・カタログを再構築します。

catalogコマンドは、バックアップ・ピースやバックアップ・セットの再カタログ化をサ
ポートしていないため、resync catalog from controlfilecopyコマンドを使用する以外に、
バックアップ・セットの情報を再作成する方法はありません。RMANは、再カタログ化す
るファイルがまだ存在しているかどうかを検証しないため、すでに存在していないファイル
のレコードが再同期化によって追加されることがあります。  そのようなレコードは、change 
... crosscheckコマンドまたは crosscheck backupコマンドを発行して削除する必要がありま
す。

リカバリ・カタログのアップグレードリカバリ・カタログのアップグレードリカバリ・カタログのアップグレードリカバリ・カタログのアップグレード
RMANの実行可能ファイルが必要とするバージョンより古いリカバリ・カタログを使用し
ている場合は、これをアップグレードする必要があります。たとえば、RMANのリリース
8.1で、リリース 8.0のリカバリ・カタログを使用している場合は、リカバリ・カタログを
アップグレードする必要があります。

RMANの実行可能ファイルが必要とするバージョンより新しいリカバリ・カタログを使用
している場合は、upgrade catalogを発行するとエラーが表示されます。リカバリ・カタロ
グが現行のバージョンで、アップグレードが不要な場合、RMANで upgrade catalogコマン
ドを実行することは可能です。このコマンドの実行によって、パッケージの再作成が必要に
応じて随時可能になります。アップグレード時に生成されたエラー・メッセージに関して
メッセージ・ログをチェックしてください。

リカバリ・カタログをアップグレードする方法リカバリ・カタログをアップグレードする方法リカバリ・カタログをアップグレードする方法リカバリ・カタログをアップグレードする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログ・データベースに
接続します。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : changeコマンドの詳細は、10-42ページの「change」を参照
してください。crosscheckコマンドの詳細は、10-70ページの
「crosscheck」を参照してください。
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RMAN-06186: PL/SQLパッケージrcat.DBMS_RCVCAT バージョン8.0.4(RCVCATデータベース内)は
　　　　　　 旧式です。

2. upgrade catalogコマンドを発行します。

RMAN> upgrade catalog

RMAN-06435: リカバリ・カタログの所有者はrmanです。
RMAN-06442: UPGRADE CATALOGコマンドを再入力して、カタログの更新を確認してください。

3. 確認のため、update catalogコマンドを再度入力します。

RMAN> upgrade catalog

RMAN-06408: リカバリ・カタログがバージョン8.1.5にアップグレードされました。
RMAN-06452: DBMS_RCVMANパッケージはバージョン8.1.5にアップグレードされました。 
RMAN-06452: DBMS_RCVCATパッケージはバージョン8.1.3にアップグレードされました。 

リカバリ・カタログの削除リカバリ・カタログの削除リカバリ・カタログの削除リカバリ・カタログの削除
リカバリ・カタログが不要となった場合は、表領域からリカバリ・カタログのスキーマを削
除します。drop catalogコマンドを実行すると、リカバリ・カタログからすべての情報が削
除されます。したがって、リカバリ・カタログのスキーマのバックアップがない場合、この
カタログが管理している全ターゲット・データベースの全バックアップが使用不可となりま
す。

複数のターゲット・データベースが登録されているカタログから、あるデータベースを 1つ
のみ登録解除する場合、drop catalogコマンドの使用は適切ではありません。カタログを削
除して、あるターゲット・データベースの情報を削除しようとすると、全ターゲット・デー
タベースの情報が削除されてしまいます。

リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法リカバリ・カタログのスキーマを削除する方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログ・データベースに
接続します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 確認のため、drop catalogコマンドを 2回入力します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

�  upgrade catalogコマンドの構文は、10-167ページの「upgradeCatalog」
を参照してください。

� リカバリ・カタログの互換性の詳細は、10-53ページの「configure」を参
照してください。

� 互換性と移行の詳細は、『Oracle8i 移行ガイド』を参照してください。
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RMAN> drop catalog

RMAN-06435: リカバリ・カタログの所有者はrmanです。
RMAN-06436: DROP CATALOGコマンドを再入力して、カタログの削除を確認してください。
RMAN> drop catalog

リカバリ・カタログを使用しないリカバリ・カタログを使用しないリカバリ・カタログを使用しないリカバリ・カタログを使用しない RMANリポジトリの管理方法リポジトリの管理方法リポジトリの管理方法リポジトリの管理方法
RMANは、リカバリ・カタログがなくても問題なく機能します。リカバリ・カタログは、
実際には情報を制御ファイルから取得しています。ただし、リカバリ・カタログを使用しな
い場合は、次のタスクを実行する必要があります。

� カタログ専用コマンドの制限

� 制御ファイル・レコードの上書きの監視

� 制御ファイル・リポジトリのメンテナンス

� 制御ファイルのバックアップ

カタログ専用コマンドの制限カタログ専用コマンドの制限カタログ専用コマンドの制限カタログ専用コマンドの制限
リカバリ・カタログを使用しない場合でも、RMANを非常に効果的に利用することができ
ます。RMANは、ターゲット・データベースの制御ファイルから必要な情報を取得してい
ます。 ただし、制御ファイルを RMANメタデータの単一リポジトリとして使用している場
合、一部のコマンドは使用できません。リカバリ・カタログを使用しない場合、次のコマン
ドは使用できません。

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログを削除しても、バックアップのレコードは制
御ファイルに残ります。これらのレコードを除去するには、制御ファイル
を再作成してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  drop catalogコマンドの構文は、10-81ページの
「dropCatalog」を参照してください。カタログからデータベースを登録解
除する方法は、3-11ページの「リカバリ・カタログからのデータベースの
登録解除」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 :

� 制御ファイルの概説は、『Oracle8i 概要』を参照してください。 

� バックアップ時とリカバリ時の制御ファイルの重要性は、第 3章
「Recovery Managerのリポジトリの管理」を参照してください。

� 制御ファイルの管理の詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。 
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� change ... available、change ... unavailable、change ... uncatalog、change backupset 
... crosscheck、 change backuppiece ... crosscheck

� configure compatible

� create catalog、upgrade catalog、drop catalog

� create script、delete script、replace script、print script

� crosscheck backup

� delete expired backup

� list incarnation

� register database

� report schema at time

� reset database

� restore（使用できる制御ファイルがない場合）

� resync catalog 

� set auxname

リカバリ・カタログを使用しないでデータベースのリストアとリカバリを行う場合は、次の
内容を実行してください。

� 最低 3つの多重化制御ファイル、またはミラー化制御ファイルを、それぞれ別々のディ
スクで使用します。

� バックアップしたファイル、バックアップした日付、さらに各ファイルが書き込まれた
バックアップ・ピースの名前の完全な記録を保存します。 バックアップとコピーに関す
る情報を取得するには、listコマンドを使用します。RMANのバックアップ・ログはす
べて保存してください。

警告警告警告警告 : リカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファリカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファリカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファリカバリ・カタログを使用していないときに、すべての制御ファ
イルを消失した場合、リストアとリカバリを可能にする唯一の手段は、オイルを消失した場合、リストアとリカバリを可能にする唯一の手段は、オイルを消失した場合、リストアとリカバリを可能にする唯一の手段は、オイルを消失した場合、リストアとリカバリを可能にする唯一の手段は、オ
ラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡することです。ラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡することです。ラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡することです。ラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡することです。 カスタマ・カスタマ・カスタマ・カスタマ・
サポート・センターには、次の内容を知らせる必要があります。サポート・センターには、次の内容を知らせる必要があります。サポート・センターには、次の内容を知らせる必要があります。サポート・センターには、次の内容を知らせる必要があります。

� データベースの現行のスキーマ情報データベースの現行のスキーマ情報データベースの現行のスキーマ情報データベースの現行のスキーマ情報

� バックアップしたファイルの名前バックアップしたファイルの名前バックアップしたファイルの名前バックアップしたファイルの名前

� ファイルをバックアップした時刻ファイルをバックアップした時刻ファイルをバックアップした時刻ファイルをバックアップした時刻

� 各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前各ファイルが含まれているバックアップ・ピースの名前
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制御ファイル・レコードの上書きの監視制御ファイル・レコードの上書きの監視制御ファイル・レコードの上書きの監視制御ファイル・レコードの上書きの監視
リカバリ・カタログを使用しない場合、制御ファイルは、RMANのバックアップとコピー
に関する唯一の情報ソースです。 バックアップとコピーを作成すると、新規レコードが制御
ファイルに追加されます。 これらのレコードは循環しながら再使用されます。つまり、古い
レコードは上書きされます。

次の初期化パラメータによって、レコードを上書きできるまでの最低日数を決定します。

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME = integer

たとえば、パラメータ値が 14の場合、14日以上経過したレコードは、再使用の候補になり
ます。 上書きされたレコードの情報は消失します。

新規レコードを制御ファイルに追加する必要があるが、最も古いレコードが CONTROL_
FILE_RECORD_KEEP_TIMEで指定した日数をまだ経過していない場合は、次のような処理
が行われます。

1. 制御ファイルのサイズを拡張しようとします。ただし、この処理は、基礎になるオペ
レーティング・システム・ファイルが拡張できる場合にのみ可能です。 

2. 制御ファイルを拡張できない場合は、CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEで指定
した日数を経過していなくても、最も古いレコードを上書きして、この処理を
alert.logに記録します。

次の使用例を想定してみます。

� リカバリ・カタログを使用しません。

� CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEを 14に設定します。

� 制御ファイル内の現在のレコードは、すべて 1日～ 13日間経過しています。 

� 制御ファイルは、オペレーティング・システムで許容可能な最大サイズです。 

データベースのバックアップを作成します。 オペレーティング・システムのファイル・サイ
ズ制限を超えて制御ファイルを拡張することは不可能なため、制御ファイル内のレコード
で、13日を経過したレコードから上書きが開始されます。 上書きされる各レコードについて
は、次のように alert.logにエントリが記録されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 制御ファイル・レコードの概説は、1-17ページの「制御ファ
イル内のレコードのタイプ」を参照してください。

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログをメンテナンスする場合は、RMANの resync 
catalogコマンドを使用して、レコードが再使用される前にカタログを再
同期化します。 この方法により、レコードはリカバリ・カタログに記録さ
れるため、RMANでのレコード消失はありません。
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krcpwnc: following controlfile record written over:  
RECID #72 Recno 72 Record timestamp  
07/28/99 22:15:21  
Thread=1 Seq#=3460  
Backup set key: stamp=372031415, count=17  
Low scn: 0x0000.3af33f36  
07/27/99 21:00:08  
Next scn: 0x0000.3af3871b  
07/27/99 23:23:54  
Resetlogs scn and time  
scn: 0x0000.00000001  
08/05/98 10:46:44  
Block count=102400 Blocksize=512

このような状況が発生しないように、リカバリ・カタログを使用してください。 カタログを
使用できない場合は、可能ならば次の処理を行ってください。 

� 制御ファイルは、ロー・ディスクではなくファイル・システムに格納すると、必要に応
じて拡張できます。

� alert.logを監視して、制御ファイル・レコードが上書きされていないことを確認し
ます。

制御ファイル・リポジトリのメンテナンス制御ファイル・リポジトリのメンテナンス制御ファイル・リポジトリのメンテナンス制御ファイル・リポジトリのメンテナンス
RMANには、バックアップとコピーを物理的に削除するコマンドの他に、バックアップの
レコードをチェックしたり、削除するコマンドがいくつか用意されています。これらのメン
テナンス手順の詳細は、3-8ページの「RMANリポジトリのメンテナンス」を参照してくだ
さい。これらのコマンドのほとんどは、リカバリ・カタログの使用・不使用に関係なく有効
です。 

カタログが必要なコマンドのリストは、2-9ページの「RMANへの接続」を参照してくださ
い。リカバリ・カタログを使用しない場合でも、次のようなことが可能なため、メンテナン
スの機能性が失われるようなことはほとんどありません。

� restore ... validateコマンドまたは validate backupsetコマンドを使用して、バックアッ
プとコピーが使用可能かどうか、そしてリストア可能かどうかをテストできます。 この
手順の詳細は、3-26ページの「バックアップとコピーのリストアに関する妥当性チェッ
ク」を参照してください。

� change ... deleteを使用して、制御ファイル内のレコードの状態を DELETEDにマークし
たり、不要または破損したバックアップとコピーをオペレーティング・システムから物
理的に削除することができます。 この手順の詳細は、3-19ページの「バックアップとコ
ピーの削除および RMANリポジトリでの状態の更新」を参照してください。
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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
制御ファイルを RMANメタデータの専用のリポジトリとして使用する場合は、多重化また
はオペレーティング・システムのミラー化を行って、代替の制御ファイルをメンテナンスし
ます。この制御ファイルは頻繁にバックアップしてください。 バックアップがないときに制
御ファイルが失われると、その内部の RMANバックアップと RMANコピーの情報もすべ
て失われます。 

制御ファイルの多重化とミラー化の方法、および制御ファイルのオペレーティング・システ
ム・バックアップの作成方法は、『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照
してください。
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Recovery Managerによるリスト
4

Recovery Managerによるリストおよびによるリストおよびによるリストおよびによるリストおよび

レポートの生成レポートの生成レポートの生成レポートの生成

この章では、Recovery Managerを使用して、バックアップおよびイメージ・コピーのリス
トとレポートを作成する方法を説明します。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計画でのリストとレポートの使用

� リストの生成

� レポートの生成

� リストとレポートの例
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バックアップおよびリカバリ計画でのリストとレポートの使用
バックアップおよびリカバリ計画でのリストとレポートの使用バックアップおよびリカバリ計画でのリストとレポートの使用バックアップおよびリカバリ計画でのリストとレポートの使用バックアップおよびリカバリ計画でのリストとレポートの使用
何をバックアップまたはコピーしたか、そして何をバックアップまたはコピーする必要があ
るかを確認するには、reportコマンドと listコマンドを使用します。この情報は、リカバ
リ・カタログの使用、不使用に関係なく利用でき、効果的なバックアップ計画を立案する上
で非常に役立ちます。 RMANリポジトリを、現行の状態に保持する方法は、第 3章
「Recovery Managerのリポジトリの管理」を参照してください。

listコマンドを実行すると、RMANのバックアップ（バックアップ・セットとプロキシ・コ
ピー）およびイメージ・コピーがすべて表示されます。reportコマンドを使用すると、さら
に複雑な分析を行うことができます。たとえば、バックアップが必要なデータ・ファイルと
不要になったバックアップ・ピースに関するレポートを生成できます。Oracleは、reportコ
マンドと listコマンドの出力を、スクリーンに表示することもログ・ファイルに書き込むこ
ともできます。

リストの生成リストの生成リストの生成リストの生成
リカバリ・カタログまたは制御ファイルに問合せを行い、その内容のリストを生成するに
は、listコマンドを使用します。listコマンドの目的は、どのバックアップまたはコピーが
使用可能かを判断することです。たとえば、次の内容をリスト表示できます。

� RMANリポジトリに記録されたバックアップ（バックアップ・セットとプロキシ・コ
ピー）またはイメージ・コピーのすべて。

� 指定したデータベース、表領域、データ・ファイル、アーカイブ REDOログ、制御ファ
イルのバックアップまたはイメージ・コピー。

� 時間、パス名、デバイス名、タグまたはリカバリ可能性に基づいて限定したバックアッ
プとイメージ・コピー。

� 指定したデータベースのインカネーションまたはリカバリ・カタログにより認識された
すべてのデータベースのインカネーション。

バックアップが必要なものを確認するには RMANリポジトリを使用します。具体的には、
以下の点を確認します。

� 出力表の STATUS列に、バックアップとイメージ・コピーが AVAILABLEとしてすべて
表示されている。 

� バックアップするデータ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルがすべ
て出力に含まれている。

� バックアップとコピーが最新のものである。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : listコマンドの構文は、10-90ページの「list」を参照してくだ
さい。reportコマンドの構文は、10-117ページの「report」を参照してく
ださい。
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イメージ・コピーとバックアップのリスト生成イメージ・コピーとバックアップのリスト生成イメージ・コピーとバックアップのリスト生成イメージ・コピーとバックアップのリスト生成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f' 

2. list copyコマンドおよび list backupコマンドを実行します。 of listObjList句を指定しな
い場合、listのデフォルト設定は of databaseです。

list copy of database archivelog all;  # lists datafiles and archived redo logs
list backup;  # lists backup sets, backup pieces, and proxy copies

3. 出力をチェックします。 list出力の列見出しには様々な種類があります。それぞれの説
明は、10-90ページの「list」を参照してください。サンプルの出力を次に示します。

list copy of database archivelog all;

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time    Name
------- ---- - --------------- ---------- ----------  ------
1262    1    A 18-AUG-98       219859     14-AUG-98   /oracle/dbs/copy/tbs_01.f
 
List of Archived Log Copies
Key     Thrd Seq     S Completion time Name
------- ---- ------- - --------------- ------------------------------------
789     1    1       A 14-JUL-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_1.arc
790     1    2       A 11-AUG-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_2.arc
791     1    3       A 12-AUG-98       /oracle/work/arc_dest/arcr_1_3.arc

list backup;

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1174    12         341344528  0  341344502  16         14-AUG-98

     List of Backup Pieces
     Key     Pc# Cp# Status     Completion Time    Piece Name
     ------- --- --- ---------- ------------------ -----------------------------
     1176    1   1   AVAILABLE  14-AUG-98          /oracle/dbs/0ga5h07m_1_1
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リストの生成
     Controlfile Included
     Ckp SCN    Ckp time
     ---------- ---------------
     219857     14-AUG-98
 
     List of Datafiles Included
     File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
     ---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
     1    /oracle/dbs/tbs_01.f             0  Full 199943     14-AUG-98
     2    /oracle/dbs/tbs_02.f             0  Full 199943     14-AUG-98

オブジェクトまたは他の条件で限定して、コピーとバックアップのリストを生成する方法オブジェクトまたは他の条件で限定して、コピーとバックアップのリストを生成する方法オブジェクトまたは他の条件で限定して、コピーとバックアップのリストを生成する方法オブジェクトまたは他の条件で限定して、コピーとバックアップのリストを生成する方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. オブジェクトで限定するには、of listObjList条件を指定した上で、list copyまたは list 
backupを使用します。たとえば、次のように入力します。

list backup of database;     # lists backups of all files in database
list copy of datafile '/oracle/dbs/tbs_1.f'; # lists copy of specified datafile
list backup of tablespace SYSTEM; # lists all backups of SYSTEM tablespace
list copy of archivelog all;  # lists all archived redo logs and copies of logs
list backup of controlfile; # lists all control file backups

タグ、デバイス・タイプ、ファイル名のパターンまたは時間オプションを組み合せて、
検索を限定することもできます。たとえば、次のように入力します。

list backup tag 'weekly_full_db_backup';    # by tag 
list copy of datafile '/oracle/dbs/tbs_1.f' type 'sbt_tape';   # by type 
list backup like '/oracle/backup/tbs_4%';    # by filename pattern 
list backup of archivelog until time 'SYSDATE-30';   # by time 
list copy of datafile 2 completed between '10-DEC-1999' and '17-DEC-1999'; # by time   

3. 出力をチェックします。次に、datafile 1のコピーのリストのサンプル出力を示しま
す。

RMAN> list copy of datafile 1;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: list

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time        Name
------- ---- - --------------- ---------- --------------- ------
3       1    A 18-DEC-98       114148     18-DEC-98       /oracle/dbs/df1.bak
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レポートの生成レポートの生成レポートの生成レポートの生成
RMANリポジトリから詳しい情報を取得する場合は、レポートを生成します。次のような
質問に回答するには、reportを使用してください。

� どのファイルのバックアップが必要か

� 最近バックアップがとられていないのはどのファイルか

� リカバリ不能とされたファイルはどれか

� 不要なバックアップやコピーはどれか。それは削除可能か

� 過去のある時点でのデータベースの物理スキーマは何であったか

� どのバックアップとコピーがディスクにあるか。また、テープにあるのはどれか

レポートから得た情報は、バックアップおよびリカバリ計画を立案する上で非常に重要で
す。具体的には、report need backupコマンドと report unrecoverableコマンドを定期的に
使用して次のようにします。

� リカバリに必要なバックアップが利用できるようにします。

� リカバリが妥当な時間内で完了するようにします。つまり、平均リカバリ時間
（MTTR）を最小限に抑えるようにします。

バックアップが必要なオブジェクトのレポート作成バックアップが必要なオブジェクトのレポート作成バックアップが必要なオブジェクトのレポート作成バックアップが必要なオブジェクトのレポート作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込むには、起動時にファイルを指定します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

関連項目関連項目関連項目関連項目 : listObjListの構文は、10-99ページの「listObjList」を参照して
ください。list出力の列には様々な種類があります。それぞれの説明は、
10-93ページの「List Output」を参照してください。

注意注意注意注意 : レポートの正確性を期すために、RMANリポジトリは現行のもの
を使用する必要があります。また、change、uncatalogおよび crosscheck
の各コマンドを適切に使用し、すべてのバックアップとコピーが正しい状
態になるように更新する必要があります。 RMANリポジトリのメンテナン
ス方法は、3-8ページの「RMANリポジトリのメンテナンス」を参照して
ください。
Recovery Managerによるリストおよびレポートの生成 4-5



レポートの生成
2. 必要に応じて、crosscheckコマンドを発行し、バックアップの状態を更新します。
change ... crosscheckコマンドを発行すると、イメージ・コピーの状態を更新できます
（主キーを使用してイメージ・コピーを指定する場合は、listコマンドを発行すると主
キーを取得できます）。

クロスチェック・セッションの例を次に示します。

# must allocate maintenance channel for crosscheck 
allocate channel for maintenance type disk;
crosscheck backup;  # crosschecks all backups
change datafile copy 100,101,102,103,104,105,106,107 crosscheck; # specified by key
change archivelog copy 50,51,52,53,54 crosscheck;  # specified by key
release channel;

3. need backupオプションを使用して、新規バックアップが必要なデータ・ファイルを識
別し、日数または増分バックアップ数のしきい値でレポートの範囲を限定します。
RMANは、daysパラメータの値より古いバックアップは、すべて新規バックアップを
必要としていると認識します。バックアップをリカバリするためには、アーカイブ
REDOログ数と同じ daysが必要であるためです。

たとえば、次のように入力します。

report need backup days = 7 database;  # needs at least 7 days of logs to recover
report need backup days = 30 tablespace system;
report need backup days = 14 datafile '/oracle/dbs/tbs_5.f';

incrementalパラメータも指定できます。データ・ファイルの完全なリカバリのために、
指定した数より多くの増分バックアップが必要な場合、RMANはそのデータ・ファイ
ルには新規バックアップが必要であるとみなします。たとえば、次のように入力しま
す。

report need backup incremental = 1 database; 
report need backup incremental = 3 tablespace system;
report need backup incremental = 5 datafile '/oracle/dbs/tbs_5.f';

4. レポートをチェックし、新規バックアップが必要なデータ・ファイルをバックアップし
ます。 

不要なバックアップのレポート作成不要なバックアップのレポート作成不要なバックアップのレポート作成不要なバックアップのレポート作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

関連項目関連項目関連項目関連項目 : report出力の列見出しには様々な種類があります。それぞれ
の説明は、10-121ページの「レポート出力」を参照してください。
4-6 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



レポートの生成
出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f' 

2. 必要に応じて、crosscheckコマンドを発行し、バックアップの状態を更新します。
change ... crosscheckコマンドを発行すると、イメージ・コピーの状態を更新できます
（主キーを使用してコピーを指定する場合は、listコマンドを発行すると主キーを取得で
きます）。

allocate channel for maintenance type disk;
crosscheck backup;
change datafile copy 100,101,102,103,104,105,106,107 crosscheck;
change archivelog copy 50,51,52,53,54 crosscheck;
release channel;

3. obsoleteオプションを使用して、リカバリが不要となったバックアップを識別します。 
redundancyパラメータを使用して、バックアップまたはコピーを不要とみなすために
必要な最小レベルの冗長性を指定します。 このパラメータを使用しない場合、
redundancyのデフォルト値は 1です。 

データ・ファイルのコピーは、このファイルの最新のバックアップが、integerで指定し
た数以上存在する場合に不要と判断されます。データ・ファイル・バックアップ・セッ
トは、そのバックアップ・セットに含まれている各ファイルの最新のバックアップまた
はイメージ・コピーが、integerで指定した数以上存在する場合に不要と判断されます。
たとえば、次のように入力します。

# lists backups or copies that have at least 2 more recent backups or copies
report obsolete redundancy = 2; 

untilClauseを使用して、指定した時間、SCNまたはログ順序番号以前の最新のバック
アップ・セットまたはコピーに関する冗長性チェックを実行します。 

# obsolete if there are at least 2 copies/backups that are no more than 2 weeks old  
report obsolete redundancy = 2 until time 'SYSDATE-14';  
report obsolete until scn 1000;
report obsolete redundancy = 3 until logseq = 121 thread = 1; 

4. orphanオプションを使用して、カレントのインカネーションの直接の親元でないイン
カネーションに属しているために使用不可となっているバックアップとコピーをリスト
表示します。 

report obsolete orphan;

孤立したバックアップの説明は、1-26ページの「孤立したバックアップのレポート作
成」を参照してください。
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5. レポートをチェックし、不要なバックアップを削除します。 

RMAN> report obsolete;
 

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report
Report of obsolete backups and copies
Type                 Recid  Stamp     Filename
-------------------- ------ --------- --------------------------
Backup Set           4      345390311
Backup Piece         4      345390310 /oracle/dbs/04a9cf76_1_1

RMAN> allocate channel for delete type disk;
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル deleteが割り当てられました。: 
RMAN-08500: チャネル delete: sid=11 devtype=DISK
 
RMAN> change backuppiece '/oracle/dbs/04a9cf76_1_1' delete;
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: change
RMAN-03023: 実行コマンド: change
RMAN-08073: バックアップ断片を削除しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/oracle/dbs/04a9cf76_1_1 レコードID=4 スタンプ=345390310
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了

リカバリ不能なバックアップのレポート作成リカバリ不能なバックアップのレポート作成リカバリ不能なバックアップのレポート作成リカバリ不能なバックアップのレポート作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f' 

2. reportコマンドの unrecoverableオプションを使用して、最新のバックアップ以降に、
リカバリ不能操作が行われたオブジェクトを含んだデータ・ファイルを確認します。

report unrecoverable database; # examines all datafiles

指定した時点のデータベース・スキーマのレポート作成指定した時点のデータベース・スキーマのレポート作成指定した時点のデータベース・スキーマのレポート作成指定した時点のデータベース・スキーマのレポート作成  

過去のある時点、SCNまたはログ順序番号のデータベース・スキーマのレポートを作成する
には、リカバリ・カタログを使用する必要があります。 
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1. RMANを起動し、ターゲット・データベースおよびリカバリ・カタログ・データベー
スに接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log "/oracle/log/mlog.f' 

2. report schemaを発行し、現時点のターゲット・データベースの全データ・ファイルと
表領域のリストを取得します。

report schema;

untilClauseを使用して、過去のある時点、SCNまたはログ順序番号を指定します。

report schema at time 'SYSDATE-14'; 
report schema at scn 1000;
report schema at logseq 100; 

3. 出力をチェックします。サンプル出力を次に示します。 

RMAN> report schema at scn 1000;
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report

Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         35840 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_22.f

このタイプの情報は、リカバリする時点のデータベースのスキーマを確認できるため、
不完全リカバリに役立ちます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : reportコマンドの構文は、10-117ページの「report」を参照
してください。listコマンドの構文は、10-90ページの「list」を参照して
ください。
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リストとレポートの例
リストとレポートの例リストとレポートの例リストとレポートの例リストとレポートの例
次にレポートとリストの生成例をいくつか挙げます。

� バックアップとコピーのリスト作成

� リストを使用した不要なバックアップとコピーの確認

� バックアップの必要なデータ・ファイルのレポート

� リカバリ不能なデータ・ファイルのレポート

� 不要なバックアップとコピーのレポート

� 不要なバックアップとコピーの手動での削除

� UNIXシェル・スクリプトを使用した不要なバックアップとコピーの削除

� データベース・スキーマの履歴レポート生成

� データベース・インカネーションのリスト表示

� 削除されたバックアップとコピーのレポート

バックアップとコピーのリスト作成バックアップとコピーのリスト作成バックアップとコピーのリスト作成バックアップとコピーのリスト作成
リカバリ・カタログを使用していない場合は、listコマンドを使用して、リカバリ・カタロ
グまたはターゲット・データベースの制御ファイルの内容を問い合せることができます。リ
ストを修飾するパラメータは複数あります。

次の例では、1999年 11月 1日より後に作成された表領域 TBS_1のデータ・ファイルの全
バックアップをリスト表示します。

list backup of tablespace tbs_1 completed before 'Nov 1 1999 00:00:00';

次の例では、メディア管理デバイス上のバックアップ・セットまたはプロキシ・コピーをす
べてリスト表示します。

list backup of database device type 'sbt_tape';

次の例では、copyサブ・ディレクトリ内のタグ weekly_df2_copyを使用して、
datafile 2の全コピーをリスト表示します。

list copy of datafile 2 tag weekly_df2_copy like '/copy/%';
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リストを使用した不要なバックアップとコピーの確認リストを使用した不要なバックアップとコピーの確認リストを使用した不要なバックアップとコピーの確認リストを使用した不要なバックアップとコピーの確認
削除可能なバックアップとコピーを確認するには、listコマンドを使用します。たとえば、
11月 2日にデータベースの全体バックアップを作成し、このデータベースをそれより前の日
付にリカバリする必要がないことがわかっている場合、次のレポートにリスト表示された
バックアップとイメージ・コピーは削除できます。

list backup of database completed before 'Nov 1 1999 00:00:00';
list copy completed before 'Nov 1 1999 00:00:00';

バックアップの必要なデータ・ファイルのレポートバックアップの必要なデータ・ファイルのレポートバックアップの必要なデータ・ファイルのレポートバックアップの必要なデータ・ファイルのレポート
現行の状態にリカバリするために 3つ以上の増分バックアップを適用する必要がある、デー
タベース内のデータ・ファイルをすべて表示するには、次のコマンドを使用します。

report need backup incremental 3 database;

次のコマンドは、5日間以上全体バックアップまたは増分バックアップをとっていない、表
領域 SYSTEMの全データ・ファイルをレポートします。

report need backup days 5 tablespace system;

次のコマンドは、2つ以上のバックアップまたはコピーがテープに格納されていないために、
バックアップが必要となっているデータ・ファイルは 1～ 5のうちのどれかをレポートしま
す。

report need backup redundancy 2 datafile 1,2,3,4,5 device type 'sbt_tape';

リカバリ不能なデータ・ファイルのレポートリカバリ不能なデータ・ファイルのレポートリカバリ不能なデータ・ファイルのレポートリカバリ不能なデータ・ファイルのレポート
次の例では、最新の全体または増分バックアップ後に行われた変更が記録されていないため
に、新規バックアップが必要となっているテープ上のデータ・ファイルをすべてレポートし
ます。

report unrecoverable database device type 'sbt_tape';

不要なバックアップとコピーのレポート不要なバックアップとコピーのレポート不要なバックアップとコピーのレポート不要なバックアップとコピーのレポート
次のコマンドは、最新バックアップまたはコピーがすでに 3つ以上使用可能になっているた
めに、不要と判断されたディスク上のバックアップとコピーをすべてレポートします。

report obsolete redundancy 3 device type disk;

次のコマンドは、1週間以内に作成されたバックアップが少なくともすでに 2つ存在するた
め、不要と判断されたテープ上のバックアップをすべてレポートします。

report obsolete redundancy 2 until time 'SYSDATE-7' device type 'sbt_tape';
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リストとレポートの例
次のコマンドは、カレントのインカネーションの直接の親元でないインカネーションに属し
ているため、不要と判断されたデータ・ファイルをレポートします。

report obsolete orphan;

不要なバックアップとコピーの手動での削除不要なバックアップとコピーの手動での削除不要なバックアップとコピーの手動での削除不要なバックアップとコピーの手動での削除
この例では、次の内容を削除すると仮定します。

� 最新のコピーが少なくとも 2つあるデータ・ファイル・コピー。

� バックアップ・セットに含まれている各データ・ファイルの最新のバックアップまたは
イメージ・コピーが、少なくとも 2つあるデータ・ファイル・バックアップ。

1. 冗長性を 2に設定してレポートを生成します。

report obsolete redundancy 2;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report
Report of obsolete backups and copies
Type                 Recid  Stamp     Filename
-------------------- ------ --------- --------------------------
Datafile Copy        23     345392880 /oracle/dbs/tbs_01.copy
Datafile Copy        22     345392456 /oracle/dbs/tbs_01_copy.f
Backup Set           31     345552065
Backup Piece         31     345552061 /oracle/dbs/0va9hd5o_1_1
Backup Set           23     345399397
Backup Piece         23     345399391 /oracle/dbs/0ma9co2p_1_1
Backup Set           20     345397468
Backup Piece         20     345397464 /oracle/dbs/0ka9cm6l_1_1

2. バックアップとコピーに対して change ... deleteコマンドを発行して削除し、そのリポ
ジトリ・レコードを削除します。主キーを取得するには、ファイル名を使用するか、ま
たは listコマンドを発行します。

allocate channel for delete type disk;
change backuppiece '/oracle/dbs/0va9hd5o_1_1', '/oracle/dbs/0ma9co2p_1_1',
   '/oracle/dbs/0ka9cm6l_1_1' delete;
change datafilecopy '/oracle/dbs/tbs_01.copy', '/oracle/dbs/tbs_01_copy.f' 
   delete;
release channel;
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リストとレポートの例
UNIXシェル・スクリプトを使用した不要なバックアップとコピーの削除シェル・スクリプトを使用した不要なバックアップとコピーの削除シェル・スクリプトを使用した不要なバックアップとコピーの削除シェル・スクリプトを使用した不要なバックアップとコピーの削除
Oracleでは、不要なバックアップとコピーを自動的に削除するために、UNIXスクリプトの
$ORACLE_HOME/rdbms/demo/rman1.shを提供しています。 このスクリプトは、sedコマ
ンドおよび grepコマンドを使用して、RMANの report obsoleteコマンドの出力を処理し、
必要な change ... deleteコマンドを含んだ RMANコマンド・ファイルを作成します。 このス
クリプトでは、リカバリ・カタログを使用する必要はありません。

report obsoleteコマンドは必要に応じて編集できます。 スクリプトは、ディスク装置および
磁気テープ装置に対して report obsoleteのデフォルト値を使用します。 コマンドの出力は
deleted.logに格納されます。

1. $ORACLE_HOME/rdbms/demoディレクトリに変更し、次のシェル・スクリプトを実行
します。

% rman1.sh

2. 必要に応じて、deleted.logをチェックしてコマンドの出力を確認します。 

3. リカバリ・カタログを使用している場合は、カタログに問い合せてレコードが正しく更
新されたことをチェックできます。 たとえば、4-14ページの「削除されたバックアップ
とコピーのレポート」で説明した SQL*Plusスクリプトをリカバリ・カタログ・データ
ベースに対して実行し、削除されたすべてのバックアップとコピーのレポートを発行し
ます。

データベース・スキーマの履歴レポート生成データベース・スキーマの履歴レポート生成データベース・スキーマの履歴レポート生成データベース・スキーマの履歴レポート生成
次のコマンドは、現在、1週間前、1か月前の各データベース・スキーマをレポートします。

report schema;
report schema at time 'SYSDATE-7';
report schema at time "TO_DATE('12/20/98','MM/DD/YY')";

次のコマンドは、SCN953のデータベース・スキーマをレポートします。

report schema at scn 953;

次のコマンドは、スレッド 2のログ順序番号 12のデータベース・スキーマをレポートしま
す。

report schema at logseq 12 thread 2;
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リストとレポートの例
データベース・インカネーションのリスト表示データベース・インカネーションのリスト表示データベース・インカネーションのリスト表示データベース・インカネーションのリスト表示
データベースで RESETLOGS操作を実行するたびに、新規のインカネーションが作成されま
す。 次の例では、リカバリ・カタログに登録されている PROD1のデータベース・インカ
ネーションをすべてリスト表示します。

list incarnation of database prod1;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

削除されたバックアップとコピーのレポート削除されたバックアップとコピーのレポート削除されたバックアップとコピーのレポート削除されたバックアップとコピーのレポート
RMANの reportコマンドでは、削除されたバックアップとコピーは表示されません。 互換
性が 8.1.6以上に設定されている場合は、change ... deleteコマンドにより、RMANリポジ
トリからレコードが自動的に削除されます。 互換性が 8.1.6に設定されておらず、かつ
prgrmanc.sqlを使用してレコードを削除していない場合は、V$表またはリカバリ・カタ
ログ表に対して問合せを実行して、レコードをリスト表示できます。

リカバリ・カタログを使用している場合は、次の SQLスクリプトを実行して削除された
バックアップとコピーを表示できます。

col bp_key format 999999
col bs_key format 999999
col backup_type format a4 heading "TYPE"
col piece# format 999999
col copy# format 99
col status format a6
col name format a40
col tag format a20
col thread# format 9999 heading "THRD#"
col sequence# format 9999 heading "SEQ#"
col handle format a30

関連項目関連項目関連項目関連項目 : listコマンドの出力内の不明なデータベース名の詳細は、9-36
ページの「リカバリ・カタログに UNKNOWNというデータベース名が表
示される場合」を参照してください。

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログを使用していない場合は、対応する V$ビュー
をリカバリ・カタログ・ビューに置き換えて、ターゲット・データベース
に対してスクリプトを実行できます。 たとえば、V$DATAFILE_COPYを
RC_DATAFILE_COPYに置き換えます。
4-14 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



リストとレポートの例
ttitle 'Deleted Backup Pieces'
SELECT bp_key, bs_key, handle, backup_type, piece#, copy#
FROM rman.rc_backup_piece
WHERE status = 'D';

ttitle 'Deleted Datafile Copies'
SELECT cdf_key, name, tag
FROM rman.rc_datafile_copy
WHERE status = 'D';

ttitle 'Deleted Archived Redo Logs'
SELECT al_key, thread#, sequence#, name
FROM rman.rc_archived_log
WHERE status = 'D';

ttitle 'Deleted Control File Copies'
SELECT ccf_key, name, tag
FROM rman.rc_controlfile_copy
WHERE status = 'D';
ttitle off

次に、スクリプトの出力例を示します。

Fri Jul 16                                                             page    1
                             Deleted Backup Pieces

 BP_KEY  BS_KEY HANDLE                         TYPE  PIECE# COPY#
------- ------- ------------------------------ ---- ------- -----
   1037    1035 /oracle/dbs/02b1h3ah_1_1  D          1     1
   1044    1042 /oracle/dbs/03b1h3b3_1_1  D          1     1
   1051    1049 /oracle/dbs/04b1h3bf_1_1  D          1     1
   1058    1056 /oracle/dbs/05b1h3bl_1_1  D          1     1

Fri Jul 16                                                             page    1
                            Deleted Datafile Copies

   CDF_KEY NAME                                     TAG
---------- ---------------------------------------- --------------------
      1069 /oracle/work/df1.f
      1073 /oracle/work/df2.f

Fri Jul 16                                                             page    1
                           Deleted Archived Redo Logs

    AL_KEY THRD#  SEQ# NAME
---------- ----- ----- ----------------------------------------
       972     1   947 /oracle/work/arc_dest/arcr_1_947.arc
       973     1   948 /oracle/work/arc_dest/arcr_1_948.arc
       974     1   949 /oracle/work/arc_dest/arcr_1_949.arc
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リストとレポートの例
Fri Jul 16                                                             page    1
                          Deleted Control File Copies

   CCF_KEY NAME                                     TAG
---------- ---------------------------------------- --------------------
      1066 /oracle/work/cf1.f
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Recovery Managerでのバックアップおよびコピ
5

Recovery Managerでのバックアップおよびでのバックアップおよびでのバックアップおよびでのバックアップおよび

コピーの作成コピーの作成コピーの作成コピーの作成

この章では、Recovery Managerを使用して、バックアップおよびコピーの操作を管理する
方法を説明します。項目は次のとおりです。

� バックアップの作成

� イメージ・コピーの作成

� バックアップおよびコピーの例

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コピー操作の監視方法は、9-13ページの
「RMANのジョブの監視」を参照してください。
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バックアップの作成
バックアップの作成バックアップの作成バックアップの作成バックアップの作成
次のオブジェクトをバックアップするには、RMANの backupコマンドを使用します。

� データベース（全データ・ファイルおよびカレントの制御ファイル）

� 表領域

� データ・ファイル（カレントまたはイメージ・コピー）

� アーカイブ REDOログ

� 制御ファイル（カレントまたはイメージ・コピー）

RMANは、データファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルのみバックアップ
とリストアを行いますが、データベースは、本番の操作では他のファイルにも依存します。 
RMANでサポートしていないファイルのバックアップとリストアの方法を定義する必要が
あります。 例には、初期化ファイル、パスワード・ファイル、ネットワーク構成ファイル、
外部プロシージャ・ファイルおよび外部 LOBファイル（BFILE）が含まれます。

RMANは、これらのファイルを 1つ以上のバックアップ・セットとしてディスクまたは
テープにまとめます。backupコマンドに対しては、バックアップ・ピースのファイル名、
各セットに組み込むファイル数、および各入力ファイルで操作するチャネルを指定するため
のパラメータを設定できます。

RMANバックアップは、データベースがオープンされているときもクローズされていると
きも作成できます。クローズ状態のバックアップが、一貫性バックアップになるか非一貫性
バックアップになるかは、データベースの停止方法によって異なります。オープン状態の
バックアップは、必ず非一貫性のバックアップとなります。   一貫性バックアップは、リカバ
リを実行することなくリストアできます。非一貫性バックアップは、リストア時になんらか
のメディア・リカバリが必要となりますが、他の点では、一貫性バックアップと同様に有効
です。

RMANバックアップは、さらに全体バックアップと増分バックアップに分けられます。    全
体バックアップとは非増分のバックアップです。つまり、使用したすべてのブロックがバッ
クアップされます。

この項では、次の手順について説明します。

� 一貫性バックアップおよび非一貫性バックアップの作成

� データベース全体のバックアップ作成

注意注意注意注意 : ディスク APIを使用したバックアップはサポートされていません
（9-20ページの「UNIXでメディア・マネージャにリンクした後で、

RMANがテープへのバックアップに失敗する場合」を参照してくださ
い）。 ディスクをバックアップする場合は、type diskのチャネルを割り当
ててください。
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バックアップの作成
� 表領域およびデータ・ファイルのバックアップ

� 制御ファイルのバックアップ

� アーカイブ REDOログのバックアップ

� 増分バックアップの作成

� ミラーの分割によるバックアップの作成

一貫性バックアップおよび非一貫性バックアップの作成一貫性バックアップおよび非一貫性バックアップの作成一貫性バックアップおよび非一貫性バックアップの作成一貫性バックアップおよび非一貫性バックアップの作成
この章では、データベースがオープンまたはクローズ状態のときの、バックアップの作成手
順を説明します。クローズ状態のバックアップには、一貫性バックアップと非一貫性バック
アップの 2通りがあります。オープン状態のバックアップは、常に非一貫性バックアップで
す。Oracleでは、NOARCHIVELOGモードでの非一貫性バックアップは不可能であること
に注意してください。

一貫性バックアップを作成する場合、データベースは次の状態である必要があります。

� マウントされているがオープン状態ではないこと 

� 前回オープン時に、クラッシュまたは異常終了していないこと 

これらの条件が満たされていない場合、そのバックアップは非一貫性バックアップとなりま
す。

データベース全体のバックアップ作成データベース全体のバックアップ作成データベース全体のバックアップ作成データベース全体のバックアップ作成
データベースをクローズする余裕がある場合は、クローズ状態のデータベース全体の一貫性
バックアップを作成することをお薦めします。データベースを停止できない場合は、オープ
ン状態のバックアップのみ作成可能です。

データベース全体のバックアップ作成データベース全体のバックアップ作成データベース全体のバックアップ作成データベース全体のバックアップ作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� RMANバックアップの概要は、1-31ページの「バックアップ・セット」
を参照してください。

� backupコマンドの構文は、25ページの「backup」を参照してください。

� RMANバックアップの各タイプの説明は、1-47ページの「バックアップ・
タイプ」を参照してください。
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バックアップの作成
出力をログ・ファイルに書き込むには、起動時にファイルを指定します。たとえば、次
のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log /oracle/log/mlog.f

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されていることを確認してからデー
タベースをマウントします（ただしオープンしません）。データベースがオープンまた
はマウントされていても、前回オープン時に正しく停止されていない場合は、非一貫性
バックアップとなります。 

3. type diskのチャネル、または type 'sbt_tape'チャネルを 1つ以上割り当てます。この例
では、全データ・ファイルと制御ファイルをバックアップします。ここでは formatパ
ラメータを指定していません。したがって、RMANは、各バックアップ・ピースに一
意の名前を自動的に割り当て、これらをポート固有のデフォルトの位置に格納します
（UNIXの場合は $ORACLE_HOME/dbs）。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT'; # archives current redo log as well as 
                                             # all unarchived logs
}

必要に応じて、formatパラメータを使用して、バックアップ・ピースのファイル名を指
定します。たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database
     format '/oracle/backup/%U';  # %U generates a unique filename
}

必要に応じて、tagパラメータを使用して、バックアップ・ピースのタグを指定します。
たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database
     tag = 'weekly_backup';   # gives the backup a tag identifier
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピースのリストを表
示します。
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バックアップの作成
表領域およびデータ・ファイルのバックアップ表領域およびデータ・ファイルのバックアップ表領域およびデータ・ファイルのバックアップ表領域およびデータ・ファイルのバックアップ
表領域とデータ・ファイルのバックアップは、データベースがオープン状態のときでもク
ローズ状態のときでも実行できます。オープン・データベース・バックアップは、必ず非一
貫性バックアップとなることに注意してください。ALTER DATABASE BEGIN BACKUP
は、オンライン表領域バックアップの作成前には発行しないでください。

表領域のバックアップ表領域のバックアップ表領域のバックアップ表領域のバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されたことを確認してからデータ
ベースをマウントします（ただしオープンしません）。データベースがオープンまたは
マウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていない場合は、非
一貫性バックアップとなります。 

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行します。この例では、3つ
の表領域と制御ファイルをバックアップします。その際、filespersetパラメータを使用
して、各バックアップ・セットに 4つ以上のデータ・ファイルが組み込まれないように
指定しています。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     backup filesperset = 3
       tablespace inventory, sales
       include current controlfile;
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピースのリストを表
示します。

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  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat
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バックアップの作成
出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されたことを確認してからデータ
ベースをマウントします（ただしオープンしません）。データベースがオープンまたは
マウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていなければ、非一
貫性バックアップとなります。 

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行します。この例では、
データ・ファイル 1～ 6と制御ファイルのイメージ・コピーをバックアップします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup
       (datafile 1,2,3,4,5,6
       filesperset 3)
       datafilecopy '/oracle/copy/tbs_1_c.f';
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピースのリストを表
示します。

データ・ファイル・コピーのバックアップデータ・ファイル・コピーのバックアップデータ・ファイル・コピーのバックアップデータ・ファイル・コピーのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をメッセージ・ログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にそのファイルを指定し
ます。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンします。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行します。この例では、
データ・ファイル・コピー df1.copyをテープにバックアップします。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup datafilecopy '/oracle/copy/df1.copy';
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピースのリストを表
示します。
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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
制御ファイルのバックアップは、データベースがオープン状態のときもクローズ状態のとき
も作成できます。RMANは、スナップショット制御ファイルを使用して、読取り一貫性を
確保します。 

データベース全体のバックアップには、カレントの制御ファイルが自動的に含まれます。た
だし、カレントの制御ファイルには、データベース全体のバックアップのレコードは含まれ
ていません。データベース全体のバックアップのレコードを含んだ制御ファイル・バック
アップを取得するには、データベース全体のバックアップを実行した後で、制御ファイルの
バックアップを作成します。

include current controlfileオプションを指定すると、どのバックアップにも制御ファイルの
バックアップを含めることができます。

カレントの制御ファイルのバックアップカレントの制御ファイルのバックアップカレントの制御ファイルのバックアップカレントの制御ファイルのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンします。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行します。この例では、カ
レントの制御ファイルをテープにバックアップし、さらにタグを使用します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup current controlfile
     tag = mondayPMbackup;
}

4. 必要に応じて、listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピー
スのリストを表示します。

制御ファイル・コピーのバックアップ制御ファイル・コピーのバックアップ制御ファイル・コピーのバックアップ制御ファイル・コピーのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。
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% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンします。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行します。この例では、制
御ファイル・コピー '/oracle/copy/cf.f'をバックアップします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f';
}

4. 必要に応じて、listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピー
スのリストを表示します。

カレントの制御ファイルの別のバックアップへの組込みカレントの制御ファイルの別のバックアップへの組込みカレントの制御ファイルの別のバックアップへの組込みカレントの制御ファイルの別のバックアップへの組込み  

バックアップ・オブジェクトを指定してから include current controlfileオプションを指定
します。たとえば、次のコマンドは、表領域 FOOをバックアップし、このバックアップに
カレントの制御ファイルを含めます。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup tablespace foo 
       include current controlfile;
}

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログのバックアップログのバックアップログのバックアップログのバックアップ
アーカイブ REDOログは、正常なリカバリの鍵となるものです。バックアップを定期的に
行ってください。 アーカイブ・ログをバックアップするには、1つ以上のチャネルを割り当
て、必要なフィルタ・オプションを使用して backup archivelogを発行します。

run {
     allocate channel t1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog all
       delete input;
}

複数の位置にアーカイブする場合、RMANは、同じログ順序番号の複数コピーを同じバッ
クアップ・セットに入れないことに注意してください。 backup archivelog allコマンドによ
り、各ログ順序番号の 1つのコピーが個別にバックアップされます。 

delete input オプションを指定すると、RMANはバックアップされたアーカイブ REDOロ
グのうち、指定されたコピーのみ削除します。 backupコマンドで delete inputオプション

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OPSモードでバックアップする際の考慮事項は、5-10ページ
の「OPS環境でのバックアップ」を参照してください。
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を指定すると、バックアップしたアーカイブ REDOログを削除できることに注意してくだ
さい。たとえば、次のように発行します。

run {
     allocate channel t1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog all
       delete input;
}

したがって、アーカイブ・ログをテープにバックアップし、古いログを消去してディスク領
域を空けることが 1つのステップで実行できます。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログのバックアップログのバックアップログのバックアップログのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンします。

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、backupコマンドを発行します。この例では、
アーカイブ REDOログをすべてテープにバックアップし、ディスクから入力ログを削
除します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog all         # Backs up all archived redo logs.    
       delete input;               # Optionally, delete the input logs
}

時間、SCNまたはログ順序番号で、アーカイブ REDOログの範囲を指定することもで
きます。この例では、8～ 29日前に作成されたすべてのアーカイブ・ログをバックアッ
プします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 複数の宛先にあるログのバックアップ例は、5-22ページの
「アーカイブ REDOログの複数コピーのバックアップと削除」を参照して
ください。
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run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup archivelog 
       from time 'SYSDATE-30' until time 'SYSDATE-7';
}

4. listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピースのリストを表
示します。

OPS環境でのバックアップ環境でのバックアップ環境でのバックアップ環境でのバックアップ
OPS環境でアーカイブ REDOログをバックアップ場合は、特別な問題があります。 説明のた
めに、次のように仮定します。

� ノード 1は、ノード 1のローカル・ファイル・システムにアーカイブします。

� ノード 2は、ノード 2のローカル・ファイル・システムにアーカイブします。

� ノード 3は、ノード 3のローカル・ファイル・システムにアーカイブします。

チャネルを割り当てて backup archivelog allを発行すると、デフォルトのチャネルは、1つ
のノードのみにあるすべてのログを検証するため、ジョブは失敗します。 この問題を解決す
るためには、ログをバックアップするチャネルを指定します。

OPS環境でのアーカイブ環境でのアーカイブ環境でのアーカイブ環境でのアーカイブ REDOログのバックアップログのバックアップログのバックアップログのバックアップ  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

出力をログ・ファイルに書き込む場合は、起動時にログ・ファイルを指定します。たと
えば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat log '/oracle/log/mlog.f'

2. データベースをマウントまたはオープンします。

3. runコマンドのなかで、次のタスクを実行します。

� OPSクラスタの各ノードにチャネルを割り当てます。

� like pathnameパラメータを使用し、各チャネルでアクセス権限があるログのみを
バックアップするように強制します。

次の例では、3つの異なるノードに接続し、アクセス権限があるディレクトリに含まれ
ているログのみバックアップすることを各チャネルに通知します（node1_arc_destは
ノード 1のログが含まれているディレクトリ、node2_arc_destはノード 2のログが含ま
れているディレクトリです）。
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run { 
     allocate channel node1 type 'sbt_tape' connect '@node1'; 
     allocate channel node2 type 'sbt_tape' connect '@node2'; 
     allocate channel node3 type 'sbt_tape' connect '@node3'; 
 
     backup (archivelog like '/node1_arc_dest%' channel node 1) 
            (archivelog like '/node2_arc_dest%' channel node 2) 
            (archivelog like '/node3_arc_dest%' channel node 3); 
}

増分バックアップの作成増分バックアップの作成増分バックアップの作成増分バックアップの作成
一貫性または非一貫性の増分バックアップは、データベース、個別の表領域またはデータ・
ファイルに対して行うことができます。ここでは、正しく停止したデータベースの増分バッ
クアップの作成手順を説明します。

一貫性増分バックアップの作成一貫性増分バックアップの作成一貫性増分バックアップの作成一貫性増分バックアップの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されたことを確認してからデータ
ベースをマウントします（ただしオープンしません）。データベースがオープンまたは
マウントされていても、前回オープン時に正しく停止されていない場合は、非一貫性
バックアップとなります。 

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後で backupコマンドを発行します。この例では、レ
ベル 0のデータベースのバックアップを作成します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup 
       incremental level = 0
       database;
}

この例では、差分レベル 1で、SYSTEM表領域とデータ・ファイル sales.fのバック
アップを作成します。この場合は、レベル 1またはレベル 0の最新のバックアップ後に
変更されたデータ・ブロックのみがバックアップされます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : backup の構文と likeパラメータの詳細は、10-25ページの
「backup」を参照してください。OPS環境でのアーカイブ・ログのバック
アップ例は、5-27ページの「Parallel Server環境でのバックアップ」を参
照してください。
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run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup 
       incremental level = 1
       tablespace system
       datafile '/oracle/dbs/sales.f';
}

この例では、累積レベル 2で、表領域 TBS_2のバックアップを作成します。この場合
は、レベル 1またはレベル 0の最新のバックアップ後に変更されたデータ・ブロックの
みがバックアップされます。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup 
       incremental level = 2 cumulative  # specify cumulative option
       tablespace tbs_1;
}

4. 必要に応じて、listコマンドを発行して、バックアップ・セットとバックアップ・ピー
スのリストを表示します。

ミラーの分割によるバックアップの作成ミラーの分割によるバックアップの作成ミラーの分割によるバックアップの作成ミラーの分割によるバックアップの作成
多くのサイトでは、プライマリ・データベースに障害が発生したり、ユーザーが誤って表を
削除するなどして不完全リカバリが必要になる場合に備えて、ディスク上にバックアップを
保持しています。 ディスク上にあるデータ・ファイルのバックアップにより、リカバリのリ
ストア・ステップが簡略になり、より迅速で信頼性のあるリカバリが行われます。

ディスク上にデータ・ファイルのバックアップを作成する通常の方法は、ディスクのミラー
化を使用する方法です。 たとえば、オペレーティング・システムを使用して、データベース
にある各ファイルの 3つの同一コピーをメンテナンスできます。 この構成では、1日に 1回、
データベースのミラー化されたコピーを分割し、バックアップとして使用できます。 

RMANでは、ミラーを自動的に分割しませんが、バックアップ操作およびリカバリ操作で、
ミラーの分割を使用できます。 たとえば、RMANでは、データ・ファイルのミラーの分割を
データ・ファイル・コピーとして使用でき、このコピーをディスクまたはテープにバック
アップすることもできます。

注意注意注意注意 : オンライン REDOログのバックアップは、ミラーの分割または他
の方法で作成しないでください。 また、制御ファイルのバックアップは、
ミラーの分割ではなく、backup controlfileコマンドで作成する方法が最
善です。
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表領域のミラーの分割によるバックアップの作成表領域のミラーの分割によるバックアップの作成表領域のミラーの分割によるバックアップの作成表領域のミラーの分割によるバックアップの作成  

1. ALTER TABLESPACE ... BEGIN BACKUP文を使用して、バックアップする表領域を
ホット・バックアップ・モードにします。 たとえば、表領域 TBS_3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 tbs_3 BEGIN BACKUP; 

2. これらの表領域に含まれている基礎となるデータ・ファイルについて、ミラーを分割し
ます。 ミラーの分割の詳細は、『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』を参照
してください。

3. 表領域をホット・バックアップ・モードから外します。

ALTER TABLESPACE tbs_3 END BACKUP;

4. catalogコマンドを使用して、ミラーのコピーをデータ・ファイル・コピーとしてカタ
ログに追加します。たとえば、次のように入力します。

catalog datafilecopy '/disk2/dbs/tbs_3.f';  # catalog split mirror

5. RMANの backupコマンドを使用して、これらのデータ・ファイル・コピーをバック
アップします。たとえば、次のように入力します。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     backup datafilecopy '/disk2/dbs/tbs_3.f';
}

6. 分割されたミラーの再構成を行う場合は、最初に change ... deleteコマンドを使用して、
ステップ 4でカタログに追加したデータ・ファイル・コピーをカタログから削除しま
す。たとえば、次のように入力します。

allocate channel for delete type disk;
change datafilecopy '/disk2/dbs/tbs_3.f' delete;

7. 影響を受けるデータ・ファイルの分割されたミラーの再構成を実行します。
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イメージ・コピーの作成イメージ・コピーの作成イメージ・コピーの作成イメージ・コピーの作成
ほとんどの場合、バックアップの作成よりコピーの作成の方が適しています。コピーは
RMAN固有の形式にならず、追加処理を行わずに使用するのに適しているためです。これ
に対して、バックアップ・セットは、restoreコマンドで処理しないと使用できません。し
たがって、メディア・リカバリは、データ・ファイル・コピーに対しては実行できても、
バックアップ・セットに対しては直接実行できません。これはバックアップ・セットに含ま
れているデータ・ファイルが 1つのみで、かつ 1つのバックアップ・ピースで構成されてい
る場合も同じです。 

イメージ・コピーの作成には、copyコマンドを使用します。RMANは、出力ファイルを常
にディスクに書き込みます。コピー可能なタイプのファイルは、次のとおりです。

� データ・ファイル（カレントまたはコピー）

� アーカイブ REDOログ

� 制御ファイル（カレントまたはコピー）

全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成全データベース・ファイルの一貫性コピーの作成  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されたことを確認してからデータ
ベースをマウントします（ただしオープンしません）。データベースがオープンまたは
マウントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていない場合は、非
一貫性バックアップとなります。 

3. データベースの現行のスキーマに関するレポートを生成します。

RMAN> report schema;
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         35840 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_12.f

注意注意注意注意 : 増分コピーは作成できませんが、levelパラメータを使用して、コ
ピーを今後の増分バックアップ・セットの基礎とすることは可能です。
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4. データ・ファイルをすべてコピーし、カレントの制御ファイルを含めます。たとえば、
次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     copy 
       datafile 1 to '/oracle/copy/df_1.f',
       datafile 2 to '/oracle/copy/df_2.f',
       datafile 3 to '/oracle/copy/df_3.f',
       datafile 4 to '/oracle/copy/df_4.f',
       current controlfile to '/oracle/copy/cf.f';
}

5. list copyコマンドを発行して、コピーのリストを表示します。

データ・ファイル、アーカイブデータ・ファイル、アーカイブデータ・ファイル、アーカイブデータ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルのコピーログおよび制御ファイルのコピーログおよび制御ファイルのコピーログおよび制御ファイルのコピー  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 一貫性バックアップを作成する場合は、正しく停止されことを確認してからデータベー
スをマウントします（ただしオープンしません）。データベースがオープンまたはマウ
ントされていても、前回オープンされたときに正しく停止されていない場合は、非一貫
性バックアップとなります。 

3. 必要なデータ・ファイル、アーカイブ REDOログおよび制御ファイルをコピーします。
たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     # allocate multiple channels for parallelization. For parallelization, issue one
     # copy command rather than multiple copy commands.
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     copy 
       # copy datafiles and datafile copies
       datafile '/oracle/dbs/tbs_8.f' to '/oracle/copy/df_8.f',
       datafilecopy '/oracle/copy/df_2.cp' to '/oracle/dontouch/df_2.f',
       datafilecopy tag = 'weekly_df1_copy' to '/oracle/copy/df_1.f',

       # copy archived redo logs
       archivelog '/oracle/arc_dest/arcr_1_1.arc' to '/oracle/copy/arcr_1_1.arc',
       archivelog '/oracle/arc_dest/arcr_1_2.arc' to '/oracle/copy/arcr_1_2.arc',
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       # copy a control file copy
       controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f' to '/oracle/dontouch/cf.f';
}

4. list copyコマンドを発行して、コピーのリストを表示します。

バックアップおよびコピーの例バックアップおよびコピーの例バックアップおよびコピーの例バックアップおよびコピーの例
バックアップおよびコピーを行う際に役立つ例を次に示します。

� バックアップの必要なデータ・ファイルのレポート

� データベースをバックアップするときのファイルのスキップ

� 複数ディスク・ドライブへのバックアップの分散

� 複数ファイル・システムへの大規模データベースのバックアップ

� バックアップ・セットのサイズ指定

� バックアップ・ピースのサイズ指定

� バックアップにおけるデータ・ファイルの多重化

� アーカイブ REDOログのバックアップ

� アーカイブ REDOログの複数コピーのバックアップと削除

� 差分増分バックアップの実行

� 累積増分バックアップの実行

� バックアップ・セットの二重化

� チャネルによるバックアップ作業負荷分散の決定

� NOARCHIVELOGモードでのバックアップ

� Parallel Server環境でのバックアップ

� オペレーティング・システム・コピーのカタログ化

� バックアップおよびコピーのメンテナンス

� バックアップおよびコピー時のエラー処理
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バックアップの必要なデータ・ファイルのレポートバックアップの必要なデータ・ファイルのレポートバックアップの必要なデータ・ファイルのレポートバックアップの必要なデータ・ファイルのレポート
データベース内のデータ・ファイルのうち、現行の状態へのリカバリに、6つ以上の増分
バックアップの適用が必要なものをすべてレポートするには、次のコマンドを使用します。

report need backup incremental 6 database;

次のコマンドは、5日間以上バックアップ（全体または増分）していない、表領域 SYSTEM
の全データ・ファイルをレポートします。

report need backup days 5 tablespace system;

データベースをバックアップするときのファイルのスキップデータベースをバックアップするときのファイルのスキップデータベースをバックアップするときのファイルのスキップデータベースをバックアップするときのファイルのスキップ
データベースが ARCHIVELOGモードで実行されている仮定での次の例は、データベースの
一般的なバックアップ方式（オフラインの表領域はスキップします）を示しています。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup database
       skip readonly
       skip offline; 
}

読取り専用表領域のバックアップ作成が必要なのは、読取り専用にした後の 1回のみです。
skip readonlyオプションを使用すると、読取り専用の表領域をスキップできます。 skip 
offlineオプションを使用すると、backupコマンドはオフライン・データ・ファイルへのア
クセスを試行しません。このオプションは、オフライン・データ・ファイルが使用できない
場合に使用してください。

複数ディスク・ドライブへのバックアップの分散複数ディスク・ドライブへのバックアップの分散複数ディスク・ドライブへのバックアップの分散複数ディスク・ドライブへのバックアップの分散
通常、テープへのバックアップを実行する場合、形式の指定は必要ありません。デフォルト
の%U変換変数によって、すべてのテープ・バックアップに一意のファイル名が付与される
ためです。ただし、ディスクへのバックアップの際、バックアップを複数のディスク・ドラ
イブに分散してパフォーマンスを向上させる場合は、形式を指定できます。この場合は、
ディスク・ドライブ 1つについて 1つの diskチャネルを割り当て、フォーマット文字列を
allocate channelコマンドに指定します。形式の指定は、各ファイル名が別のディスクに割
り当てられるように行います。 

たとえば、次のように発行します。 

run { 
     allocate channel disk1 type disk format '/disk1/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk2 type disk format '/disk2/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk3 type disk format '/disk3/%d_backups/%U'; 
     backup database; 
} 
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複数ファイル・システムへの大規模データベースのバックアップ複数ファイル・システムへの大規模データベースのバックアップ複数ファイル・システムへの大規模データベースのバックアップ複数ファイル・システムへの大規模データベースのバックアップ
 この例では、40GBのデータベースをディスクにバックアップします。RMANは、ロー・
ディスクへのバックアップを行わないため、複数のファイル・システムにバックアップを分
散する必要があります。 そこで、各バックアップ・セットをほぼ同じサイズの 10GBにし、4
つのファイル・システムにバックアップすることにします。 各バックアップ・セットを 5つ
のバックアップ・ピースに組み込むため、各バックアップ・ピースを 2GB未満にします。

allocate channelコマンドの、formatパラメータを使用し、各チャネルがそれぞれ別のファ
イル・システムに書込みを行うように設定します。置換変数を使用して、各バックアップ・
ピースに一意の名前を付与します。 たとえば、次の RMANスクリプトを使用すると、バッ
クアップが 4つのファイル・システム（/fs1、 /fs2、 /fs3、 /fs4）に分散され、これらの
ディレクトリに 4つのバックアップ・セットが作成されます。また、各バックアップ・セッ
トがほぼ同じサイズになるように、データ・ファイルがグループ化されます。

run { 
     allocate channel fs1 type disk format='/fs1/%u.%p'; 
     allocate channel fs2 type disk format='/fs2/%u.%p'; 
     allocate channel fs3 type disk format='/fs3/%u.%p'; 
     allocate channel fs4 type disk format='/fs4/%u.%p'; 
 
     set limit channel fs1 kbytes=2000000;  #limit file size to 2Gb 
     set limit channel fs2 kbytes=2000000; 
     set limit channel fs3 kbytes=2000000; 
     set limit channel fs4 kbytes=2000000; 
 
     backup database; 
}

バックアップ・セットのサイズ指定バックアップ・セットのサイズ指定バックアップ・セットのサイズ指定バックアップ・セットのサイズ指定
バックアップを作成する際、RMANは、バックアップが必要なファイルの合計数を、割り
当てられたチャネル数で割り、各バックアップ・セットに配分するファイル数を算出しま
す。この計算結果を使用せずに、各バックアップ・セットに組み込むファイル数を指定する
ためには、filespersetパラメータと setsizeパラメータを使用します。

filespersetの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
filespersetパラメータを指定すると、RMANは filespersetの値と、自動的に算出された値
（ファイル数 /割り当てられたチャネル数）を比較し、いずれか低い方を選択します。これ
により、チャネルがすべて使用されます。 たとえば、filesperset = 2に設定し、3つのチャネ
ルを使用して 12のデータ・ファイルをバックアップする場合、RMANは、各バックアッ
プ・セットに 2つ（4つではなく）のデータ・ファイルを含めます。

backupSpec句で指定または暗黙的に指定したファイル数が、filespersetより多い場合（たと
えば、filesperset= 4のときに、8つのファイルすべてがバックアップを必要としている場
合）、RMANは複数のバックアップ・セットを作成し、ファイルとバックアップ・セットの
正当な比率を維持します。
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filespersetパラメータを指定しない場合、RMANは算出された値（ファイル数 /割り当て
られたチャネル数）を、デフォルト値である 64と比較し、いずれか低い方を選択します。
したがって、この場合もチャネルがすべて使用されます。デフォルト値 64は、ほとんどの
アプリケーションで高い値になります。バックアップ・セットのサイズを制限するには、小
さい値にするか、あるいは setsizeパラメータを使用します。

RMANは常に、割り当てられたチャネルがすべて作業状態となるようにバックアップ・
セットを作成しようとします。例外が発生するのは、バックアップするファイル数よりチャ
ネル数が多い場合です。たとえば、3つのチャネルが割り当てられ、filesperset = 1のとき
に、RMANが 1つのデータ・ファイルをバックアップする場合、2つのチャネルが必然的に
アイドル状態になります。

次の例では、バックアップをパラレル化し、1つのバックアップ・セットに 4つ以上のデー
タ・ファイルまたは 2つ以上のアーカイブ REDOログが含まれないように指定しています。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     allocate channel ch4 type disk;
     backup 
       datafile 1,2,3,4,5,9,10,11,12,15
         filesperset = 3
       archivelog all
         filesperset = 1;
}

setsizeの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
setsizeパラメータは、バックアップ・セットの最大サイズを、1KB（1024バイト）単位で
指定します。したがって、バックアップ・セットを 2MBに制限するには、setsizeを 2000
に指定します。RMANは、すべてのバックアップ・セットをこのサイズに制限します。こ
の機能は、メディア・マネージャ構成で、1つのバックアップ・セットを 1つのテープより
大きくしないようにする場合に便利です。

バックアップ・セットは、複数のテープ・ボリュームに分散せず、1つのテープ・ボリュー
ムに収まるように構成してください。そのように構成しないと、複数のボリュームのバック
アップ・セットで構成されるテープに障害が発生した場合、バックアップ・セット全体を失
うことになります。 

アーカイブ REDOログのバックアップの作成は、filespersetパラメータを使用するより
setsizeパラメータを使用した方が簡単です。 この例では、アーカイブ REDOログをテープ
にバックアップしますが、サイズは 2MBに設定して、各バックアップ・セットが 1つの
テープ・ボリュームに収まるようにします。
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run {
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape';
     backup setsize = 2000
       archivelog all;

}

バックアップ・ピースのサイズ指定バックアップ・ピースのサイズ指定バックアップ・ピースのサイズ指定バックアップ・ピースのサイズ指定
バックアップ・ピースのサイズは、ファイル・システムまたはメディア管理デバイスの最大
ファイル・サイズを超える場合に指定する必要があります。 set channel limitコマンドの
kbytesパラメータを使用して、バックアップ・ピースのサイズを制限します。 

たとえば、使用しているメディア・マネージャが 8MB以下のファイル・サイズのみサポー
トしている場合は、次のコマンドを発行して、データベースをテープにバックアップできま
す。

run {
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     set limit channel kbytes = 8000;
     backup database;
}

バックアップにおけるデータ・ファイルの多重化バックアップにおけるデータ・ファイルの多重化バックアップにおけるデータ・ファイルの多重化バックアップにおけるデータ・ファイルの多重化
FOOという名称のデータベースをバックアップすると仮定します。条件は次のとおりです。

� バックアップする際、テープ・ドライブを 3台使用できること

� 26のデータ・ファイルがこのデータベースに含まれていること 

� データ・ファイルは多重化してバックアップするが、その際、バックアップ・セット 1
つにつき、4つのデータ・ファイルが含まれるようにすること

filespersetを 4に設定します。テープ・ドライブのストリームを一定に維持するにはこれで
十分です。この例では、データ・ファイルをバックアップ・セットにどのようにグループ化
するかは、考慮しないものとします。

次のコマンドを発行します。

create script foo_full {
   allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel t3 type 'SBT_TAPE';
   backup filesperset 4
   database format 'FOO.FULL.%n.%s.%p';
}

このバックアップ・スクリプトでは、すべてのデータ・ファイルと制御ファイルを含めて、
データベース全体のバックアップが作成されます。 バックアップ対象のファイルは 27個
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（データ・ファイルが 26個と制御ファイルが 1個）あり、1つのバックアップ・セットの
ファイル数は最大 4個なので、7つのバックアップ・セットが作成されます。 バックアップ・
ピースのファイル名は、次の形式になります。db_nameはデータベースの名称を、set_num
はバックアップ・セットの番号を、piece_numはバックアップ・ピースの番号をそれぞれ示
します。

FOO.FULL.db_name.set_num.piece_num
# for example, a file may have the following name:
FOO.FULL.prod1.3.1

このジョブの前にリカバリ・カタログに記録されたバックアップ・セットはないものと仮定
すると、set_numの範囲は 1～ 7、piece_numは 1以上となります。 

SBT APIバージョン 2.0では、メディア・ベンダーによるバックアップ・ピースの最大サイ
ズ指定が可能です。指定すると、RMANは自動的にその制限に従うことに注意してくださ
い。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログのバックアップログのバックアップログのバックアップログのバックアップ
アーカイブ REDOログのバックアップをテープに作成することもできます。アーカイブ
REDOログの範囲は、時間、SCNまたはログ順序番号で指定できます。 

アーカイブ・ログの範囲を指定しても、RMANはその範囲内にあるすべての REDOのバッ
クアップをとるわけではありません。たとえば、最後のアーカイブ・ログが範囲の終わりよ
り前に終わっていたり、範囲内のログの 1つが欠けている場合もあります。RMANは、検
出したログをバックアップし、警告は発行しません。オンライン・ログはバックアップでき
ません。オンライン・ログは、最初にアーカイブする必要があります。

次の例では、1998年 11月 18日の午後 8:57から午後 9:06までの間にアーカイブされたログ
をバックアップします。

NLS_LANG=american
NLS_DATE_FORMAT='Mon DD YYYY HH24:MI:SS'
run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup
     archivelog all
       from time  'Nov 13 1998 20:57:13'
       until time 'Nov 13 1998 21:06:05';
}

注意注意注意注意 : 時間で範囲を指定する場合は、Recovery Managerの起動前に、
NLS_LANG環境変数と NLS_DATE_FORMAT環境変数を設定してくださ
い。 2-3ページの「NLS環境変数の設定」を参照してください。
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次の例では、順序番号 288から 301までのアーカイブ・ログをすべてバックアップし、バッ
クアップ完了後、これらのアーカイブ REDOログを削除します。バックアップに失敗した
場合、ログは削除されません。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup
       archivelog from logseq 288 until logseq 301 thread 1
       delete input;
}

過去 24時間に生成されたすべてのアーカイブ・ログのバックアップを作成するには、次の
コマンドを使用します。この例では、現時点までに生成されたすべての REDOのバック
アップを確実に作成するために、最初に現行の REDOログをアーカイブしています。 

run {  
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT"; 
     backup archivelog from time 'SYSDATE-1';  
} 

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログの複数コピーのバックアップと削除ログの複数コピーのバックアップと削除ログの複数コピーのバックアップと削除ログの複数コピーのバックアップと削除
この例では、初期化パラメータを設定して、/oracle/arch/dest_1/*および
/oracle/arch/dest_2/*というディレクトリに、REDOログが自動的にアーカイブされ
るようにします。したがって、ログ順序番号 1つに対して、アーカイブ REDOログのコ
ピーが同じ内容で 2つ存在することになります。アーカイブ REDOログの各コピーをバッ
クアップし、その後にオリジナルを削除します。

backup archivelog allコマンドは、ログ順序番号 1つに対して、1つのコピーをバックアッ
プするため、RMANは、同じログ順序番号を持つ 2つのコピーを同一のバックアップ・
セットに組み込むことはありません。さらに、delete input オプションを指定すると、
RMANはバックアップされたアーカイブ REDOログのうち、指定されたコピーのみ削除し
ます。

この場合の最も簡単な解決策は、各アーカイブ REDOログのコピーを両方ともバックアッ
プし、その後でこれらを削除することです。archivelogRecordSpecifierの likeパラメータを使
用して、使用する宛先を明示します。likeパラメータを使用することによって、両方のアー
カイブの宛先におけるファイル名を合致させることができます。たとえば、次のように実行
します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 環境変数の詳細は、それぞれのオペレーティング・システム
固有のドキュメントを参照してください。
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run { 
     allocate channel t1 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel t2 type 'sbt_tape'; 
     backup 
       filesperset=20 
       format='al_%d/%t/%s/%p' 
       (archivelog like '/oracle/arch/dest1/%' channel t1 delete input) 
       (archivelog like '/oracle/arch/dest2/%' channel t2 delete input); 
} 
 

この例では、第 1の宛先のアーカイブ REDOログをある 1つのテープ・セットに、第 2の宛
先のログをこれとは別のテープ・セットにバックアップします。この例では、テープ・ドラ
イブを 2台利用できるものと仮定しています。一部のテープ・サブシステムでは、2つの
RMANチャネルを 1つのデータ・ストリームにまとめてから、1台のテープ・ドライブに書
き込むことに注意してください。このようにならないようにメディア管理ベンダーを構成す
る必要があります。 

差分増分バックアップの実行差分増分バックアップの実行差分増分バックアップの実行差分増分バックアップの実行
差分増分バックアップには、同レベル以下で最新のバックアップ以降に変更されたブロック
のみが含まれています。最初の増分バックアップは、使用したブロックすべてを含んだレベ
ル 0のバックアップにしてください。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup incremental level 0
       database;
}

次の増分バックアップ（レベル 1以上）には、最新のレベル 1のバックアップ以降に変更さ
れたブロックが含まれます。前回のレベル 1のバックアップが使用できない場合、RMAN
は基礎となるレベル 0のバックアップ以降に変更されたブロックをすべてコピーします。

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     backup incremental level 1  
       database;  
}

新しいデータ・ファイルまたは表領域をデータベースに追加したときは、レベル 0のバック
アップを作成した後で、新たに増分バックアップを作成する必要があります。作成しない
と、Recovery Managerが新規データ・ファイル用の親バックアップを検出できないため、
表領域またはデータベースの増分バックアップに失敗します。
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run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup incremental level 0
       tablespace new_tbs;
}

増分バックアップは NOARCHIVELOGモードで実行できます。 

累積増分バックアップの実行累積増分バックアップの実行累積増分バックアップの実行累積増分バックアップの実行
レベル nの累積増分バックアップには、レベル n- 1以下の最新のバックアップ以降に変更さ
れたブロックのみが含まれます。累積バックアップは、差分バックアップより大きい格納領
域を必要とします。ただし、必要なバックアップの数はどのレベルの場合でも 1つのみとな
るため、リストア操作を重要視する場合は、累積バックアップが望ましい選択です。最初の
増分バックアップは、使用したブロックすべてを含んだレベル 0のバックアップとする必要
があることに注意してください。 

レベル 2の累積バックアップには、レベル 1の最新のバックアップ以降に変更されたブロッ
クがすべて含まれます。前回のレベル 1が使用不能であった場合に限り、レベル 0の基礎
バックアップ以降に変更されたブロックがすべてコピーされます。差分レベル 2のバック
アップは、累積バックアップとは異なり、レベル 1とレベル 2のバックアップのいずれが新
しいかを判断し、新しい方のバックアップ以降に変更されたブロックをすべてコピーしま
す。 

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     backup incremental level 2 cumulative  # blocks changed since level 0 or level 1 
       database;  
}

バックアップ・セットの二重化バックアップ・セットの二重化バックアップ・セットの二重化バックアップ・セットの二重化
災害、メディア障害または人為的なミスに備え、バックアップ・セットのコピーは複数作成
するようにしてください。Oracleでは、最高 4つの同一内容のバックアップ・セットを同時
に作成できます。

set duplexコマンドは、backupコマンドにのみ適用するコマンドです。このコマンドは、
RMANが作成する各バックアップ・ピースのコピー数を指定します。set duplexコマンド
は、このコマンドの発行後に割り当てられたチャネルすべてに適用されます。セッション
時、明示的に使用禁止（OFF）に設定するか、または変更するまで有効です。

 

注意注意注意注意 : 前回割り当てられたチャネルがある場合、set duplexコマンドは
エラーを生成します。
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たとえば、次のように入力できます。

run {
     set duplex=3;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 1;
}

このコマンドにより、datafile 1と同じ内容のバックアップが 3つ作成されます。各バッ
クアップ・ピースには、%Uデフォルト形式により、一意の名称が付与されます。

二重化バックアップを実行するためには、BACKUP_TAPE_IO_SLAVES初期化パラメータ
を TRUEに設定する必要があることに注意してください。TRUEに設定しないとエラーが表
示されます。RMANは、要求したバックアップ・コピーの数に応じて、スレーブを構成し
ます。

チャネルによるバックアップ作業負荷分散の決定チャネルによるバックアップ作業負荷分散の決定チャネルによるバックアップ作業負荷分散の決定チャネルによるバックアップ作業負荷分散の決定
複数のバックアップ・セットを作成し、複数のチャネルを割り当てる処理は、RMANが自
動的にパラレル化し、複数のバックアップ・セットの書込みもパラレルに行います。 割り当
てられたサーバー・セッションは、指定されたデータ・ファイル、制御ファイルおよびアー
カイブ REDOログのバックアップ処理を分割します。1つのバックアップ・セットを複数の
チャネルに分散することはできません。 

RMANは、1つのデバイスに 1つのバックアップ・セットを自動的に割り当てます。
channelパラメータを使用すると、backupSpecの全バックアップ・セットを特定のチャネ
ルに書き込むように Oracleを設定できます。 

たとえば、この例では、どのチャネルをどの処理に割り当てるかを指定して、バックアップ
処理をパラレル化しています。

run {
     allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     backup 
       # channel ch1 backs up datafiles to tape
       (datafile 1,2,3,4 
       channel ch1)
       # channel ch2 backs up control file copy to disk
       (controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f'
       channel ch2)
       # channel ch3 backs up archived redo logs to disk
       (archivelog from time 'SYSDATE-14'
       channel ch3);
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : BACKUP_TAPE_IO_SLAVES初期化パラメータの詳細は、
『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。
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NOARCHIVELOGモードでのバックアップモードでのバックアップモードでのバックアップモードでのバックアップ
次のスクリプトは、データベースを一貫性のデータベース全体のバックアップに適したモー
ドに設定してから、バックアップします。このスクリプトは、停止、起動、停止、再び起動
を行った後、二重化バックアップを実行することに注意してください。 

# Shut down the database cleanly using immediate priority. This type of shutdown lets  
# current calls to the database complete, but prevents further logons or calls. 
# If the database is not up now, you will get a message saying so but RMAN will not 
# treat this situation as an error.
  
shutdown immediate; 
  
# Start up the database in case it crashed or was not shutdown cleanly prior to
# starting this script. This will perform a crash recovery if it is needed. Oracle   
# uses the default INIT.ORA file. Alternatively, use this form:  startup force dba
# pfile=<filename>. Use the DBA option because you are going to shut down again right
# away and do not want to let users in during the short interval. Use the FORCE 
# option because it cannot hurt and might help in certain situations. 
  
startup force dba; 
shutdown immediate; 
  
# Here, we know that the database is cleanly closed and is now ready for a cold
# backup. RMAN requires that the database be started and mounted to perform a backup,
# so do that now. 
  
startup mount; 
run {
        # duplex the backup
        set duplex = 2;

     #  allocate channel t1 type 'SBT_TAPE'; 
     #  allocate channel t2 type 'SBT_TAPE'; 
        allocate channel t1 type disk; 
        allocate channel t2 type disk; 
  
        set limit channel t1 kbytes 2097150; 
        set limit channel t2 kbytes 2097150; 

        backup 
          incremental level 0 
          filesperset 5 
          database; 
}

# now that the backup is complete, open the database. 
alter database open; 
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特定の表領域をスキップすることも可能です。ただし、前回のバックアップ以降にオフライ
ンや読取り専用になっていない表領域をスキップすると、バックアップからデータベースを
リストアしたときに、その表領域が失われます。また、ディスクにバックアップするとき
は、宛先（ファイル・システムまたはロー・デバイス）に十分な空き領域があることを確認
してください。 

Parallel Server環境でのバックアップ環境でのバックアップ環境でのバックアップ環境でのバックアップ
次のスクリプトは、データ・ファイルのバックアップ作業とアーカイブ REDOログのバッ
クアップ作業を、Parallel Server環境の 2つのノードに分散するものです。

run { 
     allocate channel node_1 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_1'; 
     allocate channel node_2 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_2'; 
        backup filesperset 1  
          (tablespace system, rbs, data1, data2 
           channel node_1)
          (tablespace temp, reccat, data3, data4 
           channel node_2); 
        backup filesperset 20 
          (archivelog  
           until time 'SYSDATE'  
           like "/node1/arc/%" 
           delete input 
           channel node_1); 
          (archivelog  
           until time 'SYSDATE' 
           like "/node2/arc/%"
           delete input 
           channel node_2); 
}

オペレーティング・システム・コピーのカタログ化オペレーティング・システム・コピーのカタログ化オペレーティング・システム・コピーのカタログ化オペレーティング・システム・コピーのカタログ化
オペレーティング・システムのユーティリティを使用すると、データ・ファイルのコピーを
作成してから、その内容をリカバリ・カタログでカタログ化できます。カタログ化できるの
は、ディスクへのコピーのみであることに注意してください。 バックアップ・ピースは
Oracle独自の形式なため、オペレーティング・システムのユーティリティは、Recovery 
Managerで読取り可能な形式でバックアップを書き込むことができません。 

データ・ファイル・コピーは、オペレーティング・システムの方式を使用して作成する必要
があります。 データベースがオープン状態で、データ・ファイルがオンラインの場合は、最

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OPSバックアップの詳細は、Oracle8i Parallel Serverマニュ
アルセットの『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。
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初に ALTER TABLESPACE ... BEGIN BACKUPを発行します。その結果生成されるイメー
ジ・コピーは、次の方法でカタログ化できます。

catalog datafilecopy '?/dbs/tbs_33.f';

バックアップおよびコピーのメンテナンスバックアップおよびコピーのメンテナンスバックアップおよびコピーのメンテナンスバックアップおよびコピーのメンテナンス
バックアップおよびコピーを保存する必要がある期間は、次の要因によって異なります。 

� バックアップを行う頻度

� 過去の Point-in-Timeリカバリが必要な期間

たとえば、すべてのデータ・ファイルを毎日バックアップし、Point-in-Timeリカバリは不
要で、各データ・ファイルについて 1つのバックアップのみ必要な場合は、新しいバック
アップを完了すると同時に前のバックアップを削除できます。 

# delete a specific datafile copy 
change datafilecopy '?/dbs/tbs_35.f' delete; 

# delete archived redo logs older than 31 days 
change archivelog until time 'SYSDATE-31' delete'; 

バックアップ・ピースの削除前には、チャネルの割当てが必要です。指定のバックアップ・
ピースは、同じタイプのデバイスで作成されたものにしてください。allocate channel for 
maintenanceコマンドは runコマンド内では発行されないことに注意してください。 

# delete a backup piece
allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
change backuppiece 'testdb_87fa39e0' delete;
release channel;

バックアップおよびコピー時のエラー処理バックアップおよびコピー時のエラー処理バックアップおよびコピー時のエラー処理バックアップおよびコピー時のエラー処理
デフォルトでは、データ・ファイルから読み取られる各ブロックについてチェックサムが算
出され、バックアップまたはイメージ・コピーに格納されます。nochecksumオプションを
使用すると、チェックサムは算出されません。ただし、ブロックにチェックサムがすでに含
まれていた場合は、そのチェックサムが妥当性チェック後、バックアップに格納されます。
妥当性チェックに失敗した場合、そのブロックにはバックアップ内で破損のマークが付けら
れます。 

set maxcorrupt for datafileコマンドは、backupまたは copyで許容されるデータ・ファイ
ル内の破損ブロック数を指定するものです。maxcorruptパラメータに指定した値より多い
破損ブロックがあるデータ・ファイルの場合、このコマンドは正常に終了しません。check 
logicalオプションを指定すると、RMANは論理的な破損と物理的な破損を検出することに
注意してください。

backupコマンドは、データ・ファイルにアクセスできない場合は終了するようにデフォル
ト設定されています。終了を防ぐための様々なパラメータを指定できます。
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run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     set maxcorrupt for datafile 1,2,3 to 5;
     backup database
       skip inaccessible
       skip readonly
       skip offline; 
}

指定するオプション指定するオプション指定するオプション指定するオプション RMANがスキップするファイルがスキップするファイルがスキップするファイルがスキップするファイル

skip inaccessibleオプション アクセスできないデータ・ファイル。データ・ファイルは、
読取りが不可能な場合のみアクセス不能と判断されること
に注意してください。一部のオフライン・データ・ファイ
ルは、ディスク上に残っているために読取りが可能です。
他のデータ・ファイルは削除または移動されたためにアク
セス不可となり、読取り不可となります。

skip offlineオプション オフラインのデータ・ファイル。

skip readonlyオプション 読取り専用状態のデータ・ファイル。
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 Recovery Managerによるリストアとによるリストアとによるリストアとによるリストアと

リカバリリカバリリカバリリカバリ

この章では、Recovery Managerを使用したリストアとリカバリの操作方法について説明し
ます。項目は次のとおりです。

� データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログのリストア

� データ・ファイルのリカバリ

� リストアとリカバリの使用例

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リストアとリカバリ操作の監視方法は、9-13ページの
「RMANのジョブの監視」を参照してください。
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データ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブデータ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブデータ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブデータ・ファイル、制御ファイルおよびアーカイブ REDOログログログログ
のリストアのリストアのリストアのリストア

データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログをバックアップ・セットま
たはイメージ・コピーからリストアするには、RMANの restoreコマンドを使用します。
RMANは、バックアップをディスクまたはテープからリストアします。ただし、イメージ・
コピーはディスクからのみリストアされます。 

ファイルをリストアするときは、次の操作が必要です。

� バックアップまたはコピーのリストアの前に、少なくとも 1つのチャネルを割り当てる
こと。リストア操作をパラレル化するには、複数のチャネルを指定します。

� from copyオプションを使用する場合は、type diskのチャネルを 1つ割り当てること。

� ファイルをリストアするときには、適切な diskまたは 'sbt_tape'チャネルを割り当てるこ
と。適切なタイプのデバイスを割り当てないと、リストア候補のバックアップ・セット
またはコピーが見つからず、restoreコマンドが正常に実行されません。 

ファイルのリストア先は、次のいずれかです。

� デフォルトの位置。同じ名前でファイルを上書きします。

� set newnameコマンドで指定した新規の位置。 データ・ファイルを新規の位置にリスト
アする場合、RMANは、そのデータ・ファイルをデータ・ファイル・コピーとみなし、
リポジトリに記録します。 switchコマンドを発行して、制御ファイルがそれらのコピー
を指し示すようにしない限り、それらのコピーは有効なコピーとみなされ、将来のリス
トア操作で使用されます。

この項では次の項目について説明します。

� データベースのリストア

� 表領域およびデータ・ファイルのリストア

� 制御ファイルのリストア

� アーカイブ REDOログのリストア

� 不完全リカバリに備えてのリストア

関連項目関連項目関連項目関連項目 : restoreコマンドの構文は、10-127ページの「restore」を参照
してください。set newnameコマンドの構文は、10-151ページの「set_
run_option」を参照してください。
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データベースのリストアデータベースのリストアデータベースのリストアデータベースのリストア
ターゲット・データベースのリストアでは、次のことができます。

� メディア障害の発生時にデータベースをデフォルトの位置にリストアします。

� メディア障害の発生時にデータベースを新しいホストに移動します。

� ターゲット・データベースのバックアップからデータベースを作成して、リストアとリ
カバリの手順をテストします。

データベースをデフォルトの位置にリストアするには、restore databaseコマンドを発行し
ます。ターゲット・データベースを新しいホストに移動するには、set newnameを使用し、
必要に応じてデータ・ファイルを改名します。 ターゲット・データベースのバックアップを
使用してテスト・データベースを作成するには、duplicateコマンドを使用します（完全な
インストラクションは、第 7章「Recovery Managerによる複製データベースの作成」を参
照してください）。

この章では、次の項目について説明します。

� デフォルトの位置へのデータベースのリストア

� 同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベースの移動

� 異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのターゲット・データベースの移動

� 新しいホストへのデータベースのリストアのテスト

デフォルトの位置へのデータベースのリストアデフォルトの位置へのデータベースのリストアデフォルトの位置へのデータベースのリストアデフォルトの位置へのデータベースのリストア
リストア・ジョブの間、データ・ファイルに set newnameコマンドを指定しない場合は、
データベースをクローズ状態にするか、またはそのデータ・ファイルをオフライン状態にし
ておくことが必要です。 このようにしないと、ファイルがオンライン状態のときに、
datafile 3のリストアを試行したときの結果（次に示します）と同じような出力が表示さ
れます。

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: restore
RMAN-03006: コマンド: IRESTOREを実行中に例外が発生しました。エラーはリトライできません。
RMAN-07004: チャネル ch1でコマンドを実行中に未処理例外が発生しました。
RMAN-10035: RPCで例外が発生しました: ORA-19573: exclusiveエンキュ(データ・ファイル 3)を
　　　　　　 取得できません。
ORA-19600: 入力ファイルはdatafile-copy 102です(/vobs/oracle/dbs/df.3)。
ORA-19601: 出力ファイルはdatafile 3です (/vobs/oracle/dbs/tbs_11.f)。
RMAN-10031: ORA-19573が発生しました。発生箇所 DBMS_BACKUP_RESTORE.COPYDATAFILECOPYに対するコール。

データベース全体をリストアするときは、そのデータベースはクローズ状態であることが必
要です。 ターゲット・データベースがマウントされている場合、そのターゲット・データ
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ベースの制御ファイルは、該当するデータ・ファイル・コピーとリストアされたファイルを
記述するアーカイブ・ログ・レコードによって更新されます。

データベースをデフォルトの位置にリストアする方法データベースをデフォルトの位置にリストアする方法データベースをデフォルトの位置にリストアする方法データベースをデフォルトの位置にリストアする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate; 
startup mount;

3. チャネルを割り当てた後に、データベースをリストアします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type disk;
     restore database;
}

同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動の移動の移動の移動
メディア障害の結果、あるホストから別のホストにバックアップをリストアすることによっ
て、データベースの移動を行う場合があります。 この手順は、有効なバックアップとリカバ
リ・カタログまたは制御ファイルがある場合に限って実行できます。

リストアされたデータベースには本番データベースのオンライン REDOログが含まれてい
ないため、各スレッドにある最新のアーカイブ REDOログの最小 SCNまで不完全リカバリ
を実行してから、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。

この例は、次の内容を前提としています。

� HOST_Aから HOST_Bにバックアップをリストアします。

� テープ・バックアップからリストアします。

� HOST_Aのデータベースには、HOST_Bのデータベースと同じ DB_NAMEがあります。

� HOST_Bのファイル名とディレクトリ・パスは、HOST_Aと同じです。

ターゲット・データベースがリカバリ・カタログを使用するかどうかで、リストアの手順は
異なります。
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リカバリ・カタログを使用して、リカバリ・カタログを使用して、リカバリ・カタログを使用して、リカバリ・カタログを使用して、HOST_Aからからからから HOST_Bにデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法  

1. HOST_Aの初期化パラメータ・ファイルを、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、HOST_Bにコピーします。

2. HOST_Bのターゲット・インスタンスと HOST_Aのリカバリ・カタログに接続します。
たとえば、次のように入力します。

% rman target sys/change_on_install@host_b catalog rman/rman@rcat

3. インスタンスをマウントせずに起動します。

startup nomount;

4. 制御ファイルをリストアしてマウントします。次のサブコマンドを持つ runコマンドを
実行します。

a. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てます。

b. 制御ファイルをリストアします。

c. 制御ファイルをマウントします。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     restore controlfile;
     alter database mount;
}

5. 複数の REDOスレッドが存在している可能性があるため、変更ベースのリカバリを使用
します。各スレッドの最新アーカイブ REDOログのなかで最小 SCNを検索して、リカ
バリ終了の SCNを取得します。

注意注意注意注意 : RMANを使用して、あるホストで作成したイメージ・コピーを他
のホストにリストアすることはできません。 ただし、オペレーティング・
システムのユーティリティを使用すると、ファイルを転送できます。 ファ
イルが新しいホストの同じ位置にある場合は、そのファイルを再度カタロ
グ化する必要はありません。 ファイルを新しい位置に転送する場合は、
catalogコマンドを使用して、RMANリポジトリを新しい位置で更新し、
change ... uncatalogコマンドを使用して、古い位置をカタログから削除し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-35ページの「データ・ファイル・コピーの新しいホストへ
のリストア」を参照してください。
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必要な SCNを決めるには、SQL*Plusを起動して次の問合せをします。

SELECT min(scn) 
FROM (SELECT max(next_change#) scn 
      FROM v$archived_log 
      GROUP BY thread#);

6. 次のサブコマンドを持つ runコマンドを実行します。

a. 前のステップで取得した値を使用して、リカバリ終了の SCNを設定します。

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアします。

d. データベースをリカバリします。

e. 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。

run {
     set until scn = 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

リカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしで HOST_Aからからからから HOST_Bにデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法  

1. HOST_Aの初期化パラメータ・ファイルをオペレーティング・システムのユーティリ
ティを使用して、HOST_Bにコピーします。

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て HOST_Aの制御ファイルの
イメージ・コピーを作成し、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
HOST_Bに転送します。

3. nocatalogで HOST_Bのターゲット・インスタンスに接続します。たとえば、次のよう
に入力します。

% rman target sys/change_on_install@host_b nocatalog

4. データベースをマウントします。

startup mount;

5. 複数の REDOスレッドが存在している可能性があるため、変更ベースのリカバリを使用
します。各スレッドの最新アーカイブ REDOログのなかで最小 SCNを検索して、リカ
バリ終了の SCNを取得します。
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必要な SCNを決めるには、SQL*Plusを起動して次の問合せをします。

SELECT min(scn) 
FROM (SELECT max(next_change#) scn 
      FROM v$archived_log 
      GROUP BY thread#);

6. 次のサブコマンドを持つ runコマンドを実行します。

a. 前のステップで取得した値を使用して、リカバリ終了の SCNを設定します。 

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアします。

d. データベースをリカバリします。

e. 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。

run {
     set until scn 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     alter database mount;
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのターゲット・データ異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのターゲット・データ異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのターゲット・データ異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのターゲット・データ
ベースの移動ベースの移動ベースの移動ベースの移動
ファイル・システムが異なるマシンにデータベースを移動する手順は、基本的には 6-4ペー
ジの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベースの移動」で説
明する手順と同じです。違いは、各データ・ファイルを set newnameを使用して改名する
必要がある点です。

たとえば、次のように仮定します。

� HOST_Aのデータベースには 10個のデータ・ファイルが存在します。

� テープ・バックアップからリストアします。

� 一部のデータ・ファイルは /disk1にリストアし、他は HOST_Bの /disk2にリストア
します。

 リカバリ・カタログを使用してリカバリ・カタログを使用してリカバリ・カタログを使用してリカバリ・カタログを使用して HOST_Bにデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法    

1. 6-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」の手順（リカバリ・カタログを使用する場合）に従いますが、runコマンドを
実行する前に停止します。 パス名を指定する初期化パラメータ・ファイルの *_DESTお
よび *_PATHパラメータはすべて確実に再設定してください。
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2. 次の runコマンドを、かわりとして実行します。

a. SQL*Plus 問合せで取得した終了 SCNを設定します。 

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てます。

c. 各データ・ファイルに新しいファイル名を指定します。

d. データベースをマウントします。

e. データベースをリストアします。

f. データ・ファイルを切り替えます。

g. データベースをリカバリします。

h. 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。

run { 
     set until scn 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery
     allocate channel ch1 type disk; 
     set newname for datafile 1 to '/disk1/%U'; # rename each datafile manually
     set newname for datafile 2 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 3 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 4 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 5 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 6 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 7 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 8 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 9 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 10 to '/disk2/%U'; 
     alter database mount; 
     restore database; 
     switch datafile all;  # points the control file to the renamed datafiles
     recover database;
     alter database open resetlogs; 
}  

リカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしで HOST_Bにデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法にデータベースをリストアする方法    

1. 6-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」の手順（リカバリ・カタログを使用しない場合）に従いますが、ステップ 6の
runコマンドを実行する前に停止します。パス名を指定する初期化パラメータ・ファイ
ルの *_DESTおよび *_PATHパラメータはすべて確実に再設定してください。

2. 次のサブコマンドを持つ runコマンドを実行します。

a. SQL*Plus 問合せで取得した終了 SCNを設定します。 

b. 少なくとも 1つのチャネルを割り当てます。

c. 各データ・ファイルに新しいファイル名を指定します。
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d. データベースをリストアします。

e. データ・ファイルを切り替えます。

f. データベースをリカバリします。

g. 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。

run { 
     set until scn 500;  # use appropriate SCN for incomplete recovery 
     allocate channel ch1 type disk; 
     set newname for datafile 1 to '/disk1/%U'; # rename each datafile manually 
     set newname for datafile 2 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 3 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 4 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 5 to '/disk1/%U'; 
     set newname for datafile 6 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 7 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 8 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 9 to '/disk2/%U'; 
     set newname for datafile 10 to '/disk2/%U'; 
     restore database; 
     switch datafile all;  # point control file to renamed datafiles
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

新しいホストへのデータベースのリストアのテスト新しいホストへのデータベースのリストアのテスト新しいホストへのデータベースのリストアのテスト新しいホストへのデータベースのリストアのテスト
元のデータベースを維持しながら、テスト用の複製データベースを作成するには、restore
コマンドではなく、duplicateコマンドを使用します（第 7章「Recovery Managerによる複
製データベースの作成」を参照してください）。 RMANは、複製データベース用に一意の
データベース識別子を作成します。

restoreコマンドを使用して、新しいホストへのデータベースのリストアをテストする手順
は、6-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」または 6-7ページの「異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのターゲッ
ト・データベースの移動」を参照してください。 リカバリ・カタログに不要なレコードが生
成されるのを防ぐため、次のいずれかの手順を実行します。

� データ・ファイルをリストアするとき、nocatalogオプションを使用して RMANを実行
します。

� 制御ファイルのサイズが十分でなく、リストアに必要なバックアップをすべて格納でき
ないために、リカバリ・カタログが必要な場合は、リカバリ・カタログをエクスポート
し、それを別のスキーマまたはデータベースにインポートし、このコピーしたリカバ
リ・カタログを使用して、リストアまたは複製されたデータベースをテストします。

次の表では、様々なリストア例での RMANリポジトリに対する影響を説明します。
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表領域およびデータ・ファイルのリストア表領域およびデータ・ファイルのリストア表領域およびデータ・ファイルのリストア表領域およびデータ・ファイルのリストア
データ・ファイルは消失または破損したが、ディスクがアクセス可能な場合は、そのデー
タ・ファイルを前の位置にリストアできます。 表領域をオフラインにし、restore tablespace
コマンドを発行します。 元の位置がアクセス不可の場合は、表領域をオフラインにし、関連
するデータ・ファイルを新しい位置にリストアします。

データ・ファイルをデフォルトの位置にリストアできない場合は、リストアの前に set 
newnameコマンドを使用します。この場合、Oracleはリストアするデータ・ファイルを
データ・ファイル・コピーとみなし、それをカレントのデータ・ファイルとするために
switchコマンドを実行します。Oracleは、ファイル名のエントリを作成するか、または既
存のファイル名がある場合はそれを上書きします。

RMANの switchコマンドは、ALTER DATABASE RENAME DATAFILE文と等価です。切
替えがカレントのデータ・ファイルの位置を効率的に変更することに注意してください。 ま
た、切替えの実行はコピーを消費すること、つまり、リカバリ・カタログと制御ファイルに
ある対応するレコードを削除することにも注意してください。

切替えのターゲットを指定しないと、set newnameで以前このファイル番号に設定したファ
イル名が切替えのターゲットとして使用されます。switch datafile allを指定した場合、こ
のジョブで set newnameを発行されたデータ・ファイルはすべて、それらの新しいファイ
ル名に切り替えられます。

後でリカバリするつもりで、set newnameコマンドを発行してデータ・ファイルを新しい位
置にリストアする場合は、リストアの後、かつリカバリの前に切替えを実行して、リストア
したデータ・ファイルをカレントのデータ・ファイルにしてください。

コマンドコマンドコマンドコマンド
カタログのカタログのカタログのカタログの
使用使用使用使用 リポジトリへの影響リポジトリへの影響リポジトリへの影響リポジトリへの影響

duplicate 使用する 複製データベースの新しい db_idが生成されるため、手動でカタロ
グに登録する必要があります。 登録後、RMANはターゲット・
データベースと複製データベースの 2つの別個のデータベースを識
別します。

duplicate 使用しない 複製データベースの新しい db_idが生成されます。 ターゲット・
データベースのリポジトリは影響を受けません。

restore 使用する switchコマンドを発行すると、RMANは、リストアされたデータ
ベースをターゲット・データベースとみなし、リカバリ・カタログ
は破損します。 switchコマンドを発行しない場合、RMANは、リ
ストアされたデータ・ファイルをイメージ・コピーとみなし、将来
のリストア処理の候補とします。

restore 使用しない switchコマンドを発行すると、RMANは、リストアされたデータ
ベースをターゲット・データベースとみなします。 switchコマンド
を発行しない場合、リポジトリはリストア処理による影響を受けま
せん。
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表領域をデフォルトの位置にリストアする方法表領域をデフォルトの位置にリストアする方法表領域をデフォルトの位置にリストアする方法表領域をデフォルトの位置にリストアする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、次の操作を行います。

� リカバリが必要な表領域をオフラインにします。

� 表領域をリストアします。

たとえば、表領域 USER_DATAをリストアするには、次のコマンドを発行します。

run {
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE TEMPORARY';
     allocate channel ch1 type disk;
     restore tablespace user_data;
}

3. リストアされた表領域に対してメディア・リカバリを行う必要があります。 必要な手順
の詳細は、6-38ページの「オープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファ
イルのリカバリ」を参照してください。

表領域を新しい位置にリストアする方法表領域を新しい位置にリストアする方法表領域を新しい位置にリストアする方法表領域を新しい位置にリストアする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、次の操作を行います。

� 表領域をオフラインにします。

� 破損したデータ・ファイルのリストア先として、アクセス可能な位置をオフライン
表領域に指定します。

� 新しい位置にデータ・ファイルをリストアします。

� リストアしたデータ・ファイルを切り替えて、制御ファイルがそのファイルを現行
のファイルとみなすように設定します。

表領域 TBS_1のデータ・ファイルをディスク上の新しい位置にリストアするには、次の
コマンドを入力します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : switch コマンドの構文は、10-163ページの「switch」を参照
してください。
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run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE TEMPORARY';
     # restore the datafile to a new location
     set newname for datafile '/disk1/oracle/tbs_1.f' to '/disk2/oracle/tbs_1.f';
     restore tablespace tbs_1;
     # make the control file recognize the restored file as current
     switch datafile all;
}

3. リストアされた表領域に対してメディア・リカバリを行います。 必要な手順の詳細は、
6-38ページの「オープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファイルのリカ
バリ」を参照してください。

制御ファイルのリストア制御ファイルのリストア制御ファイルのリストア制御ファイルのリストア
メディア障害で制御ファイルが破損し、多重コピーがない場合は、バックアップのリストア
が必要です。restore controlfileコマンドを発行し、パラメータ・ファイルで指定した最初
の CONTROL_FILESの位置に制御ファイルをリストアします。RMANは、パラメータ・
ファイルで指定したすべての CONTROL_FILESの位置に制御ファイルを自動的にコピーし
ます。

デフォルト以外の位置に制御ファイルをリストアするときは、restore controlfile 'filename'
で宛先を指定します。既存のファイルがある場合は、上書きされます。制御ファイルを新し
い位置にリストアするときは、replicate controlfile from 'filename'を使用して、CONTROL_
FILESの宛先に制御ファイルをコピーします。 RMANは、制御ファイルを自動的にはコピー
しません。 

replicate controlfileコマンドの使用方法は、copy controlfileコマンドと同じです。制御
ファイルを名前で指定すると、RMANはターゲット・データベースの CONTROL_FILES初
期化パラメータで指定した位置にファイルをコピーします。

リカバリ・カタログを使用して、制御ファイルをデフォルトの位置にリストアする方法リカバリ・カタログを使用して、制御ファイルをデフォルトの位置にリストアする方法リカバリ・カタログを使用して、制御ファイルをデフォルトの位置にリストアする方法リカバリ・カタログを使用して、制御ファイルをデフォルトの位置にリストアする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログ・データベースに
接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースをマウントせずにインスタンスを起動します。

startup nomount;

3. 次の操作を行います。

a. なんらかの理由で、ある日付より前に作成した制御ファイルをリストアする必要が
ある場合は、その日付で set untilコマンドを発行します。その他の場合は、次のス
テップに進みます。
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b. 1つ以上のチャネルを割り当てます。

c. 制御ファイルをリストアします。

d. データベースをマウントします。

run { 
     # To restore a control file created before a certain date, issue the following
     # set command using a valid date for 'date_string'. You can also specify an SCN 
     # or log sequence number.
     # set until time = 'date_string'; 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore controlfile;
     alter database mount;
}

RMANは、CONTROL_FILES初期化パラメータで指定した位置に制御ファイルを自動
的にコピーします。

4. 制御ファイルのリストア後にデータ・ファイルのメディア・リカバリを実行する必要が
ある場合は、6-20ページの「完全リカバリの実行」または 6-25ページの「不完全リカ
バリの実行」を参照してください。

リカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置にリストアする方法リカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置にリストアする方法リカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置にリストアする方法リカバリ・カタログを使用せずに制御ファイルを新しい位置にリストアする方法  

特定のバックアップに関する情報を含んでいる制御ファイルは、バックアップ操作でバック
アップした制御ファイルとは異なりますので注意してください。 たとえば、backup 
databaseを発行した場合、このデータベース全体のバックアップ内のバックアップ制御ファ
イルには、データベース全体のバックアップの記録は含まれません。次の制御ファイルの
バックアップに、このデータベース全体のバックアップについての情報が含まれます。

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。たとえば、次のように入
力します。 

% rman target / nocatalog

2. データベースをマウントします。

startup mount;

3. 次の操作を行います。

a. ある日付より前に作成した制御ファイルをリストアする必要がある場合は、その日
付を指定して set untilコマンドを発行します。その他の場合は、次のステップに進
みます。

b. 1つ以上のチャネルを割り当てます。

c. カレントの制御ファイルが誤って上書きされるのを防ぐために、バックアップの制
御ファイルを一時的な位置にリストアします。
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d. データベースを停止します。

e. リストアした位置からパラメータ・ファイルの CONTROL_FILESパラメータで指
定したすべての位置に制御ファイルをコピーします。

f. データベースをマウントします。

run { 
     # To restore a control file created before a certain date, issue the following
     # set command using a valid date for 'date_string'. You can also specify an SCN 
     # or log sequence number.
     # set until time = 'date_string'; 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     # restore control file to new location
     restore controlfile to '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     shutdown immediate;
     # replicate the control file manually to locations in parameter file
     replicate controlfile from '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     startup mount;
}

4. 制御ファイルのリストア後にデータ・ファイルのメディア・リカバリを実行する必要が
ある場合は、6-20ページの「完全リカバリの実行」または 6-25ページの「不完全リカ
バリの実行」を参照してください。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ 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
RMANは、ターゲット・データベースの LOG_ARCHIVE_FORMATパラメータと、LOG_
ARCHIVE_DESTまたは LOG_ARCHIVE_DEST_1いずれかのパラメータを組み合せた名前
で、アーカイブ REDOログをリストアします。リストアされたアーカイブ・ログ・ファイ
ルの名前を導出するには、これらのパラメータをポート固有の方式で組み合せます。

set archivelog destinationコマンドで宛先のパラメータをオーバーライドします。このコマ
ンドの発行によって、データベースのリストアが発生しているときに、様々な位置に多くの
アーカイブ・ログを手動で準備できます。リカバリ中、RMANは新たにリストアされた
アーカイブ・ログの場所を認識しています。つまり、これらのログはパラメータ・ファイル
で指定した位置になくてもかまいません。

たとえば、初期化パラメータ・ファイルに指定された場所とは異なる宛先を指定してバック
アップをリストアした場合、その後のリストア操作とリカバリ操作では、新しい位置が検出
され、初期化パラメータで指定された場所のファイルは検索されません。

必要な場合は、アーカイブ REDOログに複数のリストア宛先を指定できます。ただし、そ
れら宛先の同時指定はできません。たとえば、次のように発行できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : replicate controlfile コマンドの構文は、10-115ページの
「replicate」を参照してください。
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run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     # Set a new location for logs 1 through 10.
     set archivelog destination to '/disk1/oracle/temp_restore';
     restore archivelog from logseq 1 until logseq 10;
     # Set a new location for logs 11 through 20.
     set archivelog destination to '/disk1/oracle/arch';
     restore archivelog from logseq 11 until logseq 20;
     # Set a new location for logs 21 through 30.
     set archivelog destination to '/disk2/oracle/temp_restore';
     restore archivelog from logseq 21 until logseq 30;
     . . .
     recover database;
}

アーカイブ REDOログを複数の位置にリストアする場合は、1つの recoverコマンドを発行
するのみです。RMANは、リストアされたアーカイブ REDOログを自動的に検索し、その
内容をデータ・ファイルに適用します。

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. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

必要に応じて、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate; 
startup mount;

3. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. 必要な場合は、set archivelog destinationコマンドを使用し、リストアされている
アーカイブ REDOログに対して新しい位置を指定します。その他の場合は、次の
ステップに進みます。

b. チャネルを割り当てます。

c. アーカイブ REDOログをリストアします。

たとえば、このジョブではすべてのバックアップ・アーカイブ REDOログをリストア
します。
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run { 
     # Optionally, set a new location for the restored logs.
     set archivelog destination to '/oracle/temp_restore';
     allocate channel ch1 type disk;
     restore archivelog all;
}

不完全リカバリに備えてのリストア不完全リカバリに備えてのリストア不完全リカバリに備えてのリストア不完全リカバリに備えてのリストア
set untilコマンドを使用して、リカバリの終了点を指定します。このコマンドは、同じ run
コマンド内の後続の restore、switchおよび recoverの各コマンドにも影響を与えます。

不完全リカバリに備えてデータベースをリストアする方法不完全リカバリに備えてデータベースをリストアする方法不完全リカバリに備えてデータベースをリストアする方法不完全リカバリに備えてデータベースをリストアする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

必要に応じて、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

3. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. 特定の時刻、SCNまたはログ順序番号に到達するまでリカバリする必要があるかど
うかを判断し、適切な set untilコマンドを発行します。

b. チャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアします。

たとえば、このジョブでは不完全リカバリに備えてデータベースを 1998年 12月 15日
午前 9時までリストアします。

run { 
     set until time 'Dec 15 1998 09:00:00';
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : set archivelog destinationコマンドの構文は、10-151ページ
の「set_run_option」を参照してください。
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OPS構成でのリストア構成でのリストア構成でのリストア構成でのリストア
一部のユーザー構成では、バックアップを作成したノードからのみ、テープのバックアップ
をリストアできます。 したがって、ノード Aが OPS構成内のテープにバックアップを行っ
た場合は、ノード A（ノード Bまたはノード Cではなく）がリストアを実行する必要があ
ります。 set autolocateコマンドを発行すると、RMANは、どの OPSクラスタのノードが、
どのバックアップをリストアする必要があるかを検出します。 特定のメディア管理製品に関
連するリストアを行ったり、ファイル・システムからリストアするときに、set autolocate
を発行しないと、RMANは、バックアップが常駐しないノードからバックアップをリスト
アしようとするため、リストア処理に失敗します。

set autolocate onコマンドは、次の場合にのみ発行します。

� このコマンドの後に、restoreコマンドまたは recoverコマンドが続いている場合

� チャネルが、OPSクラスタの異なるノードに割り当てられている場合

� メディア管理サーバーがクラスタ環境のサービスを提供していない場合

� OPSリストアのために必要な場合（autolocateオプションによって、システムのオー
バーヘッドが発生します）

OPS構成でデータベースをリストアする方法構成でデータベースをリストアする方法構成でデータベースをリストアする方法構成でデータベースをリストアする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

必要に応じて、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

3. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. 通常通り、チャネルを各ノードに割り当てます。

b. set autolocate onコマンドを発行します。

c. データベースをリストアします。
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run { 
     allocate channel node_1 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_1'; 
     allocate channel node_2 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_2'; 
     allocate channel node_3 type disk connect 'sys/sys_pwd@node_3'; 
     set autolocate on;
     restore database;
}

データ・ファイルのリカバリデータ・ファイルのリカバリデータ・ファイルのリカバリデータ・ファイルのリカバリ
メディア・リカバリとは、リストアしたファイルを現行の時刻または指定の時刻まで更新す
るために、そのファイルに REDOログまたは増分バックアップを適用することです。リカ
バリまたは増分バックアップを適用できるのはデータ・ファイルのみで、データ・ファイ
ル・コピーには適用できません。

次の場合に、メディア・リカバリを実行します。

� メディア障害でデータ・ファイルが破損し、現行の時刻までのリカバリが必要な場合

� データベース全体を以前のある時刻までリカバリする必要がある場合

� メディア障害で制御ファイルが破損した場合

� CREATE CONTROLFILEコマンドを実行した場合

RMANは、必要に応じてアーカイブ REDOログのバックアップ・セットをリストアし、メ
ディア・リカバリを実行します。 デフォルトでは、RMANは、初期化パラメータ・ファイル
で指定された現行のログ・アーカイブの宛先にアーカイブ REDOログをリストアします。 別
の位置を指定する場合は、set archivelog destinationコマンドを使用します。

RMANが増分バックアップの適用か、または REDOの適用かを選択できる場合は、常に増
分バックアップを選択します。増分バックアップのオーバーラップしているレベルが使用可
能な場合、RMANは、最も長い期間をカバーしているレベルを自動的に選択します。

メディア・リカバリを実行するには、できる限りリカバリ・カタログを使用可能にしてくだ
さい。使用できない場合、RMANは、ターゲット・データベース制御ファイルの情報を使
用してリカバリを実行します。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : set autolocate コマンドの構文は、10-151ページの「set_run_
option」を参照してください。

注意注意注意注意 : 制御ファイルのリカバリが必要な場合は、リカバリ・カタログを
使用可能にする必要があります。リカバリ・カタログもターゲット・デー
タベース制御ファイルも使用できない場合、RMANは操作を行うことが
できません。
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この項では次の項目について説明します。

� メディア・リカバリの準備

� 完全リカバリの実行

� 不完全リカバリの実行

メディア・リカバリの準備メディア・リカバリの準備メディア・リカバリの準備メディア・リカバリの準備
いつ、どのような方法でリカバリを行うかは、データベースの状態と、そのデータ・ファイ
ルの位置によって異なります。 

メディア・リカバリの必要性を判断する方法メディア・リカバリの必要性を判断する方法メディア・リカバリの必要性を判断する方法メディア・リカバリの必要性を判断する方法  

1. SQL*Plusを起動し、ターゲット・データベースに接続します。たとえば、次のコマン
ドを発行して PROD1に接続します。

% sqlplus sys/change_on_install@prod1;

2. コマンドラインで次の SQL問合せを実行し、データベースの状態を判断します。

SELECT parallel, status FROM v$instance;

PAR STATUS
--- -------
NO  OPEN

STATUS列が OPENの場合、そのデータベースはオープン状態です。ただし、一部の
表領域とそのデータ・ファイルをリストアまたはリカバリする必要性は、まだ残されて
います。 

3. 次の問合せを実行して、データ・ファイルのヘッダーをチェックし、下の表に従って対
応してください。 

SELECT file#, status, error, recover, tablespace_name, name 
FROM v$datafile_header
WHERE error IS NOT NULL
OR recover = 'YES'; 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 増分バックアップの概要は、1-49ページの「増分バックアッ
プ」を参照してください。
Recovery Managerによるリストアとリカバリ 6-19



データ・ファイルのリカバリ
完全リカバリの実行完全リカバリの実行完全リカバリの実行完全リカバリの実行
完全リカバリを実行するときは、データベース全体またはデータベースのサブセットをリカ
バリします。たとえば、表領域の大部分の完全リカバリを実行しておいて、残りの表領域を
後でリカバリすることができます。データ・ファイルが読み書き可能または NORMALモー
ドでオフラインにされた表領域でも、違いはありません。

完全リカバリの使用方法は、データベースがオープン状態かクローズ状態かによって異なり
ます。

エラー列エラー列エラー列エラー列 RECOVER列列列列 解決策解決策解決策解決策

NULL NO エラーの原因がハードウェアまたはオペレーティング・システムの
一時的な問題でない限り、データ・ファイルをリストアするか、ま
たはそのデータ・ファイルのコピーに切り替えてください。

NULL YES データ・ファイルをリカバリしてください。recoverコマンドは、
最初に適切な増分バックアップがあればそれを適用し、次に REDO
ログを適用します。RMANは、必要に応じて増分バックアップと
REDOログをリストアします。 

NOT 
NULL

エラーの原因がハードウェアまたはオペレーティング・システムの
一時的な問題でない限り、データ・ファイルをリストアするか、ま
たはそのデータ・ファイルのコピーに切り替えてください。

注意注意注意注意 : V$DATAFILE_HEADERは、各データ・ファイルのヘッダー・ブ
ロックのみを読み取るため、データ・ファイルのリストアが必要となるよ
うな問題をすべて検出するわけではありません。たとえば、データ・ファ
イルに読取り不能なデータ・ブロックがあっても、そのデータ・ファイル
のヘッダー・ブロックに障害がない場合は、エラーはレポートされませ
ん。 

データベースの状態データベースの状態データベースの状態データベースの状態 処理処理処理処理

クローズ状態 次のいずれかの操作をします。

� 1つの操作でデータベース全体をリカバリします。

� 別々の操作でそれぞれの表領域をリカバリします。

オープン状態 次のいずれかの操作をします。

� データベースをクローズしてリカバリします。

� 個々の表領域をオフラインにしてから、リカバリします。
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skip句は、一時データのみを含んだ表領域のリカバリを避けたり、一部の表領域のリカバリ
を延期する場合などに役立ちます。skip句は、メディア・リカバリの開始前に、指定した表
領域のデータ・ファイルをオフラインにし、メディア・リカバリ完了まで、それらをオフラ
インの状態のまま維持します。

アーカイブ REDOログまたは増分バックアップ・セットのリストアが不要な場合は、
recoverコマンドの発行前に、channelコマンドを少なくとも 1回は発行しておく必要があ
ります。リストアするバックアップ・セットに適切なタイプのデバイスを割り当ててくださ
い。適切なタイプの記憶デバイスが使用できない場合は、recoverコマンドがエラーとなり
ます。

データベースのリカバリデータベースのリカバリデータベースのリカバリデータベースのリカバリ
データベースで完全リカバリを実行する手順は、制御ファイルが使用可能かどうかによって
異なります。

制御ファイルに障害がないときにデータベースをリカバリする方法制御ファイルに障害がないときにデータベースをリカバリする方法制御ファイルに障害がないときにデータベースをリカバリする方法制御ファイルに障害がないときにデータベースをリカバリする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

3. チャネルを割り当てた後、データベースをリストアしてリカバリします。この例では、
読取り専用の TEMP表領域をスキップしています。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database
       skip tablespace temp;
}

4. 正常にリカバリしたかどうかを出力で調べます。RMANが必要なデータ・ファイルを
リストアした後、出力内の RMAN-08055を調べます。

RMAN-08024: チャネル ch1: リストア完了
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover(1)
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RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover(2)
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover(3)
RMAN-03023: 実行コマンド: recover(3)
RMAN-08054: メディアのリカバリを開始します。
RMAN-08515: アーカイブログ・ファイル名=/oracle/arc_dest/arcr_1_40.arc スレッド=1 順序=40
RMAN-08515: アーカイブログ・ファイル名=/oracle/arc_dest/arcr_1_41.arc スレッド=1 順序=41
RMAN-08055: メディアのリカバリが完了しました。
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover(4)
RMAN-08031: チャネル ch1をリリースしました。

バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリカバリする方法バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリカバリする方法バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリカバリする方法バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリカバリする方法  

バックアップ制御ファイルとリカバリ・カタログを使用してリストア操作を実行する場合、
RMANは、リストアしたバックアップの構造が制御ファイルに反映されるように自動的に
調整します。

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。リカバリ・カタログを使用すると、RMAN
は制御ファイルを更新します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. データベースをマウントせずにインスタンスを起動します。

startup nomount;

3. 1つ以上のチャネルを割り当てた後、次の操作を行います。

a. restore controlfileコマンドを使用して、CONTROL_FILES初期化パラメータに指
定したすべての位置に、制御ファイルをリストアします。

b. データベースをマウントします。

c. データベースをリストアしてリカバリします。

d. 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。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore controlfile;
     alter database mount;
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

4. データベースをリセットします。

reset database;
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5. ただちにデータベースをバックアップします。データベースは新しいインカネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

表領域のリカバリ表領域のリカバリ表領域のリカバリ表領域のリカバリ
表領域のリカバリ手順は、データベースがオープン状態かクローズ状態か、またデフォルト
の表領域の位置がアクセス可能かどうかによって異なります。

アクセス可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法アクセス可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法アクセス可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法アクセス可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、表領域をリストアしてリカバリします。この例では、表領域
TBS_3をリカバリします。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     restore tablespace tbs_3;
     recover tablespace tbs_3;
}

3. 正常にリカバリしたかどうかを出力で調べます。

アクセス不可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法アクセス不可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法アクセス不可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法アクセス不可能な表領域をデータベースのクローズ時にリカバリする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当てた後、次の操作を行います。

a. 破損したデータ・ファイルのファイル名を変更し、アクセス可能な位置を指定しま
す。

b. 新しい位置にバックアップ・データ・ファイルをリストアします。

c. リストアしたデータ・ファイルを切り替え、制御ファイルがそのファイルを現行の
ファイルとみなすように設定します。

d. 表領域をリカバリします。
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run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     set newname for datafile '/disk1/oracle/tbs_1.f' to '/disk2/oracle/tbs_1.f';
     restore tablespace tbs_1;
     switch datafile all;
     recover tablespace tbs_1;
}

アクセス可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法アクセス可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法アクセス可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法アクセス可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法  

データ・ファイルは消失または破損したが、ディスクがアクセス可能な場合は、そのデー
タ・ファイルをデフォルトの位置にリストアできます。 

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. 次の操作を行います。

a. リカバリする表領域をオフラインにします。

b. チャネルを割り当てます。

c. 必要に応じて、リカバリに必要なアーカイブ REDOログのリストア先を設定しま
す。RMANは、この位置にアーカイブ REDOログをリストアしているため、アー
カイブ REDOログの格納場所を常に認識しています。

d. 表領域をリストアしてリカバリします。

e. 表領域をオンラインにします。

run { 
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE TEMPORARY';
     allocate channel ch1 type disk;
     set archivelog destination to '/oracle/temp/arcl_restore';
     restore tablespace user_data;
     recover tablespace user_data;
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data ONLINE';
}

アクセス不可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法アクセス不可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法アクセス不可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法アクセス不可能な表領域をデータベースのオープン時にリカバリする方法  

メディア障害で表領域またはデータ・ファイルがアクセス不可能な場合は、データ・ファイ
ルを新しい位置にリストアするか、または既存のデータ・ファイル・コピーに切り替える必
要があります。 

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat
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2. チャネルを割り当てた後、次の操作を行います。

a. リカバリする表領域をオフラインにします。

b. 破損したデータ・ファイルのファイル名を変更して、アクセス可能な位置を指定し
ます。

c. 新しい位置にバックアップ・データ・ファイルをリストアします。

d. リストアしたデータ・ファイルを切り替え、制御ファイルがこのファイルを現行の
ファイルとみなすように設定します。

e. 表領域をリカバリします。

f. 表領域をオンラインにします。

run { 
     sql 'ALTER TABLESPACE user_data OFFLINE IMMEDIATE';
     allocate channel ch1 type disk;
     set newname for datafile '/disk1/oracle/tbs_1.f' to '/disk2/oracle/tbs_1.f';
     restore tablespace tbs_1;
     switch datafile all;
     recover tablespace tbs_1;
     sql 'ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE';
}

不完全リカバリの実行不完全リカバリの実行不完全リカバリの実行不完全リカバリの実行
RMANでは、指定した時刻、SCN、ログ順序番号までのデータベース全体のリカバリを実
行できます。 このタイプのリカバリは不完全リカバリ（incomplete recovery）と呼ばれます。
データベース全体のリカバリの場合、データベースの Point-in-Timeリカバリ（DataBase 
Point-In-Time Recovery: DBPITR）と呼ばれることもあります。

不完全リカバリには、完全リカバリと異なる点がいくつかあります。最も重要な違いは、不
完全リカバリではデータベースを RESETLOGSオプションでオープンする必要があることで
す。このオプションを使用すると、オンライン REDOログには新しいタイムスタンプと
SCNが記録されます。その結果、古いアーカイブ REDOログの適用によるデータ・ファイ
ル破損の危険性がなくなります。

不完全リカバリの実行後に RESETLOGSオプションをオープンする必要があるため、すべて
のデータ・ファイルをリカバリすることが必要です。データ・ファイルのなかには、
RESETLOGSの前にはリカバリできないもの、および RESETLOGSの後にはリカバリできな
いファイルがあります。 事実、Oracleではデータ・ファイルがオフラインのときに、ログを
リセットすることはできません。唯一の例外は、データ・ファイルが NORMALモードでオ
フラインにされているか、または読取り専用の場合です。RESETLOGSの後は、読取り専用
または NORMALモードでオフラインにされた表領域のファイルをオンラインにできます。
これらのファイルあるいは表領域には REDOを適用する必要がないためです。

DBPITRを実行する最も容易な方法は、set untilコマンドを使用する方法です。このコマン
ドは、同じ runコマンド内の後続の restore、switchおよび recoverの各コマンドに対して、
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必要な時刻を設定します。 set untilコマンドを restoreの後に、かつ recoverの前に指定した
場合は、データベースを必要な時刻までリカバリできない場合があることに注意してくださ
い。これは、リストアされたファイルに設定時刻より後のタイムスタンプがすでにある可能
性があるためです。したがって、通常の場合、set untilコマンドは、restoreコマンドまた
は switchコマンドの前に指定するのが最善の方法です。 

リカバリ・カタログを使用した不完全リカバリの実行リカバリ・カタログを使用した不完全リカバリの実行リカバリ・カタログを使用した不完全リカバリの実行リカバリ・カタログを使用した不完全リカバリの実行
データベースの Point-in-Timeリカバリを実行するには、データベースをクローズしておく
必要があります。 ある時刻までのリカバリを行う場合は、RMANを起動する前に、時刻書式
の環境変数を設定する必要があることに注意してください（2-3ページの「NLS環境変数の
設定」を参照してください）。たとえば、次のように入力します。

NLS_LANG=american 
NLS_DATE_FORMAT='Mon DD YYYY HH24:MI:SS' 

指定時刻までデータベースをリカバリする方法指定時刻までデータベースをリカバリする方法指定時刻までデータベースをリカバリする方法指定時刻までデータベースをリカバリする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

必要に応じて、接続時にログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

3. どの時刻までリカバリするかを決めます。たとえば、午前 9時 2分に表領域を誤って削
除したことを、午前 9時 15分に発見した場合は、削除が生じた直前の午前 9時までリ
カバリできます。 その時刻以降にデータベースに対して行った変更は消失します。

4. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. NLS_LANGと NLS_DATE_FORMATで指定した日付書式を使用して、リカバリ終
了時刻を設定します。

b. チャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアします。

d. データベースをリカバリします。

e. 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。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : set untilコマンドの構文は、10-165ページの「untilClause」
を参照してください。
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たとえば、このジョブでは 11月 15日午前 9時まで不完全リカバリを実行します。

run { 
     set until time 'Nov 15 1998 09:00:00';
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

5. データベースをリセットします。

reset database;

6. ただちにデータベースをバックアップします。データベースは新しいインカネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

指定指定指定指定 SCNまでデータベースをリカバリする方法までデータベースをリカバリする方法までデータベースをリカバリする方法までデータベースをリカバリする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

必要に応じて、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

3. どの SCNまでリカバリするかを決めます。たとえば、表領域 TBS_1のバックアップを
作成した後しばらくして、TBS_3にあるデータ・ファイルを誤って上書きした場合は、
listコマンドを発行して TBS_1バックアップの SCNを確認してから、昨日のデータ
ベース全体のバックアップをリストアし、その SCNまでデータベースをリカバリする
ことができます。

4. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. リカバリ終了の SCNを設定します。

b. チャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアします。
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d. データベースをリカバリします。

e. 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。

たとえば、このジョブでは SCN1000まで不完全リカバリを実行します。

run { 
     set until scn 1000;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

5. データベースをリセットします。

reset database;

6. ただちにデータベースをバックアップします。データベースは新しいインカネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

指定ログ順序番号までデータベースをリカバリする方法指定ログ順序番号までデータベースをリカバリする方法指定ログ順序番号までデータベースをリカバリする方法指定ログ順序番号までデータベースをリカバリする方法  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

必要に応じて、接続時にメッセージ・ログ・ファイルを指定します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat log = rman_log

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

shutdown immediate;
startup mount;

3. どのログ順序番号までリカバリするかを決めます。たとえば、V$LOG_HISTORYに問
い合せて、アーカイブしてある REDOログを表示します。 
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RECID      STAMP      THREAD#    SEQUENCE#  FIRST_CHAN FIRST_TIM NEXT_CHANG
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- ----------
         1  344890611          1          1      20037 24-SEP-98      20043
         2  344890615          1          2      20043 24-SEP-98      20045
         3  344890618          1          3      20045 24-SEP-98      20046
         4  344890621          1          4      20046 24-SEP-98      20048
         5  344890624          1          5      20048 24-SEP-98      20049
         6  344890627          1          6      20049 24-SEP-98      20050
         7  344890630          1          7      20050 24-SEP-98      20051
         8  344890632          1          8      20051 24-SEP-98      20052
         8 rows selected.

4. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. リカバリ終了のログ順序番号を設定します。

b. チャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアします。

d. データベースをリカバリします。

e. 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。

たとえば、このジョブではスレッド 1のログ順序番号 6まで不完全リカバリを実行しま
す。

run { 
     set until logseq 6 thread 1;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs;
}

5. データベースをリセットします。

reset database;

6. ただちにデータベースをバックアップします。データベースは新しいインカネーション
であるため、RESETLOGS以前のバックアップは使用できません。たとえば、次のよう
に入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}
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リカバリ・カタログなしの不完全リカバリの実行リカバリ・カタログなしの不完全リカバリの実行リカバリ・カタログなしの不完全リカバリの実行リカバリ・カタログなしの不完全リカバリの実行
リカバリ・カタログなしで DBPITRを実行するためには、次の指示を確実に守る必要があり
ます。

� 制御ファイルの個別のバックアップ

� 表領域またはデータ・ファイルの追加後に新しいバックアップを作成

� すべてのバックアップに対する RMAN出力の保存

� 制御ファイル・レコードの最大日数の指定

制御ファイルの個別のバックアップ制御ファイルの個別のバックアップ制御ファイルの個別のバックアップ制御ファイルの個別のバックアップ  制御ファイルのバックアップは、RMANデータベー
ス・バックアップ後に作成してください。これは、いま作成したデータベース・バックアッ
プについての情報を収めたバックアップ制御ファイルが必要になるためです。データベース
のバックアップに制御ファイルのバックアップが含まれている場合、すなわちファイル番号
1のデータ・ファイルをバックアップしたり、include current controlfileを指定したバック
アップを実行した場合でも、そのバックアップ・セットにあるバックアップ制御ファイルを
自己参照することはできません。次のコマンドについて検討してみます。

backup database;

このコマンドは、制御ファイルのバックアップを含んだバックアップ・セットを作成しま
す。 ただし、このバックアップ制御ファイルには、自分自身を含むバックアップ・セットの
レコードはありません。  その結果、このバックアップ制御ファイルをリストアしてからマウ
ントしても、バックアップ・セットからファイルをリストアできません。これは、制御ファ
イルにはこのファイルのレコードがないためです。 

制御ファイルを個別にバックアップするには、runコマンド内のコマンドを、次の例のよう
に発行します。

backup database;
backup current controlfile tag = 'database backup';

これらのコマンドによって、2つのバックアップ・セットが作成され、各バックアップ・
セットにはバックアップ制御ファイルがあります。 2番目のコマンドで作成した制御ファイ
ルのバックアップは、非常に重要なバックアップです。つまり、この制御ファイル・バック
アップには、データベース・バックアップに関連するすべてのレコードが含まれます。 後で
リストアするためにこのバックアップを指定する必要がある場合は、バックアップ制御ファ
イルのタグを作成すると便利です。 このタグは、引き続き制御ファイル・バックアップをと
るときに変更しないでください。

表領域またはデータ・ファイルの追加後に新しいバックアップを作成表領域またはデータ・ファイルの追加後に新しいバックアップを作成表領域またはデータ・ファイルの追加後に新しいバックアップを作成表領域またはデータ・ファイルの追加後に新しいバックアップを作成  新しい表領域または
データ・ファイルをデータベースに追加した後、ただちに新しいバックアップを作成しま
す。 NOARCHIVELOGモードで実行している場合は、データベース全体をバックアップす
る必要があります。 ARCHIVELOGモードで実行している場合は、追加した表領域または
データ・ファイルのみバックアップできます。 backup current controlfileコマンドを使用し
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て制御ファイルのバックアップをとる方法は、6-30ページの「制御ファイルの個別のバック
アップ」を参照してください。

すべてのバックアップに対するすべてのバックアップに対するすべてのバックアップに対するすべてのバックアップに対する RMAN出力の保存出力の保存出力の保存出力の保存  この操作は、RMANを使用しないで、
バックアップ・セットから制御ファイルを手動でリストアする必要が生じた場合に実行しま
す（6-37ページの「RMANを使用せずにバックアップ・セットから制御ファイルをリスト
ア」を参照してください）。 

RMANで出力をファイルに書き込むためには、オペレーティング・システム・レベルで
STDOUTをリダイレクトするか、または RMANの logコマンドライン・オプションを使用
します。

制御ファイル・レコードの最大日数の指定制御ファイル・レコードの最大日数の指定制御ファイル・レコードの最大日数の指定制御ファイル・レコードの最大日数の指定  DBPITRの実行に必要なバックアップ・レコード
を制御ファイルに確実に含めるためには、次の初期化パラメータを 0（ゼロ）以外の値に設
定します（integerは日数です）。

CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIME = integer

この値は、Point-in-Timeリカバリ中にさかのぼる最大日数以上の値にしてください。 たとえ
ば、本日から 2週間前の時点までリカバリする必要がある場合、このパラメータには 14以
上の値を設定します。

リカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしでリカバリ・カタログなしで DBPITRを実行する方法を実行する方法を実行する方法を実行する方法  

1. nocatalogオプションを指定して RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続し
ます。 

% rman target / nocatalog

2. データベースがオープン状態の場合は、停止してからマウントします。

startup force mount;

3. バックアップ制御ファイルを一時的な位置にリストアします。 6-30ページの「制御ファ
イルの個別のバックアップ」の手順に従って、作成したバックアップ制御ファイルの 1
つをリストアします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コマンドライン・オプションの詳細は、10-47ページの
「cmdLine」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 : CONTROL_FILE_RECORD_KEEP_TIMEの管理方法は、3-49
ページの「制御ファイル・レコードの上書きの監視」、および 3-36ページ
の「制御ファイル内のレコードの管理」を参照してください。
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たとえば、次のスクリプトを実行して、制御ファイルを一時的な位置にリストアしま
す。

run {
     set until time 'Jun 18 1998 16:32:36';
     allocate channel ch1 type disk;
     # restore a backup controlfile to a temporary location.
     restore controlfile to '/tmp/cf.tmp' from tag = 'database backup';
}

4. タグを使用した制御ファイルのリストアを指定しなかった場合は、RMANがリストア
した制御ファイルが正しいファイルであることを確認します。 6-30ページの「制御ファ
イルの個別のバックアップ」に従って RMAN出力を保存した場合は、出力ファイルを
調べることができます。 たとえば、RMAN-08021を調べます。

RMAN-08021: チャネル c1: 制御ファイルをリストアしています。
RMAN-08505: 出力ファイル名=/oracle/dbs/cf1.f
RMAN-08023: チャネル c1: バックアップ部分: 1がリストアされました。
RMAN-08511: 部分ハンドル=/oracle/dbs/0ab81tct_1_1 タグ=post_wholedb パラメータ=NULL
RMAN-08024: チャネル c1: リストア完了

5. SQL*Plusを使用してターゲット・データベースに接続し、カレントの制御ファイルの
コピーを作成します。 この操作は、なんらかの理由でカレントの制御ファイルが必要に
なった場合のために行います。たとえば、次のように入力します。

SQL> alter database backup controlfile to ’/tmp/original_cf’;

注意注意注意注意 : 個別の制御ファイル・バックアップが前述のとおりに作成されて
いる場合、RMANはこのバックアップを自動的にリストアします。 
backup databaseと backup current controlfileの間にある時間を指定した
場合、RMANは不適切な制御ファイルを選択することになります。 

正しい制御ファイルを確実にリストアするためには、backup current 
controlfileコマンドの tagオプションを使用し、このタグをリストアに指
定して、RMANで必要な制御ファイルが強制的に選択されるようにしま
す。 

注意注意注意注意 : この例では、NLS_DATE_FORMAT環境変数が 'MON DD YYYY 
HH24:MI:SS'に設定されています。 この環境変数はどの形式にも設定でき
ますが、RMANでの日付はこの形式で指定する必要があります。 また、
NLS_DATE_FORMATを有効にするには、NLS_LANG環境変数を、使用
している場所、言語およびキャラクタ・セットに明示的に設定する必要が
あります。 詳細は、2-3ページの「NLS環境変数の設定」を参照してくだ
さい。
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6. データベースをシャットダウンし、一時的な位置にリストアした制御ファイルを、初期
化パラメータ・ファイルで指定した制御ファイルの位置にコピーします。 

たとえば、CONTROL_FILESパラメータが次のように設定されているとします。

CONTROL_FILES = (?/dbs/cf1.f, ?/dbs/cf2.f)

この場合は、データベースをシャットダウンし、オペレーティング・システムのコマン
ドを使用して、一時的な位置にリストアした制御ファイルを、初期化パラメータで指定
した位置にコピーします。たとえば、次のように入力します。

SQL> SHUTDOWN ABORT

% cp /tmp/cf.tmp $ORACLE_HOME/dbs/cf1.f
% cp /tmp/cf.tmp $ORACLE_HOME/dbs/cf2.f

7. データベースをマウントします。たとえば、次のように入力します。

SQL> STARTUP MOUNT

8. runコマンド内で、次の操作を実行します。

a. リカバリの終了時刻、SCNまたはログ順序番号（ARCHIVELOGモードで実行す
る場合）を指定します。

b. 1つ以上のチャネルを割り当てます。

c. データベースをリストアしてリカバリします。データベースを NOARCHIVELOG
モードで実行している場合は、recoverコマンドで noredoオプションを指定しま
す。データベースを ARCHIVELOGモードで実行している場合は、noredoオプ
ションは除きます。

d. 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。

run {
     set until time 'Jun 18 1998 16:32:36';
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database noredo;
     alter database open resetlogs;
}

9. データベースをリセットします。

reset database;

10. ただちにデータベースをバックアップします。たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
}
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ARCHIVELOGモードで実行している場合は、これで終了です。 NOARCHIVELOG
モードで実行している場合は、次のステップに進みます。

11. NOARCHIVELOGモードで実行している場合は、必要に応じて、このリストアとリカ
バリを再度実行できることを確認する必要があります。 確認するには、次のように、ス
テップ 5で保存した制御ファイルをバックアップします。

run {
     allocate channel ch1 type disk;  # or type 'sbt_tape'
     backup backup controlfile '/tmp/original_cf' format ...;
}

別の方法として、ステップ 5で作成したバックアップ制御ファイルを永続的な位置にコ
ピーし、 catalogコマンドを使用して、その制御ファイルを RMANに認識させることが
できます。 最初に、制御ファイルに意味のあるファイル名を付けて、永続的な位置にコ
ピーします。

% cp /tmp/original_cf $ORACLE_HOME/dbs/backup_cf_JUN-20-1999

次に、catalogコマンドを使用して、この制御ファイルを RMANに認識させます。

catalog backup controlfile '/oracle_home/dbs/backup_cf_JUN-20-1999';

リストアとリカバリの使用例リストアとリカバリの使用例リストアとリカバリの使用例リストアとリカバリの使用例
リストアとリカバリの操作に役立つ例を次に挙げます。

� データ・ファイル・コピーの新しいホストへのリストア

� 複数データベースが同じ名前を共有する場合のリストア

� RMANを使用せずにバックアップ・セットから制御ファイルをリストア

� オープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファイルのリカバリ

� ディスクとテープのバックアップを使用したアクセス不可能なデータ・ファイルのリカ
バリ

� 全体的なメディア障害後のリカバリの実行

� RESETLOGS以前のバックアップのリカバリ

� NOARCHIVELOGモードでのデータベースのリカバリ

� バックアップがない消失データ・ファイルのリカバリ
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データ・ファイル・コピーの新しいホストへのリストアデータ・ファイル・コピーの新しいホストへのリストアデータ・ファイル・コピーの新しいホストへのリストアデータ・ファイル・コピーの新しいホストへのリストア
データ・ファイル・コピーを使用してデータベースを新しいホストに移動するには、コピー
を新しいマシンに手動で転送する必要があります。この例では、リカバリ・カタログを使用
しているものとして説明を行います。

1. ターゲット・データベースとリカバリ・カタログに接続してから、listコマンドを発行
して、データ・ファイル・コピーおよびそれらの主キーのリストを表示します。 

list copy;

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て、データ・ファイル・コピー
を新しいホストにコピーします。たとえば、UNIXユーザーは次のとおりに入力しま
す。

% cp -r /oracle/copies /net/new_host/oracle/dbs

3. 旧ホストのデータ・ファイル・コピーをカタログから削除します。たとえば、次のよう
に入力します。

change datafile copy 1,2,3,4,5,6,7,9,10 uncatalog;

4. 転送したデータ・ファイル・コピーをその新しいファイル名でカタログ化します。たと
えば、次のように入力します。

catalog datafilecopy '/oracle/dbs/tbs_1.f', '/oracle/dbs/tbs_2.f', 
'/oracle/dbs/tbs_3.f', '/oracle/dbs/tbs_4.f', '/oracle/dbs/tbs_5.f', 
'/oracle/dbs/tbs_6.f', '/oracle/dbs/tbs_7.f', '/oracle/dbs/tbs_8.f', 
'/oracle/dbs/tbs_9.f', '/oracle/dbs/tbs_10.f';

5. 6-4ページの「同じファイル・システムの新しいホストへのターゲット・データベース
の移動」、または 6-7ページの「異なるファイル・システムを持つ新しいホストへのター
ゲット・データベースの移動」に説明されているリストア操作とリカバリ操作を実行し
ます。チャネルは、'sbt_tape'ではなく、type diskを指定します。

複数データベースが同じ名前を共有する場合のリストア複数データベースが同じ名前を共有する場合のリストア複数データベースが同じ名前を共有する場合のリストア複数データベースが同じ名前を共有する場合のリストア
データベース識別子は、データベース作成時に計算される 32ビットの数値です。他のデー
タベースと同じ名前を共有するデータベースをリストアする場合は、その識別が必要です。
RMANの set dbidコマンドを使用し、データベース識別子に従ってデータベースを指定し
ます。

リストアが必要なデータベースのリストアが必要なデータベースのリストアが必要なデータベースのリストアが必要なデータベースの DBIDの取得の取得の取得の取得
RMANの出力を保存している場合は、データベース識別子の確認にこの情報を参照してく
ださい。データベースに接続する際、RMANはこの情報を自動的に表示します。
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% rman target /

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0

RMAN-06005: ターゲット・データベース: RMAN (DDBID=1231209694)に接続しました。

RMANの出力は保存していないが、リストア操作のためにデータベースの DBIDの値が必
要な場合は、RC_DATABASEまたは RC_DATABASE_INCARNATIONリカバリ・カタロ
グ・ビューでデータベース識別子を取得してください。

この例では、リカバリ・カタログに登録されているデータベースの名前は一意ではないと想
定しているため、他の一意の情報を使用して、正しい DBIDを確認する必要があります。リ
ストアするデータベースに関連したデータ・ファイルまたはオンライン REDOログのファ
イル名がわかっており、このファイル名がリカバリ・カタログに登録されているすべての
データベース間で一意である場合は、次の問合せにある filename_of_log_or_dfのファイル名
をこの完全指定ファイル名に置き換えます。次の問合せのいずれかを実行して、DBIDを確
認します。 

SELECT distinct db_id  
FROM db, dbinc, dfatt  
WHERE db.db_key = dbinc.db_key  
  AND dbinc.dbinc_key = dfatt.dbinc_key  
  AND dfatt.fname = 'filename_of_log_or_df';  
  
SELECT distinct db_id  
FROM db, dbinc, orl  
WHERE db.db_key = dbinc.db_key  
  AND dbinc.dbinc_key = orl.dbinc_key  
  AND orl.fname = 'filename_of_log_or_df';  

DBIDを使用したバックアップ制御ファイルのリストアを使用したバックアップ制御ファイルのリストアを使用したバックアップ制御ファイルのリストアを使用したバックアップ制御ファイルのリストア
次の条件のすべてを満たすときは、set dbidコマンドのみを使用して制御ファイルをリスト
アします。 

� 制御ファイルが消失し、バックアップからのリストアが必要。 

� リカバリ・カタログを使用中。

� リカバリ・カタログに登録されている複数のデータベースは同じデータベース名。

これらの条件が満たされていない場合は、制御ファイルをリストアしようとすると、
「RMAN-20005: ターゲット・データベース名があいまいです。」というメッセージが表示さ
れます。RMANはリストアする制御ファイルを正しく識別するため、set dbidコマンドを
使用する必要はありません。 

RMANが set dbidを受け入れるのは、ターゲット・データベースに接続していない場合の
みです。つまり、set dbidは targetコマンドの前に発行する必要があります。ターゲット・
データベースがマウントされていると、RMANはユーザー指定の DBIDがデータベースの
DBIDに合致していることを検証し、合致していない場合はエラーを通知します。ターゲッ
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ト・データベースがマウントされていない場合、RMANはユーザー指定の DBIDを使用し
て制御ファイルをリストアします。制御ファイルのリストアが完了した後は、データベース
をマウントして、データベースの残りの部分をリストアできます。 

データベースの IDを設定するには、次のコマンドを入力します。この場合の target_dbidは
整数値です。

set dbid = target_dbid; 

制御ファイルをデフォルトの位置にリストアするには、次のように入力します。

run { 
     allocate channel dev1 type disk; 
     restore controlfile; 
     alter database mount; 
} 

RMANを使用せずにバックアップ・セットから制御ファイルをリストアを使用せずにバックアップ・セットから制御ファイルをリストアを使用せずにバックアップ・セットから制御ファイルをリストアを使用せずにバックアップ・セットから制御ファイルをリストア
次の状況で、RMANバックアップ・セットから制御ファイルをリストアするには、変則的
な手順を使用する必要があります。

� リカバリ・カタログに同じ名前のデータベースが 1つ以上登録されており、データベー
スのリストアに RMANのリリース 8.0.5以前のリリースを使用する場合（この問題の説
明は、6-35ページの「複数データベースが同じ名前を共有する場合のリストア」を参照
してください）。

� リカバリ・カタログを使用しておらず、かつ唯一の制御ファイル・バックアップが
RMANバックアップ・セット内にある場合。 

RMANバックアップ・セット内以外に制御ファイルのバックアップがなく、かつリストア
操作の実行に制御ファイルが必要な場合は、次の PL/SQLプログラムを使用してバックアッ
プ・セットから制御ファイルを取り出す必要があります。ターゲット・データベースに
SYSDBAで接続している間は、SQL*Plusからこのプログラムを実行します。

DECLARE
  devtype varchar2(256);
  done    boolean;
BEGIN
  devtype := dbms_backup_restore.deviceallocate('devtype', params=>'');
  # Replace 'devtype' with the device type you used when creating the backup: NULL or 
  # sbt_tape.  If you used an sbt_tape device and specified a 'parms' option on the RMAN 
  # allocate channel command, then put that parms data in the 'params' operand here.

  dbms_backup_restore.restoresetdatafile;

  dbms_backup_restore.restorecontrolfileto('/tmp/foo.cf');
  # This path specifies the location for the restored control file. If there are multiple
  # control files specified in the init.ora file, copy the control file to all specified 
  # locations before mounting the database.
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  dbms_backup_restore.restorebackuppiece('handle',done=>done);
  # Replace 'handle' with the your backup piece handle. This example assumes that the 
  # backup set contains only one backup piece. If there is more than one backup piece in 
  # the backup set (which only happens if the RMAN command set limit kbytes is used), then 
  # repeat the restorebackuppiece statement for each backup piece in the backup set.

END;
/

制御ファイルのリストアが正常に終了した後は、データベースをマウントして、リストア操
作とリカバリ操作を実行できます。 

オープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファイルのオープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファイルのオープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファイルのオープン・データベース内のアクセス不可能なデータ・ファイルの
リカバリリカバリリカバリリカバリ

この例では、データベースはオープン状態ですがデータ・ファイルにアクセスできない状態
を想定しています。次の SQL問合せを実行して、その状態を調べます。 

SELECT * FROM v$recover_file;

     FILE# ONLINE  ERROR          TIME
---------- ------- -------------- ----------
        19 ONLINE  FILE NOT FOUND                                                             

次に、RMANを起動し、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログ・データベース
に接続します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat

reportコマンドを発行して、データ・ファイルの表領域とファイル名を決定します。

RMAN> report schema;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_22.df
7           500 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_13.f
8           500 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_23.f
9           500 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_24.f
10          500 TBS_3                NO      /oracle/dbs/tbs_31.f
11          500 TBS_3                NO      /oracle/dbs/tbs_32.f
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12          500 TBS_4                NO      /oracle/dbs/tbs_41.f
13          500 TBS_4                NO      /oracle/dbs/tbs_42.f
14          500 TBS_5                YES     /oracle/dbs/tbs_51.f
15          500 TBS_5                YES     /oracle/dbs/tbs_52.f
16         5120 SYSTEM               YES     /oracle/dbs/tbs_03.f
17         2048 TBS_1                NO      /oracle/dbs/tbs_14.f
18         2048 TBS_2                NO      /oracle/dbs/tbs_25.f
19         2048 TBS_3                NO      /oracle/dbs/tbs_33.f
20         2048 TBS_4                NO      /oracle/dbs/tbs_43.f
21         2048 TBS_5                YES     /oracle/dbs/tbs_53.f

メディア障害を調査するためには、直前にデータ・ファイルをオンラインにする必要がある
ため、データ・ファイルを新しい位置にリストアし、そのデータ・ファイルのコピーに切り
替えます。

run { 
     sql 'ALTER TABLESPACE tbs_3 OFFLINE IMMEDIATE';
     allocate channel ch1 type disk;
     set newname for datafile '/oracle/dbs/tbs_33.f' to '/oracle/temp/tbs_33.f';
     restore tablespace tbs_3;
     switch datafile all;
     recover tablespace tbs_3;
     sql 'ALTER TABLESPACE tbs_3 ONLINE';
}

ディスクとテープのバックアップを使用したアクセス不可能なデータ・ディスクとテープのバックアップを使用したアクセス不可能なデータ・ディスクとテープのバックアップを使用したアクセス不可能なデータ・ディスクとテープのバックアップを使用したアクセス不可能なデータ・
ファイルのリカバリファイルのリカバリファイルのリカバリファイルのリカバリ

ディスク障害が原因でデータ・ファイルにアクセスできない場合は、そのデータ・ファイル
を新しい位置にリストアするか、既存のデータ・ファイルのコピーに切り替える必要があり
ます。 次の例では、4つのデータ・ファイルを収めた表領域 TBS_1をリストアしてリカバリ
します。 これらのファイルのコピーの一部はディスク上にあり、一部のバックアップはテー
プ上にあるため、例ではディスクとテープの両方から、restoreを使用してリストアできる
ように、ディスク・チャネルとテープ・チャネルを 1つずつ割り当てています。

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE";  
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs11.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs11.f';  
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs12.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs12.f';  
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs13.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs13.f'; 
     set newname for datafile '/disk7/oracle/tbs14.f' 
       to '/disk9/oracle/tbs14.f';   
     restore tablespace tbs_1; 
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     switch datafile all;     # makes the renamed datafile the current datafile
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE";  
}

全体的なメディア障害後のリカバリの実行全体的なメディア障害後のリカバリの実行全体的なメディア障害後のリカバリの実行全体的なメディア障害後のリカバリの実行
この例では、次の内容を想定しています。

� データベース全体、すべての制御ファイル、オンライン REDOログおよびリカバリ・カ
タログを消失したこと

� メディア問題の修復後、データベースを元の位置にリストアしていること

� テープ・ドライブが 4台あること

� リカバリ・カタログを使用していること

データベースのリストアの前に、次の操作が必要です。

� オペレーティング・システムのコマンドまたはユーティリティを使用して、最新のバッ
クアップから、初期化パラメータ・ファイル、パスワード・ファイル（使用している場
合）、およびリカバリ・カタログをリストアします。

� ディスク上にはあるが、リカバリ・カタログに登録されていないアーカイブ REDOロ
グ、データ・ファイル・コピー、あるいはバックアップ・セットをカタログ化します。 
リストアの終了点のログ順序番号までのアーカイブ REDOログは、リカバリ・カタロ
グにカタログ化する必要があります。カタログ化しないと、Recovery Managerは、そ
れらの検索場所を認識できません。 リカバリ・カタログを頻繁に再同期化していて、リ
ストアを行った元の最新コピーがある場合は、カタログ化が必要な多数のアーカイブ
REDOログはありません。 

次の例では、データベースを使用可能な最新のアーカイブ・ログ（スレッド 1内のログ 124）
にリストアしてリカバリします。

� データベースをマウントしないでインスタンスを起動し、接続を DBAユーザーのみに
限定します。

� 初期化パラメータのパラメータ CONTROL_FILESで指定した位置に、制御ファイルを
リストアします。

� 制御ファイルをマウントします。

� リカバリ・カタログにないアーカイブ REDOログをカタログ化します。

� データベース・ファイルを元の位置にリストアします。ボリューム名が変更されている
場合は、リストアの前に set newnameコマンドを使用し、リストア後に切り替えて
データ・ファイルの新しい位置で制御ファイルを更新します。
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� データ・ファイルのリカバリには、増分バックアップと REDOの組合せまたは REDOの
みを使用します。 RMANは、指定したログ順序番号に到達するとリカバリを停止しま
す。

� RESETLOGSモードでデータベースをオープンします。この最後のステップは、他に適
用できるアーカイブ REDOログがないことが確信できる場合にのみ実行します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat
startup nomount dba;

run {
     #  If you need to restore the files to new locations, tell Recovery Manager
     #  to do this using set newname commands:
     #  set newname for datafile 1 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_1';
     #  set newname for datafile 2 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_2';
     #  set newname for datafile 3 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_3';
     #  set newname for datafile 4 to '/dev/vgd_1_0/rlvt5_500M_4';
     #  etc...
   
     #  The set until command is used in case the database
     #  structure has changed in the most recent backups, and you wish to
     #  recover to that point-in-time. In this way Recovery Manager restores
     #  the database to the same structure that the database had at the specified time.
     set until logseq 124 thread 1;

     allocate channel t1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel t3 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel t4 type 'SBT_TAPE';

     restore controlfile;
     alter database mount;

     #  Catalog any archivelogs that are not in the recovery catalog:
     #  catalog archivelog '/oracle/db_files/prod1/arch/arch_1_123.rdo';
     #  catalog archivelog '/oracle/db_files/prod1/arch/arch_1_124.rdo';
     #  etc...

     restore database;

     #  Update the control file by telling it the new location of the datafiles, but
     #  only if you used set newname commands.
     #  switch datafile all;
     recover database;

注意注意注意注意 : RESETLOGS操作の後でデータベースをバックアップすることを
お薦めします（この例には含まれていません）。
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     #  Complete this last step only if no more archived logs need to be applied.
     alter database open resetlogs;
}

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
次の状況を想定します。

� リカバリ・カタログを使用して RMANを実行します。

� PROD1のバックアップは 1999年 7月 2日に作成しました。

� このデータベースの不完全リカバリを行い、1999年 7月 10日に RESETLOGSオプション
でオープンしました。これにより新しいインカネーションが作成されました。

必要な重大データが 1999年 7月 8日午前 8時にデータベースから削除されたことを 7月 25
日に発見しました。PROD1を前のインカネーションにリセットし、7月 2日のバックアップ
をリストアしてから、7月 8日午前 7時 55分までリカバリすることにしました。

以前のインカネーション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方法以前のインカネーション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方法以前のインカネーション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方法以前のインカネーション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方法  

1. listコマンドを実行して、以前のインカネーションの主キーを取得します。

# obtain primary key of old incarnation
list incarnation of database prod1;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-99
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-99

2. 取得した主キーを使用して、インカネーションをリセットします。

# reset database to old incarnation
reset database to incarnation 2;

3. runコマンド内で、次の操作を実行し、データベースをリカバリします。

� リカバリの終了時刻を、データが消失する直前の時刻に設定します。

� 1つ以上のチャネルを割り当てます。

� インスタンスを異常終了して、再起動します。

注意注意注意注意 : 現行のデータベースが別のインカネーションにある場合は、以前
のインカネーションのデータ・ファイルを 1つのみリストアすることはで
きません。データベース全体をリストアする必要があります。 
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� 制御ファイルをリストアしてマウントします。

� データベースをリストアしてリカバリします。

� オンライン REDOログをリセットします。

run {
     set until time 'Jul 8 1999 07:55:00'; # set time to just before data was lost
     allocate channel dev1 type disk;
     shutdown abort;
     startup nomount;
     restore controlfile;
     alter database mount; # mount database after restoring control file
     restore database;
     recover database;
     alter database open resetlogs; # this command automatically resets the database
                                    # so that this incarnation is the new incarnation
}

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
増分バックアップを使用して、NOARCHIVELOGモードで実行しているデータベースをリ
カバリすることができます。次の例を想定してみます。

� PROD1のデータベースを NOARCHIVELOGモードで実行しています。

� リカバリ・カタログを使用しています。

� 月曜日にデータベース PROD1のレベル 0バックアップをテープに作成します。

� 水曜日と金曜日の午前 7時に、レベル 1差分増分バックアップをテープに作成します。

� データベースは日曜日にメディア障害の被害を受け、データ・ファイルの半分を消失し
ました。

この場合、金曜日が最新の増分バックアップの日付であることから、金曜日までの不完全メ
ディア・リカバリを実行する必要があります。RMANは、リカバリに際して、アーカイブ
ログを探す前に必ず増分バックアップを探すことに注意してください。 

recoverコマンドで noredoオプションを指定している場合、RMANは必要な不完全メディ
ア・リカバリを自動的に実行できます。 noredoオプションの指定がない場合、RMANは金
曜日の増分バックアップを適用した後、アーカイブ REDOログを探し、見つからない場合
は、エラー・メッセージを発行します。

PROD1とカタログ・データベースに接続後、次のコマンドを使用してデータベースをリカ
バリします。
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run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     restore database; 
     recover database noredo; 
     alter database open resetlogs; 
}

バックアップがない消失データ・ファイルのリカバリバックアップがない消失データ・ファイルのリカバリバックアップがない消失データ・ファイルのリカバリバックアップがない消失データ・ファイルのリカバリ
この例では、次の状況を想定しています。

1. ARCHIVELOGモードのデータベースで、データベース全体のバックアップを作成しま
す。 

2. rmantarg_t1.dbfという単一のデータ・ファイルを含んだ表領域を作成します。

3. 新規に作成したデータ・ファイルにデータを移入します。

4. すべてのアクティブなオンライン REDOログをアーカイブします。

5. rmantarg_t1.dbfのバックアップを作成する前に、誰かが誤ってこのデータ・ファイ
ルをオペレーティング・システムから削除しました。

消失したデータ・ファイルのバックアップがないため、データをリカバリできないというこ
とはありません。消失したデータをリカバリするには、消失したデータ・ファイルと同一の
ファイル名で新規のデータ・ファイルを作成してから、RMANの recoverコマンドを発行し
て、このファイルに再実行を適用します。

たとえば、次のジョブを実行します。

run {
     allocate channel c1 type disk;
     # take the missing datafile offline
     sql "alter database datafile 
              ''/eg2k001/u02/ORACLE/rmantarg/rmantarg_t1.dbf" offline";

     # create a new datafile with the same name as the missing datafile
     sql "alter database create datafile 
              ''/eg2k001/u02/ORACLE/rmantarg/rmantarg_t1.dbf''";

     # recover the newly created datafile
     recover datafile '/eg2k001/u02/ORACLE/rmantarg/rmantarg_t1.dbf';

     # bring the recovered datafile back online
     sql "alter database datafile 
              ''/eg2k001/u02/ORACLE/rmantarg/rmantarg_t1.dbf'' online";
}
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Recovery Managerによる複製データベースによる複製データベースによる複製データベースによる複製データベース

の作成の作成の作成の作成

この章では、Recovery Managerを使用して、テスト目的の複製データベースを作成する方
法を説明します。項目は次のとおりです。

� 複製データベース作成の概要

� 複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成

� 複製データベースの使用例
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複製データベース作成の概要
複製データベース作成の概要複製データベース作成の概要複製データベース作成の概要複製データベース作成の概要
RMANの duplicateコマンドを使用すると、元のデータベースを保持しながら、ターゲッ
ト・データベースを使用してテスト・データベースを作成できます。このコマンドは、ター
ゲット・データベースのファイルのイメージ・コピーまたはバックアップ・セットを使用し
て、新たなデータベースを生成します。本番データベースを、週 7日、1日 24時間実行する
必要がある場合は、複製データベースが特に役に立ちます。 

複製操作の一環として、RMANは次の処理を行います。

� ターゲット・データベースのデータ・ファイルを複製データベースにリストアし、すべ
ての使用可能なアーカイブ REDOログと増分バックアップを使用して、不完全リカバ
リを実行します。

� 不完全リカバリの後に、RESETLOGSオプションで複製データベースをオープンし、オ
ンライン REDOログを作成します。

� その複製データベースに対して、一意で新規のデータベース識別子を生成します。

データベースの複製では、次のことが可能です。

� skip readonly句で読取り専用の表領域をスキップします。読取り専用の表領域は、デ
フォルトで含まれています。これらの表領域は削除しても、後で追加することができま
す。

� 複製データベースを新しいホストに作成します。 新しいホストでディレクトリ構造が同
じ場合は、nofilenamecheckオプションを使用して、ターゲット・データ・ファイルの
ファイル名を複製データ・ファイルのファイル名に再使用することができます。

� 複製データベースの作成時に set untilオプションを使用し、複製データベースを指定し
た時刻にリカバリします。 デフォルトでは、duplicateコマンドは、ターゲット・データ
ベースの最新のバックアップを使用してデータベースを作成してから、増分バックアッ
プとアーカイブ REDOログに含まれている一貫性のある最新の状態にまでリカバリし
ます。

� リカバリ・カタログなしで duplicateコマンドを使用します。

� ターゲット・データベースと同じリカバリ・カタログに複製データベースを登録しま
す。このオプションが可能なのは、複製データベースが新しいデータベース識別子を複
製時に取得するためです。 オペレーティング・システムのユーティリティを使用して
ターゲット・データベースをコピーする場合は、コピー・データベースの識別子が変わ
らないため、同じリカバリ・カタログに登録することはできません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : duplicateコマンドの構文は、10-83ページの「duplicate」を
参照してください。
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複製データベース作成の概要
制限事項の遵守制限事項の遵守制限事項の遵守制限事項の遵守
RMANの複製機能には、次の制限事項があります。次の内容は実行できません。 

� オフライン表領域の複製。ただし、複製後に手動でこれらの表領域を追加できます。

� ターゲット・データベースのバックアップの一部が存在しない場合に、データベースを
複製すること。RMANは、次の複製を試みます。

– データ・ファイルがオンラインであるかどうかに関係なく、オンライン表領域内の
すべてのデータ・ファイル。

– IMMEDIATEオプションでオフラインにしたすべての表領域。

表領域またはデータ・ファイルの有効なバックアップが存在しない場合、コマンドは失
敗します。

� 複製データ・ファイルの名前がターゲット・データ・ファイルと同じで、かつデータ
ベースが同じホストにある場合には、nofilenamecheckを使用すること。
nofilenamecheckを指定すると、RMANはデータ・ファイルを上書きするか、または
次のエラーを表示します。

RMAN-10035: RPCで例外が発生しました: ORA-19504: ファイル "/oracle/dbs/tbs_01.f"の作成に
　　　　　　 失敗しました。             
ORA-27086: skgfglk: ファイルをロックできません。すでに使用されています。 
SVR4 Error: 11: Resource temporarily unavailable 
Additional information: 8 
RMAN-10031: ORA-19624が発生しました。発生箇所 DBMS_BACKUP_RESTORE.RESTOREBACKUPPIECEに
　　　　　　 対するコール。 

データベースに同じファイル名が必要で、かつデータベースが異なるホストにある場合
は、nofilenamecheckオプションを使用する必要があります。 

� ターゲット・データベースがマウントされていないときに複製すること。

� あるホストのイメージ・コピーを使用して、新しいホストに複製データベースを作成す
ること。 テープ・バックアップを使用するか、または新しいホストの同じファイル位置
にイメージ・コピーを作成する必要があります。

� 現時点まで複製データベースをリカバリすること。 RMANは、使用可能な最新のアーカ
イブ REDOログまで、またはその前まで複製データベースをリカバリします。 複製デー
タベースが別のホスト用である場合は、アーカイブ REDOログを新しいホストの予定
されている位置で使用可能にする必要があります。
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複製データベース作成の概要
複製データベース用のファイルの作成複製データベース用のファイルの作成複製データベース用のファイルの作成複製データベース用のファイルの作成
データベースを複製するときは、次の操作を実行する必要があります。

� 制御ファイルの作成

� オンライン REDOログの作成

� データ・ファイルの改名

制御ファイルの作成制御ファイルの作成制御ファイルの作成制御ファイルの作成
duplicateコマンドは、複製データベースの初期化パラメータ・ファイルにリストされてい
る名前を使用して、制御ファイルを作成します。 複製データベース制御ファイルの名前を選
択するときは、ターゲット・データベースの初期化パラメータで設定されている本番ファイ
ルを上書きしないようにしてください。

オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログの作成ログの作成ログの作成ログの作成
複製オンライン REDOログの名前を作成する場合は、次の選択肢があります。これらを優
先順に示します。

RMANがどのように REDOログを改名するかは、優先順序によって決まります。たとえば、
管理者が logfile句と LOG_FILE_NAME_CONVERTパラメータの両方を指定した場合、
RMANは logfile句を使用します。すべてのオプションを指定した場合、RMANは logfile
句を使用し、他のものは無視します。

表表表表 7-1  REDOログのファイル名作成の優先順序ログのファイル名作成の優先順序ログのファイル名作成の優先順序ログのファイル名作成の優先順序

順序順序順序順序 方法方法方法方法 結果結果結果結果

1 duplicateコマンドの logfile句を指
定します。

指定のとおりに REDOログを作成します。

2 LOG_FILE_NAME_CONVERT初期
化パラメータを設定します。

たとえば、log_*から duplog_*に、ター
ゲット・ファイル名を変換します。

注意注意注意注意 :  このパラメータによって、REDOログ
はそのサイズが合致している限り、存在し続
けます。これは、このパラメータがログ作成
時に reuseパラメータを使用しているためで
す。

3  前述のどれも実行しません。 ターゲット・ファイル名を再使用します。こ
の方法を使用するときは、nofilenamecheck
オプションを指定する必要があります。
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複製データベース作成の概要
データ・ファイルの改名データ・ファイルの改名データ・ファイルの改名データ・ファイルの改名
複製データ・ファイルに異なる名前が必要な場合は、パラメータまたはコマンドを使用して
指定する必要があります。データ・ファイルの改名には、表に示す選択肢があります。これ
らを優先順に示します。

RMANがどのようにファイルに命名するかは、優先順序によって決まります。たとえば、
すべてのコマンドと初期化パラメータを指定した場合、RMANは set newnameを使用しま
す。set auxnameコマンドと DB_FILE_NAME_CONVERTを指定した場合、RMANは set 
auxnameを使用します。最初の 3つのオプションのいずれも指定しない場合、RMANは複
製ファイルに対して元のターゲット・ファイル名を使用します。

警告警告警告警告 : ターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内にターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内にターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内にターゲット・データベースと複製データベースが同一ホスト内に
存在している場合は、ターゲット・データベースが使用しているオンライ存在している場合は、ターゲット・データベースが使用しているオンライ存在している場合は、ターゲット・データベースが使用しているオンライ存在している場合は、ターゲット・データベースが使用しているオンライ
ンンンン REDOログの名前を使用しないでください。また、複製データベースログの名前を使用しないでください。また、複製データベースログの名前を使用しないでください。また、複製データベースログの名前を使用しないでください。また、複製データベース
が別のホストにあり、が別のホストにあり、が別のホストにあり、が別のホストにあり、nofilenamecheckキーワードが使用されていない場キーワードが使用されていない場キーワードが使用されていない場キーワードが使用されていない場
合も、ターゲット・データベースが使用しているオンライン合も、ターゲット・データベースが使用しているオンライン合も、ターゲット・データベースが使用しているオンライン合も、ターゲット・データベースが使用しているオンライン REDOログログログログ
の名前を使用しないでください。の名前を使用しないでください。の名前を使用しないでください。の名前を使用しないでください。 

表表表表 7-2  データ・ファイルのファイル名作成の優先順序データ・ファイルのファイル名作成の優先順序データ・ファイルのファイル名作成の優先順序データ・ファイルのファイル名作成の優先順序

順序順序順序順序 方法方法方法方法 結果結果結果結果

1 set newnameコマンドを発行しま
す。

新しいデータ・ファイルのファイル名を作成し
ます。 ファイルの改名が必要になるたびに、こ
のコマンドを再発行する必要があります。

2 set auxnameコマンドを発行しま
す。

新しいデータ・ファイルのファイル名を作成し
ます。この設定は、set auxname ... to nullコマ
ンドで無効にされるまで有効です。

3 DB_FILE_NAME_CONVERT初期
化パラメータを設定します。

たとえば、tbs_*から dupdbs_*にターゲッ
ト・ファイル名を変換します。このパラメータ
は、set newnameおよび set auxnameで改名さ
れていないファイルに対して使用できます。

4 前述のどれも実行しません。 ターゲット・ファイル名を再使用します。この
方法を使用するときは、nofilenamecheckオプ
ションを指定する必要があります。
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複製データベース作成の概要
読取り専用表領域のスキップ読取り専用表領域のスキップ読取り専用表領域のスキップ読取り専用表領域のスキップ  skip readonlyを指定すると、RMANはこれらの表領域の
データ・ファイルを複製しません。 指定したビューまたは表には、次の値が表示されます。

NORMALモードでオフラインにされた表領域のスキップモードでオフラインにされた表領域のスキップモードでオフラインにされた表領域のスキップモードでオフラインにされた表領域のスキップ  表領域が OFFLINE NORMALオプ
ションでオフラインにされると、RMANはこれらの表領域のデータ・ファイルを複製しま
せん。複製の後で、手動でこれらの表領域を追加または削除することができます。

指定したビューまたは表には、次の値が表示されます。

IMMEDIATEオプションで表領域をオフラインにすると、RMANは表領域をスキップしな
いで複製することに注意してください。オンライン表領域の場合と同じく、RMANでは複
製に対する有効なバックアップが必要です。

ファイル名チェックの禁止ファイル名チェックの禁止ファイル名チェックの禁止ファイル名チェックの禁止  set auxname、set newnameまたは DB_FILE_NAME_
CONVERTは、ターゲット・データベースですでに使用中の名前を生成できます。この場合
は、nofilenamecheckを指定して、エラーを避けます。 たとえば、ホスト Aのデータベース
に 2つのファイルがあるとします。 datafile 1の名前は /oracle/data/file1.fで、
datafile 2の名前は /oracle/data/file2.fです。ホスト Bに複製するとき、次のコ
マンドを発行します。 

表またはビュー表またはビュー表またはビュー表またはビュー 列列列列 値値値値

V$DATAFILE STATUS OFFLINE

V$DATAFILE ENABLED READ ONLY

V$DATAFILE NAME MISSINGxxx

SYS.DBA_DATA_FILES STATUS AVAILABLE

SYS.DBA_TABLESPACES STATUS READ ONLY

表またはビュー表またはビュー表またはビュー表またはビュー 列列列列 値値値値

V$DATAFILE STATUS OFFLINE

V$DATAFILE ENABLED DISABLED

V$DATAFILE NAME MISSINGxxx

SYS.DBA_DATA_FILES STATUS AVAILABLE

SYS.DBA_TABLESPACES STATUS OFFLINE
7-6 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



複製データベース作成の概要
run { 
     set newname for datafile 1 to /oracle/data/file2.f; # rename datafile 1 as file2.f
     set newname for datafile 2 to /oracle/data/file1.f; # rename datafile 2 as file1.f
     allocate ... 
     duplicate target database to newdb; 
} 

すべてのデータ・ファイルに対して set newnameコマンドを発行しても、複製ファイル名
がまだターゲット・データベースで使用中なので、duplicateコマンドは正常に実行されま
せん。ターゲットの datafile 1は /oracle/datafile2.fを使用しておらず、ター
ゲットの datafile 2も /oracle/datafile1.fを使用していませんが、複製データ
ベースの 1つがターゲット・ファイル名を使用しているため、nofilenamecheckを指定して
エラーを避ける必要があります。

 

複製用の補助インスタンスの準備複製用の補助インスタンスの準備複製用の補助インスタンスの準備複製用の補助インスタンスの準備
RMANの複製を実行する際は、次のガイドラインに従ってください。

� 補助インスタンスに対する Oracleパスワード・ファイルの作成

� 補助インスタンスに対するパラメータ・ファイルの作成

� 補助インスタンスの起動

� 補助インスタンスへの Net8接続性の確認

� ターゲット・データベースのマウントまたはオープン

� RMANコマンドライン・インタフェースの起動

� 必要なバックアップとアーカイブ REDOログの確認

� 補助チャネルの割当て

補助インスタンスに対する補助インスタンスに対する補助インスタンスに対する補助インスタンスに対する Oracleパスワード・ファイルの作成パスワード・ファイルの作成パスワード・ファイルの作成パスワード・ファイルの作成
Oracleパスワード・ファイルの作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。

注意注意注意注意 : すべてのデータ・ファイルが DB_FILE_NAME_CONVERTパラ
メータによって変換される場合、つまり、すべてのデータ・ファイルが同
じ接尾辞または接頭辞を持つ場合は、set newnameまたは set auxname
のいずれも使用せずに、DB_FILE_NAME_CONVERTのみを使用してく
ださい。
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複製データベース作成の概要
補助インスタンスに対するパラメータ・ファイルの作成補助インスタンスに対するパラメータ・ファイルの作成補助インスタンスに対するパラメータ・ファイルの作成補助インスタンスに対するパラメータ・ファイルの作成
補助インスタンス用に初期化パラメータ・ファイルを作成し、次の必須パラメータを設定し
てください。

必要に応じて、次のパラメータを設定します。

Net8に SYSDBAで接続できるパラメータも含めて、他のパラメータを必要に応じて設定し
ます。 同じホスト、または異なるファイル・システムを持つ新しいホストに複製するとき、
パス名を指定するすべてのパラメータに特に注意してください。

次に示すのは、複製データベース用の初期化パラメータの例です。

DB_NAME=newdb
CONTROL_FILES=(/oracle/dup_prod/cf/cf1.f,/oracle/dup_prod/cf/cf2.log)
DB_FILE_NAME_CONVERT=(/oracle/prod/db,/oracle/dup_prod/db)
LOG_FILE_NAME_CONVERT=("/oracle/prod/log","/oracle/dup_prod/log")

補助インスタンスの起動補助インスタンスの起動補助インスタンスの起動補助インスタンスの起動
RMANによる複製データベースの作成を開始する前に、SQL*Plusを使用して補助インスタ
ンスに接続し、NOMOUNTモード（必要ならば、パラメータ・ファイルを指定して）で起
動します。この例では、aux_pwdは SYSDBA認可レベルのユーザーのパスワードであり、
aux_strは補助インスタンスのネット・サービス名です。

SQL> connect sys/aux_pwd@aux_str
SQL> startup nomount pfile='/oracle/aux/dbs/initAUX.ora';

補助インスタンスにはまだ制御ファイルがないため、このインスタンスは NOMOUNTモー
ドでしか起動できません。制御ファイルの作成、補助インスタンスのマウントまたはオープ
ンは実行しないでください。

パラメータパラメータパラメータパラメータ 指定指定指定指定

DB_NAME duplicateコマンドで使用する名前と同じ名前

CONTROL_FILES 7-4ページの「制御ファイルの作成」を参照

パラメータパラメータパラメータパラメータ 指定指定指定指定

DB_FILE_NAME_CONVERT 7-5ページの「データ・ファイルの改名」を参照

LOG_FILE_NAME_CONVERT 7-4ページの「オンライン REDOログの作成」を参照

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Net8の詳細は、『Oracle8i  Net8管理者ガイド』を参照してく
ださい。
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複製データベース作成の概要
補助インスタンスへの補助インスタンスへの補助インスタンスへの補助インスタンスへの Net8接続性の確認接続性の確認接続性の確認接続性の確認
補助インスタンスは、Net8経由でアクセスできる必要があります。先に進む前に、
SQL*Plusを使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。補助イン
スタンスには、SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要ですので
注意してください。

ターゲット・データベースのマウントまたはオープンターゲット・データベースのマウントまたはオープンターゲット・データベースのマウントまたはオープンターゲット・データベースのマウントまたはオープン
ターゲット・データベースがマウントまたはオープン状態でない場合は、RMANによる複
製データベースの作成を開始する前に、ターゲット・データベースをマウントまたはオープ
ンします（必要ならば、パラメータ・ファイルを指定します）。たとえば、次のように入力
します。

SQL> startup pfile='/oracle/dbs/initPROD1.ora';

RMANコマンドライン・インタフェースの起動コマンドライン・インタフェースの起動コマンドライン・インタフェースの起動コマンドライン・インタフェースの起動
次のいずれかの方法で、RMANのコマンドライン・インタフェースを起動します。

� オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続

� RMANプロンプトでの接続

オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続オペレーティング・システムのコマンドラインからの接続  補助インスタンスには SYSDBA
権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要です。補助インスタンス、ター
ゲット・インスタンス、およびリカバリ・カタログに接続するには、Recovery Managerの
起動時に次の情報を提供します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str auxiliary  \ 
> sys/aux_pwd@aux_str

情報の内容情報の内容情報の内容情報の内容

target_pwd ターゲット・データベースの orapwdファイル内に指定された、
SYSDBAで接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd リカバリ・カタログの orapwdファイル内に指定された、ユーザー
の RMANのパスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名

aux_pwd 補助データベースの orapwdファイル内に指定された、SYSDBAで
接続するためのパスワード

aux_str 補助データベースのネット・サービス名
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複製データベース作成の概要
RMANプロンプトでの接続プロンプトでの接続プロンプトでの接続プロンプトでの接続  補助インスタンスへの接続を行わずに RMANコマンドライン・
インタフェースを起動し、RMANプロンプトで connect auxiliaryコマンドを使用して補助
インスタンスに接続することもできます。

% rman
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str
RMAN> connect target sys/target_pwd@target_str
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str

必要なバックアップとアーカイブ必要なバックアップとアーカイブ必要なバックアップとアーカイブ必要なバックアップとアーカイブ REDOログの確認ログの確認ログの確認ログの確認
ターゲット・データベース内にすべてのデータ・ファイルのバックアップがあることを確認
してください。 すべてのバックアップがない場合、複製操作は失敗します。データベースの
バックアップは、データベース全体のバックアップである必要はありません。個々のデー
タ・ファイルの全体バックアップと増分バックアップを混合して使用できます。

次のいずれかの条件が満たされていることを確認してください。

� 必要な時刻、SCNまたはログ順序番号までのリカバリに必要なすべてのアーカイブ
REDOログのバックアップが存在していること。

� duplicateコマンドを実行中のノードで、アーカイブ REDOログがアクセス可能である
こと。

補助チャネルの割当て補助チャネルの割当て補助チャネルの割当て補助チャネルの割当て
duplicateコマンドの発行前に、同じ runコマンド内で少なくとも 1つの補助チャネルを割
り当ててください。チャネル・タイプ（diskまたは 'sbt_tape'）は、ターゲット・データベー
スのバックアップが存在するメディアと合致している必要があります。バックアップがディ
スク上にある場合は、割り当てるチャネルが多いほど、短時間で実行できます。テープ・
バックアップの場合、チャネル数は操作に使用できるデバイスの数に制限してください。 

run {
     # to allocate a channel of type 'sbt_tape' issue:
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';

     # to allocate three auxiliary channels for disk issue (specifying whatever channel 
     # id that you want):
     allocate auxiliary channel aux1 type disk;
     allocate auxiliary channel aux2 type disk;
     allocate auxiliary channel aux3 type disk;
     . . .
}
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複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成
複製データベースを作成するときは、次のオプションを選択できます。

� 同じディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製

� 異なるディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製

� ローカル・ホストへの複製データベースの作成

同じディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製同じディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製同じディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製同じディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製
最も簡単なケースは、データベースを別のホストに複製し、同じディレクトリ構造を使用す
る場合です。 この場合は、初期化パラメータ・ファイルを変更したり、複製データ・ファイ
ルに新しいファイル名を設定する必要はありません。 

同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法同じファイル・システムを持つ別のホスト上にデータベースを複製する方法

1. 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、パラメータ・ファイルを
ターゲット・ホストのディレクトリ構造内の位置から、複製ホストのディレクトリ構造
内の同じ位置にコピーします。 たとえば、次のように発行します。

cp /net/host1/oracle/dbs/initPROD1.ora /net/host2/oracle/dbs/initDUPDB.ora

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスをマウントせずに起動します。たとえば、次
のように入力します。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;

3. ターゲット・データベースがマウントまたはオープン状態でない場合は、SQL*Plusを
使用してマウントまたはオープンします。たとえば、次のように入力します。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは、Net8経由でアクセスできる必要があります。先に進む前に、
SQL*Plusを使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。補助
インスタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要
ですので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベースおよびリカバリ・
カタログ・データベース（使用している場合）に接続します。 この例では、オペレー
ティング・システム認証を使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod
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次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてがネット・サービ
ス名を使用します。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary scott/tiger@dupdb

6. 次の操作を実行します。

� 少なくとも補助チャネルを 1つ割り当てます。

� nofilenamecheckパラメータを指定します。

たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';
     duplicate target database to dupdb 
       nofilenamecheck;
}

RMANは、すべての増分バックアップ、アーカイブ REDOログ・バックアップおよび
アーカイブ REDOログを使用して、不完全リカバリを実行し、次に RESETLOGSオプ
ションでデーターベースをオープンしてオンライン REDOログを作成します。

異なるディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製異なるディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製異なるディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製異なるディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製
異なるファイル・システムを持つホスト上に複製データベースを作成する場合は、初期化パ
ラメータ・ファイルのパラメータをいくつか変更したり、複製データベースのデータ・ファ
イルに新しいファイル名を生成する必要があります。 

LOG_FILE_NAME_CONVERTまたは logfile句を使用して、オンライン REDOログのファ
イル名を変換します。データ・ファイル名の変換には、DB_FILE_NAME_CONVERT、set 
newnameコマンド、または set auxnameコマンドを使用します。

DB_FILE_NAME_CONVERTとととと LOG_FILE_NAME_CONVERTでデータベースを複製すでデータベースを複製すでデータベースを複製すでデータベースを複製す
る方法る方法る方法る方法

1. 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、パラメータ・ファイルを
ターゲット・ホストのディレクトリ構造内の位置から、複製ホストのディレクトリ構造
内の同じ位置にコピーします。確実に次の設定を行ってください。 

� パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期化パラメータ。

� DB_FILE_NAME_CONVERT。このパラメータは、すべてのターゲット・データ・
ファイルを獲得し、たとえば、tbs_*から duptbs_*への変換のように、適切に
名前を変換します。  

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ・ファイルのファイル名の変換の詳細は、7-5ページの
表 7-2を参照してください。
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� LOG_FILE_NAME_CONVERT。このパラメータは、すべてのオンライン REDOロ
グを獲得し、たとえば、log_*から duplog_*への変換のように、適切に名前を
変換します。 

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスをマウントせずに起動します。たとえば、次
のように入力します。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;

3. ターゲット・データベースがマウントまたはオープン状態でない場合は、SQL*Plusを
使用してマウントまたはオープンします。たとえば、次のように入力します。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは、Net8経由でアクセスできる必要があります。先に進む前に、
SQL*Plusを使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。補助
インスタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要
ですので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベースおよびリカバリ・
カタログ・データベース（使用している場合）に接続します。 この例では、オペレー
ティング・システム認証を使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb 

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod

次の例では、RMANにより 3つのデータベースに接続しており、すべてがネット・
サービス名を使用します。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary scott/tiger@dupdb

6. duplicateコマンドを発行します。たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';
     duplicate target database to dupdb;
}

RMANは、すべての増分バックアップ、アーカイブ REDOログ・バックアップおよび
アーカイブ REDOログを使用して、不完全リカバリを実行し、次に RESETLOGSオプ
ションでデーターベースをオープンしてオンライン REDOログを作成します。
Recovery Managerによる複製データベースの作成 7-13



複製データベースのローカルまたはリモート・ホストへの作成
DB_FILE_NAME_CONVERTとととと logfile句でデータベースを複製する方法句でデータベースを複製する方法句でデータベースを複製する方法句でデータベースを複製する方法

パラメータ LOG_FILE_NAME_CONVERTを使用した複製データベース作成と同じ手順で
進めます。ただし、次の点は変更します。

� ステップ 1では、LOG_FILE_NAME_CONVERTパラメータを設定しません。

� ステップ 6では、runコマンドを次のとおりに変更して、複製データベースの REDOロ
グ・メンバーを指定します。

run {
     allocate auxiliary channel ch1 type 'sbt_tape';
     duplicate target database to dupdb 
       logfile
         '/oracle/dbs/log1.f' size 200K,
         '/oracle/dbs/log2.f' size 200K;
}

set newnameコマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法

1. 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、パラメータ・ファイルを
ターゲット・ホストのディレクトリ構造内の位置から、複製ホストのディレクトリ構造
内の同じ位置にコピーします。パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期
化パラメータを設定します。

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスをマウントせずに起動します。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;

3. ターゲット・データベースがマウントまたはオープン状態でない場合は、SQL*Plusを
使用してマウントまたはオープンします。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは Net8経由でアクセスできる必要があります。先に進む前に、
SQL*Plusを使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。補助
インスタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要
ですので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベース、および（使用し
ている場合）リカバリ・カタログ・データベースに接続します。 この例では、オペレー
ティング・システム認証を使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod
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次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてがネット・サービ
ス名を使用します。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary scott/tiger@dupdb

6. 次の操作を実行します。

� 少なくとも補助チャネルを 1つ割り当てます。

� ターゲット・データベースで使用したのと同じ REDOログ・メンバーとグループの
番号を指定します。

� 複製データベースのデータ・ファイルに新しいファイル名を指定します。

たとえば、次のように入力します。

run {  
     # allocate at least one auxiliary channel of type disk or tape 
     allocate auxiliary channel dupdb1 type 'sbt_tape'; 
     . . . 
     # set new filenames for the datafiles
     set newname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_data_01.f'; 
     set newname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_data_02.f'; 
     . . .
     # issue the duplicate command
     duplicate target database to dupdb 
     # create at least two online redo log groups
     logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_2.f') size 200K, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_2.f') size 200K; 
}

RMANは、すべての増分バックアップ、アーカイブ REDOログ・バックアップおよび
アーカイブ REDOログを使用して、不完全リカバリを実行し、次に RESETLOGSオプ
ションでデーターベースをオープンしてオンライン REDOログを作成します。

set auxnameコマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法コマンドを使用してデータベースを複製する方法

1. 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、パラメータ・ファイルを
ターゲット・ホストのディレクトリ構造内の位置から、複製ホストのディレクトリ構造
内の同じ位置にコピーします。パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期
化パラメータを設定します。

2. SQL*Plusを使用して、複製インスタンスをマウントせずに起動します。

SQL> startup nomount pfile=initDUPDB.ora;
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3. ターゲット・データベースがマウントまたはオープン状態でない場合は、SQL*Plusを
使用してマウントまたはオープンします。

SQL> startup pfile=initPROD1.ora;

4. 補助インスタンスは、Net8経由でアクセスできる必要があります。先に進む前に、
SQL*Plusを使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。補助
インスタンスには SYSDBA権限で接続する必要があり、パスワード・ファイルが必要
ですので注意してください。

5. RMANを使用して、ターゲット・データベース、複製データベースおよびリカバリ・
カタログ・データベース（使用している場合）に接続します。 この例では、オペレー
ティング・システム認証を使用し、リカバリ・カタログなしで接続を確立しています。

% rman target / auxiliary sys/sys_pwd@dupdb

次の例では、ユーザー SCOTTには SYSDBA権限があり、ターゲットにはネット・サー
ビス名を使用しています。

% rman auxiliary scott/tiger@dupdb target sys/sys_pwd@prod

次の例では、3つのデータベースへの接続を確立しています。すべてがネット・サービ
ス名を使用します。

% rman catalog rman/rman@rcat target sys/sys_pwd@prod1 auxiliary scott/tiger@dupdb

6. データ・ファイルの補助名を設定します。たとえば、次のように入力します。

# set auxiliary names for the datafiles     
set auxname for datafile 1 to '/oracle/auxfiles/aux_1.f'; 
set auxname for datafile 2 to '/oracle/auxfiles/aux_2.f'; 
... 
set auxname for datafile n to '/oracle/auxfiles/aux_n.f'; 

7. 次の操作を実行します。

� 少なくとも補助チャネルを 1つ割り当てます。

� ターゲット・データベースで使用したのと同じ REDOログ・メンバーとグループの
番号を指定します。

run {  
     # allocate at least one auxiliary channel of type disk or tape 
     allocate auxiliary channel dupdb1 type 'sbt_tape'; 
     . . . 
     # issue the duplicate command
     duplicate target database to dupdb 
     . . .
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     # create at least two online redo log groups
     logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_2.f') size 200K, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_2.f') size 200K; 
}

RMANは、すべての増分バックアップ、アーカイブ REDOログ・バックアップおよび
アーカイブ REDOログを使用して、不完全リカバリを実行し、次に RESETLOGSオプ
ションでデーターベースをオープンしてオンライン REDOログを作成します。

8. データ・ファイルが誤って上書きされないように、データ・ファイルの補助名を未指定
にします。たとえば、次のように入力します。

# un-specify auxiliary names for the datafiles
set auxname for datafile 1 to null; 
set auxname for datafile 2 to null; 
... 
set auxname for datafile n to null; 

ローカル・ホストへの複製データベースの作成ローカル・ホストへの複製データベースの作成ローカル・ホストへの複製データベースの作成ローカル・ホストへの複製データベースの作成
ターゲット・データベースと同じホストに複製データベースを作成するときは、異なるディ
レクトリ構造を持つリモート・ホストに複製する場合と同じ手順に従います（7-12ページの
「異なるディレクトリ構造を持つリモート・ホストへのデータベースの複製」を参照してく
ださい）。 

ターゲットと同じ $ORACLE_HOMEにデータベースを複製できますが、別のホスト上での
変換に使用するのと同じ方法を使用して、ファイル名を変換する必要があることに注意して
ください。 

警告警告警告警告 : プライマリ・データベースと同じプライマリ・データベースと同じプライマリ・データベースと同じプライマリ・データベースと同じ $ORACLE_HOMEにデータにデータにデータにデータ
ベースを複製するときは、ベースを複製するときは、ベースを複製するときは、ベースを複製するときは、nofilenamecheckオプションを使用しないでくオプションを使用しないでくオプションを使用しないでくオプションを使用しないでく
ださい。このオプションを使用した場合は、ターゲット・データベースをださい。このオプションを使用した場合は、ターゲット・データベースをださい。このオプションを使用した場合は、ターゲット・データベースをださい。このオプションを使用した場合は、ターゲット・データベースを
上書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します。上書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します。上書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します。上書きするか、または複製コマンドにエラーが発生し失敗します。
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複製データベースの使用例
複製データベースの使用例複製データベースの使用例複製データベースの使用例複製データベースの使用例
次に、複製データベースの作成に役立つ例を示します。

� 新しいファイル名の手動による設定

� 複製データベースとターゲット・データベースの再同期化

� 最新でない複製データベースの作成

新しいファイル名の手動による設定新しいファイル名の手動による設定新しいファイル名の手動による設定新しいファイル名の手動による設定
この例は、次の状況を想定しています。

� リカバリ・カタログ・データベース RCATを使用しています。

� ターゲット・データベースは HOST1にあり、9つのデータ・ファイルがあります。

� ターゲット・データベースをリモート・ホスト HOST2の DUPDBデータベースに複製
する必要があります。

� HOST1とHOST2は、異なるファイル・システムを使用しています。

� すべてのデータ・ファイルを HOST2の /oracle/dbsサブディレクトリに格納し、各
データ・ファイルには tbs_*の接頭辞を使用する必要があります。

� オペレーティング・システムのユーティリティを使用して、パラメータ・ファイルを
HOST1からHOST2の適切なファイルにコピーしました。 

� パス名を指定するすべての *_DESTおよび *_PATH初期化パラメータを再設定しました。

� ターゲット・データベース内のすべてのデータ・ファイルとアーカイブ REDOログにつ
いて、ディスク・コピーまたはバックアップ・セットがディスクに格納してあり、それ
らをオペレーティング・システムのユーティリティを使用して手動で HOST2に移動し
ました。

� オンライン REDOログ・グループは 2つにします。それぞれサイズ 200Kのメンバーが 2
つあります。
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複製データベースの使用例
connect target;
connect catalog rman/rman@rcat;
connect auxiliary sys/change_on_install@dupdb;
run {  
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb2 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb3 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb4 type disk; 
     set newname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f'; 
     set newname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_02.f'; 
     set newname for datafile 3 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_03.f'; 
     set newname for datafile 4 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_04.f'; 
     set newname for datafile 5 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_05.f'; 
     set newname for datafile 6 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_06.f'; 
     set newname for datafile 7 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_07.f'; 
     set newname for datafile 8 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_08.f'; 
     set newname for datafile 9 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_09.f'; 
     duplicate target database to dupdb logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/log_1_2.f') size 200K reuse, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/log_2_2.f') size 200K reuse; 
} 

複製データベースとターゲット・データベースの再同期化複製データベースとターゲット・データベースの再同期化複製データベースとターゲット・データベースの再同期化複製データベースとターゲット・データベースの再同期化
この例では、7-18ページの「新しいファイル名の手動による設定」と同じ内容を前提として
います。さらに、常に複製データベースをターゲット・データベースの現行状態にするた
め、複製データベースを毎日更新する必要があることを前提としています。

# start RMAN and then connect to the databases     
connect target /
connect catalog rman/rman@rcat
connect auxiliary sys/change_on_install@dupdb

# set auxiliary names for the datafiles only once     
set auxname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f'; 
set auxname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_02.f'; 
set auxname for datafile 3 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_03.f'; 
set auxname for datafile 4 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_04.f'; 
set auxname for datafile 5 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_05.f'; 
set auxname for datafile 6 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_06.f'; 
set auxname for datafile 7 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_07.f'; 
set auxname for datafile 8 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_08.f'; 
set auxname for datafile 9 TO '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_09.f'; 

# Create the duplicate database. Issue the same command daily
# to re-create the database, thereby keeping the duplicate 
# in sync with the target.
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複製データベースの使用例
run { 
     # allocate auxiliary channels 
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb2 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb3 type disk; 
     allocate auxiliary channel dupdb4 type disk; 
     duplicate target database to dupdb 
       logfile
         group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_1_1.f', 
                  '$ORACLE_HOME/dbs/log_1_2.f') size 200K reuse, 
         group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/log_2_1.f', 
                  '$ORACLE_HOME/dbs/log_2_2.f') size 200K reuse; 
}

最新でない複製データベースの作成最新でない複製データベースの作成最新でない複製データベースの作成最新でない複製データベースの作成
この例は、次の状況を想定しています。

� ターゲット・データベース PROD1と複製データベース DUPDBは、別のホストにあり
ますが、ファイル構造は同じです。

� 複製データベースのファイルをターゲット・データベースのファイルと同じ名前にしま
す。

� リカバリ・カタログは使用していません。

� 複製データベースを 1週間前までリカバリする必要があります。

connect target sys/change_on_install@prod1
connect auxiliary sys/sysdba@dupdb
run { 
     set until time 'sysdate-7';
     allocate auxiliary channel dupdb1 type 'sbt_tape'; 
     allocate auxiliary channel dupdb2 type 'sbt_tape'; 
     duplicate target database to dupdb 
     nofilenamecheck;
}
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Recovery Managerによる Point-in-Timeリカバ
8

Recovery Managerによるによるによるによる 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、Recovery Manager（RMAN）を使用した表領域の Point-in-Timeリカバリ
（TSPITR）の実行方法を、次の項目に従って説明します。

� RMANの TSPITRの概要

� TSPITRの計画

� TSPITR用の補助インスタンスの準備

� TSPITRの実行

� TSPITR後に使用するためのターゲット・データベースの準備

� 失敗した TSPITRへの対応

� TSPITRのパフォーマンスのチューニング
リの実行 8-1



RMANの TSPITRの概要
RMANのののの TSPITRの概要の概要の概要の概要
Recovery Manager（RMAN）の自動化された表領域の Point-in-Timeリカバリ（TSPITR）
機能によって、データベースの残りの表領域とは別の時点に、1つ以上の表領域を迅速にリ
カバリできます。

RMANの TSPITRは、次のような内容のリカバリに最も有用です。

� DROP TABLEまたは TRUNCATE TABLE操作の誤り

� 論理的に破損した表

� 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他の
DML文

� 1つの物理データベースの個別の表領域に複数のスキーマが存在している場合に、物理
データベースの残りの部分とは異なる時点になっている論理スキーマ

表のエクスポートと同様に、RMANの TSPITRによって、一貫性のあるデータ・セットをリ
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です。 
図 8-1で示すように、Recovery Managerは次の作業を行います。

1. 指定した表領域のバックアップを、一時補助インスタンスにリストアします。

2. 表領域をリカバリします。

3. 補助インスタンスからメタデータをエクスポートします。

4. ターゲット・データベースの制御ファイルが、新しくリカバリされたデータ・ファイル
を指すようにします。

5. ターゲット・データベースにメタデータをインポートします。
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RMANの TSPITRの概要
図図図図 8-1  RMANのののの TSPITR

TSPITRの用語の用語の用語の用語
次の用語と略称は、この章で頻繁に使用されるので理解しておいてください。 

TSPITR
表領域の Point-in-Timeリカバリ。

補助インスタンス補助インスタンス補助インスタンス補助インスタンス
バックアップ表領域のリカバリに使用される補助的なインスタンス。TSPITRが作成した
データベースは、独立した存在ではありません。これは、中間的な作業領域にすぎません。
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TSPITRの計画
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
TSPITRの実行が必要な表領域。

補助セット補助セット補助セット補助セット
TSPITRに必要な要素。次の内容が含まれます。

� バックアップ制御ファイル。

� SYSTEM表領域。

� ロールバック・セグメントを含んだデータ・ファイル。

� 一時表領域（オプション）。エクスポートのソート操作用に小さい領域が必要になりま
す（ソート領域の詳細は、8-12ページの「失敗した TSPITRへの対応」を参照してくだ
さい）。

TSPITRの計画の計画の計画の計画
Recovery Managerの TSPITRでは慎重な計画が必要です。次に進む前に、この章全体を読
んでください。

この項では次の項目について説明します。

� リカバリ・カタログを使用しない TSPITRの実行

� 一般的な制約事項の理解

� 非一貫性の調査と解決

� データの関連の管理

リカバリ・カタログを使用しないリカバリ・カタログを使用しないリカバリ・カタログを使用しないリカバリ・カタログを使用しない TSPITRの実行の実行の実行の実行
RMANの TSPITRは、リカバリ・カタログを使用しても、しなくても実行できます。リカバ
リ・カタログを使用しない場合は、次の制約事項に注意してください。

� RMANは、TSPITR実行時にロールバック・セグメントの履歴データを持っていないた
め、現行のロールバック・セグメントはリカバリの実行時に存在していたセグメントと
同じセグメントであると想定します。 

� RMANがかなり以前の時刻までリカバリした場合は、Oracleがコピーとバックアップ
の制御ファイル記録を再使用した可能性があるため、TSPITRを実行できない場合があ
ります。

注意注意注意注意 : この章で説明する制限事項や計画手順の多くは、『Oracle8i バック
アップおよびリカバリ・ガイド』の「O/S TSPITR」の章にも記載されて
いますが、異なる点もあります。 その異なる点をこの章で説明します。
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TSPITRの計画
一般的な制約事項の理解一般的な制約事項の理解一般的な制約事項の理解一般的な制約事項の理解
RMANの TSPITRを実行するときには、次の作業は実行できません。 

� ターゲット・データベースと補助データベースを別々のノード上で実行すること。ただ
し、ターゲット・データベースと補助データベースは、クラスタ構成の共有ディスク上
に作成することができます。

� 削除された表領域をリカバリすること。 

� 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。 

� 表領域に追加されたデータ・ファイルを削除すること。そのファイルが、RMANの
TSPITRのリカバリ対象となる時点より後に追加された場合は、RMANの TSPITRの完
了後も、そのファイルは空のまま表領域の一部として存在します。 

� 補助データベースで DML文を実行すること。補助データベースはリカバリ専用です。 

� TSPITRの完了後に、リカバリ・セットのデータ・ファイルの既存のバックアップを使
用してリカバリを行うこと。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の実行前にとっ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。 

� 統計情報が算出されているオブジェクトのオプティマイザ統計情報をリカバリするこ
と。統計情報は TSPITRの実行後に再度算出してください。 

� 次のオブジェクトのいずれかをリカバリ・セット内に入れること。 

� レプリケートされたマスター表

� VARRAY列のある表

� ネストした表が入っている表

� 外部ファイルを伴う表

� スナップショット・ログ

� スナップショット表

� SYSが所有するオブジェクト（ロールバック・セグメントを含む）

警告警告警告警告 : RMANのののの TSPITRを初めて実行する場合は、本番システムで実行を初めて実行する場合は、本番システムで実行を初めて実行する場合は、本番システムで実行を初めて実行する場合は、本番システムで実行
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。い。い。
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TSPITRの計画
非一貫性の調査と解決非一貫性の調査と解決非一貫性の調査と解決非一貫性の調査と解決
RMANの TSPITRに関する最大の問題は、参照依存性が明示的ではなく暗黙的であるため、
リカバリ済の表領域と未リカバリの表領域中の表の間で、アプリケーション・レベルの一貫
性が失われる可能性があることです。次の問題に注意し、先に進む前に、非一貫性が生じた
場合の解決方法を準備しておいてください。

� RMANは、表全体を含んだリカバリ・セットのみサポートすること

� ロールバック・セグメントを含んだ表領域はサポートされないこと

� TS_PITR_CHECKは、SYS所有のオブジェクトをチェックしないこと

RMANは、表全体を含んだリカバリ・セットのみサポートすることは、表全体を含んだリカバリ・セットのみサポートすることは、表全体を含んだリカバリ・セットのみサポートすることは、表全体を含んだリカバリ・セットのみサポートすること

RMANの TSPITRは、表全体を含んだリカバリ・セットのみサポートします。たとえば、
パーティション表と複数の表領域に分かれているパーティションに対して RMANの TSPITR
を実行した場合、RMANはエクスポート・フェーズ時にエラー・メッセージを戻します。
また、表に関する制約のない表または表のない制約がリカバリ・セットに含まれている場合
もエラーとなります。

ロールバック・セグメントを含んだ表領域はサポートされないことロールバック・セグメントを含んだ表領域はサポートされないことロールバック・セグメントを含んだ表領域はサポートされないことロールバック・セグメントを含んだ表領域はサポートされないこと

O/Sの TSPITRを実行している場合は、リカバリ・セット内のロールバック・セグメントを
オフラインにすることができます。これにより、リカバリの完了前にリカバリ・セットに変
更が加えられるのを防止できます。RMANの TSPITRは、ロールバック・セグメントを含ん
だ表領域のリカバリをサポートしません。 TSPITRとロールバック・セグメントの詳細は、
『Oracle8i バックアップおよびリカバリ・ガイド』の「O/S TSPITR」の章を参照してくださ
い。

TS_PITR_CHECKは、は、は、は、SYS所有のオブジェクトをチェックしないこと所有のオブジェクトをチェックしないこと所有のオブジェクトをチェックしないこと所有のオブジェクトをチェックしないこと
TS_PITR_CHECKビューは、TSPITR作業の障害となる依存性や制限に関する情報を提供し
ます。ただし、TS_PITR_CHECKは、SYSが所有するオブジェクトに関する依存性や制限の
情報を提供しません。

ロールバック・セグメントも含めて、SYS所有のオブジェクトがリカバリ・セットに含まれ
ている場合は、これらのオブジェクトを正常にリカバリできる保証はありません。TSPITR
は、Exportと Importユーティリティを使用しますが、これらのユーティリティは、SYS所

注意注意注意注意 : これは、RMANの TSPITRに固有の制限事項です。

注意注意注意注意 : これは、RMANの TSPITRに固有の制限事項です。
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TSPITR用の補助インスタンスの準備
有のオブジェクトをサポートしていません。SYS所有のリカバリ・セット・オブジェクトを
調べるには、次の文を発行してください。 

SELECT object_name, object_type
FROM sys.dba_objects
WHERE tablespace_name IN ('tablespace_name_1','tablespace_name_2', 
      'tablespace_name_n') 
AND owner = 'SYS'; 

データの関連の管理データの関連の管理データの関連の管理データの関連の管理
TSPITRは、リカバリ・セット内のオブジェクトとデータベースの残りの部分にあるオブ
ジェクトとの間のデータの関連を検出できるビューを提供します。 この関連を削除または中
断するか、または関連オブジェクトをリカバリ・セットに含めるか、いずれかの方法でこの
データの関連を管理しない限り、TSPITRは正常に実行できません。 

TSPITR用の補助インスタンスの準備用の補助インスタンスの準備用の補助インスタンスの準備用の補助インスタンスの準備
RMANの TSPITRを実行するには、事前に次の要件を満たしている必要があります。

� 補助インスタンス用の Oracleパスワード・ファイルの作成

� 補助インスタンス用のパラメータ・ファイルの作成

� 補助インスタンスの起動

� 補助インスタンスへの Net8接続性の確認

� Recovery Managerのコマンドライン・インタフェースの起動

補助インスタンス用の補助インスタンス用の補助インスタンス用の補助インスタンス用の Oracleパスワード・ファイルの作成パスワード・ファイルの作成パスワード・ファイルの作成パスワード・ファイルの作成
Oracleパスワード・ファイルの作成とメンテナンスの詳細は、『Oracle8i 管理者ガイド』を
参照してください。

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 バックアップお
よびリカバリ・ガイド』の「O/S TSPITR」の章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 バックアップおよびリカバリ・ガイド』の「O/S 
TSPITR」の章を参照してください。
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TSPITR用の補助インスタンスの準備
補助インスタンス用のパラメータ・ファイルの作成補助インスタンス用のパラメータ・ファイルの作成補助インスタンス用のパラメータ・ファイルの作成補助インスタンス用のパラメータ・ファイルの作成
補助インスタンス用に init.oraファイルを作成し、次の必須パラメータを設定します。

Net8に SYSDBAで接続できるパラメータも含めて、他のパラメータを必要に応じて設定し
ます。

init.oraパラメータの補助インスタンスに関する設定の例を紹介します。

DB_NAME=prod1
LOCK_NAME_SPACE=_prod1
CONTROL_FILES=/oracle/aux/cf/aux_prod_cf.f
DB_FILE_NAME_CONVERT=("/oracle/prod/datafile","/oracle/aux/datafile")
LOG_FILE_NAME_CONVERT=("/oracle/prod/redo_log","/oracle/aux/redo_log")

 

パラメータパラメータパラメータパラメータ 指定対象指定対象指定対象指定対象

DB_NAME ターゲット・データベースと同じ名前。

LOCK_NAME_SPACE 同じ $ORACLE_HOME内のどのデータベースとも異なる
値。単純にするために、_DBNAMEと指定してください。

DB_FILE_NAME_CONVERT 補助データベースのデータ・ファイル用にファイル名を
変換するためのパターン。このパラメータを使用すると、
set auxnameで名前を付けなかったファイルに対して
ファイル名を生成できます。

LOG_FILE_NAME_CONVERT 補助データベースのオンライン REDOログ用にファイル
名を変換するためのパターン。

CONTROL_FILES ターゲット・パラメータ・ファイル内の CONTROL_
FILESパラメータとは異なる値。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DB_FILE_NAME_CONVERTの詳細は、8-13ページの
「TSPITRのパフォーマンスのチューニング」を参照してください。Net8
の詳細は、『Oracle8i  Net8管理者ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : これらのパラメータを設定した後に、本番ファイルに関する
init.oraの設定値をターゲット・データベースで上書きしないでくださ
い。 
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TSPITR用の補助インスタンスの準備
補助インスタンスの起動補助インスタンスの起動補助インスタンスの起動補助インスタンスの起動
RMANの TSPITRを起動する前に、SQL*Plusを使用して補助インスタンスに接続し、
NOMOUNTモード（必要に応じてパラメータ・ファイルを指定して）で起動します。

SQL> connect sys/aux_pwd@aux_str; 
SQL> startup nomount pfile='/oracle/aux/dbs/initAUX.ora';

補助インスタンスにはまだ制御ファイルがないため、このインスタンスは NOMOUNTモー
ドでしか起動できません。制御ファイルは作成しないでください。また、TSPITRの補助イ
ンスタンスのマウントやオープンは行わないでください。

補助インスタンスへの補助インスタンスへの補助インスタンスへの補助インスタンスへの Net8接続性の確認接続性の確認接続性の確認接続性の確認
補助インスタンスには有効なネット・サービス名が必要です。先に進む前に、SQL*Plusを
使用し、補助インスタンスへの接続を確立できることを確認します。

Recovery Managerのコマンドライン・インタフェースの起動のコマンドライン・インタフェースの起動のコマンドライン・インタフェースの起動のコマンドライン・インタフェースの起動
次のいずれかの方法で、RMANのコマンドライン・インタフェースを起動してください。

� O/Sコマンドラインからの接続

� RMANプロンプトからの接続

O/Sコマンドラインからの接続コマンドラインからの接続コマンドラインからの接続コマンドラインからの接続  補助インスタンスおよびターゲット・インスタンス、そして
オプションとしてリカバリ・カタログに接続するには、Recovery Managerの起動時に次の
情報を渡します。

% rman target sys/target_pwd@target_str catalog rman/cat_pwd@cat_str auxiliary  \
> sys/aux_pwd@aux_str

情報の内容

sys SYSDBA権限を持つユーザー

rman リカバリ・カタログの所有者

target_pwd ターゲット・データベースの orapwdファイル内に指定された、
SYSDBAで接続するためのパスワード

target_str ターゲット・データベースのネット・サービス名

cat_pwd リカバリ・カタログの orapwdファイル内に指定された、ユーザー
の RMANのパスワード

cat_str リカバリ・カタログ・データベースのネット・サービス名

aux_pwd 補助データベースの orapwdファイル内に指定された、SYSDBAで
接続するためのパスワード

aux_str 補助データベースのネット・サービス名
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TSPITRの実行
RMANプロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続プロンプトからの接続  補助インスタンスへの接続を行わずに RMANコマンドライ
ン・インタフェースを起動し、RMANプロンプトで connectコマンドを使用できます。

% rman
RMAN> connect auxiliary sys/aux_pwd@aux_str
RMAN> connect target target sys/target_pwd@target_str
RMAN> connect catalog rman/cat_pwd@cat_str

TSPITRの実行の実行の実行の実行
計画上のすべての要件を満たした後、RMANの TSPITRを実行します。runで次のコマンド
を実行します。この tablespace_listは、リカバリ・セットにある表領域名のリストであり、
recovery_end_timeはリカバリの目標となる時点です。

allocate auxiliary channel . . . 
recover tablespace tablespace_list until recovery_end_time;

allocate auxiliary channelコマンドによって、少なくとも 1つの補助チャネルを割り当てる
必要があります。
 

次の例文は、1999年 1月 10日の午後 8時を指定して、表領域 TBS_2および TBS_3に対して
RMANの TSPITRを実行します。

run {
     allocate auxiliary channel dev1 type 'sbt_tape';
     recover tablespace tbs_2, tbs_3 until time 'Jan 10 1999 20:00:00'; 
}

Recovery Managerは、TSPITR中に次の作業を自動的に実行します。

1. 補助インスタンスにデータ・ファイルをリストアします。 

2. リストアされたデータ・ファイルを指定された時間までリカバリします。 

3. RESETLOGSオプションを使用して補助データベースをオープンします。 

4. リカバリされた表領域内のオブジェクトに関するディクショナリ・メタデータ（オブ
ジェクトを作成するための DDLとリカバリ済データ・ファイルにあるオブジェクトの
物理位置へのポインタ）をターゲット・データベースにエクスポートします。 

5. 補助データベースをクローズします。 

6. ターゲットの制御ファイルが、補助データベースでリカバリされたばかりの、リカバ
リ・セットの中にあるデータ・ファイルを指し示すようにするために、switchコマンド
を発行します。 

注意注意注意注意 : 表領域のリカバリ・セットには、SYSTEM表領域やロールバッ
ク・セグメントを含んだ表領域を指定することはできません。
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TSPITR後に使用するためのターゲット・データベースの準備
7. 補助データベースからエクスポートされたディクショナリ・メタデータをインポート
し、リカバリされたオブジェクトをアクセス可能にします。

TSPITR後に使用するためのターゲット・データベースの準備後に使用するためのターゲット・データベースの準備後に使用するためのターゲット・データベースの準備後に使用するためのターゲット・データベースの準備
リカバリ・セット内の表領域は、RMANの TSPITRが正常に完了するまでオフラインのまま
です。 

TSPITR後に再使用するためのターゲット・データベースの準備後に再使用するためのターゲット・データベースの準備後に再使用するためのターゲット・データベースの準備後に再使用するためのターゲット・データベースの準備  

1. リカバリ・セット内の表領域をオンラインにする前に、これらの表領域のバックアップ
を作成しておいてください。リカバリ・セット内の以前のバックアップはすべて無効に
なっていることに注意してください。たとえば、次のコマンドは表領域 TBS_4をバック
アップします。

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup tablespace tbs_4;
}

2. リカバリ済の表領域をオンラインにします。たとえば、次のように入力します。

sql "ALTER TABLESPACE TBS_4 ONLINE";

3. RMANの TSPITRが正常に実行された後、補助データベースは使用できなくなるため、
データベースを停止し、メモリーを解放してください。

shutdown abort;
 

4. 次の内容を削除します。

� RMANの TSPITRの実行時に一時的な位置にリストアされた補助セット・データ・
ファイル

� 補助データベースの制御ファイル

� 補助データベースの REDOログ・ファイル

注意注意注意注意 : RMANはリカバリ中のデータ・ファイルをリストアするかわり
に、データ・ファイルのコピーを検索します。ファイルのコピーが見つか
らない場合、RMANはリストア操作を実行し、切替えは実行しません。
set auxnameコマンドでデータ・ファイルの名前はすでに構成してあり、
これらの auxnameの位置には適切なデータ・ファイルのコピーが存在し
ている場合、RMANは最適化のためにリストアを取り止め、auxname
データ・ファイルのコピーへの切替えを実行します。
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失敗した TSPITRへの対応
失敗した失敗した失敗した失敗した TSPITRへの対応への対応への対応への対応
TSPITRは様々な問題によってエラーとなる可能性があります。 たとえば、ターゲット・
データベースと変換されたファイル名の間に矛盾がある場合は、補助インスタンスを停止し
て変換されたデータ・ファイル名を修正し、startup nomountを発行して、RMANの
TSPITRを再実行する必要があります。

また、Exportユーティリティのためのソート領域が不足しているために失敗することも考え
られます。 この場合は、recover.bsqファイル（UNIXの場合は $ORACLE_
HOME/rdbms/adminにあります）を編集する必要があります。このファイルの内容は次の
とおりです。 

# 
# tsiptr_7: do the incomplete recovery and resetlogs.  This member is used once. 
# 
define tspitr_7 
<<< 
# make the controlfile point at the restored datafiles, then recover them 
recover clone database tablespace &1&; 
sql clone "alter database open resetlogs"; 
# PLUG HERE the creation of a temporary tablespace if export fails due to lack of 
# temporary space. 
# For example in Unix these two lines would do that: 
#sql clone "create tablespace aux_tspitr_tmp 
#           datafile ''/tmp/aux_tspitr_tmp.dbf'' size 500K"; 
} 
>>> 

コメントの最後の 2行から '#'記号を削除し、文を変更して一時表領域を作成します。エク
スポート操作が成功するまで、表領域のサイズを拡大しながら、TSPITR操作を再試行しま
す。 

TSPITRが失敗した場合は、次の手順に従ってください。

失敗した失敗した失敗した失敗した TSPITRへの対応への対応への対応への対応  

1. RMANの TSPITRが失敗した場合は、補助インスタンスを停止します。

shutdown abort;

2. エラーを識別し、訂正します。

3. 補助インスタンスをマウントせずに起動します。たとえば、次のように入力します。

startup nomount pfile=initAUX.ora;
 

4. 8-10ページの「TSPITRの実行」で説明しているように、TSPITRを再実行します。
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TSPITRのパフォーマンスのチューニング
TSPITRのパフォーマンスのチューニングのパフォーマンスのチューニングのパフォーマンスのチューニングのパフォーマンスのチューニング
この項では、RMANの TSPITRのパフォーマンスをチューニングするための手順を説明しま
す。

� 補助セット表領域内のデータ・ファイルに対する新しい名前の指定

� Recovery Managerの TSPITR用の補助名の設定とデータ・ファイル・コピーの使用

� 補助制御ファイル内の変換済ファイル名の使用

� まとめ : データ・ファイルのネーミング・メソッド

補助セット表領域内のデータ・ファイルに対する新しい名前の指定補助セット表領域内のデータ・ファイルに対する新しい名前の指定補助セット表領域内のデータ・ファイルに対する新しい名前の指定補助セット表領域内のデータ・ファイルに対する新しい名前の指定
Recovery Managerは、補助インスタンスにあるリカバリ・セットと補助セット内の表領域
に所属しているすべてのデータ・ファイルをリストアおよびリカバリします。補助セットに
は、SYSTEM表領域と、ロールバック・セグメントを持つすべての表領域が含まれているこ
とに注意してください。 

Recovery Managerコマンドの set newnameを使用し、補助セットの表領域内のデータ・
ファイルに新しい名前を指定します。RMANは、この新しいファイル名を、そのデータ・
ファイルをリストアしてリカバリするための一時的な位置として利用します。 この新しい名
前は、init.oraファイルの DB_FILE_NAME_CONVERTパラメータの設定値もオーバー
ライドします。たとえば、datafile 2を new_df_name.fに改名するには、次のように
入力します。

set newname for datafile 2 to '/oracle/dbs/new_df_name.f';

リカバリ・セット表領域内のすべてのデータ・ファイルに新しい名前を指定できます。 新し
い名前を指定すると、そのデータ・ファイルは、ターゲット制御ファイル内の元のデータ・
ファイルを置換します。このため、既存のファイル名が新しいファイル名で置換されます。

新しいファイル名を設定する場合、RMANは、補助データベースとターゲット・データ
ベースにあるデータ・ファイルの名前が競合しているかどうかを確認しません。 競合があっ
た場合は、TSPITR時に RMANエラーが発生します。

Recovery Managerのののの TSPITR用の補助名の設定とデータ・ファイル・コピー用の補助名の設定とデータ・ファイル・コピー用の補助名の設定とデータ・ファイル・コピー用の補助名の設定とデータ・ファイル・コピー
の使用の使用の使用の使用

ディスク上のデータ・ファイル・コピーを使用した方が、データ・ファイルをリストアする
よりはるかに高速です。したがって、データ・ファイルをリストアしてリカバリするかわり
に、リカバリ・セットまたは補助セット内のデータ・ファイルの適切なコピーを使用してく
ださい。

次の条件が満たされている場合、Recovery Managerはデータ・ファイルのコピーを使用し
ます。
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TSPITRのパフォーマンスのチューニング
1. データ・ファイル・コピーの名前が、次のコマンドによって、対応するデータ・ファイ
ルの補助名としてリカバリ・カタログに登録されていること（filenameはデータ・ファ
イルの名前または番号、auxiliary_datafile_nameはデータ・ファイルの補助名）。

    set auxname for datafile filename to auxiliary_datafile_name;

2. データ・ファイル・コピーは、次の RMANコマンドを使用して、untilClauseで指定さ
れている時刻より前に作成されていること（'filename'はデータ・ファイルのファイル
名）。

run {
     copy datafile 'filename' to auxname;
     ...
}

例例例例
次のコマンドは、Recovery Managerに必要な条件の例を示しています。

set auxname for datafile '/oracle/prod/datafile_1_1.dbf' 
  to '/oracle/prod_copy/datafile_1_1.dbf';

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     copy datafile '/oracle/prod/datafile_1_1.dbf'
     to auxname;
}

同じデータ・ファイルに対して set newnameを使用した場合、Recovery Managerはその
データ・ファイルのコピーを使用しません。

Recovery Managerがデータ・ファイルのコピーを使用して TSPITRを正常に完了した場合、
リカバリ・カタログ内の auxiliary_datafile_nameには、DELETEDのマークが設定されます。 
RMANの TSPITRの完了後、ターゲットの元のデータ・ファイルは、このデータ・ファイル
のコピーで置き換えられます。

補助制御ファイル内の変換済ファイル名の使用補助制御ファイル内の変換済ファイル名の使用補助制御ファイル内の変換済ファイル名の使用補助制御ファイル内の変換済ファイル名の使用
補助セットの表領域内のデータ・ファイルに対して新規名も補助名も設定されていない場
合、Recovery Managerは、補助データベースの制御ファイル内に設定されている変換済
ファイル名を使用して、リストアとリカバリを実行できます。Recovery Managerは、補助
データベースとターゲット・データベースの間で競合しているデータ・ファイル名をチェッ
クします。競合があると、エラーが戻ります。

リカバリ・セットの表領域内のデータ・ファイルに新規名も補助名も設定されていない場
合、または補助名のファイルが使用不可の場合、Recovery Managerはデータ・ファイルの
元の位置を使用します。
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TSPITRのパフォーマンスのチューニング
まとめまとめまとめまとめ : データ・ファイルのネーミング・メソッドデータ・ファイルのネーミング・メソッドデータ・ファイルのネーミング・メソッドデータ・ファイルのネーミング・メソッド
次のコマンドとパラメータは、TSPITR時に補助セットとリカバリ・セット内のデータ・
ファイルに名前を付けるために使用します。表内では、優先順位が上から下に示されていま
す。したがって、set newnameは set auxnameや DB_FILE_NAME_CONVERTより優先さ
れます。

補助セット内でファイル名が変換されていない場合、RMANは TSPITR時にエラーを発行し
ます。

コマンドコマンドコマンドコマンド /パラメータパラメータパラメータパラメータ 補助セット補助セット補助セット補助セット 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

1 set newname X X

2 set auxname X X

3 DB_FILE_NAME_CONVERT X
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 Recovery Managerでのでのでのでの
トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

この章では、トラブルシューティングと Recovery Managerのデバッグ方法を説明します。
次の項目について説明します。

� メッセージ出力の解釈

� Media Management APIのテスト

� RMANのジョブの監視

� RMANのセッションの終了

� トラブルシューティング例
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メッセージ出力の解釈
メッセージ出力の解釈メッセージ出力の解釈メッセージ出力の解釈メッセージ出力の解釈
Recovery Managerでは、詳細なエラー・メッセージによって、トラブルシューティングを
支援します。 また、Oracleデータベース・サーバーとサード・パーティのメディア・ベン
ダーは、それぞれ有益なデバッグ出力を生成しています。 この項では次の項目について説明
します。

� メッセージ出力のタイプの識別

� エラー・コードの識別

� RMANのエラー・スタックの解析

� デバッグ出力の解釈

メッセージ出力のタイプの識別メッセージ出力のタイプの識別メッセージ出力のタイプの識別メッセージ出力のタイプの識別
失敗した RMANジョブに対するトラブルシューティングで役立つ出力は、次の表で説明す
るように、いくつかの異なる場所に格納されています。

出力のタイプ出力のタイプ出力のタイプ出力のタイプ 作成元作成元作成元作成元 位置位置位置位置 説明説明説明説明

RMAN
メッセージ

RMAN 出力先は次のとおりです。

� 標準出力（通常は端末）

� コマンドラインの logオプショ
ンで指定したログ・ファイル

� コマンドラインで演算子を使
用し、標準出力をリダイレク
トして作成したログ・ファイ
ル

RMAN、サーバーおよびメディア・ベ
ンダーが生成したエラー・メッセージ
とともに、RMANのジョブに関連す
るアクションを説明します。

RMANトレース・
ファイル

RMANの
debugコマンド

コマンドラインで traceパラメータ
を使用して指定したファイル。 

PL/SQLプログラム・ユニットの作成
と実行に関する詳細な出力が含まれて
います。

alert.log Oracleデータ
ベース・サー
バー

USER_DUMP_DEST初期化パラ
メータで指定したディレクトリ。

エラー、init.oraの設定値および管
理操作の時系列ログが含まれていま
す。 上書きされた制御ファイル・レ
コードの値が記録されています（3-49
ページの「制御ファイル・レコードの
上書きの監視」を参照してください）。

Oracleトレース・
ファイル

Oracleデータ
ベース・サー
バー

USER_DUMP_DEST初期化パラ
メータで指定したディレクトリ。

Oracleサーバーのプロセスで生成され
た詳細な出力が含まれています。 この
ファイルは、ORA-00600または
ORA-03113のエラー・メッセージが
発生したときに作成されます。
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メッセージ出力の解釈
エラー・コードの識別エラー・コードの識別エラー・コードの識別エラー・コードの識別
通常、RMANのメッセージ・スタックには、次のタイプのエラー・コードがあります。

� 接頭辞が RMAN-のエラー

� 接頭辞が ORA-のエラー

� Additional information:の後に表示されるエラー

RMANおよび ORAのエラー・コードの説明は、『Oracle8i エラー・メッセージ』を参照して
ください。 

RMANのエラー・メッセージ番号のエラー・メッセージ番号のエラー・メッセージ番号のエラー・メッセージ番号
表 9-1は、一般的な RMANのエラー・メッセージのエラーの範囲を示します。これらはす
べて、『Oracle8i エラー・メッセージ』で説明されています。

sbtio.log サード・パー
ティのメディア
管理ソフトウェ
ア

USER_DUMP_DEST初期化パラ
メータで指定したディレクトリ。 

メディア管理デバイスの機能に関する
情報が含まれています。

メディア・マネー
ジャのログ・ファ
イル

サード・パー
ティのメディア
管理ソフトウェ
ア

メディア・マネージャのログのファ
イル名は、sbtio.logを除いてメ
ディア・マネージャ・ソフトウェア
によって決められます。

メディア管理デバイスの機能に関する
情報が含まれています。

表表表表 9-1  RMANのエラー・メッセージの範囲のエラー・メッセージの範囲のエラー・メッセージの範囲のエラー・メッセージの範囲 （１（１（１（１ / ２ページ）２ページ）２ページ）２ページ）

エラーの範囲エラーの範囲エラーの範囲エラーの範囲 原因原因原因原因

0550-0999 コマンドラインのインタプリタ

1000-1999 キーワードのアナライザ

2000-2999 構文のアナライザ

3000-3999 主レイヤー

4000-4999 サービス・レイヤー

5000-5499 restoreコマンドまたは recoverコマンドのコンパイル

5500-5999 duplicateコマンドのコンパイル

6000-6999 通常のコンパイル

7000-7999 通常の実行

8000-8999 PL/SQLプログラム

出力のタイプ出力のタイプ出力のタイプ出力のタイプ 作成元作成元作成元作成元 位置位置位置位置 説明説明説明説明
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メッセージ出力の解釈
メディア・マネージャのエラー番号メディア・マネージャのエラー番号メディア・マネージャのエラー番号メディア・マネージャのエラー番号
Media Management APIでエラーが発生した場合、RMANは、次の接頭辞が付いたエラー・
メッセージ番号を戻します。

Additional information:

次のリストは、エラー番号とそのエラー・メッセージの説明です。 エラー・コード内の O/S
は、オペレーティング・システムの略です。  アスタリスク（*）が付いたエラーは内部エ
ラーで、通常の操作中に表示されることはありません。

9000-9999 低レベルのキーワードのアナライザ

10000-10999 サーバー側の実行

11000-11999 PL/SQLと RMAN間のインタフェース・エラー

20000-20999 リカバリ・カタログ・パッケージ

表表表表 9-2  メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲

原因原因原因原因 番号番号番号番号 説明説明説明説明

sbtopen 7000 

7001

7002*

7003

7004

7005

7006

7007

7008

7009

7010

7011

7012*

バックアップ・ファイルが見つかりません（読込み時のみ戻されます）。

ファイルは存在します（書込み時のみ戻されます）。

不正なモードが指定されました。

不正なブロック・サイズが指定されました。

テープ・デバイスがありません。

デバイスは見つかりましたがビジーです。後で再試行してください。

テープ・ボリュームがありません。

テープ・ボリュームは使用中です。

I/Oエラー。

Media Managerと接続できません。

許可されません。

O/Sエラー 。例 : malloc、folkのエラー

sbtopenへの引数が無効です。

表表表表 9-1  RMANのエラー・メッセージの範囲のエラー・メッセージの範囲のエラー・メッセージの範囲のエラー・メッセージの範囲 （２（２（２（２ / ２ページ）２ページ）２ページ）２ページ）

エラーの範囲エラーの範囲エラーの範囲エラーの範囲 原因原因原因原因
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メッセージ出力の解釈
sbtclose 7020*

7021*

7022

7023

7024*

7025

sbtcloseへの 不正な th（sbtopenが実行されていません）。  

sbtcloseへのフラグが無効です。

I/Oエラー。

O/Sエラー。 

sbtcloseへの引数が無効です。

Media Managerと接続できません。

sbtwrite 7040*

7042

7043

7044*

sbtwriteへの不正な th。

I/Oエラー。

O/Sエラー。 

sbtwriteへの引数が無効です。

sbtread 7060*

7061

7063

7064

7065*

sbtreadへの不正な th。

EOFに達しました。

I/Oエラー。

O/Sエラー。

sbtreadへの引数が無効です。

sbtremove 7080

7081

7082

7083

7084

7085

7086*

バックアップ・ファイルが見つかりません。

バックアップ・ファイルは使用中です。

I/Oエラー。

Media Managerと接続できません。

許可されません。

O/Sエラー。

sbtremoveへの引数が無効です。

sbtinfo 7090

7091

7092

7093

7094

7095* 

バックアップ・ファイルが見つかりません。

I/Oエラー。

Media Managerと接続できません。

許可されません。

O/Sエラー。

sbtinfoへの引数が無効です。

sbtinit 7110* 

7111

sbtinitへの引数が無効です。

O/Sエラー。

表表表表 9-2  メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲メディア・マネージャのエラー・メッセージの範囲

原因原因原因原因 番号番号番号番号 説明説明説明説明
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メッセージ出力の解釈
RMANのエラー・スタックの解析のエラー・スタックの解析のエラー・スタックの解析のエラー・スタックの解析
RMANのエラー・スタック内で有効なメッセージを識別するのが困難な場合があります。 次
のヒントと提案を参考にしてください。

1. エラー・スタック内のほとんどのメッセージは、トラブルシューティングとは関係がな
いため、最も重要な 1つか 2つのエラーを識別します。

2. Additional information:の後に整数が表示される行をチェックしてください。 こ
の行は、メディア管理のエラーを示します。 後に続く整数は、エラー・メッセージのテ
キストで説明されているコードを参照しています。

3. メッセージは、RMANが発行した順に並べられているため、下から読んでください。 発
行されたエラーの中で、通常、最初の 1つまたは 2つのエラーが最も重要です。

4. 表 9-1のエラー番号の範囲に従って、エラーの基本的なタイプを識別し、最も重要な
メッセージの詳細は、『Oracle8i エラー・メッセージ』を参照してください。

RMANのエラーの解釈のエラーの解釈のエラーの解釈のエラーの解釈 : 例例例例
表領域 TBS_99のバックアップを試みて、次のようなメッセージを受け取ったとします。

RMAN> run{allocate channel c1 type disk; backup tablespace tbs_99;}

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル c1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル c1: sid=8 devtype=DISK

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: backup
RMAN-03026: エラーのリカバリ チャネル・リソースをリリースしています。
RMAN-08031: チャネル c1をリリースしました。 
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: backup
RMAN-06038: リカバリ・カタログ・パッケージでエラーが検出されました。
RMAN-20202: 表領域がリカバリ・カタログにありません。
RMAN-06019: 表領域名 "TBS_99"を変換できませんでした。

最初に、このエラーは、RMANが allocateコマンドをコンパイルして実行した後、しかも
backupコマンドの実行前に発生したことがわかります。 そして、メッセージ・スタックの
最後の 2つのメッセージから、TBS_99という名前の表領域がリカバリ・カタログに表示さ
れていない問題がすぐに判明します。 したがって、TBS_99がデータベースに存在しないか、
または存在してもリカバリ・カタログが認識していないかのいずれかであると判断します。
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メッセージ出力の解釈
サーバーのエラーの解釈サーバーのエラーの解釈サーバーのエラーの解釈サーバーのエラーの解釈 : 例例例例
データベースのバックアップを試みて、次のエラーを受け取ったとします。

RMAN> run{allocate channel c1 type disk;backup database;}

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03026: エラーのリカバリ チャネル・リソースをリリースしています。
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: allocate
RMAN-06004: リカバリ・カタログ・データベースでのOracleエラー: 
　　　　　　　ORA-03113: 通信チャネルでファイルの終わりが検出されました。

RMAN-06097: 障害の発生したSQL文のテキストは begin dbms_rcvman . resetAll ; dbms_rcvman .
　　　　　　 set_package_constants ; です。
RMAN-06099: ソース・ファイル krmk.pcでエラーが発生しました。行: 14531

前述のとおり、下から読み始めます。 最初のメッセージ番号は 6099なので、RMANがコマ
ンドをコンパイルできなかったことがわかります。 下から 3番目のメッセージはさらに具体
的です。つまり、エラーはリカバリ・カタログのデータベースから発生しています。 
ORA-03113メッセージは、リカバリ・カタログのサーバーとの通信で問題が発生したこと
を示します。

次に、リカバリ・カタログのデータベースに問い合せると、この runコマンドを実行したと
きは、シャットダウンの処理中であったことが判明します。 その結果、ジョブに失敗しまし
た。

メディア管理のエラーの解釈メディア管理のエラーの解釈メディア管理のエラーの解釈メディア管理のエラーの解釈 : 例例例例
メディア管理のエラーは、まれに起こるエラーではありません。 テープ・ドライブを使用し
て、バックアップ・ジョブ中に次の出力を受け取ったとします。

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03007: コマンド: allocateを実行中に例外が発生しました。エラーはリトライできます。
RMAN-07004: チャネル c4でコマンドを実行中に未処理例外が発生しました。
RMAN-10032: ジョブ・ステップ 4: ORA-06512: 158行の実行中に未処理例外が発生しました。 
RMAN-10035: RPCで例外が発生しました: ORA-19624: 操作が失敗しました。再度実行してください。 
ORA-19506: シーケンシャル・ファイルの作成失敗。ファイル名="df_99_1"、パラメータ=""
ORA-27007: ファイルのオープンに失敗しました。
HP-UX Error: 1003: Unknown system error
Additional information: 7004
Additional information: 1
ORA-06512: 410行 "SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE" 
RMAN-10031: ORA-19624が発生しました。発生箇所 DBMS_BACKUP_RESTORE.DEVICEALLOCATEに対するコール。
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メッセージ出力の解釈
前述のエラー・メッセージ・スタックを読むときの提案事項に従って、Additional 
information:の行と注意を探します。

Additional information: 7004

エラー番号 7004は、RMANがテープ・デバイスに接続できないことを意味します。 なんら
かの理由で、RMANは、使用しているメディア管理ソフトウェアを認識していません。

メッセージを下から読むと、最初の行から、DEVICEALLOCATEという PL/SQLプログラ
ム・ユニットへのコール中にエラーが発生したことが判明します。 また、スタックのヘッ
ダーの下にある最初のメッセージから、allocateコマンドの実行中にエラーが発生したこと
もわかります。 これらすべての情報から、RMANは、テープ・デバイスを認識できなかった
ために、テープ・チャネルを割り当てることができなかったことが判明します。

デバッグ出力の解釈デバッグ出力の解釈デバッグ出力の解釈デバッグ出力の解釈
RMANの標準的なエラー・メッセージ・スタックに、十分な情報が含まれていない場合は、
RMANの debugコマンドを使用して、より詳細な出力を生成します。 デバッグは、次の目
的で使用します。

� RMANで生成された実際の PL/SQLプログラムを調べるため（すべてのバックアップ
操作とリストア操作は、PL/SQLプロシージャとファンクションを使用して実行されま
す）。

� RMANのコマンドが失敗した場所を確認するため。

デバッグ出力は量が多い場合があるため、トレース・ファイルへの出力をリダイレクトし
て、現行のログ・ファイルまたは標準出力のオーバーロードを防ぎます。 デバッグ出力には、
次の詳細情報が表示されます。

� RMANのコマンドのコンパイル中に実行されたすべての SQL文

� SQL文の実行結果

� リカバリ・カタログの PL/SQLパッケージで生成された情報

デバッグ出力の解釈デバッグ出力の解釈デバッグ出力の解釈デバッグ出力の解釈 : 例例例例
RMANのデバッグ出力は非常に詳細なので、有効な情報とそうでない情報を区別できない
場合があります。 デバッグ・モードで次のコマンドを実行するとします。

run{ allocate channel c1 type disk; backup tablespace TBS_5, TBS_6; }

そしてこのコマンドが失敗したとします。 次の出力は、失敗したコマンドに関する debug出
力の一部です（太字のコマンドラインに注意してください）。
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メッセージ出力の解釈
EXEC SQL AT RCVCAT begin :name := upper ( :name ) ; dbms_rcvman . translateTablespace ( 
:name ) ; end ;
   sqlcode=0
      :b1 = "TBS_5"

/* RMAN calls the translateTablespace procedure to translate tablespace  * 
 * name TBS_5 into its constituent datafiles and then calls getDataFile  *
 * to get information about each of the datafiles in tablespace TBS_5.   */

EXEC SQL AT RCVCAT begin dbms_rcvman . getDataFile ( :fno , :crescn , :cretime:cretime_i , 
:fname:fname_i , :tsname , :status:status_i , :blksize , :kbytes:kbytes_i , 
:blocks:blocks_i , :urscn , :stopscn:stopscn_i , :read_only ) ; end ;
   sqlcode=0
      :b1 = 14
      :b2 = 33410
      :b3 = "11-JUN-99"
      :b4 = "/vobs/oracle/dbs/tbs_51.f"  /* datafile name */
      :b5 = "TBS_5"
      :b6 = <EMPTY STRING>
      :b7 = 2048
      :b8 = 500
      :b9 = 250
      :b10 = 0
      :b11 = NULL
      :b12 = 0

EXEC SQL AT RCVCAT begin dbms_rcvman . getDataFile ( :fno , :crescn , :cretime:cretime_i , 
:fname:fname_i , :tsname , :status:status_i , :blksize , :kbytes:kbytes_i , 
:blocks:blocks_i , :urscn , :stopscn:stopscn_i , :read_only ) ; end ;
   sqlcode=0
      :b1 = 15
      :b2 = 33416
      :b3 = "11-JUN-99"
      :b4 = "/vobs/oracle/dbs/tbs_52.f"  /* datafile name */
      :b5 = "TBS_5"
      :b6 = <EMPTY STRING>
      :b7 = 2048
      :b8 = 500
      :b9 = 250
      :b10 = 0
      :b11 = NULL
      :b12 = 0

EXEC SQL AT RCVCAT begin dbms_rcvman . getDataFile ( :fno , :crescn , :cretime:cretime_i , 
:fname:fname_i , :tsname , :status:status_i , :blksize , :kbytes:kbytes_i , 
:blocks:blocks_i , :urscn , :stopscn:stopscn_i , :read_only ) ; end ;
   sqlcode=-1405
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Media Management APIのテスト
/* RMAN tries to translate tablespace name TBS_6 and get the datafiles, * 
 * but is unable to identify any datafiles for this tablespace.         */

EXEC SQL AT RCVCAT begin :name := upper ( :name ) ; dbms_rcvman . translateTablespace ( 
:name ) ; end ;
   sqlcode=0
      :b1 = "TBS_6"

EXEC SQL AT RCVCAT begin dbms_rcvman . getDataFile ( :fno , :crescn , :cretime:cretime_i , 
:fname:fname_i , :tsname , :status:status_i , :blksize , :kbytes:kbytes_i , 
:blocks:blocks_i , :urscn , :stopscn:stopscn_i , :read_only ) ; end ;
   sqlcode=-20202
krmicomp: error 6038 signalled during compilation
RMAN-03026: エラーのリカバリ チャネル・リソースをリリースしています。
krmkdps: this_db_key=1
krmkdps: this_dbinc_key=2
krmkdps: until_scn=
krmkdps: until_time=
krmkdps: completed_after=
krmkdps: completed_before=
krmkdps: like_pattern=
krmkdps: RA_kindMask=255
krmkdps: all_flag=0
krmqclean: the compiled command tree is:
CMD type=cleanup id=1 status=NOT STARTED

このようにデバッグ出力は量が多いため、ここで示す出力例は全出力の一部です。 ただし、
この出力は、多くの場合、正常に実行できなかった PL/SQLパッケージ、プロシージャや
ファンクションを特定するのに役立ちます。

Media Management APIのテストのテストのテストのテスト
特定のプラットフォームに対して、Oracleは、sbttestと呼ばれる診断ツールを提供しま
す。 このユーティリティは、Oracleデータベース・サーバーとして機能し、メディア・マ
ネージャとの通信を試みて、テープ・ライブラリの簡単なテストを実行します。

ユーティリティの取得ユーティリティの取得ユーティリティの取得ユーティリティの取得
UNIXでは、sbttestユーティリティは、$ORACLE_HOME/binにあります。 なんらかの理
由で、このユーティリティがプラットフォームに含まれていない場合は、オラクル社カスタ
マ・サポート・センターに連絡して、このプログラムの Cバージョンを取得してください。 
このバージョンのプログラムは、すべての UNIXプラットフォームでコンパイルできます。

SunSolarisなどのプラットフォームでは、sbttestの使用時に再リンクする必要はありま
せん。 その他のプラットフォームでは、再リンクが必要になる場合があります。
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Media Management APIのテスト
オンライン・ドキュメントの取得オンライン・ドキュメントの取得オンライン・ドキュメントの取得オンライン・ドキュメントの取得
sbttestのオンライン・ドキュメントを取得するには、コマンドラインで次のコマンドを
発行します。

% sbttest

このプログラムで使用可能な引数のリストが表示されます。

Error: backup file name must be specified
Usage: sbttest backup_file_name        # this is the only required parameter
               <-dbname database_name>
               <-trace trace_file_name>
               <-remove_before>
               <-no_remove_after> 
               <-read_only>
               <-no_regular_backup_restore>
               <-no_proxy_backup>
               <-no_proxy_restore>
               <-file_type n>
               <-copy_number n>
               <-media_pool n>
               <-os_res_size n>
               <-pl_res_size n>
               <-block_size block_size> 
               <-block_count block_count>
               <-proxy_file os_file_name bk_file_name 
                           [os_res_size pl_res_size block_size block_count]>

各引数の意味も表示されます。 たとえば、2つのオプション・パラメータの説明例を次に示
します。

Optional parameters:
  -dbname  specifies the database name which will be used by SBT 
           to identify the backup file. The default is "sbtdb"
  -trace   specifies the name of a file where the Media Management 
           software will write diagnostic messages.
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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
sbttestを使用して、メディア・マネージャの簡単なテストを実行します。 次の表は、出力
の解釈について説明します。

sbttestの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法  

1. コマンドラインで sbttestを入力し、プログラムがインストールされ、システム・パ
スに含まれ、Oracleにリンクされていることを確認します。

% sbttest

プログラムが操作可能ならば、オンライン・ドキュメントが表示されます。

2. オンライン・ドキュメントに説明されている任意の引数を指定して、プログラムを実行
します。 たとえば、次のように入力して、テスト・ファイル some_file.fを作成し、
出力を sbtio.logに書き込みます。

% sbttest some_file.f -trace sbtio.log

既存のデータ・ファイルのバックアップもテストできます。 たとえば、このコマンドを
使用して、データベース PRODのデータ・ファイル tbs_33.fをテストします。

% sbttest tbs_33.f -dbname prod

3. 出力をチェックします。 プログラムがエラーを検出した場合は、障害を説明するメッ
セージが表示されます。 たとえば、Oracleでライブラリが見つからない場合は、次のよ
うなメッセージが表示されます。

libobk.so could not be loaded. Check that it is installed properly, and that LD_
LIBRARY_PATH environment variable (or its equivalent on your platform) includes the 
directory where this file can be found. Here is some additional information on the 
cause of this error:
ld.so.1: sbttest: fatal: libobk.so: open failed: No such file or directory

sbttestの戻り値の戻り値の戻り値の戻り値 処理処理処理処理

0 プログラムはエラーなしで実行されました。 つまり、メディア・マ
ネージャがインストールされ、データ・ストリームを受け入れ、要
求されると同じデータを戻します。 

0以外 プログラムはエラーを検出しました。 メディア・マネージャがイン
ストールされていないか、または正しく構成されていません。
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RMANのジョブの監視のジョブの監視のジョブの監視のジョブの監視
バックアップまたはコピー処理を行うサーバー・セッションが、現在何を実行しているかを
調べると有益な場合があります。 RMANのジョブの進行状況を監視し、関連する情報の取得
を支援するいくつかのビューにアクセスできます。

RMANでは、次のチェックを実行することができます。

� サーバー・セッションとチャネルの関連付け

� ジョブの進行状況の監視

� ジョブ・パフォーマンスの監視

サーバー・セッションとチャネルの関連付けサーバー・セッションとチャネルの関連付けサーバー・セッションとチャネルの関連付けサーバー・セッションとチャネルの関連付け
どのサーバー・セッションがどの RMANチャネルに対応しているかを調べるには、
command idパラメータを指定した setコマンドを使用します。command idパラメータに
よって、指定した文字列が、V$SESSIONの動的パフォーマンス・ビューの CLIENT_INFO
列に入力されます。サーバー・セッションとチャネルを関連付けるには、V$SESSIONと
V$PROCESSを使用します。

V$SESSIONの CLIENT_INFO列には、Recovery Managerの各サーバー・セッションの情
報が表示されます。データの形式は、次の形式のいずれかです。

� id=string 

この形式は、RMANが確立したターゲット・データベースへの最初の接続に使用され
ます。

� id=string, ch=channel_id

この形式は、割り当てられたすべてのチャネルに使用されます。

V$PROCESSの SPID列には、オペレーティング・システムのプロセス番号が示されます。 

ビュービュービュービュー 説明説明説明説明

V$PROCESS 現在アクティブなプロセスを識別します。

V$SESSION 現在アクティブなセッションを識別します。 Oracleデータベース・
サーバー・セッションと、RMANの割当てチャネルの対応関係の
判断に、このビューを使用します。

V$SESSION_LONGOPS 長時間実行する操作の進行状況レポートを提供します。

V$SESSION_WAIT セッションが待機しているイベントまたはリソースをリスト表示し
ます。
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バックアップ時のプロセスとチャネルの関連付けバックアップ時のプロセスとチャネルの関連付けバックアップ時のプロセスとチャネルの関連付けバックアップ時のプロセスとチャネルの関連付け  

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. チャネルを割り当て、command idパラメータを設定した後、必要なオブジェクトを
バックアップします。 たとえば、次のように入力します。

run {
     allocate channel t1 type disk;
     allocate channel t2 type disk;
     set command id to 'rman';
     backup 
       incremental level 0
       filesperset 5
       tablespace 'SYSTEM';
     # optionally, issue a host command to access the operating system prompt
     host;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';
}

3. RMANジョブの実行中に、SQL*Plusセッションを開始し、V$SESSIONと
V$PROCESSのビューに問合せを行います。 たとえば、次のように入力します。

SELECT sid, spid, client_info 
FROM v$process p, v$session s 
WHERE p.addr = s.paddr 
AND client_info LIKE '%id=rman%';

SID        SPID      CLIENT_INFO  
---------- --------- ----------------------------------------------------------------
8          21973     id=rman  
16         22057     id=rman    
17         22068     id=rman,ch=t1 
18         22070     id=rman,ch=t2  

 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : V$SESSIONと V$PROCESSの詳細は、『Oracle8i リファレン
ス・マニュアル』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : set command id コマンドの構文は、10-151ページの「set_
run_option」を参照してください。
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ジョブの進行状況の監視ジョブの進行状況の監視ジョブの進行状況の監視ジョブの進行状況の監視
バックアップ、コピーおよびリストアの進行状況を監視するには、ビュー V$SESSION_
LONGOPSに問合せを行います。

バックアップ、リストアまたはコピーを実行する各サーバー・セッションは、リストアの各
特定部分の処理に要する全作業量に関する進行状況をレポートします。たとえば、2つの
チャネルを使用してリストアを行い、各チャネルにバックアップ・セットを 2つずつ（合計
4セット）リストアする場合、それぞれのサーバー・セッションは、1つのセットの経過に
関する進行状況レポートを行います。そのセットが完全にリストアされた後、RMANは、
次にリストアするセットに関して進行状況レポートを開始します。

1. RMANを起動し、ターゲット・データベースに接続します。必要に応じて、リカバリ・
カタログ・データベースにも接続します。たとえば、次のように入力します。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

2. RMANのジョブを起動します。たとえば、次のように入力します。

run {
     allocate channel t1 type disk;
     backup database;
}

3. ジョブの実行中に、次の SQL文を含んだスクリプトを実行します。

SELECT sid, serial#, context, sofar, totalwork,
       round(sofar/totalwork*100,2) "% Complete"
FROM v$session_longops
WHERE opname LIKE 'RMAN%'
AND opname NOT LIKE '%aggregate%'
AND totalwork != 0
AND sofar <> totalwork
/

バックアップの進行中に問合せを繰り返すと、次のような出力が表示されます。

SQL> @longops
       SID    SERIAL#    CONTEXT      SOFAR  TOTALWORK % Complete
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
         8         19          1      10377      36617      28.34

SQL> @longops
       SID    SERIAL#    CONTEXT      SOFAR  TOTALWORK % Complete
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
         8         19          1      21513      36617      58.75

SQL> @longops
       SID    SERIAL#    CONTEXT      SOFAR  TOTALWORK % Complete
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
         8         19          1      29641      36617      80.95
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SQL> @longops
       SID    SERIAL#    CONTEXT      SOFAR  TOTALWORK % Complete
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
         8         19          1      35849      36617       97.9

SQL> @longops
no rows selected

4. 2分以上経過してスクリプトを実行し、「% Complete」列が変化しない場合は、RMAN
で問題が発生しています。 V$SESSION_WAITを問い合せて、待機しているイベントを
確認します。たとえば、次のように入力します。

SQL> SELECT sid, seconds_in_wait AS sec_wait, event FROM v$session_wait
  2  WHERE wait_time = 0
  3  ORDER BY sid;

       SID   SEC_WAIT EVENT
---------- ---------- -----------------------------------------------
         1  368383335 pmon timer
         2       1097 rdbms ipc message
         3     387928 rdbms ipc message
         4          0 rdbms ipc message
         5       1408 smon timer
         6     386114 rdbms ipc message
         7     387626 rdbms ipc message
         8       1060 SQL*Net message from client
         9       1060 SQL*Net message from client
        12       1060 SQL*Net message from client
        13       2366 SQL*Net message from client
        14       2757 SQL*Net message from client
12 rows selected.

注意注意注意注意 : V$SESSION_WAITビューには、Oracleのイベントのみ表示され、
メディア・マネージャのイベントは表示されません。
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ジョブ・パフォーマンスの監視ジョブ・パフォーマンスの監視ジョブ・パフォーマンスの監視ジョブ・パフォーマンスの監視
バックアップとリストアのパフォーマンスを監視するには、V$BACKUP_SYNC_IOと
V$BACKUP_ASYNC_IOに問合せを行います。 これらのビューの内容、およびこれらの
ビューを使用したバックアップ・パフォーマンスのチューニング方法の詳細は、『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。 

RMANのセッションの終了のセッションの終了のセッションの終了のセッションの終了
停止した RMANジョブの強制終了が必要になる場合があります。 多くの場合、ジョブの停
止は、RMANがメディア・マネージャとインタフェースを行っているときに発生します。 割
り当てられたチャネルの接続がメディア・マネージャで停止したとき、RMANを停止する
最善の方法は、接続を行っている Oracleプロセスを強制終了することです。 Oracleプロセス
を強制終了するとメディア・マネージャに問題が生じる場合があるため、この操作は注意し
て実行してください。

RMANのセッションのコンポーネントのセッションのコンポーネントのセッションのコンポーネントのセッションのコンポーネント
RMANのセッションの特性は、オペレーティング・システムによって異なります。 UNIXに
は、RMANのセッションに関連する次のようなセッションがあります。

� RMANのプロセス自体。

� リカバリ・カタログのデータベースへのカタログ接続（リカバリ・カタログを使用する
場合のみ）。リカバリ・カタログを使用しない場合、カタログ接続はありません。

� ターゲット・データベースへの接続。デフォルト・チャネルとも呼ばれます。

� allocate channelコマンドの各接続文字列の RPCテストで使用するターゲット・データ
ベースへのポーリング接続。 デフォルトでは、allocate channelコマンドに接続文字列
はないので、1つの RPC接続のみです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� V$SESSION_LONGOPSの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』
を参照してください。

� 個別のファイルの詳細な進行状況とパフォーマンス情報を取得するため
に、V$BACKUP_SYNC_IOビューと V$BACKUP_ASYNC_IOビューを使
用する方法は、『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。

� V$SESSION_LONGOPS、V$BACKUP_SYNC_IOおよび V$BACKUP_
ASYNC_IO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 : V$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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� 割り当てられた各チャネルに対応するターゲット・データベースへの 1つのターゲット
接続。

ジョブ停止中のプロセス動作ジョブ停止中のプロセス動作ジョブ停止中のプロセス動作ジョブ停止中のプロセス動作
通常、RMANは、チャネル接続の 1つが、メディア・マネージャ・コードでテープ・リ
ソースを待っていることが原因で停止します。 カタログ接続とデフォルトのチャネルは、
RMANからの指示を待っているため、停止しているように見えます。ポーリング接続は、
RMANのプロセスの制御下で RPCをポーリングする間、無限にループしているように見え
ます。

RMANのプロセス自体を強制終了する場合は、カタログ接続、デフォルトのチャネル、お
よびポーリング接続も強制終了します。 メディア・マネージャ・コードで停止していない
ターゲット接続も終了します。メディア管理レイヤーで実行しているターゲット接続のみア
クティブのままです。 セッションを終了してもこのプロセスは強制終了されないため、手動
で強制終了する必要があります。 終了した後も、メディア・マネージャは、Oracleプロセス
が終了したことを認識していないため、リソースをビジーのままにしたり、処理を継続する
場合があります。 この動作は、メディア・マネージャによって異なります。

RMANはカタログ接続を実行していないため、カタログ接続を終了しても RMANは終了し
ません。 デフォルトのチャネルとポーリング接続を削除すると、RMANのプロセスは、チャ
ネルの 1つが終了したことを検出し、終了の処理を行います。 この場合、前述したように、
停止したチャネルへの接続はアクティブのままです。

RMANのセッションの終了のセッションの終了のセッションの終了のセッションの終了
割り当てられたチャネルの接続がメディア・マネージャで停止したとき、RMANを終了す
る最善の方法は、接続を行っている Oracleプロセスを強制終了することです。 RMANのプ
ロセスはこの終了を検出し、メディア管理レイヤーで操作できるターゲット接続を除くすべ
ての接続を削除して、終了処理を行います。 この場合も、メディア・マネージャのリソース
に関する通告が適用されます。

メディア・マネージャ・コードで停止したメディア・マネージャ・コードで停止したメディア・マネージャ・コードで停止したメディア・マネージャ・コードで停止した Oracleプロセスを識別して終了する手順プロセスを識別して終了する手順プロセスを識別して終了する手順プロセスを識別して終了する手順  

この手順は、システム固有です。 関連のコマンドの詳細は、使用しているオペレーティン
グ・システム固有のドキュメントを参照してください。

1. システム固有のユーティリティを使用し、必要なプロセス IDに関する現行のスタック・
トレースを取得します。 たとえば、SunSolarisでは、/usr/proc/binにあるコマンド
pstackを使用して、スタックを取得できます。 

2. スタックの取得後、トップレベルのコールの 1つとして、SBTxxxx（通常は sbtopen）
を使用するプロセスを検索します。 その他のレイヤーがその上に表示される場合があり
ます。

3. 数分後に、再度スタックを取得します。 同じスタック・トレースが戻された場合は、プ
ロセスが停止していることが識別されます。
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4. システム固有のユーティリティを使用して、停止したプロセスを強制終了します。 たと
えば、SunSolarisでは、kill -9コマンドを実行します。

5. メディア管理コードで停止しているすべてのチャネルについてこの手順を繰り返しま
す。

6. メディア・マネージャがプロセスを消去していることもチェックします。消去していな
いと、次のバックアップまたはリストア処理で、以前の停止が原因で再度停止する場合
があります。 一部のメディア・マネージャでは、メディア・マネージャのデーモンを
シャットダウンして再起動するのが唯一の解決策の場合があります。 メディア・マネー
ジャのドキュメントで解決できない場合は、メディア・マネージャの技術サポートに連
絡して、適切に解決してください。

トラブルシューティング例トラブルシューティング例トラブルシューティング例トラブルシューティング例
このセクションでは、RMANの使用中に発生する次のような一般的な問題について説明し
ます。

� UNIXでメディア・マネージャにリンクした後で、RMANがテープへのバックアップに
失敗する場合

� NTにメディア・マネージャをインストールした後で、RMANがテープへのバックアッ
プに失敗する場合

� バックアップ・ジョブが停止する場合

� RMANが RPCコールの起動に失敗する場合

� 無効な RECIDエラーでバックアップが失敗する場合

� 制御ファイルのエンキューが原因でバックアップが失敗する場合

� RMANがすべてのアーカイブ・ログの削除に失敗する場合

� RMANでアーカイブ・ログが見つからないためにバックアップが失敗する場合

� ターゲットへの接続時に RMANがキャラクタ・セットのエラーを発行する場合

� RMANがターゲット・データベースへのログオンを拒否する場合

� RMAN-20240が表示されてデータベースの複製が失敗する場合

� リカバリ・カタログに UNKNOWNというデータベース名が表示される場合
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UNIXでメディア・マネージャにリンクした後で、でメディア・マネージャにリンクした後で、でメディア・マネージャにリンクした後で、でメディア・マネージャにリンクした後で、RMANがテープへのがテープへのがテープへのがテープへの
バックアップに失敗する場合バックアップに失敗する場合バックアップに失敗する場合バックアップに失敗する場合

この例では、メディア・マネージャを Oracleにリンクしますが、RMANはテープへのバッ
クアップができません。 次のいずれかのエラー・メッセージが表示されます。

# error 1
ORA-19511: SBT error = 4110, errno = 0, BACKUP_DIR environment variable is not set
# error 2
RMAN-008526: チャネル channel_name: WARNING: Oracle Test Disk API

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
Oracle8iのインストール時に、名称と位置がオペレーティング・システムによって異なる共
有ライブラリに、サーバー・カーネルがリンクされています。 たとえば、リリース 8.1の
SunSolarisのライブラリは、$ORACLE_HOME/lib/libobk.soという名前です。これはシ
ンボリック・リンクで、Oracleがデフォルトでリンクする、いわゆるダミー APIを指し示
しています。 SunSolarisでは、このライブラリは libdsbtsh8.soという名称です。

allocate channelコマンドの parmsパラメータに BACKUP_DIRを指定している場合は、こ
のダミーの共有ライブラリによって、RMANを使用してディスクへの書込みをテストでき
ます。

    

Oracleリリース 8.1の 4110の SBTエラー、または Oracleリリース 8.0の 4110の
Additional information:メッセージは、Oracleがメディア・マネージャ APIにリン
クしていないことを示します。 かわりに、Oracleは、Oracle独自のダミー APIにリンクして
います。 これらのエラーは、バックアップをサービスするチャネルに対して BACKUP_DIR
環境変数が指定されていないために発生します。 BACKUP_DIRの位置を設定する方法の 1
つは、allocate channelコマンドの parmsパラメータを使用することです。

Oracleリリース 8.1では、RMAN-08526メッセージでディスク APIが使用されていたこと
が伝えられた場合は、BACKUP_DIR環境変数は、Oracleのチャネルによって正常に解決さ
れており、RMANはディスク APIを使用してバックアップを作成しています。 4110または
RMAN-08526エラーは表示されないが、RMANがメディア・マネージャにバックアップを
作成していない場合は、次の手順に従って、Oracleがダミー APIを使用しているかどうか
を確認します。

実行可能ファイル実行可能ファイル実行可能ファイル実行可能ファイル 共有ライブラリ共有ライブラリ共有ライブラリ共有ライブラリ

oracle.exe libobk.so     ->     libdsbtsh8.so
9-20 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



トラブルシューティング例
Oracleがダミーがダミーがダミーがダミー APIを使用しているかどうかを確認する手順を使用しているかどうかを確認する手順を使用しているかどうかを確認する手順を使用しているかどうかを確認する手順  

1. $ORACLE_HOME/binに移動します。たとえば、次のように入力します。

% cd $ORACLE_HOME/bin

2. 動的依存性、つまり、Oracleを実行するランタイムにリンクされた共有オブジェクトを
リスト表示します。 コマンドは、UNIXのバージョンによって異なります。 たとえば、
Solarisでは次のように発行します。

% ldd oracle | grep libobk.so

3. 出力をチェックして、libobk.soが矢印で libdsbtsh8.soにリンクされていること
を確認します。

libobk.so  ->  libdsbtsh8.so

リンクされている場合、Oracleは、Media Management APIではなくダミー APIにリ
ンクしています。

4. ダミー APIを使用してバックアップを試みて、さらにテストを行います。 allocateコマ
ンドの parmsパラメータを設定する必要があり、この設定によって、ENV変数が
BACKUP_DIRの宛先の有効なパス名を指定することに注意してください。

たとえば、次のように発行できます。

run {
     allocate channel c1 type 'sbt_tape'
       parms="ENV=(BACKUP_DIR=/oracle/work)";
     backup tablespace system;
}

出力に RMAN-08526および RMAN-08525が表示される場合、ダミー APIを使用した
ディスクへのバックアップは成功しています。

RMAN-08526: チャネル c1: WARNING: Oracle Test Disk API
RMAN-08525: バックアップ・セットが完了しました、経過時間: 00:00:25

解決策解決策解決策解決策
Oracleが、メディア・マネージャの共有ライブラリではなくダミー APIにリンクしている
場合は、メディア・マネージャの共有ライブラリにリンクするように、Oracleに指示する必
要があります。

注意注意注意注意 : ディスク APIを使用したデータベース・バックアップはサポート
されていません。
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Media Management APIに再リンクする手順に再リンクする手順に再リンクする手順に再リンクする手順  

1. 以前の libobk.soリンクを削除する前に、Oracle実行可能プログラムを使用している
すべてのデータベースをシャットダウンします。たとえば、次のように入力します。

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE

2. libobk.soの以前のリンクを削除します。

% rm $ORACLE_HOME/lib/libok.so

3. libobk.soと使用する共有ライブラリの間に、シンボリック・リンクを作成します。 
たとえば、SunSolarisでは、lnコマンドを使用して、libobk.soから liblsm.soな
どの共有ライブラリへのリンクを作成できます。

% ln  -s  $ORACLE_HOME/lib/libobk.so  $ORACLE_HOME/lib/liblsm.so

4. sbttestテスト・プログラムを使用してファイルをバックアップし、リンクの成功を
チェックします。たとえば、次のように入力します。

% sbttest  -testfile

NTにメディア・マネージャをインストールした後で、にメディア・マネージャをインストールした後で、にメディア・マネージャをインストールした後で、にメディア・マネージャをインストールした後で、RMANがテープへのがテープへのがテープへのがテープへの
バックアップに失敗する場合バックアップに失敗する場合バックアップに失敗する場合バックアップに失敗する場合

この例では、メディア・マネージャをWindowsプラットフォームにインストールしますが、
RMANでテープへのバックアップができません。 この場合、RMANは次の処理の 1つ以上
を実行します。

� ディスク上の $ORACLE_HOME/databaseディレクトリにバックアップします。

� Oracleリリース 8.1の場合は 4110の SBTエラー、Oracleリリース 8.0の場合は 4110の
Additional Information:メッセージを戻します。

� バックアップを実行しません。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
'sbt_tape'を指定しているが、RMANでMedia Management APIを使用しない場合は、次の
状況が考えられます。

� Oracleはロードするライブラリを見つけられないため、かわりにダミー APIを使用して
います（ダミー APIの詳細は、「UNIXでメディア・マネージャにリンクした後で、
RMANがテープへのバックアップに失敗する場合」を参照してください）。 Windows 
NTは、デフォルトのディレクトリ・パスに orasbt.dllというライブラリがあるかど
うかを検索します。

� ベンダーの DLLでエラーが発生します。 DllMain()ファンクションがエラーを戻した
か、または、ベンダーがすべての SBTファンクションをインプリメントしていないかの
いずれかです。
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障害の原因を診断する手順障害の原因を診断する手順障害の原因を診断する手順障害の原因を診断する手順  

1. RMANのメッセージ出力をチェックして、次のメッセージが表示されているかどうか
を判断します。

RMAN-08526: チャネル channel_name: WARNING: Oracle Test Disk API

この情報が表示されている場合、Oracleは、Media Management APIではなくダミー
APIにリンクしています。 表示されていない場合は、次のステップに進みます。

2. Oracleがダミー APIを使用しておらず、バックアップでテープへの書込みが失敗する場
合、問題はメディア・マネージャのライブラリで発生している可能性があります。 使用
しているメディア管理製品のサポート・チームに連絡して、DLLがロードできない原因
の診断を依頼してください。

解決策解決策解決策解決策
Oracleが正常にダミー APIを使用している場合、デフォルトのディレクトリ・パスで
Media Management APIは見つかりません。 システムを構成して、Oracleが正しい APIを見
つけるようにする必要があります。

次の手順を実行してください。

1. 「Services」ダイアログ・ボックスを使用する Oracleサービスをシャットダウンします。 
メディア・マネージャがインストールされるときにサービスが実行中の場合、新規の
DLLは、マシンが再起動するか、またはサービスが停止して再度起動するまで使用され
ません。

2. Windows NTには、USER変数と SYSTEM変数の 2つの環境変数セットがあります。 
SYSTEMパスに orasbt.dllの場所を設定して、Oracleサービスで検索できるように
してください。

3. Oracleサービスを再起動すると、Oracle実行可能プログラムは正しい DLLを使用しま
す。

注意注意注意注意 : ディスク APIを使用したデータベース・バックアップはサポート
されていません。
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バックアップ・ジョブが停止する場合バックアップ・ジョブが停止する場合バックアップ・ジョブが停止する場合バックアップ・ジョブが停止する場合
この例では、RMANのバックアップ・ジョブを通常通り起動しましたが、停止してしまい
ました（stringには文字列が入ります）。

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0 - Production
RMAN-06005: ターゲット・データベース: TORPEDO(DBID=string)に接続しました。
RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。
RMAN> run {
2> allocate channel t1 type "SBT_TAPE";
3> backup
4> tablespace system,users; }
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル t1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル t1: sid=16 devtype=SBT_TAPE
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: backup
RMAN-03023: 実行コマンド: backup
RMAN-08008: チャネル t1: stringデータファイル・バックアップ集合を開始しています。
RMAN-08502: set_count=15 set_stamp=338309600
RMAN-08010: チャネル t1: バックアップ集合にデータファイル2を挿入しています。
RMAN-08010: チャネル t1: バックアップ集合にデータファイル1を挿入しています。
RMAN-08011: 現行の制御ファイルをバックアップ集合に挿入しています。
# Hanging here for 30 min now

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
バックアップ・ジョブが停止した場合、つまり処理が進行しない場合は、いくつかの原因が
考えられます。

� ジョブが異常終了した場合

� サーバー側またはメディア管理のエラーが発生した場合

� 新しいカセットをテープ・デバイスに挿入するなどのイベントを RMANが待機してい
る場合

最初に行うことは、いずれの状況が発生しているかを判断することです。

停止の原因を確認する手順停止の原因を確認する手順停止の原因を確認する手順停止の原因を確認する手順  

1. メディア・マネージャを使用している場合は、メディア・マネージャのプロセス、ロ
グ、およびトレース・ファイルをチェックして、異常終了などのエラーが発生していな
いかを調べます（メッセージ・ファイルの詳細は、9-2ページの「メッセージ出力のタ
イプの識別」を参照してください）。 手掛りになる情報がない場合は、次のステップに進
みます。

2. RMANを再起動し、デバッグをオンにして、トレース・ファイルに出力を含まれるよ
うに指定します。たとえば、次のように入力します。

% rman target / catalog rman/rman@catdb debug trace = /oracle/log
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3. ジョブを再実行します。

run { 
     allocate channel c1 type 'sbt_tape'; 
     backup tablespace system; 
}

4. デバッグ出力をチェックして、RMANが停止した場所を判断します（この出力の読み
方のヒントは、9-8ページの「デバッグ出力の解釈」を参照してください）。 この出力か
ら、クライアントからサーバーに最後に送信した RPCが、SYS.DBMS_BACKUP_
RESTORE.BACKUPPIECECREATEで、このコールにより、サーバーがメディア・マ
ネージャと対話して、バックアップ・データを書き込んだ可能性が高いことがわかりま
す。

krmxrpc: xc=6897512 starting longrunning RPC #13 to target: DBMS_BACKUP_RESTORE.
BACKUPPIECECREATE
krmxr: xc=6897512 started long running rpc

5. バックアップを実行したサーバー・プロセスの現在の状況をチェックします。 停止して
いるプロセスはいくつありますか ? 停止しているプロセスが 1つの場合は、
V$SESSION_WAITを問い合せて、現在の状況をチェックします。 たとえば、プロセス
12の状況を確認するには、次のように入力します。

     SELECT * FROM v$session_wait WHERE wait_time = 0 AND sid = 12;

解決策解決策解決策解決策
バックアップ・ジョブが停止する原因はいくつか考えられるため、解決策もいくつかありま
す。 最初に最も簡単な解決策を見つけることが最善の方法です。 たとえば、テープ・デバイ
スで現行のカセットがいっぱいになり、単に新しいテープの挿入を待っているため、バック
アップ・ジョブが停止している例が多くあります。

停止している RMANセッションを強制終了する方法は、9-18ページの「RMANのセッショ
ンの終了」を参照してください。

RMANがががが RPCコールの起動に失敗する場合コールの起動に失敗する場合コールの起動に失敗する場合コールの起動に失敗する場合
この例では、バックアップ・ジョブを実行し、次の同じようなメッセージ出力を受け取りま
す。

RMAN-08010: チャネル c8: バックアップ集合にデータファイル47を挿入しています。
RMAN-10030: RPCコールの起動がチャネル c9で失敗しました。
RMAN-10036: RPCコールはチャネル c9でOKです。
RMAN-08010: チャネル c3: バックアップ集合にデータファイル18を挿入しています。
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原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
RMAN-10030エラー・メッセージは、通常は問題を示しません。 RMAN-10030エラーは、次
のいずれかの状況を示します。

� ターゲット・データベースのインスタンスの処理が遅い場合

� タイミングの問題が発生した場合

タイミングの問題は、次のような場合に発生します。 RMANは、長期間の RPCを転記する
場合、V$SESSIONパフォーマンス・ビューをチェックします。 RPCはビュー内の情報を更
新し、起動時刻と終了時刻を示します。 RMANは、RPCが起動したことを示す前に
V$SESSIONをチェックする場合があり、これにより、RMAN-10030エラー・メッセージが
生成されます。

出力に、RMAN-10030とともに RMAN-10036エラー・メッセージが表示されない場合は、
バックアップ・ジョブに問題が発生しています。 たとえば、テープへのバックアップがジョ
ブの始めで停止した場合に、RMAN-10030メッセージが表示される場合があります。

停止したバックアップの原因を確認する手順停止したバックアップの原因を確認する手順停止したバックアップの原因を確認する手順停止したバックアップの原因を確認する手順  

1. テープへのバックアップが開始時に停止した場合は、次の問合せを発行します。

SELECT * FROM V$SESSION_WAIT
WHERE compnam = 'dbms_backup_restore';

Oracleが情報を戻さない場合、バックアップを実行している PL/SQLプログラムは停
止します。

2. メディア・マネージャをチェックして、停止または異常終了していないことを確認しま
す。 メディア・マネージャは、すべての障害を libobkクライアントに渡すわけではあ
りません。 クライアントが情報を受け取らないと、Oracleには、MML問題が原因で
バックアップが終了したことが通知されません。

無効な無効な無効な無効な RECIDエラーでバックアップが失敗する場合エラーでバックアップが失敗する場合エラーでバックアップが失敗する場合エラーでバックアップが失敗する場合
この例では、バックアップを試みて、次のエラー・メッセージを受け取ります。

RMAN-03014: リカバリ・カタログの暗示的再同期に失敗しました。
RMAN-06038: リカバリ・カタログ・パッケージでエラーが検出されました。
RMAN-20035: 高レコードIDが無効です。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
Oracle以外のメカニズムで作成されたバックアップ制御ファイルをリストアし、
RESETLOGS操作を実行せずにデータベースをオープンした可能性があります。 RMANの
backupコマンド、または ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE文を使用してバッ
クアップ制御ファイルを作成した場合、Oracleではログをリセットする必要があります。 
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制御ファイルとリカバリ・カタログは、現在同期化されていません。 データベース制御ファ
イルは、リカバリ・カタログより以前のものです。これは、古いカレントの制御ファイルを
使用してリカバリ・カタログを再同期化し、現在はバックアップの制御ファイルを使用して
いるためです。 RMANは、現在使用中の制御ファイルが、以前に再同期化で使用した制御
ファイルより古いことを検出します。

解決策解決策解決策解決策
次のいずれかの手順を実行できますが、安全な最初の手順の実行をお薦めします。 

RMANを使用してデータベースをリセットする手順を使用してデータベースをリセットする手順を使用してデータベースをリセットする手順を使用してデータベースをリセットする手順  

1. SQL*Plusを使用して、ターゲット・データベースに接続します。

% sqlplus sys/oracle@prod1

2. データベースをマウントします（まだマウントしていない場合）。

SQL> ALTER DATABASE MOUNT;

3. バックアップ制御ファイルを使用して取消しベースのリカバリを起動し、これを取り消
します。

SQL> ALTER DATABASE RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL USING BACKUP CONTROLFILE;
SQL> ALTER DATABASE RECOVER CANCEL;

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。

SQL> ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

5. RMANを使用して、ターゲット・データベースとリカバリ・カタログに接続します。

% rman target / rman/rman@rcat

6. RMANの reset databaseコマンドを発行します。

reset database;

7. 新しいバックアップをとると、必要に応じてデータベースをリカバリできます。

run { 
     allocate channel c1 type disk;
     backup database;
}
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SQL*Plusを使用して制御ファイルを作成する手順を使用して制御ファイルを作成する手順を使用して制御ファイルを作成する手順を使用して制御ファイルを作成する手順  

1. SQL*Plusを使用して、ターゲット・データベースに接続します。

% sqlplus sys/oracle@prod1

2. データベースをマウントします（まだマウントしていない場合）。

SQL> ALTER DATABASE MOUNT;

3. トレース・ファイルに制御ファイルをバックアップします。

SQL> ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO TRACE;

4. 必要に応じて、トレース・ファイルを編集します。 次に、トレース・ファイルの例を示
します。

*** SESSION ID:(8.1) 1998.12.09.13.26.36.000
*** 1998.12.09.13.26.36.000
# The following statements will create a new control file and use it
# to open the database.
# Data used by the recovery manager will be lost. Additional logs may
# be required for media recovery of offline data files. Use this
# only if the current version of all online logs are available.
STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE REUSE DATABASE "PROD1" NORESETLOGS ARCHIVELOG
    MAXLOGFILES 32
    MAXLOGMEMBERS 2
    MAXDATAFILES 32
    MAXINSTANCES 1
    MAXLOGHISTORY 1012
LOGFILE
  GROUP 1 '/oracle/dbs/t1_log1.f'  SIZE 200K,
  GROUP 2 '/oracle/dbs/t1_log2.f'  SIZE 200K
DATAFILE
  '/oracle/dbs/tbs_01.f',
  '/oracle/dbs/tbs_02.f',
  '/oracle/dbs/tbs_11.f',
  '/oracle/dbs/tbs_12.f',
  '/oracle/dbs/tbs_21.f',
  '/oracle/dbs/tbs_22.f',
 CHARACTER SET WE8DEC
;
# Configure snapshot controlfile filename
EXECUTE SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE.CFILESETSNAPSHOTNAME('/oracle/dbs/snapcf_prod1.f');
# Recovery is required if any of the datafiles are restored backups,
# or if the last shutdown was not normal or immediate.
RECOVER DATABASE
# All logs need archiving and a log switch is needed.
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;
# Database can now be opened normally.
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ALTER DATABASE OPEN;
# No tempfile entries found to add.

5. データベースを停止します。

SHUTDOWN IMMEDIATE

6. スクリプトを実行して、制御ファイルの作成、リカバリ（必要な場合）、ログのアーカ
イブおよびデータベースのオープンを行います。

STARTUP NOMOUNT
CREATE CONTROLFILE ...;
EXECUTE ...;
RECOVER DATABASE
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL;
ALTER DATABASE OPEN ...;

制御ファイルのエンキューが原因でバックアップが失敗する場合制御ファイルのエンキューが原因でバックアップが失敗する場合制御ファイルのエンキューが原因でバックアップが失敗する場合制御ファイルのエンキューが原因でバックアップが失敗する場合
この例では、RMANでスナップショット制御ファイルが作成できないために、バックアッ
プ・ジョブが失敗します。 メッセージ・スタックは次のようになります。

RMAN-08502: set_count=11 set_stamp=333299261
RMAN-08010: チャネル dev1: バックアップ集合にデータファイル1を挿入しています。
RMAN-08512: スナップショット制御ファイル・エンキュを待っています。
RMAN-08512: スナップショット制御ファイル・エンキュを待っています。
RMAN-20029: スナップショット制御ファイルを作成できません。
RMAN-03026: エラーのリカバリ チャネル・リソースをリリースしています。
RMAN-08031: チャネル dev1をリリースしました。
RMAN-00569: ================ ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS===============
RMAN-03006: コマンド: backupを実行中に例外が発生しました。エラーはリトライできません。

RMAN-07004: チャネル dev1でコマンドを実行中に未処理例外が発生しました。
RMAN-10032: ジョブ・ステップ 1: ORA-06512: 90行の実行中に未処理例外が発生しました。
RMAN-10035: RPCで例外が発生しました: ORA-00230: 処理不可: スナップショット制御ファイル・エンキュ
　　　　　　 が使用できません。
ORA-06512: 1826行 "SYS.DBMS_BACKUP_RESTORE" 
RMAN-10031: ORA-00230が発生しました。発生箇所 DBMS_BACKUP_RESTORE.CFILEMAKEANDUSESNAPSHOTに
　　　　　　 対するコール。

警告警告警告警告 : RESETLOGSオプションを使用してオープンしていない場合、内オプションを使用してオープンしていない場合、内オプションを使用してオープンしていない場合、内オプションを使用してオープンしていない場合、内
容は異なりますが、指定のログ順序番号に対して容は異なりますが、指定のログ順序番号に対して容は異なりますが、指定のログ順序番号に対して容は異なりますが、指定のログ順序番号に対して 2つのアーカイブつのアーカイブつのアーカイブつのアーカイブ REDO
ログのコピーが存在する可能性があります。ログのコピーが存在する可能性があります。ログのコピーが存在する可能性があります。ログのコピーが存在する可能性があります。 たとえば、たとえば、たとえば、たとえば、1つのログは元のつのログは元のつのログは元のつのログは元の
ホストで作成され、他のホストで作成され、他のホストで作成され、他のホストで作成され、他の 1つのログは新しいホストで作成される場合があつのログは新しいホストで作成される場合があつのログは新しいホストで作成される場合があつのログは新しいホストで作成される場合があ
ります。ります。ります。ります。 メディア・リカバリ中に誤ってログが入れ違うと、データベースメディア・リカバリ中に誤ってログが入れ違うと、データベースメディア・リカバリ中に誤ってログが入れ違うと、データベースメディア・リカバリ中に誤ってログが入れ違うと、データベース
は破損しますが、は破損しますが、は破損しますが、は破損しますが、RMANはこの問題を検出できません。はこの問題を検出できません。はこの問題を検出できません。はこの問題を検出できません。
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原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
RMANは、制御ファイルをバックアップしたり再同期化する必要がある場合、最初に制御
ファイルのスナップショットまたは一貫性のあるイメージを作成します。 ある RMANの
ジョブで制御ファイルのバックアップをすでに開始していても、別のジョブで新しいスナッ
プショット制御ファイルを作成する必要がある場合は、次のようなメッセージが表示される
ことがあります。 

RMAN-08512: スナップショット制御ファイル・エンキュを待っています。

通常、ジョブが制御ファイルのエンキューを待機する必要がある場合、そのエンキューを取
得するまでに多少の時間を要します。Recovery Managerは、エンキュの取得を最高 5回試
行した後、ジョブを停止します。 通常、このような競合は、制御ファイルのバックアップを
実行するジョブが 2つあるときに発生します。この場合、先に制御ファイルのバックアップ
を開始した方が、メディア・マネージャのサービスを待機します。

競合するエンキューを保持するジョブを確認する手順競合するエンキューを保持するジョブを確認する手順競合するエンキューを保持するジョブを確認する手順競合するエンキューを保持するジョブを確認する手順  

1. 最初の「RMAN-08512: スナップショット制御ファイル・エンキュを待っています。」
というメッセージが表示された後、ターゲット・データベース上で新規の SQL*Plus
セッションを開始します。

% sqlplus sys/sys_pwd@prod1

2. 次の問合せを実行して、待機しているジョブを確認します。

SELECT s.sid, username AS "User", program, module, action, logon_time "Logon", l.* 
FROM v$session s, v$enqueue_lock l
WHERE l.sid = s.sid and l.type = 'CF' AND l.id1 = 0 and l.id2 = 2;

次と同じような出力が表示されます（この出力例は一部分です）。

SID User Program              Module                    Action           Logon
--- ---- -------------------- ------------------------- ---------------- ---------
  9 SYS  rman@h13 (TNS V1-V3) backup full datafile: c1  0000210 STARTED  21-JUN-99

解決策解決策解決策解決策
エンキューを作成しているジョブを確認した後で、次のいずれかの処理を実行できます。

� エンキューを作成しているジョブが完了するまで待機します。

� 現行のジョブを取り消し、エンキューを作成しているジョブが完了してから再起動しま
す。

� エンキューを作成しているジョブを取り消します。

通常、エンキュー状態は、ジョブがテープ・ドライブに書込みを行っているとき、テープ・
ドライブが新しいカセットの挿入を待っている場合に発生します。 この状況で新しいジョブ
を起動すると、新しいテープを挿入するまで最初のジョブが完了できないため、エン
キュー・メッセージを受け取る場合があります。
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RMANがすべてのアーカイブ・ログの削除に失敗する場合がすべてのアーカイブ・ログの削除に失敗する場合がすべてのアーカイブ・ログの削除に失敗する場合がすべてのアーカイブ・ログの削除に失敗する場合
この例では、使用するデータベースが、/oracle/arch/dest1と /oracle/arch/dest2
の 2つのディレクトリに自動的にアーカイブします。 RMANに対して、バックアップを実行
し、その後、入力されたアーカイブ REDOログを削除するように指示します。

run {
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     backup database;
     backup archivelog all delete input;
}

ログが削除されたことを確認するためにクロスチェックを実行すると、次のメッセージが表
示されます。 

RMAN> change archivelog all crosscheck;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: change
RMAN-06158: アーカイブログの妥当性チェックが正常に終了しました。
RMAN-08514: アーカイブログ・ファイル名=/oracle/arch/dest2/arcr_1_964.arc レコードID=19 スタンプ=368726072

RMANは、1セットのログを削除しますが、他のセットは削除しません。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
この問題はエラーではありません。 RMANは各入力ログの 1つのコピーのみ削除するため、
たとえば 5つの宛先にアーカイブしても、RMANは 1つのディレクトリにあるログのみ削
除します。

解決策解決策解決策解決策
RMANで既存のすべてのアーカイブ REDOログを削除するには、複数のチャネルを割り当
てて、各チャネルでバックアップを行い、異なるアーカイブ先のログを削除するように指定
します。たとえば、次のように入力します。

run { 
     allocate channel t1 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel t2 type 'sbt_tape'; 
     backup 
       archivelog like '/oracle/arch/dest1/%' channel t1 delete input
       archivelog like '/oracle/arch/dest2/%' channel t2 delete input; 
} 
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RMANでアーカイブ・ログが見つからないためにバックアップがでアーカイブ・ログが見つからないためにバックアップがでアーカイブ・ログが見つからないためにバックアップがでアーカイブ・ログが見つからないためにバックアップが
失敗する場合失敗する場合失敗する場合失敗する場合

この例では、データベースの定期的な増分バックアップを計画します。 RMANでは、アーカ
イブ REDOログのかわりに増分バックアップを使用してリカバリを実行できるため、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、それぞれのバックアップ後にすべて
のアーカイブ・ログを削除します。 次回バックアップをとるとき、次のエラーを受け取りま
す。

RMAN-06089:  アーカイブログ NAMEが見つからない、またはカタログと非同期です。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
オペレーティング・システムのコマンドを使用してアーカイブ・ログを削除すると、RMAN
は削除処理を認識しないため、この問題が発生します。 RMANは、ログがまだ存在している
と認識して、ログのバックアップを試みるため、RMAN-06089エラーが発生します。

解決策解決策解決策解決策
最も簡単な解決策は、アーカイブ・ログをバックアップするとき、delete inputオプション
を指定することです。たとえば、次のように入力します。

run {
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog all delete input;
}

次に簡単な解決策は、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ログを削除
した後、RMANのプロンプトで次のコマンドを発行します。

change archivelog all crosscheck;

カタログの compatibleパラメータが 8.1.5以下に設定されている場合、RMANは、見つか
らなかったすべてのアーカイブ・ログの状態を DELETEDとしてマークします。 compatible
パラメータが 8.1.6以上に設定されている場合、RMANは、レコードをリポジトリから削除
します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : compatibleパラメータの設定方法は、10-53ページの
「configure」を参照してください。
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ターゲットへの接続時にターゲットへの接続時にターゲットへの接続時にターゲットへの接続時に RMANがキャラクタ・セットのエラーをがキャラクタ・セットのエラーをがキャラクタ・セットのエラーをがキャラクタ・セットのエラーを
発行する場合発行する場合発行する場合発行する場合

この例では、RMANのリリース 8.1.5を実行し、リリース 8.0.4のターゲット・データベー
スに接続しようとします。 ターゲット・データベースに接続しようとすると、次のエラー・
メッセージを受け取ります。 

% rman catalog rman/rman@rcat 
 
Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0 - Production 
RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。
 
RMAN> connect target sys/oscar123@nc0d 
RMAN-00571: =========================================================== 
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ==== 
RMAN-00571: =========================================================== 
RMAN-04005: ターゲット・データベース: ORA-06550: 行 1、列 7でのエラー
PLS-00201: identifier 'DBMS_BACKUP_RESTORE.SET_CHARSET' must be declared 
ORA-06550: 行 1、列 7: PL/SQL: Statement ignored 
RMAN-04015: WE8ISO8859P1へのターゲット・データベース・キャラクタ・セットの設定でエラーが発生しました。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
通常、このエラー・メッセージは、データベースのインストール中に DBMS_BACKUP_
RESTOREパッケージが作成されなかったことを意味します。 次の原因が考えられます。

� インストレーション・スクリプトにエラーが含まれていたため。

� RMANで必要な PL/SQLオプションがインストールされていないため。

解決策解決策解決策解決策
PL/SQLオプションがインストールされていなかった場合は、これをインストールします。 
PL/SQLオプションがインストールされている場合は、SYSDBA権限で SQL*Plusに接続
し、次のスクリプトを実行して、必要なパッケージを作成します。 

SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dbmsbkrs.sql 
SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/prvtbkrs.plb
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RMANがターゲット・データベースへのログオンを拒否する場合がターゲット・データベースへのログオンを拒否する場合がターゲット・データベースへのログオンを拒否する場合がターゲット・データベースへのログオンを拒否する場合
ターゲット・データベースへの接続を試みると、次のエラーが表示されて Recovery 
Managerが失敗します（stringには文字列が入ります）。

% rman
Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0 - Production

RMAN> connect target sys/change_on_install@inst1

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-04005: ターゲット・データベース: stringでのエラー
ORA-01017: ユーザー名/パスワードが無効です。ログオンは拒否されました。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
Recovery Managerは、SYSDBAでターゲット・データベースに接続するように自動的に要
求します。 SYSDBAでターゲット・データベースに接続するには、次のいずれかの条件が必
要です。

� ターゲット・データベースに関して、オペレーティング・システムの DBAグループの
一員であること。 これは、パスワードなしでターゲット・データベースに CONNECT 
INTERNALが可能であることを意味します。

� パスワード・ファイルが作成されていること。 これには、orapwdコマンドと、初期化
パラメータ REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILEを使用する必要があります。

ターゲット・データベースにパスワード・ファイルがない場合は、ログインするユーザー名
が有効かどうかを、オペレーティング・システム認証を使用して検証する必要があります。

解決策解決策解決策解決策
ターゲット・データベースのパスワード・ファイルを作成するか、オペレーティング・シス
テムの管理者リストに自分自身を追加します。 パスワード・ファイルの作成方法は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。
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RMAN-20240が表示されてデータベースの複製が失敗する場合が表示されてデータベースの複製が失敗する場合が表示されてデータベースの複製が失敗する場合が表示されてデータベースの複製が失敗する場合
この例では、duplicateコマンドを使用して、同じホスト（リモート・ホストの場合もあり
ます）にデータベースを複製しようと試みますが、recoverコマンドのコンパイル中に次の
エラー・スタックが表示されます。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover(3)
RMAN-03023: 実行コマンド: recover(3)
RMAN-08054: メディアのリカバリを開始します。
RMAN-08060: アーカイブログが見つかりません。
RMAN-08510: アーカイブログ・スレッド=1 順序=6

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: recover(4)
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00601: fatal error in recovery manager
RMAN-03012: コマンドのコンパイル中に致命的なエラーが発生しました
RMAN-03028: 致命的なエラー・コード: 3015
RMAN-03013: コマンド・タイプ: Duplicate Db
RMAN-03015: スクリプト Memory Scriptを格納中にエラーが発生しました。
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: recover
RMAN-03002: コマンドのコンパイル中に障害が発生しました。
RMAN-03013: コマンド・タイプ: recover(4)
RMAN-06038: リカバリ・カタログ・パッケージでエラーが検出されました。
RMAN-20242: 指定がリカバリ・カタログのどのアーカイブログとも一致しません。

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
データ・ファイルのバックアップに一貫性がない、つまり、次の SQL文がデータ・ファイ
ルのバックアップ後に発行されなかったことが問題である可能性があります。

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT

その結果、duplicateコマンドは、必要な REDOレコードに対してオンライン REDOログを
読み込もうと試みます。

解決策解決策解決策解決策
複製スクリプトの作成時に、set untilコマンドを使用して、不完全リカバリに対するログ順
序番号を指定します。 たとえば、ログ順序番号 5でリカバリを停止するには、次のように入
力します。

run { 
     set until logseq 5 thread 1;
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk; 
     duplicate target database to dupdb;

}
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リカバリ・カタログにリカバリ・カタログにリカバリ・カタログにリカバリ・カタログに UNKNOWNというデータベース名が表示される場合というデータベース名が表示される場合というデータベース名が表示される場合というデータベース名が表示される場合
この例では、リカバリ・カタログに登録したデータベースのインカネーションをリスト表示
し、UNKNOWNという名前のデータベースを調べます。

list incarnation of database;  
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: list  
List of Database Incarnations  
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
56      57        SKDHRA    4052472287  YES    1            Sep 03 1998 06:45:51  
1       19        UNKNOWN   4141147584  NO     1            Jan 08 1999 14:47:28  
1       2         SKDHRC    4141147584  YES    14602        Jan 15 1999 15:32:57 

原因の診断原因の診断原因の診断原因の診断
DB_NAMEに UNKNOWNと表示されるのは、RESETLOGSオプションを使用してすでに
オープンしたデータベースを登録するときです。 DB_NAMEは RESETLOGSの間に変更でき
るため、RMANは、データベースの古いインカネーションに対する DB_NAMEが何かを認
識しません。これは、その時点でリカバリ・カタログに登録されていないためです。 その結
果、RMANは、DBINCレコードを作成するとき、DB_NAME列に UNKNOWNと設定し
ます。

解決策解決策解決策解決策
UNKNOWNという名称のエントリが表示されるのは予想できるため、リカバリ・カタログ
から UNKNOWNのエントリを削除しないでください。 また、このインカネーションのバッ
クアップは使用できないため、（少なくともこのリカバリ・カタログでは使用できません）、
たとえ reset database to incarnationコマンドを発行しても、RMANでリストアすることは
できません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 複製操作中の不完全リカバリ実行の詳細は、7-20ページの
「最新でない複製データベースの作成」を参照してください。
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Recovery Managerのコマ
10

Recovery Managerのコマンド構文のコマンド構文のコマンド構文のコマンド構文

この章では、Recovery Managerのコマンドと副次句をアルファベット順に説明します。 
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このリファレンス・マニュアルでの表記法
このリファレンス・マニュアルでの表記法このリファレンス・マニュアルでの表記法このリファレンス・マニュアルでの表記法このリファレンス・マニュアルでの表記法
この項では、このマニュアルでの表記法を説明します。 

� テキスト

� 構文図と表記法

� コード例

テキストテキストテキストテキスト
このリファレンスのテキストは、次の表記法に従っています。

構文図と表記法構文図と表記法構文図と表記法構文図と表記法

構文図構文図構文図構文図  このリファレンスでは、構文図によって Recovery Managerのコマンドを説明しま
す。構文図では、次の例に示すように線と矢印で構文の構造を表します。

この項では、構文図の構成要素を説明し、Recovery Managerコマンドの書式の例を示しま
す。構文図の構成要素は、次のとおりです。 

大文字 大文字のテキストは、SQLのコマンドとキーワード、
ファイル名、表とビューにある列見出し、初期化パラ
メータを示します。 

太字太字太字太字 太字のテキストは、Recovery Managerのキーワードを
示します。 

イタリック イタリックのテキストは、Recovery Managerのパラ
メータとキーワードではないオプション（integerなど）
の名前、および Recovery Managerのパラメータのサン
プル値（datafile tbs_01.fなど）を示します。

ALTER DATABASE
MOUNT

OPEN
RESETLOGS

MOUNT

OPEN
RESETLOGS DATABASE

;
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このリファレンス・マニュアルでの表記法
キーワードキーワードキーワードキーワード  キーワードは、Recovery Managerの構文で特殊な意味を持ちます。構文図内
で、キーワードは、四角形のボックスで囲み、大文字フォントで表します。 説明文のなかで
は、RMANキーワードは、太字の小文字で表します。たとえば、backup databaseと表し
ます。RMAN文でのキーワードは、構文図に示すとおりに使用する必要があります。ただ
し、大文字と小文字は区別しません。

RMANの言語は自由形式です。複数のキーワードは、少なくとも１つの空白文字で区切る
必要がありますが、他の制約はありません。コマンドは、複数行になることがあります。 

パラメータパラメータパラメータパラメータ  パラメータは、構文図でプレースホルダの役を果たします。パラメータは、構
文図で楕円形の枠内に表します。 説明文のなかでは、RMANパラメータは小文字のイタリッ
ク体で表します。たとえば、'filename'と表します。 通常、パラメータは次の内容を示しま
す。

� データベース・オブジェクトの名前（tablespace_name）

� Oracleデータ・タイプ名（date_string）

� 副次句（datafileSpec） 

構文図にパラメータがあるときは、RMAN文内の適切なオブジェクトまたは型に置き換え
ます。たとえば、duplicate target database toコマンドを記述するためには、構文図の
database_nameパラメータを dupdbなどの作成しようとする複製データベースの名前に替えて
使用します。

パラメータの値には、引用符で囲む必要があるものと、任意のものがあります。構文図では
一重引用符を使用しますが、二重引用符も使用できます。たとえば、'filename'とも、
"filename"とも指定できます。sqlコマンドについては、二重引用符の使用をお薦めします。

次のリストに、構文図に表されるパラメータとそれを置き換える値の例を示します。

 

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明 例例例例

'filename'、'tablespace_
name'、'channel_name'、
'channel_parms'などの
引用符に囲まれた文字
列。 

一重引用符または二重引用符で囲んだ文
字列。たとえば、'filename'や "filename"。
引用符で囲んだ文字列には、空白文字、
句読点、RMANキーワードおよび SQL
キーワードも含まれています。

"?/dbs/cf.f"

'dev1'

channel_id、tag_name、
date_stringなどの引用
符なしの文字列。

アルファベット文字で開始し、空白およ
び句読点のない文字列。

ch1

integer 数字のみの文字列。 67843
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このリファレンス・マニュアルでの表記法
予約語予約語予約語予約語  表 10-1は、RMANの予約語のリストです。 予約語を引用符で囲まずに使用すると、
RMANでエラーが発生します。 次に、適切な入力例と不適切な入力例を示します。

allocate channel backup type disk;         # incorrect
allocate channel 'backup' type disk;       # correct
backup database tag full;                  # incorrect
backup database tag 'full';                # correct

表表表表 10-1  RMANの予約語の予約語の予約語の予約語

abort affinity after all allocate alter and

append archivelog at auxiliary auxname available backslash 

backup backuppiece backupset before beginline between cancel

catalog change channel channel_id check clone clone_cf

clonename cmdfile check clone clone_cf clonename cmdfile

command completed connect controlfile controlfilecopy copy create

crosscheck cumulative current database datafile datafilecopy days

dba dbid debug define delete destination device

disk diskratio drop dump duplex duplicate echo

equal execute exit expired filesperset for force

forever format from full group high host

id inaccessible incarnation include incremental input integer

immediate job k kbytes level libparm library

like limit list log logfile logical logseq

low maxcorrupt maxopenfiles msglog mask msgno maintenance

mount m name need newname nochecksum nocatalog

newline noredo normal nomount nofilenamecheck null of

offline orphan obsolete open on off only

parms plsql print pfile proxy pool pipe

rcvcat release reload replace replicate report recoverable

reset restart restore resync rman rpctestrun readonly

readrate recover redundancy register reuse schema scn

script send set setlimit setsize shutdown size

skip slaxdebug sql startup step tablespace tag

target test thread time timeout to trace

transactional type unavailable uncatalog underscore unrecoverable until

upgrade validate
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コマンド入力
コード例コード例コード例コード例
このリファレンスには、RMANコマンドの多くの例が示されています。これらの例を使用
して、RMANの要素の使用方法を説明します。次に、backupコマンドの例を示します。 

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
} 

例と説明文では、異なるフォントを使用していることに注意してください。 

コマンド入力コマンド入力コマンド入力コマンド入力
コマンドや副次句の説明には、次の項が含まれています。

 

構文構文構文構文 文を構成するキーワードとパラメータを示します。 

注意注意注意注意 : キーワードとパラメータは、常に有効とは限りませ
ん。構文の制約については、必ず各文の「キーワードとパ
ラメータ」の項を参照してください。

目的目的目的目的 文の基本的な使用方法を説明します。 

要件要件要件要件 コマンドを適正に使用するための要件と制約を説明します。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ キーワードとパラメータの目的を説明します。制約事項と
使用上の注意についても、この項で説明します。

例例例例 文の各句と各オプションの使用例を示します。

使用方法 : 例の次のオプションの項では、文の使用方法と
使用時機を説明します。 
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RMANコマンドの概要
RMANコマンドの概要コマンドの概要コマンドの概要コマンドの概要
次の表に RMANコマンドの機能の概要を示します。リリース 8.0のコマンドは、すべてリ
リース 8.1の RMAN実行可能ファイルで動作することに注意してください。 

 

表表表表 10-2  Recovery Managerコマンドコマンドコマンドコマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド 目的目的目的目的

10-11ページの
「allocate」

チャネル（channel）を確立します。これは、RMANとデータベース・イン
スタンス間の接続です。

10-11ページの
「allocateForMaint」

changeコマンドなどのメンテナンス・コマンドの発行に備えてチャネルを割
り当てます。

10-11ページの
「alterDatabase」

データベースをマウントまたはオープンします。

10-21ページの
「archivelogRecordSpecifier」

バックアップ、リストアおよびメンテナンスの操作やリカバリ・カタログへ
の問合せに使用する、アーカイブ REDOログ・ファイルの範囲を指定しま
す。 

10-25ページの
「backup」

データベース、表領域、データ・ファイルまたはアーカイブ REDOログ・
ファイルのバックアップをとります。 

10-39ページの
「catalog」

リカバリ・カタログと制御ファイルに、データ・ファイル・コピー、アーカ
イブ REDOログまたは制御ファイルのコピーに関する情報を追加します。 

データ・ファイル・コピーをレベル 0バックアップとしてカタログに追加し
ます。これによって、コピーを増分バックアップの一部分として使用するこ
とができます。

RMANの導入前または RMAN以外の方法で作成されたファイル・コピーの
存在を記録します。

10-42ページの
「change」

バックアップ・ピース、イメージ・コピーまたはアーカイブ REDOログを
AVAILABLEまたは UNAVAILABLEにマークします。

バックアップ・ピース、イメージ・コピーまたはアーカイブ REDOログをオ
ペレーティング・システムから削除し、リカバリ・カタログ・レコードを削
除します。

バックアップ・ピース、データ・ファイル・コピーまたはアーカイブ REDO
ログが使用可能であるかどうかをチェックして、使用可能でない場合は、
EXPIREDにマークします。
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RMANコマンドの概要
10-47ページの
「cmdLine」

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、または補
助データベースに接続します。

リカバリ・カタログなしで RMANを使用することを指定します。

コマンド・ファイルを指定します。コマンド・ファイルとは、RMANコマン
ドを含んだユーザー定義ファイルです。

RMANがコマンドの処理結果を記録するファイルを指定します。

コマンド・ファイルの内容を上書きではなく、追加します。

デバッグ用のアウトプットを生成し、その位置を指定します。

10-51ページの
「completedTimeSpec」

バックアップまたはコピーを行う時間範囲を指定する副次句です。

10-53ページの
「configure」

リカバリ・カタログの互換性レベルを設定します。

10-57ページの
「connect」

RMANとターゲット・データベース、補助データベース（TSPITRに使用す
る複製または補助インスタンス）またはリカバリ・カタログ・データベース
との接続を確立します。

10-59ページの
「connectStringSpec」

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベースまたは補助
データベースに接続するため、ユーザー名、パスワードおよびネット・サー
ビス名を指定します。接続は、ユーザーの認証とデータベースの識別に必要
です。

10-61ページの
「copy」

ファイルのイメージ・コピーを作成します。 

10-65ページの
「createCatalog」

リカバリ・カタログのためのスキーマを作成します。

10-67ページの
「createScript」

ストアド・スクリプトを作成し、後で参照するためにリカバリ・カタログに
格納します。

10-70ページの
「crosscheck」

ディスクまたはテープに格納したバックアップ・セットが存在しているかど
うかを判断します。

10-73ページの
「datafileSpec」

データ・ファイルをファイル名または絶対ファイル番号で指定します。

10-75ページの
「debug」

RMANのデバッグ機能をオン、オフします。

10-76ページの
「deleteExpired」

crosscheckコマンドで EXPIREDとマークされたバックアップ・セットを削
除し、関連する参照をリカバリ・カタログと制御ファイルから削除します。 

表表表表 10-2  Recovery Managerコマンドコマンドコマンドコマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド 目的目的目的目的
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RMANコマンドの概要
10-76ページの
「deleteScript」

ストアド・スクリプトをリカバリ・カタログから削除します。

10-79ページの
「deviceSpecifier」

バックアップまたはコピーに使用する記憶装置のタイプを指定します。

10-81ページの
「dropCatalog」

リカバリ・カタログからスキーマを削除します。

10-83ページの
「duplicate」

ターゲット・データベースのバックアップを使用して、テスト目的で使用で
きる複製データベースを作成します。

10-88ページの
「host」

RMAN内からオペレーティング・システムのコマンドラインのサブ・シェル
を呼び出します。

10-90ページの
「list」

リカバリ・カタログまたはターゲット制御ファイルに記録されている特定グ
ループのバックアップ・セットまたはコピーのディテール・レポートを作成
します。

10-99ページの
「listObjList」

データベースまたは 1つ以上の表領域、制御ファイル、データ・ファイルま
たはアーカイブ REDOログを指定します。

10-101ページの
「printScript」

ストアド・スクリプトを RMANのメッセージ・ログ・ファイルに出力しま
す。 コマンドラインにログ・ファイル名と log引数を指定します（10-57ペー
ジの「connect」を参照してください）。

10-103ページの
「recover」

リストアしたバックアップ・セットまたはコピーに、REDOログまたは増分
バックアップを適用し、その内容をある特定時点の状態に更新します。

10-108ページの
「register」

ターゲット・データベースをリカバリ・カタログに登録し、RMANからアク
セスできるようにします。

10-110ページの
「release」

ターゲット・データベースに接続した状態で、順次 I/Oデバイスを解放しま
す。

10-111ページの
「releaseForMaint」

allocate channelコマンドの for deleteまたは for maintenanceオプションで
指定された順次 I/Oデバイスを解放します。

10-112ページの
「replaceScript」

リカバリ・カタログに格納されている既存のスクリプトを置換します。既存
のスクリプトがない場合は、replace scriptによってスクリプトが作成されま
す。

10-115ページの
「replicate」

制御ファイルを複数の宛先にコピーします。

10-117ページの
「report」

リカバリ・カタログの内容の詳細分析を行います。

表表表表 10-2  Recovery Managerコマンドコマンドコマンドコマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド 目的目的目的目的
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RMANコマンドの概要
10-125ページの
「reset」

リカバリ・カタログに新規データベースのインカネーション・レコードを作
成します。

10-127ページの
「restore」

ファイルを同じ名前で上書きしながら、バックアップ・セットまたはディス
ク上のコピーから現行の位置にリストアします。

10-135ページの
「resync」

完全再同期化（resynchronization）を行います。これによって、スナップ
ショット制御ファイルを作成し、リカバリ・カタログをターゲット・データ
ベースのカレントの制御ファイルまたはスナップショット制御ファイルと比
較して、欠落または変更されている情報があれば更新します。

10-138ページの
「rmanCommand」

スタンドアロン・コマンドを実行します。このコマンドは、RMANプロンプ
トであるコマンドライン・インタプリタ（CLI）から実行するコマンドです。

10-141ページの
「run」

ジョブ・コマンドをコンパイルし、実行します。このコマンドは、runコマ
ンドのカッコ内で実行される 1つ以上の文です。

10-144ページの
「send」

ベンダー固有の引用符付き文字列を 1つ以上の特定チャネルに送信します。

10-146ページの
「set」

ターゲット・データ・ファイルの補助ファイル名を指定します。この操作は、
TSPITRを実行する場合に役立ちます。

メッセージ・ログ内の実行済 RMANコマンドを表示します。

データベースの DB識別子を指定します。

スナップショット制御ファイルのファイル名を設定します。

10-151ページの
「set_run_option」

データ・ファイルの新規ファイル名を指定します。

ブロック破損許容数の制限を指定します。

デフォルトのアーカイブ REDOログ先をオーバーライドします。

バックアップの二重化を指定します。

サーバー・プロセスとチャネルの対応を決めます。

指定されたチャネルの各入力データ・ファイルから読み取るバッファ数を制
限します。

backup操作で、指定のチャネルに一度にオープンできる入力ファイル数を
制限します。

指定したチャネルのバックアップ・ピースのサイズを制限します。

10-156ページの
「shutdown」

RMANを終了せずに、ターゲット・データベースを停止します。このコマン
ドは、SQL*Plus の SHUTDOWNコマンドと同じです。

10-159ページの
「sql」

Recovery Manager内から SQL文を実行します。

表表表表 10-2  Recovery Managerコマンドコマンドコマンドコマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド 目的目的目的目的
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RMANコマンドの概要
10-161ページの
「startup」

RMAN環境内からデータベースを起動します。このコマンドは、SQL*Plus 
の STARTUPコマンドと同じです。

10-163ページの
「switch」

データ・ファイルのコピーがカレントのデータ・ファイルであることを指定
します。つまり、制御ファイルが指し示すデータ・ファイルです。

10-167ページの
「upgradeCatalog」

リカバリ・カタログ・スキーマを、旧バージョンから、RMAN実行可能ファ
イルに必要なバージョンにアップグレードします。

10-169ページの
「validate」

バックアップ・セットを調べて、データの損傷がないかどうかをレポートし
ます。RMANは指定したバックアップ・セットのすべてのバックアップ・
ピースを走査してチェックサムを調べ、必要な場合は、内容のリストアが正
常にできることを検証します。

表表表表 10-2  Recovery Managerコマンドコマンドコマンドコマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド 目的目的目的目的
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allocate
allocate

構文構文構文構文

目的目的目的目的
チャネル（channel）を確立します。これは、RMANとデータベース・インスタンス間の接
続です。各接続は、ターゲット・インスタンスで Oracleサーバー・セッションを開始しま
す。 このサーバー・セッションは、バックアップ・セットとコピーのバックアップ、リスト
アおよびリカバリの作業を行います。 

各チャネルは、1度に 1つのバックアップ・セット（backup、restoreまたは recoverの場
合）、 または 1度に 1つのイメージ・コピー（ copyの場合）を使用します。RMANは、
ジョブ終了時に自動的にチャネルを解放します。

割り当てられたチャネル数によって、ジョブ内の並列度を制御します。複数チャネルを同時
に割り当てることができるため、単一ジョブで複数のバックアップ・セットやコピーをパラ
レルに読み書きできます。 複数接続を確立すると、各接続は個別のバックアップ・セットま
たはファイル・コピーへの操作を行います。

allocate channelでオペレーティング・システム・リソースを割り当てるかどうかは、オペ
レーティング・システムにより異なります。プラットフォームによっては、コマンドの発行
時に割り当てられます。別のプラットフォームでは、ファイルを読み書きのためにオープン
するまで割り当てられません。

ALLOCATE
AUXILIARY

CHANNEL
’

channel_id
’ TYPE

=
deviceSpecifier

NAME
=

’ channel_name ’

PARMS
=

’ channel_parms ’

CONNECT
=

connectStringSpec

DEBUG
=

integer

FORMAT
=

’ format_string ’

TRACE
=

integer
;
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allocate
要件要件要件要件
� allocateは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� マルチスレッド・サーバー（MTS）セッションにチャネルを割り当てることはできませ
ん。

� backup、duplicate （10-83ページの「duplicate」を参照）、copy、restore、recoverま
たは validateコマンドの実行前には、チャネルを割り当ててください。

� バックアップを二重化する場合は、set duplexコマンド（10-151ページの「set_run_
option」を参照）を実行してから、backupコマンドに対するチャネル割当てを実行し
てください。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

注意注意注意注意 : type diskを指定した場合は、サーバー・セッション作成以外の目
的で、オペレーティング・システム・リソースの割当てはありません。

auxiliary RMANと補助データベース・インスタンスとの接続を指定します。補助インスタンスは、
duplicateコマンドの実行または TSPITRの実行の場合に使用します。補助データベースは、元
のデータベースと同じホストにも、異なるホストにも作成できます。このオプションを指定した
場合は、補助データベースのマウントが必要ですが、オープンしておく必要はありません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  データベースの複製方法は、10-83ページの「duplicate」を参照してください。複製
データベースへの接続方法は、10-57ページの「connect」を参照してください。

channel     
channel_id

RMANとターゲット・データベース・インスタンスとの接続を指定します。各接続は、データ
ベース・インスタンスで Oracleサーバー・セッションを開始します。このサーバー・セッショ
ンは、バックアップ・セットとコピーのバックアップ、リストアおよびリカバリの作業を行いま
す。 

channelキーワードの後に、チャネル ID、つまりチャネルの名前を指定します。 Oracleは、
release channelコマンドの実行と I/Oエラーのレポートに、この識別子を使用します。

type deviceSpecifier 記憶デバイス（10-79ページの「deviceSpecifier」を参照）のタイプを指定します。

注意注意注意注意 : typeパラメータを指定しない場合は、nameパラメータで特定の順次 I/Oデバイスを指
定する必要があります。V$BACKUP_DEVICEビューへの問合せで、使用可能なデバイス・タイ
プと名前がわかります。

name              
'channel_name'

順次 I/Oデバイスの名前を指定します。デバイス名を指定しない場合、システムは各記憶デバ
イスの使用可能デバイスを使用します。このパラメータと typeパラメータを一緒に使用しない
でください。

現在のところ、nameパラメータをサポートするプラットフォームはありません。
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parms          
'channel_parms'

割り当てるデバイスに対してデバイス固有のパラメータを指定します。type diskを指定してい
る場合、このポート固有の文字列は使用しないでください。

parmsを type  'sbt_tape'と一緒に使用している場合は、環境変数を指定できます。有効な構文の
モデルを次に示します。

PARMS="ENV=(var1=value1,var2=value2,var3=value3 . . . )"
PARMS="BLKSIZE=integer"

たとえば、次のように指定できます。

PARMS="BLKSIZE=16384,ENV=(NSR_SERVER=tape_server,NSR_CLIENT=oracleclnt,
                          NSR_GROUP=oracle_tapes)"

引用符付き文字列の最大長は 1000バイトです。

connect            
connectStringSpec

RMANがバックアップまたはリストアの操作を行うデータベース・インスタンスへの接続文字
列を指定します（10-59ページの「connectStringSpec」を参照してください）。OPS構成で別々
のインスタンスにバックアップまたはリストアの操作を分散する必要がある場合は、このパラ
メータを使用します。

このパラメータの指定がなく、かつ auxiliaryオプションも指定していない場合、RMANはコマ
ンドライン・パラメータ（10-47ページの「cmdLine」を参照）で指定したターゲット・データ
ベース・インスタンスまたは connectコマンドの発行時に接続したインスタンスに対してすべて
の操作を実行します。一般的に、connectパラメータと auxiliaryオプションを一緒に使用する
ことはできません。

debug integer このチャネルで実行するコピー、バックアップおよびリストアの操作に関するデバッグ情報を、
ターゲット・データベースや補助データベース別に、トレース・ファイルにログ出力するように
Oracleに指定します。このパラメータは、オラクル社カスタマ・サポート・センターの指示があ
るときのみ使用してください。オラクル社カスタマ・サポート・センターが使用する整数をお知
らせします。

format             
'format_string'

このチャネルで作成するバックアップ・ピースの名前に使用するフォーマットを指定します。
フォーマットの指定がない場合、RMANはデフォルトの %Uを使用します。これにより一意の
識別子を保証できます。 使用できる formatパラメータについては、backupコマンドを参照して
ください。

複数のディスク・チャネルを割り当て、各チャネルで別々のファイル・システムへの書込みを行
う場合に、このパラメータは役に立ちます。 formatパラメータを backupコマンドで指定してい
ると、allocate channelで指定した formatパラメータがオーバーライドされます。

trace integer 指定する整数の意味は、メディア管理ソフトウェアにより異なります。一般的にこのパラメータ
は、メディア管理ソフトウェアがどのぐらいの量の診断トレース・データを作成するかを制御し
ます。
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例例例例

バックアップ用に単一チャネルを割り当てる例バックアップ用に単一チャネルを割り当てる例バックアップ用に単一チャネルを割り当てる例バックアップ用に単一チャネルを割り当てる例 このコマンドは、データベース全体のバッ
クアップ用に１つのテープ・チャネルを割り当てます。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup database;
}

バックアップ・セットを複数ディスクに分散する例バックアップ・セットを複数ディスクに分散する例バックアップ・セットを複数ディスクに分散する例バックアップ・セットを複数ディスクに分散する例 ディスクにバックアップする場合は、
複数のディスク・ドライブに分散したバックアップが実行できます。 ディスク・ドライブご
とに 1つの type diskチャネルを割り当て、ファイル名ごとに異なるディスクになるように
フォーマット文字列を指定します。 

run{ 
     allocate channel disk1 type disk format '/disk1/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk2 type disk format '/disk2/%d_backups/%U'; 
     allocate channel disk3 type disk format '/disk3/%d_backups/%U';
     backup database; 
} 

バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例 バックアップ・セットを二重化する場合は、チャネ
ルの割当て前に、set duplexコマンド（10-151ページの「set_run_option」を参照）を指定
します。次の例では、datafile 1の同一のバックアップが 4つ作成されます。

run {
     set duplex = 4;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 1;
}

補助チャネルを割り当てる例補助チャネルを割り当てる例補助チャネルを割り当てる例補助チャネルを割り当てる例 複製データベース（10-83ページの「duplicate」を参照）を
作成する場合は、auxiliaryオプションを使用してチャネルを割り当てます。

run { 
     allocate auxiliary channel c1 type disk; 
     allocate auxiliary channel c2 type disk; 
     duplicate target database to ndbnewh 
       logfile 
         '/oracle/dbs/log_1.f' size 200K, 
         '/oracle/dbs/log_2.f' size 200K 
     skip readonly 
     nofilenamecheck; 
}
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関連項目関連項目関連項目関連項目
10-16ページの「allocateForMaint」

10-83ページの「duplicate」

10-47ページの「cmdLine」
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allocateForMaint

構文構文構文構文

目的目的目的目的
changeまたは crosscheckコマンドの発行に備えてチャネルを割り当てます。maintenance
オプションと deleteオプション（両者は意味的に同じです）を使用して、状態を変更しよう
としているファイルに適切なデバイス・タイプを指定します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� 次のコマンドを発行する前には、allocate channel for deleteまたは allocate channel for 
maintenanceコマンドを発行する必要があります。

� change backupset ... delete

� change backuppiece ... delete

� change backupset ... crosscheck

� change backuppiece ... crosscheck

� crosscheck

� チャネル IDは指定しないでください。

ALLOCATE CHANNEL FOR
MAINTENANCE

DELETE

TYPE
=

deviceSpecifier

NAME
=

’ channel_name ’

PARMS
=

’ channel_parms ’

CONNECT
=

connectStringSpec

DEBUG
=

integer

FORMAT
=

’ format_string ’

TRACE
=

integer
;
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� 新しいチャネルを割り当てる前に、現在割り当てられているチャネルを解放する必要が
あります。つまり、複数のメンテナンス・チャネルを割り当てることはできません。

� マルチスレッド・サーバー（MTS）セッションにメンテナンス・チャネルを割り当てる
ことはできません。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
10-11ページの「allocate」を参照してください。

例例例例

バックアップ・ピースを削除する例バックアップ・ピースを削除する例バックアップ・ピースを削除する例バックアップ・ピースを削除する例 この例では、メディア管理カタログからバックアッ
プ・ピースを削除します。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
change backuppiece '/oracle/dbs/01aj3q5012' delete;
release channel;

ファイルを使用不可にマークする例ファイルを使用不可にマークする例ファイルを使用不可にマークする例ファイルを使用不可にマークする例 この例では、主キー 828のバックアップ・セットがク
ロスチェックされます。

allocate channel for maintenance type disk;
change backupset 828 crosscheck;
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-42ページの「change」
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alterDatabase

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データベースをマウントまたはオープンします。

要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内または RMANプロンプトで実行してくださ
い。

� このコマンドは、Oracleインスタンスが起動されている場合に限って実行してくださ
い。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  ALTER DATABASEの構文は、『Oracle8i  SQLリファレン
ス』を参照してください。

alter database データベースをマウントまたはオープンします。

mount データベースをマウントします。オープンはしません。このオプションは、
SQL文 ALTER DATABASE MOUNTと同じです。

open データベースをオープンします。 resetlogsを指定した場合、RMANは、
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。 

RMANの resetlogsオプションは、SQL文の ALTER DATABASE OPEN 
RESETLOGSと同じです。 リカバリ・カタログを使用する場合、RMANは、
データベースをオープンして、この新規のインカネーションをカタログ内で
カレントのインカネーションにした後で、reset databaseを暗黙的に実行し
ます。

ALTER DATABASE
MOUNT

OPEN
RESETLOGS

MOUNT

OPEN
RESETLOGS DATABASE

;
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例例例例

バックアップ後にデータベースをオープンする例バックアップ後にデータベースをオープンする例バックアップ後にデータベースをオープンする例バックアップ後にデータベースをオープンする例 この例では、データベースをマウント
し、データベース全体のバックアップを実行してからデータベースをオープンします。
RMANプロンプトで、次のように入力します。

startup mount; 
run { 
     allocate channel ch1 type disk; 
     backup database;  
     # now that the backup is complete, open the database. 
     alter database open; 
} 

制御ファイルのリストア後にデータベースをマウントする例制御ファイルのリストア後にデータベースをマウントする例制御ファイルのリストア後にデータベースをマウントする例制御ファイルのリストア後にデータベースをマウントする例 制御ファイルをデフォルトの
位置にリストアし、データベースをマウントするには、次のように入力します。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     restore controlfile; 
} 
alter database mount;

RESETLOGSで不完全リカバリを実行してオープンする例で不完全リカバリを実行してオープンする例で不完全リカバリを実行してオープンする例で不完全リカバリを実行してオープンする例 この例では、不完全リカバリ
を実行し、オンライン REDOログをリセットします。

run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     set until scn 1024;
     restore database; 
     recover database;
     alter database open resetlogs;
} 

mount database データベースをマウントします。オープンはしません。このオプションは、SQL文 ALTER 
DATABASE MOUNTと同じです。

open database データベースをオープンします。 resetlogsを指定する場合、RMANは、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。 

RMANの resetlogsオプションは、SQL文の ALTER DATABASE OPEN RESETLOGSと同じで
す。 リカバリ・カタログを使用する場合、RMANは、データベースをオープンして、この新規
のインカネーションをカタログ内でカレントのインカネーションにした後で、reset databaseを
暗黙的に実行します。
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関連項目関連項目関連項目関連項目
10-159ページの「sql」

10-161ページの「startup」

10-156ページの「shutdown」
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archivelogRecordSpecifier

構文構文構文構文

archlogRange::=

目的目的目的目的
バックアップ、リストアおよびメンテナンスの操作で使用するアーカイブ REDOログ・
ファイルの範囲を指定する副次句です。 

要件要件要件要件
この句は、次のコマンドでのみ使用できます。

� backup

� change

� crosscheck

� deleteExpired

ARCHIVELOG

ALL

LIKE ’ string_pattern ’

archlogRange
LIKE ’ string_pattern ’ THREAD

=
integer

UNTIL TIME

FROM TIME

=
’ date_string ’

FROM TIME
=

’ date_string ’ UNTIL TIME
=

’ date_string ’

UNTIL SCN
=

integer

FROM SCN
=

integer
UNTIL SCN

=
integer

UNTIL LOGSEQ
=

integer
THREAD

=
integer

FROM LOGSEQ
=

integer
UNTIL LOGSEQ

=
integer THREAD

=
integer
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� list

� restore

アーカイブ REDOログ・ファイルの範囲を指定しても、RMANがすべての REDOデータを
その範囲内に含めるという保証はありません。たとえば、最新のアーカイブ・ログ・ファイ
ルの最終時点が範囲の最後より前の場合や範囲内のアーカイブ・ログ・ファイルが欠落して
いる場合などです。RMANは、検索したアーカイブ REDOログは選択しますが、ファイル
の欠落については警告を発行しません。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
アーカイブ・ログのタイムスタンプ、SCNおよびログ順序番号を決めるには、
V$ARCHIVED_LOGビューを検索します。 時刻の書式を指定する際に、NLS_LANGと
NLS_DATE_FORMAT環境変数を使用する方法は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』
を参照してください。

 '

all 各ログ順序番号に必ず 1つのアーカイブ REDOログを含めるように指定します。たとえば、
backup archivelog allを実行し、ログが複数の宛先にアーカイブされている場合でも、RMAN
がバックアップするのは、各ログ順序番号の 1つのコピーであって、各ログ順序番号のすべての
アーカイブ・コピーではありません。 

like 
'string_pattern'

アーカイプ REDOログ・ファイルのパス名を指定します。このパラメータは、RMANがアクセ
スするファイル・システムを指定するために OPSモードで操作を行っているときに使用します。 
たとえば、ノード A、Bおよび Cがそれぞれローカルでアーカイブする場合は、likeパラメータ
を使用して、各ノードに割り当てられたチャネルに通知し、指定したパス名が含まれているログ
のみバックアップします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OPS構成でアーカイブ・ログ・バックアップを作成する方法は、5-10ページの
「OPS環境でのバックアップ」を参照してください。Oracle Parallel Server構成の詳細は、

Oracle8i Parallel Serverマニュアルセットの『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。

until time      
'date_string'

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの終了時刻を指定します。文字列による時刻指定は、
現在有効な NLS日付書式に従って行う必要があります。 

from timeパラメータを指定しない場合、順序番号に使用する開始時刻は、使用可能な最も古い
アーカイブ REDOログの時刻になります。ログの最初のエントリと最後のエントリのタイムス
タンプを調べるには、V$ARCHIVED_LOGデータ・ディクショナリ・ビューに問い合せます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 時刻の書式を指定する際に、NLS_LANGと NLS_DATE_FORMAT環境変数を使用
する方法は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

from time      
'date_string'

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの開始日を指定します。until timeパラメータを指定し
ない場合、RMANは from timeパラメータで指定した日付から始まるすべての使用可能なロ
グ・ファイルを組み込みます。

ログの最初のエントリと最後のエントリのタイムスタンプを調べるには、V$ARCHIVED_LOG
データ・ディクショナリ・ビューを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 時刻の書式を指定する際に、NLS_LANGと NLS_DATE_FORMAT環境変数を使用
する方法は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。
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時刻でレコードを指定する例時刻でレコードを指定する例時刻でレコードを指定する例時刻でレコードを指定する例 この例では、2週間より前のアーカイブ REDOログのバック
アップをすべて削除します。 

change archivelog until time 'SYSDATE-14' delete; 

SCNでレコードを指定する例でレコードを指定する例でレコードを指定する例でレコードを指定する例 この例では、SCNの範囲内にあるバックアップ・アーカイ
ブ REDOログ・ファイルをテープからリストアします。

run {  
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';  
     restore archivelog 
          from SCN 500 until SCN 700; 
     release channel dev1;  
} 

until SCN integer 一連のアーカイブ REDOログ・ファイルに対して終了 SCNを指定します。from SCNパラメー
タを指定しない場合、RMANは最も古い SCNを使用して順序を開始します。

from SCN integer 一連のアーカイブ REDOログ・ファイルに対する開始 SCNを指定します。until SCNパラメー
タを指定しない場合、RMANは from SCNパラメータで指定した SCNから始まるすべての使用
可能なログ・ファイルを組み込みます。

until logseq 
integer

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの終了ログ順序番号を指定します。from logseqパラ
メータを指定しない場合、RMANは最も低いログ順序番号を使用して順序を開始します。

from logseq 
integer

一連のアーカイブ REDOログ・ファイルの開始ログ順序番号を指定します。until logseqパラ
メータを指定しない場合、RMANは from logseqパラメータで指定した日付から始まるすべて
の使用可能なログ・ファイルを組み込みます。

注意注意注意注意 : 次の構文を使用して、スレッドにあるすべてのログ順序番号を指定できます。thread_
numberは、スレッドを参照する整数です。

archivelog from logseq 0 thread thread_number

thread integer 組み込むアーカイブ REDOログ・ファイルが含まれているスレッドを指定します。データベー
スを OPSモードで使用する場合に限り、このパラメータの指定が必要です。

アーカイブ REDOログ・レコードのスレッド番号を調べるには、V$ARCHIVED_LOGデータ・
ディクショナリ・ビューを使用します。
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archivelogRecordSpecifier
ログ順序番号でレコードを指定する例ログ順序番号でレコードを指定する例ログ順序番号でレコードを指定する例ログ順序番号でレコードを指定する例 この例では、スレッド 1の順序番号 288から 301ま
でのすべてのアーカイブ・ログをバックアップし、その後でアーカイブ・ログを削除しま
す。バックアップに失敗した場合、ログは削除されません。 

run {
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup archivelog 
          from logseq 288 until logseq 301 thread 1
          # delete original archived redo logs after backup completes
          delete input;
}

スレッドにあるすべてのログ順序番号を指定する例スレッドにあるすべてのログ順序番号を指定する例スレッドにあるすべてのログ順序番号を指定する例スレッドにあるすべてのログ順序番号を指定する例 この例では、スレッド 1にあるすべて
のアーカイブ REDOログがクロスチェックされます。 

change archivelog from logseq 0 thread 1 crosscheck;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-25ページの「catalog」

10-42ページの「change」

10-70ページの「crosscheck」

10-76ページの「deleteExpired」

10-90ページの「list」

10-127ページの「restore」
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backup

構文構文構文構文

BACKUP

FULL

INCREMENTAL LEVEL
=

integer

PARMS
=

’ channel_parms ’

CUMULATIVE

NOCHECKSUM

CHECK LOGICAL

FILESPERSET
=

integer

FORMAT
=

’ format_string ’

CHANNEL
’

channel_id
’

SKIP

OFFLINE

READONLY

INACCESSIBLE

TAG
= ’

tag_name
’

SETSIZE
=

integer

DISKRATIO
=

integer

PROXY
ONLY

POOL
=

integer
backupSpec ;
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backupSpec::=

目的目的目的目的
データベース、表領域、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDOログ・
ファイルのバックアップを実行します。バックアップの実行に際して、バックアップが必要
なファイルを指定します。RMANは入力ファイルをバックアップ・セットに書き込みます。
バックアップ・セットは RMAN固有の論理構造になっています。各バックアップ・セット
には少なくとも 1つのバックアップ・ピースが含まれています。プロキシ・コピーの作成に
も、backupコマンドが使用されます。プロキシ・コピーとはメディア・マネージャによっ
て作成されたバックアップのことです。

(

DATAFILE datafileSpec

,

DATAFILECOPY ’ filename ’

,

DATAFILECOPY TAG
= ’

tag_name
’

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

DATABASE

archivelogRecordSpecifier

CURRENT CONTROLFILE

CONTROLFILECOPY ’ filename ’

FORMAT
=

’ format_string ’

FILESPERSET
=

integer

CHANNEL
’

channel_id
’

SETSIZE
=

integer

TAG
= ’

tag_name
’

DISKRATIO
=

integer

PARMS
=

’ channel_parms ’

DELETE INPUT

SKIP

OFFLINE

READONLY

INACCESSIBLE

POOL
=

integer

INCLUDE CURRENT CONTROLFILE )
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Oracleが作成するバックアップ・セットの数と RMANが 1つのバックアップ・セットに含
める入力ファイルの数は、管理者が管理します。ファイルの読込み中またはバックアップ・
ピースの書込み中に I/Oエラーが発生した場合、Oracleはジョブを異常終了させます。

要件要件要件要件
backupコマンドを使用するときは、次の操作が必要です。

� データベースをマウントまたはオープンします。 RMANでは、データベースが
ARCHIVELOGモードになっている場合、非一貫性バックアップ（inconsistent 
backup）が実行できます。ただし、リストア操作に使用するバックアップに一貫性をも
たせるため、REDOログを適用する必要があります。

� カレントの制御ファイルを使用します。

� backupコマンドの実行は、runコマンドのカッコ内で行います。

� backupコマンドの実行ごとに、ディスクまたはテープ・チャネルを割り当てます。

� 各バックアップ・ピースに一意の名前を付けます。

� 有効なメディアにバックアップします。type diskを指定した場合は、ランダム・アク
セスのディスクにバックアップする必要があります。バックアップを作成することがで
きるのは、Oracleデータ・ファイルを格納できるデバイスです。つまり、CREATE 
TABLESPACE tablespace_name DATAFILE 'filename'の文が有効であれば、'filename'は
有効なバックアップ・パス名です。type 'sbt_tape'を指定した場合は、メディア管理ソ
フトウェアがサポートするメディアであれば、どのメディアにもバックアップできま
す。

次の内容は実行できません。 

� NOARCHIVELOGモードでオープン・バックアップを実行すること。

� 1つのバックアップを複数のチャネルに分散すること。

� 1つの入力ファイルを複数のバックアップ・セットに分散すること。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RMANのバックアップ・セットの概要は、1-31ページの
「バックアップ・セット」を参照してください。ファイルのバックアップ
方法は、第 5章「Recovery Managerでのバックアップおよびコピーの作
成」を参照してください。

注意注意注意注意 : ディスク APIを使用したバックアップはサポートされていません
（9-20ページの「UNIXでメディア・マネージャにリンクした後で、

RMANがテープへのバックアップに失敗する場合」を参照してくださ
い）。 かわりに、type diskのチャネルを割り当ててください。
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� アーカイブ REDOログ・ファイルとデータ・ファイルを 1つのバックアップに含めるこ
と。

� backupコマンドに、チャネルを allocateした後で、set duplexコマンド（10-151ページ
の「set_run_option」を参照）を実行すること。  set duplexコマンドは、チャネルを割
当て前に実行する必要があります。実行しない場合はエラーになります。

� バックアップ・セットに入れるバックアップ・ピースの数を指定すること。

� 100以上のバックアップ・ピースを含んだバックアップ・セットを作成すること。

� 各バックアップの一意のタグ名を自動的に作成すること。 一意のタグ名を常に作成する
ためには、バックアップ・スクリプトを作成し、その実行前に、オペレーティング・シ
ステムのユーティリティで編集します。

� バックアップ・ピースのファイル名の長さを、ポート固有の最大長より長くすること。 
メディア・マネージャを使用する場合は、Media Management APIのバージョンで最大
長が異なる場合があります。 ベンダーの情報は、次のとおりです。

– SBT 1.1を使用しているベンダーは、最大 14文字のファイル名をサポートします
が、これより長いファイル名をサポートすることもできます。

– SBT 2.0を使用しているベンダーは、最大 512文字のファイル名をサポートします
が、これより長いファイル名をサポートすることもできます。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

full すべてのブロックをバックアップ・セットにコピーします。未使用のデータ・ファイル・ブロッ
クはスキップされます。fullまたは incrementalの指定がない場合、RMANはデフォルトによ
り全体バックアップを実行します。アーカイブ REDOログまたは制御ファイルをバックアップ
する場合、サーバー・セッションはブロックをスキップしません。

全体バックアップはその後の増分バックアップに影響を与えません。したがって、全体バック
アップは増分バックアップ方法の一部分とはみなされません。
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incremental level 
integer

最新のレベル n増分バックアップ以降に変更されたブロックのみをコピーします。この場合の n
は、1から 4までの整数です。たとえば、レベル 2増分バックアップで、RMANは最新のレベ
ル 2、レベル 1、レベル 0増分バックアップ以降に使用されたすべてのブロックをバックアップ
します。

このタイプの増分バックアップは、累積バックアップと区別するために、差分バックアップと呼
ばれます。レベル 0の増分バックアップの内容は全体バックアップと同じですが、全体バック
アップとは異なり、増分バックアップ方法の一部分とみなされます。

Oracleシステムは、レベルが 0より大きい増分バックアップの作成を試みると、チェックを実行
します。このチェックによって、増分バックアップがその後の recoverコマンドで使用できるこ
とを確認します。チェックの内容は、次のとおりです。

� backupコマンド内の各データ・ファイルに対して、レベル 0バックアップ・セットまたは
レベル 0データ・ファイル・コピーが存在していること。 これらのバックアップ・セットが
UNAVAILABLE（10-42ページの「change」を参照）にマークされていないことが必要で
す。

� レベル 0以降の十分な増分バックアップがあり、これから作成する増分バックアップで使用
できること。

incrementalを指定した場合は、backupSpecで datafile、datafilecopy、tablespaceまたは
databaseのいずれかを指定します。RMANは、制御ファイル、アーカイブ REDOログまたは
バックアップ・セットの増分バックアップをサポートしません。

parms          
'channel_parms'

オペレーティング・システム固有の情報を含んだ引用符付き文字列を指定します。RMANは、
バックアップ・ピースを作成するたびに、OSDレイヤーに文字列を渡します。 allocate channel
コマンドでは parmsを指定できますが、backupコマンドで指定しても、現行で使用できる
parms設定はありません。

cumulative n-1以下のレベルの最新バックアップ以降に使用されたことがあるデータ・ブロックをコピーし
ます。たとえば、レベル 2の累積バックアップでは、RMANは直近のレベル 1または 0以降に
使用されたすべてのブロックをバックアップします。

nochecksum ブロックに対するチェックサムを抑止します。checksumとは、データ・ブロックの内容によって
計算した数字のことです。DB_BLOCK_CHECKSUM初期化パラメータが TRUEの場合、Oracle
は各ブロックのチェックサムを計算し、ブロックをディスクに書き込む前に、ブロック内に値を
格納します。その後、Oracleはディスクからブロックを読み出すとき、ブロックが同じチェック
サムを生成するかどうかを確認します。同じチェックサムが生成されない場合、ブロックは破損
しています。

nochecksumオプションを指定しない場合、各ブロックのチェックサムが計算され、値がバック
アップに格納されます。 データ・ファイルをバックアップからリストアするときにチェックサム
を確認し、リストアされるデータ・ファイルにもチェックサムを書き込みます。データベースで
すでにブロック・チェックサムがメンテナンスされている場合、このフラグは効果がありませ
ん。この場合は、常にチェックサムが確認されバックアップに格納されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : DB_BLOCK_CHECKSUM初期化パラメータの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マ
ニュアル』を参照してください。
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check logical 物理的な破損チェックを通過したデータ・ブロックと索引ブロックについて論理的な破損がない
かどうかをテストします。たとえば、行ピースまたは索引エントリの破損がないかどうかを調べ
ます。 RMANは論理的な破損を発見すると、alert.logとサーバー・セッション・トレース・
ファイルにそのブロックのログを書き込みます。

あるファイルで検出された物理的な破損と論理的な破損の合計数が maxcorruptの設定値以下の
場合、RMANコマンドは完了し、Oracleは V$BACKUP_CORRUPTIONに破損ブロック範囲を
移入します。 maxcorruptを超えている場合は、コマンドはビューへの移入を行わずに終了しま
す。

注意注意注意注意 : copyコマンドと backupコマンドの場合、maxcorruptの設定は、ファイルが許容する物
理破損と論理破損の合計数を表します。

filesperset integer 1つのバックアップ・セットに含める入力ファイルの最大数を指定します。 filesperset = nを設
定すると、RMANは、n 個を超えるファイルをバックアップ・セットに含めることはありませ
ん。 filespersetのデフォルト値は 64、または入力ファイル数をチャネル数で除算した数より小さ
い値です。 たとえば、100個のデータ・ファイルを 2個のチャネルを使用してバックアップする
場合、RMANは、filespersetを 50に設定します。

RMANは常に、割り当てられたチャネルがすべて作業状態になるようにバックアップ・セット
を作成しようとします。例外は、バックアップするファイルよりチャネル数が多い場合です。 た
とえば、3つのチャネルが割り当てられ、filesperset = 1のときに、RMANが 2つのデータ・
ファイルをバックアップする場合、1つのチャネルが必然的にアイドル状態になります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :バックアップ・セットを、含まれているファイル数ではなく、合計バイト数によって
制限する方法は、setsizeパラメータを参照してください。

format              
'format_string'

バックアップ・ピースに使用するファイル名を指定します。各バックアップ・ピースが一意の名
前であり、かつプラットフォーム上の順次ファイル名として有効であればどのような名前でも指
定できます。ディスクにバックアップする場合は、一意の有効なファイル名であれば、どのよう
なディスク・ファイル名も使用できます。formatパラメータを指定しない場合、RMANはバッ
クアップ・ピースをポート固有のディレクトリ（UNIXの $ORACLE_HOME/dbs）に格納しま
す。

formatパラメータは、次の場所のいずれかで指定します。

� backupSpec句

� backupコマンド

� allocatechannelコマンド

前述の場所のうち、2箇所以上に指定した場合、RMANは前述の順序で、formatパラメータを
検索します。

一意のファイル名を生成するために、次の置換変数をフォーマット文字列で使用することができ
ます。

%c 1セットの二重バックアップ・ピース内でバックアップ・ピースのコピー番
号を指定します。set duplexコマンドを発行していない場合、この変数は正
規バックアップ・セットに対しては 1、プロキシ・コピーに対しては 0にな
ります。set duplexを発行済の場合、この変数はコピー番号を示し、1、2、
3または 4のいずれかになります。
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%p バックアップ・セット内でバックアップ・ピース番号を指定します。この値
は、バックアップ・セットで 1から始まり、バックアップ・ピースの作成ご
とに 1ずつ増えます。

%s バックアップ・セット番号を指定します。この番号は制御ファイルにあるカ
ウンタで、バックアップ・セットごとに加算されます。カウンタ値は 1から
始まり、制御ファイルの存続期間中は一意です。バックアップ制御ファイル
をリストアした場合は、重複した値になることがあります。また、CREATE 
CONTROLFILE によって、カウンタの値は 1に初期化されます。

%d データベース名を指定します。

%n データベース名を指定します。データベース名は合計 8文字の桁数になるま
で、右側に 'x'が埋め込まれます。たとえば、PROD1というデータベース名
の場合、PROD1xxxがデータベース名です。

%t バックアップ・セットのタイムスタンプを指定します。4バイトの内部的な
基準日時以降の経過秒数を表す値です。バックアップ・セットの一意の名前
を構成するには、%sと %tの組合せを使用できます。

%u バックアップ・セット番号とバックアップ・セット作成時刻の圧縮形で表さ
れる 8文字の名前を指定します。

%U 生成されたバックアップ・ファイル名の一意性を保証する%u_%p_%cの短
縮形を指定します。書式の指定がない場合、RMANはデフォルトにより
%Uを使用します。

channel       
channel_id

バックアップ・セットを作成するときに使用するチャネルの名前を指定します。 任意の名前を使
用できます。たとえば、ch1または dev1です。 Oracleは、release channelコマンドの実行と
I/Oエラーの報告に、このチャネル IDを使用します。このパラメータを指定しない場合、
RMANはジョブ実行中に使用できるチャネルに動的にバックアップ・セットを割り当てます。 

注意注意注意注意 : backupSpec句でもこのパラメータを指定できます。

skip バックアップ・セットからデータ・ファイルまたはアーカイブ REDOログを削除します。

注意注意注意注意 : backupSpec句でもこのオプションを指定できます。

offline オフライン・データ・ファイルをバックアップ・セットに含めないことを指
定します。 

readonly 読取り専用データ・ファイルをバックアップ・セットに含めないことを指定
します。

inaccessible I/Oエラーのために読み込むことができないデータ・ファイルまたはアーカ
イブ REDOログをバックアップ・セットに含めないことを指定します。 

データ・ファイルは、読取りが不可能な場合のみアクセス不能と判断される
ことに注意してください。オフラインのデータ・ファイルでも、ディスク上
に残っているために読取りが可能になっている場合があります。また、削除
または移動したために読取りが不可能になり、アクセス不能とされるファイ
ルもあります。
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tag tag_name バックアップ・セットにタグ名を指定します。一般的に、タグは monday_evening_backupまたは
weekly_full_backupなど意味のある名前にします。タグは 30文字以下にしてください。タグは再
使用できます。たとえば、バックアップ・セット 100が、ある週に monday_evening_backupのタ
グを使用し、翌週にはバックアップ・セット 105が同じタグを使用することができます。

backupSpecレベルでもタグを指定できます。どのレベルでタグを指定するかによって、次のよう
になります。

� コマンド・レベルで指定した場合は、このコマンドによって作成されるすべてのバックアッ
プ・セットに、このタグが与えられます。

� backupSpecレベルで指定した場合は、異なるバックアップ指定で作成されたバックアップ・
セットに、それぞれ異なるタグが与えられます。 

� 両方のレベルに指定すると、backupSpecのタグが優先します。

注意注意注意注意 : 各バックアップに異なるタグ名を自動的に割り当てることはできません。 各バックアップ
に新しいタグを付ける最も簡単な方法は、バックアップ・スクリプトを作成し、実行前に、常に
オペレーティング・システムのユーティリティで編集することです。

setsize integer バックアップ・セットの最大サイズを 1K（1024バイト）単位で指定します。 バックアップ・
セットを 3MBに制限するには、setsize = 3000と指定します。RMANはすべてのバックアッ
プ・セットをこのサイズに制限します。 setsizeを使用してを構成できるため、各バックアップ・
セットが複数のテープ・ボリュームにまたがらず、1つのテープ・ボリュームに収まります。収
まらないと、複数ボリュームのバックアップ・セットの 1テープにエラーが生じた場合、すべて
のテープのデータを失うことになります。

アーカイブ・ログは 1つのディスクに置かれ、I/O分散の問題は発生しないため、アーカイブ
REDOログのバックアップを作成するときは、filespersetより setsizeパラメータの方が有用で
す。 filespersetパラメータは、複数のディスクにデータ・ファイルをバックアップするとき、
I/O分散を管理するのに役立ちます。

注意注意注意注意 : filespersetにはデフォルト値があるため、setsizeが設定されると、setsizeパラメータと
filespersetパラメータの両方が有効になります。 RMANは、filespersetを各セットに含める
ファイル数の上限とみなし、setsizeパラメータに従って、バックアップ・セットのバイト数を
決めます。
10-32 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



backup
diskratio integer RMANに対して、データ・ファイルのみを各バックアップ・セットに割り当て、指定した数の
ドライブにデータ・ファイルを分散するように指示します。 たとえば、10台のディスクを使用し
ており、ディスクは 1秒に 10バイトのデータを送る能力があり、テープ・ドライブではスト
リーミングの維持のため 1秒に 50バイトのデータを要求している場合を想定します。 この場合、
diskratioを 5に設定し、各バックアップ・セットの 5台のディスクにバックアップの負荷を分
散します。

filespersetを設定して diskratioを設定しない場合、diskratioのデフォルトは filespersetの値
と同じになります。 いずれのパラメータも指定しない場合、diskratioのデフォルトは 4になりま
す。RMANは、diskratioの値とバックアップに含まれるデバイス数を比較して、小さい方の値
を使用します。 たとえば、diskratioが 4で、データ・ファイルが 3台のディスク上にある場合、
RMANは、各セットのバックアップの負荷を 3台のディスクに分散しようとします。

データ・ファイルがストライプされているか別のディスクにあり、かつ次のいずれかの要件があ
る場合にも、diskratioパラメータは有用です。

� 高帯域のテープ・ドライブを使用しており、テープ・ドライブのストリーミングを維持する
には、複数のデータ・ファイルの多重化が必要な場合。

� データベースをオープンしてバックアップを作成し、複数のディスク・スピンドルに I/Oの
負荷を分散して、オンライン処理のパフォーマンスを確保する場合。

注意注意注意注意 :  テープ・ストリーミングを維持するのに必要な最小ディスク台数以上に I/Oを分散しな
いでください。 それ以上に分散しても、パフォーマンスは改善されず、1つのファイルのリスト
ア時間も増大します。

proxy プロキシ・コピー機能を使用して、指定したファイルをバックアップします。これにより、メ
ディア管理ソフトウェアは記憶デバイスとディスク上の Oracleデータ・ファイルとの間のデー
タ転送を制御できます。メディア・マネージャ（RMANではなく）がデータ移動の方法と時期
を決めます。

proxyオプションで backupコマンドを実行すると、RMANは次のステップを実行します。

1. プロキシが可能でタイプが 'sbt_tape'のチャネルを検索します。 このタイプのチャネルが見つ
からない場合、RMANはエラー・メッセージを表示します。 RMANは、指定されたファイ
ルを従来の方法（つまり、プロキシを行わない方法）ではバックアップしません。

2. RMANは、プロキシ可能なチャネルが見つかった場合、メディア・マネージャをコールし
て、ファイルのプロキシ・コピーが可能かどうかを判断します。メディア・マネージャがプ
ロキシ・コピーを行うことができない場合、RMANは従来のバックアップ・セットを使用
してファイルをバックアップします。

only プロキシ・コピーができない場合、従来のバックアップ・セットを作成しな
いで、Oracleにエラー・メッセージを発行させます。

pool integer バックアップを格納するメディア・プールを指定します。メディア管理ソフトウェアのドキュメ
ントを調べて、poolオプションがサポートされているかどうかを確認してください。
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backupSpec backup_specification_listには、1つ以上の backupSpec句のリストが含まれています。backupSpec句
には、最低限１つ以上の、バックアップするオブジェクト（1つ以上）のリスト backup_object_
listが含まれています。

各 backupSpec句は、1つ以上のバックアップ・セットを生成します。backup_object_listに指定さ
れたか、または自動的に選択されたデータ・ファイルの数が filespersetの制限を超えている場
合は、backupSpec句で複数のバックアップ・セットが作成されます。

datafile 
datafileSpec

1つ以上のデータ・ファイル（10-73ページの「datafileSpec」を参照）のリ
ストを指定します。

注意注意注意注意 : 表領域 SYSTEMの第 1ファイル datafile 1をバックアップする場
合、RMANはバックアップ・セットに制御ファイルを自動的に含めます。

datafile copy 
'filename'

1つ以上のデータ・ファイル・イメージ・コピーのファイル名を指定しま
す。

datafile copy tag 
tag_name

タグで識別された、1つ以上のデータ・ファイル・コピーのリストを指定し
ます。このタグの付いたデータ・ファイル・コピーが複数存在している場
合、Oracleは特定のデータ・ファイルの最新のデータ・ファイルのみを
バックアップします。 

tablespace  
tablespace_name

1つ以上の表領域の名前を指定します。RMANは、表領域の一部になって
いるデータ・ファイルをすべてバックアップします。

Oracleは表領域名を内部的にデータ・ファイルのリストに変換します。

database 制御ファイルとデータベースのすべてのデータ・ファイルを指定します。
Oracleは、表領域名を内部的にデータ・ファイルのリストに変換します。

archivelogRecord- 
Specifier clause

アーカイブ REDOログの範囲を指定します。 10-21ページの
「archivelogRecordSpecifier」を参照してください。

current controlfile カレントの制御ファイルを指定します。

controlfile copy 
'filename'

制御ファイル・コピーのファイル名を指定します。

parms         
'channel_parms'

オペレーティング・システム固有の情報を含んだ引用符付き文字列を指定し
ます。RMANは、バックアップ・ピースを作成するたびに、OSDレイヤー
に文字列を渡します。 allocate channelコマンドには parmsを指定できます
が、backupコマンドに指定しても、現在使用できる parms設定はありませ
ん。

format                
'format_string'

バックアップ・ピースに使用するファイル名を指定します。コマンド・レベ
ルの formatパラメータの説明を参照してください。

filesperset integer 1つのバックアップ・セットに含めるデータ・ファイルの最大数を指定しま
す。コマンド・レベルの filespersetの説明を参照してください。

channel       
channel_id

backupSpec句のバックアップ・セットを作成するときに使用するチャネルの
名前を指定します。コマンド・レベルの channelの説明を参照してくださ
い。
10-34 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



backup
例例例例

データベースをバックアップする例データベースをバックアップする例データベースをバックアップする例データベースをバックアップする例 このコマンドは、データベースをテープにバックアッ
プしてから、そのデータベース・バックアップのレコードが含まれている制御ファイルを
バックアップします。 

run {
     allocate channel dev1 type 'SBT_TAPE';
     backup database;
     backup current controlfile;
}

表領域とデータ・ファイルをバックアップする例表領域とデータ・ファイルをバックアップする例表領域とデータ・ファイルをバックアップする例表領域とデータ・ファイルをバックアップする例 このコマンドは、2つの backupSpec句で
表領域とデータ・ファイルをバックアップし、RMANにバックアップのパラレル化を自動
的に実行させます。 

run {
     allocate channel dev1 type disk;
     allocate channel dev2 type disk; 

setsize integer バックアップ・セットの最大サイズを 1K（1024バイト）単位で指定しま
す。コマンド・レベルの setsizeパラメータの説明を参照してください。

tag tag_name バックアップ・セットに対してタグを作成します。コマンド・レベルの tag
パラメータの説明を参照してください。

diskratio integer バックアップに関連するディスク台数を指定します。コマンド・レベルの
diskratioパラメータの説明を参照してください。

delete input バックアップ・セットが正しく作成された時点で入力ファイルを削除しま
す。 これを指定できるのは、アーカイブ・ログまたはデータ・ファイル・コ
ピーのバックアップを作成するときのみです。 すべての入力ファイルに対し
て change ... deleteを発行するのと同じです。

注意注意注意注意 : backupコマンドは、各ログ順序番号について 1つのコピーのみを
バックアップします。したがって、delete inputオプションが指定されて
も、RMANはバックアップしたファイルのコピーのみを削除します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : このコマンドでのリカバリ・カタログ互換性の影響については、
10-53ページの「configure」を参照してください。

skip offline、readonlyまたは inaccessibleのデータ・ファイルをスキップしま
す。コマンド・レベルの skipオプションの説明を参照してください。

pool バックアップを格納するメディア・プールを指定します。コマンド・レベル
の poolの説明を参照してください。

include current 
controlfile

カレントの制御ファイルのスナップショットを作成し、作成するバックアッ
プ・セットに含めます。 
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     backup 
       (tablespace system,sales1,sales2,sales3
       filesperset 20 skip readonly)
       (datafile 12, 14, 15);
}

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログの複数コピーをバックアップする例ログの複数コピーをバックアップする例ログの複数コピーをバックアップする例ログの複数コピーをバックアップする例 この例では、
/oracle/arch/dest1にあるアーカイブ REDOログを 1つのセット・テープにバック
アップし、/oracle/arch/dest2からのログを別のテープ・セットにバックアップしま
す。この例では、テープ・ドライブが 2台利用できるものと仮定しています。

run { 
     allocate channel t1 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel t2 type 'sbt_tape'; 
     backup 
       filesperset=20 
       format='al_%d/%t/%s/%p' 
       (archivelog like '/oracle/arch/dest1/%' channel t1 delete input) 
       (archivelog like '/oracle/arch/dest2/%' channel t2 delete input); 
}

データベースの累積増分バックアップを実行する例データベースの累積増分バックアップを実行する例データベースの累積増分バックアップを実行する例データベースの累積増分バックアップを実行する例 この例では、直近のレベル 0またはレ
ベル 1のバックアップ以降にデータベース上で変更された、すべてのブロックをバックアッ
プします。 

run { 
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape'; 
     backup 
       incremental level 2 cumulative
       # do not include inaccessibile datafiles in the backup
       skip inaccessible
       database;  
}

バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例 バックアップ・セットを二重化する場合は、チャネ
ルを割り当てる前に、set duplexコマンドを指定します。

run {
     # generate four identical backup sets of datafile 1
     set duplex=4;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup datafile 1;
}
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チャネルでの作業負荷の分割方法を指定する例チャネルでの作業負荷の分割方法を指定する例チャネルでの作業負荷の分割方法を指定する例チャネルでの作業負荷の分割方法を指定する例 この例では、チャネルでバックアップする
ファイルとその位置を指定して、バックアップ操作をパラレル化します。

run {
     allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel ch2 type disk;
     allocate channel ch3 type 'SBT_TAPE';
     backup 
       # channel ch1 backs up datafiles to tape drive #1
       (datafile 1,2,3,4 
       channel ch1)
       # channel ch2 backs up control file copy to disk
       (controlfilecopy '/oracle/copy/cf.f'
       channel ch2)
       # channel ch3 backs up archived redo logs to tape drive #2
       (archivelog from time 'SYSDATE-14'
       channel ch3);
}

OPSバックアップを実行する例バックアップを実行する例バックアップを実行する例バックアップを実行する例 次のスクリプトは、データ・ファイルのバックアップ作
業とアーカイブ REDOログのバックアップ作業を、Oracle Parallel Server環境の 2つのノー
ドに分散します。

run { 
     allocate channel node_1 type 'SBT_TAPE' connect 'sys/sys_pwd@node_1'; 
     allocate channel node_2 type 'SBT_TAPE' connect 'sys/sys_pwd@node_2'; 
        backup filesperset 1  
          (tablespace system, rbs, data1, data2 
           channel node_1)
          (tablespace temp, reccat, data3, data4 
           channel node_2); 
        backup filesperset 20 
          (archivelog until time 'SYSDATE' like '/node1/arc/%' 
           delete input 
           channel node_1); 
          (archivelog until time 'SYSDATE' like '/node2/arc/%' 
           delete input 
           channel node_2); 
}

破損をチェックする例破損をチェックする例破損をチェックする例破損をチェックする例 この例では、datafile 3はバックアップするが、物理的または論
理的な破損のあるブロックが 2つ以上あれば許容しないことを指定しています。

run {
     set maxcorrupt for datafile 3 to 2;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup check logical
       datafile 3;
}



backup
関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-21ページの「archivelogRecordSpecifier」

10-53ページの「configure」

10-101ページの「printScript」

10-151ページの「set_run_option」
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catalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
catalogコマンドは、次の目的に使用します。

� オペレーティング・システムのデータ・ファイルのコピー、アーカイブ REDOログまた
は制御ファイルのコピーをリカバリ・カタログおよび制御ファイルに追加する場合。 

� データ・ファイル・コピーをレベル 0バックアップとしてカタログに追加する場合。こ
れによって、コピーを増分バックアップの一部分として使用することができます。

� RMANのインストール以前に作成した Oracle8のデータベースのバックアップをカタロ
グに追加する場合。

� Oracle8または Oracle8iへの移行以前に作成した読取り専用またはNORMALモードで
オフラインされたファイルの Oracle7バックアップをカタログに追加する場合。

要件要件要件要件
� catalogコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� RMANはリカバリ・カタログと一緒に使用してください。

� オペレーティング・システムのバックアップのカタログへの追加には、次の条件が必要
です。

� ディスク上でアクセスできること。

� 単一ファイルの完全イメージ・コピーであること。 

� データベース全体、表領域、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ
REDOログの一貫性がある、または一貫性のないバックアップであること。一貫性
がない場合は、BEGIN BACKUPと END BACKUP文を使用して作成されている必

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-8ページの「RMANリポジトリのメンテナンス」

CATALOG

CONTROLFILECOPY

DATAFILECOPY

ARCHIVELOG

’ filename ’

,

TAG
= ’

tag_name
’

LEVEL
=

integer
;
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要があります。制御ファイルのバックアップの場合は、ALTER DATABASE 
BACKUP CONTROLFILE文を使用して作成されている必要があります。

RMANは、オペレーティング・システムのこれらのバックアップを、すべてデータ・
ファイルのコピーと認識します。

次の操作の実行に catalogを使用することはできません。 

� Oracle7で作成したアーカイブ REDOログと制御ファイルのコピーをカタログに追加す
ること。ただし、これらのファイルが Oracleバージョン 8以降に移行したときに、
NORMALモードでオフラインにされた表領域、または読取り専用であった表領域に属
する場合は、カタログに追加できます。

� バックアップ・ピースまたはバックアップ・セットを再度カタログに追加すること。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログをカタログに追加する例ログをカタログに追加する例ログをカタログに追加する例ログをカタログに追加する例 この文では、アーカイブ REDOログ
log1、log2および log3をカタログに追加します。

catalog archivelog 'log1', 'log2', 'log3';

ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追加する例ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追加する例ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追加する例ファイル・コピーを増分バックアップとしてカタログに追加する例 次の例では、データ・
ファイル・コピー tbs_2.cを増分レベル 0バックアップとしてカタログに追加します。

catalog datafile '/oracle/copy/tbs_2.c' level 0;

オペレーティング・システム・コピーをカタログ化する例オペレーティング・システム・コピーをカタログ化する例オペレーティング・システム・コピーをカタログ化する例オペレーティング・システム・コピーをカタログ化する例 次の例では、RMANの hostコ
マンドを使用してデータ・ファイルのオペレーティング・システム・コピーを作成し、次に
そのコピーをカタログに追加します（サンプル出力も示します）。

controlfilecopy 
'filename'

リカバリ・カタログと制御ファイルへの追加またはこれらの更新が必要な制御ファイル・コピー
のファイル名を指定します。

datafilecopy  
'filename'

リカバリ・カタログと制御ファイルへの追加またはこれらの更新が必要なデータ・ファイル・コ
ピーのファイル名を指定します。

archivelog  
'filename'

リカバリ・カタログと制御ファイルへの追加またはこれらの更新が必要なアーカイブ・ログ・コ
ピーのファイル名を指定します。

tag tag_name 入力ファイルのタグ、たとえば Sunday_PM_Backupを指定します。

level integer ファイル・コピーを指定レベル、（一般的にはレベル 0）の増分バックアップとして記録するこ
とを指示します。増分バックアップはデータ・ファイル・コピーをベースとなるレベル 0バック
アップとして使用できます。
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host 'cp $ORACLE_HOME/dbs/sales.f $ORACLE_HOME/dbs/sales.bak';
catalog datafilecopy '$ORACLE_HOME/dbs/sales.bak';

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: catalog
RMAN-03023: 実行コマンド: catalog
RMAN-08050: データファイル・コピーがカタログに入りました。
RMAN-08513: データファイル・コピー・ファイル名=/oracle/dbs/sales.bak レコードID=121 スタンプ=342972501
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了。

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-90ページの「list」

10-117ページの「report」
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change

構文構文構文構文

CHANGE

ARCHIVELOG

primary_key

,

’ filename ’

,

archivelogRecordSpecifier

BACKUPPIECE

’ media_handle ’

,

primary_key

,

TAG
= ’

tag_name
’

BACKUPSET primary_key

,

CONTROLFILECOPY

DATAFILECOPY

primary_key

,

’ filename ’

,

TAG
= ’

tag_name
’

,

PROXY

’ media_handle ’

,

primary_key

,

TAG
= ’

tag_name
’

DELETE

AVAILABLE

UNAVAILABLE

UNCATALOG

CROSSCHECK

;
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目的目的目的目的
物理的なバックアップ、コピーとアーカイブ・ログをチェックまたは削除するとともに、こ
れらに対応するリポジトリ・レコードを更新または削除します。このコマンドは、次の目的
に使用します。

� リポジトリ内で、バックアップまたはコピーを UNAVAILABLEまたは AVAILABLEの
状態にマークする場合。

� バックアップまたはイメージ・コピーをオペレーティング・システムから削除し、その
レコードをリポジトリから完全に削除する場合。

� アーカイブ REDOログを削除して、リポジトリ内での状態を DELETEDに更新するか
（configureが 8.1.5以下に設定されている場合）、またはそのレコードをリポジトリから
削除（configureが 8.1.6以上に設定されている場合）する場合。

� バックアップ、イメージ・コピーおよびアーカイブ REDOログが使用可能かどうかを
チェックし、使用可能でない場合は、リポジトリ内で EXPIREDにマークします。

要件要件要件要件
� changeコマンドは、RMANプロンプトに対して、または runコマンド内で実行します。

� このコマンドは、RMANリポジトリに記録されており、かつ現行のデータベースのイ
ンカネーションに属しているファイルにのみ使用します。

� 次のオプションには、リカバリ・カタログが必要です。

� available

� unavailable

� uncatalog

� crosscheck（バックアップ・セットとバックアップ・ピースにのみ必要）

� 次のコマンドを発行する前に、allocate channel for deleteまたは allocate channel for 
maintenanceコマンドの発行が必要です。

� change backupset ... delete

� change backuppiece ... delete

� change backupset ... crosscheck

� change backuppiece ... crosscheck

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-8ページの「RMANリポジトリのメンテナンス」
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
状態変更が必要なレコードの主キーを取得するには、 listコマンドを発行するか、またはリ
カバリ・カタログ・ビューを検索します。

 

archivelog primary_keyまたは 'filename'のいずれかで、REDOログを指定します。

archivelogRecord- 
Specifier clause

アーカイブ REDOログの範囲を指定します。 10-21ページの「archivelogRecordSpecifier」を参
照してください。

backuppiece primary_key、'media_handle'または tag_nameにより、バックアップ・ピースを指定します。

backupset 
primary_key

primary_keyによりバックアップ・セットを指定します。

controlfilecopy primary_key、'filename'または tag_nameにより、制御ファイル・コピーを指定します。制御ファ
イル・コピーのクロスチェックを行う場合は、主キーではなくファイル名を指定する必要があり
ます。

datafilecopy primary_key、'filename'または tag_nameにより、データ・ファイル・コピーを指定します。

proxy primary_key、'filename'または tag_nameにより、プロキシ・コピーを指定します。

delete 指定されたファイルをオペレーティング・システムから物理的に削除します。 ファイルがバック
アップまたはイメージ・コピーの場合、RMANは、そのリポジトリ・レコードも削除します。 
ファイルがアーカイブ・ログで、リカバリ・カタログの互換性が 8.1.6以上に設定されている場
合、RMANは、関連するレコードもリポジトリから削除します。 互換性が 8.1.5以下に設定され
ている場合、RMANは、関連するレコードの状態を DELETEDに更新します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : カタログの互換性の詳細は、3-4ページの「リカバリ・カタログの互換性の設定」、お
よび 10-53ページの「configure」を参照してください。

available バックアップまたはコピーを AVAILABLEの状態にマークし、 状態を list出力に表示します。

unavailable バックアップまたはコピーを UNAVAILABLEの状態にマークし、状態を list出力に表示しま
す。 このオプションは、ファイルが見つからない場合、または別のサイトに移された場合に使用
します。 UNAVAILABLEのマークが付けられたファイルは、restoreコマンドや recoverコマン
ドでは使用できません。 後でそのファイルが見つかるか、メイン・サイトに戻った場合は、
availableオプションを使用して、この変更を反映できます。

uncatalog データ・ファイル・コピーまたは REDOログ（バックアップ・ピースとバックアップ・セット
は除く）への参照をリカバリ・カタログから除去します。ファイルが change ... deleteコマンド
以外の手段で削除されたときは、このコマンドを使用して RMANに通知します。バックアッ
プ・ピースまたはバックアップ・セットに対して uncatalogオプションを使用すると、RMAN
はエラー・メッセージを戻します。

注意注意注意注意 :  DELETEDの状態のレコードをただちに削除する必要がある場合は、$ORACLE_
HOME/adminディレクトリにある prgrmanc.sqlスクリプトを実行します。 3-19ページの
「バックアップとコピーの削除および RMANリポジトリでの状態の更新」を参照してください。
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例例例例

バックアップ・ピースを削除する例バックアップ・ピースを削除する例バックアップ・ピースを削除する例バックアップ・ピースを削除する例 この例では、バックアップ・ピースをテープから削除
します。 

allocate channel for delete type 'sbt_tape';
change backuppiece '$ORACLE_HOME/dbs/testdb_87fa39e0' delete;
release channel;

バックアップ・セットをバックアップ・セットをバックアップ・セットをバックアップ・セットを UNAVAILABLEとしてマークする例としてマークする例としてマークする例としてマークする例 この例では、バックアッ
プ・セットを UNAVAILABLEの状態にマークします。メンテナンス・チャネルの割当ては
不要です。 

change backupset 100 unavailable;

ファイルをクロスチェックする例ファイルをクロスチェックする例ファイルをクロスチェックする例ファイルをクロスチェックする例 この例では、登録済のアーカイブ REDOログがすべて
存在しているかどうかを確認します。存在しないアーカイブ REDOログがある場合、
RMANはその状態を EXPIREDに変更します。

allocate channel for maintenance type disk;
change archivelog all crosscheck;
release channel;

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログをカタログから削除する例ログをカタログから削除する例ログをカタログから削除する例ログをカタログから削除する例 この例では、O/Sユーティリティを使
用して、オペレーティング・システムからアーカイブ・ログを削除し、そのレコードをカタ
ログから削除します。

% rm /oracle/arc/log1_100.arc
% rman target / catalog rman/rman@rcat
RMAN> change archivelog '/oracle/arc/log1_100.arc' uncatalog;

crosscheck 指定したバックアップとコピーの存在をチェックします。 RMANは、バックアップ・ピースを
検索することができない場合、EXPIREDの状態にマークします。 RMANは、その他の検索でき
ないファイル（イメージ・コピーとアーカイブ REDOログ）にすべて DELETEDのマークを付
けます。

ファイルがディスクにある場合、RMANはファイル・ヘッダーを検索します。その他のデバイ
ス・タイプの場合、RMANはメディア・マネージャを検索して、ファイルがメディア管理カタ
ログに存在しているかどうかを確認します。

注意注意注意注意 :  RMANは、アーカイブ REDOログをコピーとみなします。したがって、1つ以上のログ
が使用不可になった場合は、change archivelog all crosscheckコマンドを発行してください。 
アーカイブ・ログが再度使用不可になった場合は、catalog archivelogを発行して再びカタログ
に追加する必要があります。

注意注意注意注意 : 制御ファイル・コピーのクロスチェックを行う場合は、主キーではなく、ファイル名を指
定する必要があります。
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関連項目関連項目関連項目関連項目
10-16ページの「allocateForMaint」

10-21ページの「archivelogRecordSpecifier」

10-70ページの「crosscheck」

10-76ページの「deleteExpired」
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cmdLine

構文構文構文構文

目的目的目的目的
オペレーティング・システムのコマンドラインから RMANを起動します。これらの引数は、
次の目的に使用します。

� ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、または補助データ
ベースに接続します。

� リカバリ・カタログなしで RMANを使用することを指定します。

注意注意注意注意 : プラットフォームによっては、システム内の他のユーザーがパス
ワードを参照できる場合があるため、RMANのコマンドラインから接続
することもできます。 connectコマンドを使用すると、この問題を回避で
きます。

RMAN

TARGET
=

connectStringSpec

CATALOG
=

connectStringSpec

NOCATALOG

AUXILIARY
=

connectStringSpec

LOG
= ’

filename
’

APPEND

CMDFILE
=

@

’
filename

’

MSGNO

TRACE
= ’

filename
’

DEBUG

SEND
=

’ command ’
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� コマンド・ファイルを実行します。コマンド・ファイルは、RMANコマンドを含んだ
ユーザー定義ファイルです。

� RMANがコマンドの処理結果を記録するファイルを指定します。

� コマンド・ファイルの内容を上書きしないで追加します。

� デバッグ用のアウトプットを作成し、その位置を指定します。

� メディア・マネージャにコマンドを送信します。

� RMANに list出力のメッセージ番号を出力させます。

要件要件要件要件
これらのコマンドは、RMANプロンプトではなく、オペレーティング・システムのコマン
ドラインで使用する必要があります。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-9ページの「RMANへの接続」

target 
connectStringSpec

ターゲット・データベースへの接続文字列を指定します。たとえば、target sys/change_on_
install@inst1のように指定します。 10-59ページの「connectStringSpec」を参照してください。 

catalog          
connectStringSpec

リカバリ・カタログを格納するデータベースへの接続文字列を指定します。たとえば、catalog 
rman/rman@inst2のように指定します。 10-59ページの「connectStringSpec」を参照してくださ
い。

nocatalog リカバリ・カタログなしで RMANを使用することを示します。リカバリ・カタログなしで
RMANを起動する場合は、この引数を使用する必要があります。

auxiliary             
connectStringSpec

補助データベースへの接続文字列を指定します。たとえば、auxiliary sys/change_on_
install@dupdbのように指定します。 10-59ページの「connectStringSpec」を参照してください。

log filename Recovery Managerが RMAN出力を記録するファイルを指定します。RMAN出力とは、処理し
たコマンドとその結果です。この引数を指定しない場合、Recovery Managerはメッセージ・ロ
グ・ファイルを標準出力に書き出します。

append 新規出力をメッセージ・ログ・ファイルの終わりに追加させます。このパラメータを指定せず、
かつメッセージ・ログ・ファイルと同じ名前のファイルがすでにある場合、RMANはそのファ
イルを上書きします。
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例例例例

リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例 この例では、リカバリ・カタログなしでターゲッ
ト・データベース PROD1に接続します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 nocatalog

補助インスタンスに接続する例補助インスタンスに接続する例補助インスタンスに接続する例補助インスタンスに接続する例 この例では、ターゲット・データベース PROD1、リカバ
リ・カタログ・データベース RCATおよび補助インスタンス AUX1に接続します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat auxiliary sys/aux_pwd@aux1

コマンド・ファイルを指定する例コマンド・ファイルを指定する例コマンド・ファイルを指定する例コマンド・ファイルを指定する例 この例では、ターゲット・データベース PROD1とリカ
バリ・カタログ・データベース RCATに接続し、その後でコマンド・ファイル b_whole_
10.rcvを実行します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat @'/oracle/dbs/b_whole_l0.rcv'

cmdfile filename ユーザー定義の RMANコマンド・リストのファイルを実行します。ファイル名の最初の文字が
アルファベットの場合は、ファイル名を囲む引用符を省略できます。

コマンド・ファイルの内容は、RMANプロンプトに入力した内容と同じにする必要があります。
たとえば、次のファイルの内容によって、RMANはターゲット・データベースとリカバリ・カ
タログ RCATに接続します。

connect target; connect catalog rman/rman@rcat;

RMANは、コマンド・ファイルの実行後に終了します。

@filename cmdfileと同じです。

msgno RMANで、メッセージ番号を出力します。つまり、listコマンドの出力に対して、 RMAN-xxxx
の形で出力します。デフォルトでは、listは RMAN-xxxx接頭部を出力しません。

trace filename RMANがデバッグ情報を出力するファイルの名前を指定します。デバッグ出力の生成には、
debugオプションの指定も必要です。debugを指定しても、同時に traceを指定しない場合、
RMANはデバッグ出力を標準出力に書き出すか、またはメッセージ・ログが指定されていれば
メッセージ・ログに書き出します。

debug デバッグ機能を起動します。このオプションは、オラクル社カスタマ・サポート・センターの指
示のもとに問題の診断を行うときにのみ使用します。

send'command' ベンダー固有のコマンド文字列を割り当てられたチャネルすべてに送信します。この機能のサ
ポートの有無は、メディア管理ソフトウェアのドキュメント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 : 特定チャネルへの文字列の送り方は、10-144ページの「send」を参照してください。
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APPENDモードでメッセージ・ログを指定する例モードでメッセージ・ログを指定する例モードでメッセージ・ログを指定する例モードでメッセージ・ログを指定する例 この例では、リカバリ・カタログなし
でターゲット・データベース PROD1に接続し、メッセージ・ログに RMANがメッセージ
を追加するように指定します。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 nocatalog log = $ORACLE_HOME/dbs/log/msglog.f append

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-57ページの「connect」

10-138ページの「rmanCommand」
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completedTimeSpec

構文構文構文構文

目的目的目的目的
バックアップまたはコピーの完了時刻を指定する副次句です。

要件要件要件要件
日付文字列は次のようにする必要があります。

� 現在有効な NLS日付書式仕様に従って書式化していること

� 'SYSDATE-30'のように、DATE値を戻す SQL式で作成していること

この副次句は、次のコマンドと一緒に使用します。

� crosscheck

� deleteExpired

� list

注意注意注意注意 : from timeと until timeパラメータは、completedTimeSpecを使用
するコマンドでは無効となりました。これらのパラメータを指定したスク
リプトを実行すると、ジョブに失敗します。

COMPLETED

AFTER
=

BETWEEN ’ date_string ’ AND

BEFORE
=

’ date_string ’
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

時間範囲内のバックアップをクロスチェックする例時間範囲内のバックアップをクロスチェックする例時間範囲内のバックアップをクロスチェックする例時間範囲内のバックアップをクロスチェックする例 この例では、前月に作成したデータ
ベースのバックアップ・セットをクロスチェックします。 

crosscheck backup of database between 'SYSDATE-62' and 'SYSDATE-31';

期限切れのバックアップを削除する例期限切れのバックアップを削除する例期限切れのバックアップを削除する例期限切れのバックアップを削除する例 この例では、最近 2週間に作成した datafile1の
期限切れのバックアップ・セットを削除します。

delete expired backup of datafile 1 after 'SYSDATE-14';

コピーのリストを作成する例コピーのリストを作成する例コピーのリストを作成する例コピーのリストを作成する例 この例では、1998年 12月 13日より前に作成した
/oracle/dbs/tbs_22.fのイメージ・コピーのリストを作成します。

list copy of datafile '/oracle/dbs/tbs_22.f' before 'Dec 13 1998 20:31:10';

after 'date_string' その時刻より後に完了したバックアップを指定するための時刻です。

between 'date_string' and 
'date_string'

その時間範囲の間に完了したバックアップを指定するための時間範囲です。 

before  'date_string' その時刻より前に完了したバックアップを指定するための時刻です。
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configure

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMAN実行可能ファイルを使用して、リカバリ・カタログ・パッケージの互換性を制御し
ます。 

リカバリ・カタログの互換性は、カタログ自体に格納されているパラメータによって決まり
ます。 互換性により、カタログを使用して実行できる RMAN実行可能ファイルの許容可能
な最低リリースを指定します。 たとえば、リカバリ・カタログの互換性を 8.1.5に設定する
と、リリース 8.1.5以上の RMAN実行可能ファイルのみがカタログに接続できます。

次の表は、リリース 8.1.6の RMAN実行可能ファイルとリカバリ・カタログについて、可能
な使用例を示します。

注意注意注意注意 : 互換性が 8.1.6に設定されているリリース 8.1.6のリカバリ・カタ
ログに対して、以前のリリースの RMAN実行可能ファイルを実行すると、
RMANは、エラー RMAN-06191を表示して失敗します。 

状況状況状況状況 リカバリ・カタログの処理リカバリ・カタログの処理リカバリ・カタログの処理リカバリ・カタログの処理
自動的に設定されるカタログの自動的に設定されるカタログの自動的に設定されるカタログの自動的に設定されるカタログの
互換性互換性互換性互換性

create catalogコマン
ドを実行します。

リリース 8.1.6のリカバリ・カタロ
グとして作成されます。

8.1.6

注意注意注意注意 :  8.1.6より前のリリースの
RMAN実行可能ファイルでは、リ
リース 8.1.6のカタログは使用でき
ません。

upgrade catalogコマ
ンドを実行します。

8.1.6より前のリリースから、リ
リース 8.1.6のカタログに更新され
ます。

8.0.4

注意注意注意注意 :  リリース 8.1.6のカタログ
は、RMAN実行可能ファイルの前
のリリースとの互換性があります。

CONFIGURE COMPATIBLE
=

integer . integer . integer ;
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カタログの互換性レベルは、リポジトリ・レコードの更新と削除方法に影響するため重要で
す。次の表で説明します。

リリース 8.1.6の RMAN実行可能ファイルを使用しており、8.1.6より前のリリースをリカ
バリ・カタログに対して使用しない場合は、次のようにカタログの互換性レベルを上げるこ
とができます。 

configure compatible = 8.1.6; 

このコマンドを発行した後で、change ... deleteコマンドまたは backup archivelog ... delete 
inputコマンドのいずれかでアーカイブ REDOログを削除すると、RMANでは、ALリカバ
リ・カタログ表から行を削除できます。  また、レコードがすでに AL表に存在しないアーカ
イブ・ログをリストアしても、RMANで問題は発生しません。

create catalogコマン
ドを実行します。

リリース 8.1.6のリカバリ・カタロ
グとして作成されます。

8.1.6

注意注意注意注意 :  8.1.6より前のリリースの
RMAN実行可能ファイルでは、リ
リース 8.1.6のカタログは使用でき
ません。

表表表表 10-3  リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響リポジトリ・レコードの削除処理における互換性の影響

互換性互換性互換性互換性 削除処理の方法削除処理の方法削除処理の方法削除処理の方法
カタログからの削除とカタログからの削除とカタログからの削除とカタログからの削除と
prgrmanc.sql

8.1.6以上 バックアップ・セット、イメー
ジ・コピーおよびアーカイブ・ロ
グを削除し、リカバリ・カタログ
からそのレコードを削除します。

カタログからアーカイブ・ログのレ
コードを削除できます。レコードを
削除したアーカイブ・ログをリスト
アしても問題は発生しません。

8.1.5以下 � バックアップ・セットとイ
メージ・コピーを削除し、カ
タログからレコードを削除し
ます。

� アーカイブ・ログは削除でき
ますが、カタログのレコード
の状態は DELETEDに変更さ
れます（削除されません）。

カタログからアーカイブ・ログのレ
コードは削除できますが、レコード
を削除したアーカイブ・ログをリス
トアするとき、問題が発生する場合
があります。

注意注意注意注意 : AL表で状態が DELETEDの既存行は、カタログ内に残ります。 こ
れらの行は、$ORACLE_HOME/rdbms/admin/prgrmanc.sqlスクリプ
トを使用して削除できます。 

状況状況状況状況 リカバリ・カタログの処理リカバリ・カタログの処理リカバリ・カタログの処理リカバリ・カタログの処理
自動的に設定されるカタログの自動的に設定されるカタログの自動的に設定されるカタログの自動的に設定されるカタログの
互換性互換性互換性互換性
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要件要件要件要件
� このコマンドは、リカバリ・カタログを使用している場合のみ使用できます。

� このコマンドは、RMANプロンプトで実行してください。

� リカバリ・カタログの互換性レベルを下げることはできません。 レベルを上げることの
み可能です。 

� 指定するバージョン・ナンバーは、DBMS_RCVMANパッケージと DBMS_RCVCAT
パッケージでサポートされているバージョンの範囲内である必要があります。 このパッ
ケージは、このバージョンの RMANとの下位互換性をメンテナンスします。

� リリース 8.1.6の RMAN実行可能ファイルを使用して create catalogを発行すると、リカ
バリ・カタログは、以前のリリースの RMAN実行可能ファイルとの下位互換性を失い
ます。 リリース 8.1.6の RMAN実行可能ファイルを使用して upgrade catalogを実行す
ると、リカバリ・カタログは、リリース 8.0.4との下位互換性を保ちます。この互換性
をメンテナンスするため、RMANでは、ALリカバリ・カタログ表から行を削除できま
せん。

� 8.1.6より前の RMAN実行可能ファイルと互換性がある 8.1.6カタログを作成するには、
最初に、以前のバージョンの RMANを使用して create catalogを発行し（8.1.5より前
のリリースを使用している場合は catrman.sqlを実行）、次に、8.1.6の RMANで
upgrade catalogを実行します。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

8.1.6より前のより前のより前のより前の RMAN実行可能ファイルで使用する実行可能ファイルで使用する実行可能ファイルで使用する実行可能ファイルで使用する 8.1.6カタログを作成する例カタログを作成する例カタログを作成する例カタログを作成する例 この例で
は、リリース 8.1.6より前の RMAN実行可能ファイルと互換性がある 8.1.6リカバリ・カタ
ログを作成します。この例では、リリース 8.1.5の RMAN実行可能ファイルを使用してリカ
バリ・カタログを作成し、次に、リリース 8.1.6の RMAN実行可能ファイルでこれを更新し
ます。 

% rman target / catalog rman/rman@rcat

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0 

RMAN-06005: ターゲット・データベース: RMAN (DBID=1237603294)に接続しました。
RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。

RMAN> create catalog;
RMAN> exit

integer.integer.
integer

8.1.6や 8.0.4のように、Oracleリリース番号を 3桁で指定します。
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% rman target / catalog rman/rman@rcat

Recovery Manager: Release 8.1.6.0.0 

RMAN-06005: ターゲット・データベース: RMAN (DBID=1237603294)に接続しました。
RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。

RMAN> upgrade catalog;
RMAN> upgrade catalog;

RMAN> exit

カタログの互換性レベルを上げる例カタログの互換性レベルを上げる例カタログの互換性レベルを上げる例カタログの互換性レベルを上げる例 前述の例で、リリース 8.1.5の RMAN実行可能ファイ
ルで使用できる 8.1.6リカバリ・カタログを作成しました。 このリカバリ・カタログが 8.1.6
以降のリリースの RMANで使用できるように指定するには、次のコマンドを発行します。 

RMAN> configure compatible = 8.1.6;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-65ページの「createCatalog」

10-167ページの「upgradeCatalog」
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connect
connect

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANとターゲット・データベース、補助データベース、またはリカバリ・カタログ・
データベースとの接続を確立します。

要件要件要件要件
connectコマンドを使用できるのは、RMANがプロンプトを表示しており、かつ未接続状態
の場合です。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

注意注意注意注意 : プラットフォームによっては、O/Sコマンドラインから接続する
と、システムの他のユーザーがパスワードを参照できます。 connectコマ
ンドを使用すると、この問題を回避できます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : コマンドラインの接続オプションの詳細は、10-47ページの
「cmdLine」を参照してください。

connect target       
connectStringSpec

RMANとターゲット・データベースとの接続を確立します。 10-59ページの
「connectStringSpec」を参照してください。 

connect catalog 
connectStringSpec

RMANとリカバリ・カタログ・データベースとの接続を確立します。 10-59ページの
「connectStringSpec」を参照してください。 

connect auxiliary 
connectStringSpec

RMANと補助インスタンスとの接続を確立します。補助インスタンスは、duplicateコマンドで
使用するか、または TSPITRの間に使用することができます。 10-59ページの
「connectStringSpec」を参照してください。

CONNECT TARGET
connectStringSpec ;

CONNECT CATALOG

CONNECT AUXILIARY
connectStringSpec

;
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例例例例

リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例 この例では、RMANを起動し、次に Net8サービス
名 prod1のターゲット・データベースに接続します。 

% rman nocatalog
RMAN> connect target sys/change_on_install@prod1;

リカバリ・カタログを使用して接続する例リカバリ・カタログを使用して接続する例リカバリ・カタログを使用して接続する例リカバリ・カタログを使用して接続する例 この例では、RMANを起動し、次にオペレー
ティング・システム認証機能を使用してターゲット・データベース PROD1に接続し、パス
ワード・ファイルを使用してリカバリ・カタログ・データベース RCATに接続します。 

% rman
RMAN> connect target /; connect catalog rman/rman@rcat;

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースに接続ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースに接続ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースに接続ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベース、複製データベースに接続
する例する例する例する例 この例では、3つの異なるデータベースに、それぞれユーザー名とパスワードを指
定して接続します。 

% rman
RMAN> connect target sys/sysdba@prod1;
RMAN> connect catalog rman/rman@rcat;
RMAN> connect auxiliary sys/sysdba@dupdb;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-47ページの「cmdLine」
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connectStringSpec

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ターゲット・データベース、リカバリ・カタログ・データベースまたは補助データベースに
接続するために、ユーザー名、パスワードおよびネット・サービス名を指定する副次句で
す。この接続は、ユーザーの認証とデータベースの識別のために必要です。

要件要件要件要件
� ターゲット・データベースと補助データベースの SYSDBA権限が必要です。

� リカバリ・カタログ・データベースに接続するときは、ユーザー SYSで接続しないでく
ださい。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

/ ターゲット・データベースに接続するときにユーザー IDまたはパスワードを指定しない場合、
スラッシュ（/）が、オペレーティング・システム認証機能を使用して、SYSでの接続を確立し
ます。たとえば、ターゲット・データベースに接続するには、次のように入力します。

% rman target /

注意注意注意注意 : スラッシュは ORACLE_SID環境変数に従って、どのデータベースに接続する必要がある
かを認識します。ORACLE_SIDは、補助データベースまたはターゲット・データベースのいず
れかを指し示しますが、両方同時に指し示すことはありません。スラッシュのみでは、リカバ
リ・カタロク・データベースには接続できません。

userid 指定したユーザーに対してデータベース接続を確立します。パスワードを指定しない場合、
RMANはプロンプトを表示して対話方式でパスワードを取得します。文字は端末には表示され
ません。

ターゲット・データベースに接続するときは、SYSDBA権限が必要です。ただし、リカバリ・カ
タログ・データベースに SYSで接続することはできません。 

注意注意注意注意 : 接続文字列に空白を含めることはできませんが、"/"や "@"などの文字を含めることはで
きます。 

’ userid /
password

@ net_service_name ’
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例例例例

リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例リカバリ・カタログなしで接続する例 この例では、パスワードと Net8サービス名 PROD1
を使用してターゲット・データベースに接続します。 

% rman target sys/change_on_install@prod1 nocatalog

対話方式でパスワードを入力する例対話方式でパスワードを入力する例対話方式でパスワードを入力する例対話方式でパスワードを入力する例 この例では、コマンドラインからパスワードを入力せ
ずに、ユーザー SYSでターゲット・データベースに接続します。 

% rman target sys

Recovery Manager: Release 8.1.5.0.0

target database Password:

オペレーティング・システム認証で接続する例オペレーティング・システム認証で接続する例オペレーティング・システム認証で接続する例オペレーティング・システム認証で接続する例 この例では、RMANを起動し、次にオペ
レーティング・システム認証機能を使用してターゲット・データベース PROD1に接続し、
パスワード・ファイルを使用してリカバリ・カタログ・データベース RCATに接続します。 

% rman
RMAN> connect target /
RMAN> connect catalog rman/rman@rcat

ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスに接続する例ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスに接続する例ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスに接続する例ターゲット・データベース、リカバリ・カタログおよび補助インスタンスに接続する例 こ
の例では、3つの異なるデータベースに、それぞれユーザー名、パスワードおよびサービス
名を指定して、コマンドラインから接続します。 

% rman target sys/sysdba@prod1 catalog rman/rman@rcat auxiliary sys/sysdba@dupdb

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-47ページの「cmdLine」

10-57ページの「connect」

/password パスワードを使用して指定したユーザーに対して接続を確立します。ター
ゲット・データベースがオープンされていない場合は、パスワード・ファイ
ルの存在が必要です。

@net_service_name オプションの Net8ネット・サービス名を使用してデータベースへの接続を確立します。サービ
ス名は、tnsnames.oraファイルで指定されている有効なものを使用してください。 
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copy
copy

構文構文構文構文

copy_inputfile::=

copy_option::=

COPY
copy_option

copy_inputfile TO

AUXNAME

’ filename ’
copy_option

,

( copy_inputfile TO

AUXNAME

’ filename ’
copy_option )

;

DATAFILE datafileSpec

DATAFILECOPY
’ filename ’

TAG
= ’

tag_name
’

ARCHIVELOG ’ filename ’

CURRENT CONTROLFILE

CONTROLFILECOPY
’ filename ’

TAG
= ’

tag_name
’

TAG
= ’

tag_name
’

LEVEL
=

integer

NOCHECKSUM

CHECK LOGICAL
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copy
目的目的目的目的
ファイルのイメージ・コピーを作成します。出力ファイルは常にディスクに書き込まれま
す。コピー可能なタイプのファイルは、次のとおりです。

� データ・ファイル（カレントまたはコピー）

� アーカイブ REDOログ

� 制御ファイル（カレントまたはコピー）

多くの場合、データ・ファイルのバックアップを作成するより、コピーする方が便利です。
コピー出力は、追加処理なしでも使用できます。 これに対し、バックアップ・セットを使用
可能にするには、その前に restoreコマンドを使用する必要があります。したがって、メ
ディア・リカバリは、データ・ファイル・コピー上に行うことができますが、1データ・
ファイルのみのバックアップで、しかも 1バックアップ・ピースしかない場合であっても
バックアップ・セットに直接行うことはできません。

要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内から実行します。

� copyコマンドの前に、allocate type diskオプションを少なくとも 1つ指定します。

� 増分コピーは実行できません。 

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-14ページの「イメージ・コピーの作成」

copy_option 入力ファイルまたは出力ファイル、または両方に関するオプション・パラメータを指定します。

tag tag_name 入力ファイルまたは出力ファイルのコピーのタグを指定します。

level integer 入力ファイルまたは出力ファイルのコピーをその後の増分バックアップの基
礎として使用することで、それを増分バックアップに組み込みます。一般的
には、level 0を指定します。levelオプションを指定しない場合、データ・
ファイルのコピーは増分バックアップに影響を与えません。

nochecksum ブロックに対するチェックサムを抑止します。このオプションを指定しない
場合、Oracleは各ブロックのチェックサムを計算します。RMANはコピー
をリストアするときにチェックサムを検証します。データベースですでにブ
ロック・チェックサムがメンテナンスされている場合、このフラグの効果は
ありません。
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check logical 物理的な破損チェックを通過したデータ・ブロックと索引ブロックについ
て、論理的な破損がないかどうかをテストします。たとえば、行ピースまた
は索引エントリの破損がないかどうかを調べます。 RMANは論理的な破損
を発見すると、alert.logとサーバー・セッション・トレース・ファイル
にそのブロックのログを書き込みます。

あるファイルで検出された物理的および論理的な破損の合計数が
maxcorruptの設定値以下の場合、RMANコマンドは完了し、Oracleは
V$COPY_CORRUPTIONに破損ブロック範囲を移入します。 maxcorruptを
超えている場合、コマンドはビューへの移入を行わずに終了します。

注意注意注意注意 : copyコマンドと backupコマンドの場合、maxcorruptの設定は、
ファイルが許容する物理破損と論理破損の合計数を表します。

copy_inputfile 句 入力ファイル、つまり、コピーが必要なファイルのタイプを指定します。 

datafile 
datafileSpec

1つ以上のデータ・ファイルのリストを入力ファイルとして指定します。 
10-73ページの「datafileSpec」を参照してください。

注意注意注意注意 : ファイル名を指定する場合は、それが制御ファイルにリストされてい
るカレントのデータ・ファイルの名前であることが必要です。

datafilecopy 1つ以上のデータ・ファイルのリストを入力ファイルとして指定します。
データ・ファイル・コピーを 'filename'または tag = tag_nameによって指定
します。制御ファイルにリストされているカレントのデータ・ファイル名は
使用できません。 既存のコピーは、以前の copyコマンドで作成されたコ
ピー、または外部のオペレーティング・システムのユーティリティで作成さ
れたコピーでもかまいません。 

archivelog 
'filename'

入力するアーカイブ REDOログのファイル名を指定します。アーカイブ・
ログは、Oracleアーカイブ・セッションで作成されたか、または以前の
copyコマンドで作成された可能性があります。ファイル名でアーカイブ
REDOログを指定します。

current controlfile カレントの制御ファイルを指定します。

controlfilecopy                 
'filename'

制御ファイル・コピーのファイル名を指定します。1つ以上の制御ファイ
ル・コピーを指定するために、tag = tag_nameを設定することもできます。

注意注意注意注意 : 制御ファイル・コピーは、バックアップ制御ファイルとしてマークさ
れているため、制御ファイル・コピーをマウントするには、メディア・リカ
バリが必要です。このコマンドは、ALTER DATABASE BACKUP 
CONTROLFILE TO '...'文と同じです。

to 'filename' 出力ファイル・コピーのファイル名を指定します。

to auxname 入力データ・ファイルを、以前 set auxnameコマンドで指定したファイル名にコピーするよう
に、Oracleに指定します。
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例例例例

データ・ファイルをコピーする例データ・ファイルをコピーする例データ・ファイルをコピーする例データ・ファイルをコピーする例 この例では、データ・ファイル tbs_01.fを出力ファイ
ル temp3.fに nochecksumオプションでコピーし、レベル 0のバックアップとしてマーク
します。 

run {
     allocate channel dev1 type disk;
     copy
       nochecksum 
       datafile '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f' 
         to '$ORACLE_HOME/copy/temp3.f'
       level 0;
}

制御ファイルをコピーする例制御ファイルをコピーする例制御ファイルをコピーする例制御ファイルをコピーする例 この例では、カレントの制御ファイルをコピーし、weekly_
cf_copyのタグを付けます。 

run {
     allocate channel dev1 type disk;
     copy 
       current controlfile 
         to '$ORACLE_HOME/copy/cf1.f' 
       tag = 'weekly_cf_copy';
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-25ページの「backup」
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createCatalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログとして使用するスキーマを作成します。一般的に、このスキーマはリカ
バリ・カタログ用のデータベースに作成します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� リカバリ・カタログの所有者は、RECOVERY_CATALOG_OWNERのロールのみでな
く、リカバリ・カタログ・テーブルを作成する表領域の権限も付与されている必要があ
ります。

� catalogコマンドライン・オプション（10-47ページの「cmdLine」を参照）または
connectcatalogコマンドのいずれかを使用して、RMANをリカバリ・カタログ・デー
タベースに接続する必要があります。

� リカバリ・カタログは、SYSスキーマで作成しないでください。

注意注意注意注意 : 8.1.5以前のリリースでは、リカバリ・カタログ・スキーマはリカ
バリ・カタログ・データベースに接続し、catrman.sqlスクリプトを実
行して作成します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リカバリ・カタログの作成方法は、3-2ページの「リカバリ・
カタログの作成」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RECOVERY_CATALOG_OWNERロールの詳細は、
『Oracle8i 管理者ガイド』を参照してください。

CREATE CATALOG
TABLESPACE

’
tablespace_name

’
;
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

カタログ・スキーマを作成する例カタログ・スキーマを作成する例カタログ・スキーマを作成する例カタログ・スキーマを作成する例 この例では、ユーザー RMANを作成し、RMANに
RECOVERY_CATALOG_OWNERの役割の権限を付与し、次にデータベース RCATのス
キーマ RMAN.CATTBSにリカバリ・カタログを作成します。

% sqlplus sys/change_on_install@rcat;

SQL> CREATE USER rman IDENTIFIED BY rman 
  2> DEFAULT TABLESPACE cattbs QUOTA UNLIMITED ON cattbs;
SQL> GRANT recovery_catalog_owner TO rman;
SQL> exit

% connect catalog rman/rman@rcat;
RMAN> create catalog tablespace cattbs;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-57ページの「connect」

10-53ページの「configure」

10-81ページの「dropCatalog」

10-167ページの「upgradeCatalog」

tablespace  
tablespace_name

リカバリ・カタログ・スキーマを格納する表領域を指定します。カタログの所有者は割当て権限
を付与されている必要があります。表領域を指定しない場合、RMANはリカバリ・カタログを
SYSTEM表領域に格納します。
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createScript

構文構文構文構文

CREATE SCRIPT
’

script_name
’

{

allocate

alterDatabase

backup

catalog

change

duplicate

@

@@
filename

copy

debug

EXECUTE SCRIPT
’

script_name
’

;

host

recover

release

replicate

restore

resync

send

set_run_option

shutdown

sql

startup

switch

validate

}

Recovery Managerのコマンド構文 10-67



createScript
目的目的目的目的
スクリプトを作成し、後で参照するためにリカバリ・カタログに格納します。ストアド・ス
クリプトは頻繁に実行する RMANコマンドを集めた共通リポジトリを提供します。 スクリ
プトには、runコマンドで有効なコマンドを使用してください。 スクリプトは、そのままで
は実行されません。スクリプトを実行するには、execute scriptコマンド（10-141ページの
「run」を参照）を使用します。

要件要件要件要件
次の制限事項に注意してください。

� create scriptは、RMANプロンプトから実行してください。

� リカバリ・カタログに接続している必要があります。

� runコマンドは、ストアド・スクリプト内では実行できません。runコマンドで execute 
scriptコマンドを実行すると、RMANはスクリプトの内容を runのカッコの間に入れ
ます。そのため、スクリプト内でチャネルをすでに割り当てている場合は、runコマン
ドのレベルでチャネルを割り当てないでください。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
ストアド・スクリプトで使用できる各コマンドの説明は、10-25ページの「backup」などの
該当項目を参照してください。スクリプト内で実行する場合、@@コマンドは特殊な動作を
行うことに注意してください。 execute scriptコマンドの詳細は、10-141ページの「run」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 : 3-29ページの「リカバリ・カタログへのスクリプトの格納」

script_name 指定した名前のストアド・スクリプトを作成します。 create script 'script_name' ( ...)コマンドの
カッコ内で使用できる文は、runコマンド内で使用できる内容と同じです。カッコ内の文は、
job_command_listを構成します。

注意注意注意注意 : ストアド・スクリプトを実行するには、runコマンドのカッコ内で execute scriptコマン
ドを使用します。

@filename 絶対パス名（@$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.fなど）が指定されたオペレーティング・シス
テム・ファイルに格納した一連の RMANコマンドを実行します。文字列の前後に引用符を使用
したり、@とファイル名の間に空白を残さないでください。RMANは、指定したファイルの内
容が @コマンドに代入されたかのように処理します。

注意注意注意注意 : ファイルには、完全な Recovery Managerコマンドのみが含まれている必要があります。 
ファイルに不完全なコマンドがあると、構文エラーになります。 
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例例例例

スクリプトを作成する例スクリプトを作成する例スクリプトを作成する例スクリプトを作成する例 この例では、データベースと REDOログをバックアップするス
クリプト B_WHOLE_10を作成してから実行します。 

create script b_whole_l0 {
    allocate channel d1 type disk;
    allocate channel d2 type disk;
    allocate channel d3 type disk;
    backup
        incremental level 0
        tag b_whole_l0
        filesperset 6          
        database;
    sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT';
    backup
        filesperset 20
        archivelog all
        delete input;
}

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: create script
RMAN-03023: 実行コマンド: create script
RMAN-08085: スクリプト b_whole_10を作成しました。

run { execute script b_whole_10; }

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-78ページの「deleteScript」

10-101ページの「printScript」

10-112ページの「replaceScript」

10-141ページの「run」

@@filename 一連の RMANコマンドを含んだオペレーティング・システム・ファイルの相対ファイル名
（cmd1.fなど）を指定します。@@によって指定されたコマンド・ファイルは、親スクリプトと
同じディレクトリにあるとみなされます。文字列の前後に引用符を使用したり、@@とファイル
名の間に空白を残さないでください。RMANは、指定したファイルの内容が @@コマンドに代
入されたかのように処理します。

注意注意注意注意 : ファイルには、完全な Recovery Managerコマンドのみが含まれている必要があります。
ファイルに不完全なコマンドがあると、構文エラーになります。
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crosscheck

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ディスクまたはテープに格納されたバックアップが存在しているかどうかを確認します。
バックアップとは、バックアップ・セットまたはメディア管理ソフトウェアが管理するプロ
キシ・コピーです。

crosscheckコマンドは、AVAILABLEまたは EXPIREDとマークされたバックアップのみを
チェックします。チェックは、チャネルが type diskのときはディスクのバックアップ・
ピースを調べることにより、またチャネルが type 'sbt_tape'のときはメディア・マネージャ
に問い合せることにより行われます。指定したチャネル上に作成されたバックアップのみを
処理します。

RMANは、検索できないバックアップ・ピースを削除せずに、そのリポジトリ・レコード
を EXPIREDの状態に更新します。 一部のバックアップ・ピースが、メディア・マネージャ
の構成ミスなどのために、誤って EXPIREDにマークされている場合は、ファイルが実際に
メディア・マネージャに存在していることを確認してから、crosscheck backupコマンドを
再度実行し、ファイルを AVAILABLEの状態にリストアします。

要件要件要件要件
� crosscheck backupは、RMANプロンプトから実行してください。

� crosscheckbackupを発行する前に、メンテナンス・チャネルを割り当ててください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-8ページの「RMANリポジトリのメンテナンス」

CROSSCHECK BACKUP
OF listObjList

TAG
= ’

tag_name
’

completedTimeSpec
;
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

すべてのバックアップをクロスチェックする例すべてのバックアップをクロスチェックする例すべてのバックアップをクロスチェックする例すべてのバックアップをクロスチェックする例 次の例では、ディスクにあるすべてのバッ
クアップの状態を問い合せます。例にはサンプル出力も含まれています。

RMAN> allocate channel for maintenance type disk;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル deleteが割り当てられました。 
RMAN-08500: チャネル delete: sid=15 devtype=DISK

RMAN> crosscheck backup;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: XCHECK
RMAN-03023: 実行コマンド: XCHECK
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/vobs/oracle/dbs/07a9ck4t_1_1 レコードID=7 スタンプ=3453
RMAN-08074: 相互チェックされたバックアップ・ピース: 'AVAILABLE'であることが判明しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/vobs/oracle/dbs/08a9cl23_1_1 レコードID=8 スタンプ=3453
RMAN-08074: 相互チェックされたバックアップ・ピース: 'EXPIRED'であることが判明しました。
RMAN-08517: バックアップ部分ハンドル=/vobs/oracle/dbs/09a9cl2b_1_1 レコードID=9 スタンプ=3453
RMAN-08074: 相互チェックされたバックアップ・ピース: 'AVAILABLE'であることが判明しました。

RMAN> release channel;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: release
RMAN-03023: 実行コマンド: release
RMAN-08031: チャネル deleteをリリースしました。

of listObjList 操作するオブジェクトのリストを listObjList句で指定したオブジェクト・タイプに限定します。 
オブジェクトの指定がない場合、このコマンドは database controlfile archivelog allのすべての
オブジェクトをチェックします。 10-99ページの「listObjList」を参照してください。

tag tag_name バックアップ・セットに対してタグを指定します。

completedTimeSpec バックアップ完了のための時刻範囲を指定します。 10-99ページの「completedTimeSpec」を参
照してください。
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日付範囲内でクロスチェックする例日付範囲内でクロスチェックする例日付範囲内でクロスチェックする例日付範囲内でクロスチェックする例 次の例では、datafile 3のある 6か月間の状況をメ
ディア・マネージャに問い合せます。RMANが使用している日付書式は、NLS_DATE_
FORMATパラメータに指定した 'DD-MON-YY'であることに注意してください。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
crosscheck backup of datafile 3 device type 'sbt_tape' completed between '01-JAN-98' and 
     '01-JUL-98';
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-16ページの「allocateForMaint」

10-42ページの「change」

10-90ページの「list」

10-117ページの「report」
10-72 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



datafileSpec
datafileSpec

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データ・ファイルをファイル名または絶対ファイル番号で指定する副次句です。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

ファイル名でデータ・ファイルを指定する例ファイル名でデータ・ファイルを指定する例ファイル名でデータ・ファイルを指定する例ファイル名でデータ・ファイルを指定する例 この例では、ファイル名を指定して、デー
タ・ファイル /oracle/dbs/tbs_12.fをディスクにコピーします。 

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     copy datafile '/oracle/dbs/tbs_12.f'
       to '/oracle/copy/tbs_1.copy';
}

絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指定する例絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指定する例絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指定する例絶対ファイル番号でデータ・ファイルを指定する例 この例では、ファイル番号を指定し
て、データ・ファイル /oracle/dbs/tbs_31.f をディスクにコピーします。 

RMAN> report schema;

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: report
Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f

'datafile' 絶対パスまたは相対ファイル名のいずれかでデータ・ファイルを指定します。相対ファイル名を
指定した場合、ファイル名はターゲット・データベースによってポート固有の方法で修飾されま
す。

integer データ・ファイルを絶対ファイル番号で指定します。ファイル番号は、V$DATAFILE、 
V$DATAFILE_COPYまたは V$DATAFILE_HEADERビューから取得するか、または report 
schemaコマンドの出力から取得します。

’ filename ’

integer
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2           978 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_22.df
7           500 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_13.f
8           500 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f
9           500 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_24.f
10          500 TBS_3                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_31.f

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     copy datafile 10
     to '/oracle/copy/tbs_31.copy';
}
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debug

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANのデバッグ機能をオン /オフします。 この機能の目的は RMANの問題を診断するこ
となので、この機能は、オラクル社カスタマ・サポート・センターのガイドに従って使用し
てください。

要件要件要件要件
このコマンドは、runコマンドのカッコ内、または RMANプロンプトで実行してください。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

デバッグ機能をアクティブ化する例デバッグ機能をアクティブ化する例デバッグ機能をアクティブ化する例デバッグ機能をアクティブ化する例 この例では、データ・ファイル 3のバックアップ中に
はデバッグ出力が表示されますが、データ・ファイル 4のバックアップでは表示されませ
ん。 

run {
     allocate channel c1 type disk;
     debug on;
     backup datafile 3;
     debug off;
     backup datafile 4;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-8ページの「デバッグ出力の解釈」

on デバッグ機能をアクティブ化します。

off デバッグ機能を非アクティブ化します。 

DEBUG
ON

OFF
;
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deleteExpired

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログから、EXPIREDの状態のバックアップ・セット・レコードを削除しま
す。 このコマンドは、crosscheckコマンドにより EXPIREDにマークされたバックアップ・
ピースのリカバリ・カタログ・レコードに対してのみ機能します。 バックアップ・セットの
状態データを取得するには、listコマンドを使用するか、またはリカバリ・カタログ・
ビューを検索します。

要件要件要件要件
� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

� delete expired backupは、RMANプロンプトでのみ実行可能です。

� delete expired backupの前に、allocate channel for deleteコマンドまたは allocate 
channel for maintenanceコマンドを実行してください（10-16ページの
「allocateForMaint」を参照してください）。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

注意注意注意注意 : delete expired backupコマンドを実行したときに、なんらかの理
由で EXPIREDにマークされたバックアップ・セットが存在していると、
RMANはその物理ファイルを削除します。

of listObjList オブジェクトのリストを listObjList句で指定したオブジェクト・タイプに限定します。 オブジェ
クトを指定しない場合、コマンドは database controlfile archivelog allのすべての期限切れオブ
ジェクトを削除します。 10-99ページの「listObjList」を参照してください。

tag tag_name バックアップ・セットに対してタグを指定します。

completedTimeSpec バックアップ完了のための時刻範囲を指定します。 10-99ページの「completedTimeSpec」を参
照してください。

DELETE EXPIRED BACKUP
OF listObjList

TAG
= ’

tag_name
’

completedTimeSpec
;
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例例例例

期限切れのバックアップを削除する例期限切れのバックアップを削除する例期限切れのバックアップを削除する例期限切れのバックアップを削除する例 次の例では、表領域 USER_DATAについて expired
になってから 1か月以上経過しているバックアップがあるかどうかメディア・マネージャを
チェックし、該当するカタログ・レコードを削除します。

allocate channel for delete ch1 type 'sbt_tape';
crosscheck backup of tablespace user_data completed before 'SYSDATE-31';
delete expired backup of tablespace user_data' completed before 'SYSDATE-31';
release channel;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-16ページの「allocateForMaint」

10-70ページの「crosscheck」
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deleteScript

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ストアド・スクリプトをリカバリ・カタログから削除します。

要件要件要件要件
� delete scriptは、RMANプロンプトから実行してください。

� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

スクリプトを削除する例スクリプトを削除する例スクリプトを削除する例スクリプトを削除する例 この例では、スクリプト b_whole_10を削除します。 

delete script 'b_whole_10';

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-67ページの「createScript」

10-101ページの「printScript」

10-112ページの「replaceScript」

10-141ページの「run」

script_name 指定したスクリプトを削除します。 スクリプト名は、以前の create scriptまたは replace script
コマンド（10-67ページの「createScript」を参照）で指定した名前であることが必要です。

DELETE SCRIPT
’

script_name
’

;
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deviceSpecifier

構文構文構文構文

目的目的目的目的
バックアップまたはコピーに使用する記憶装置のタイプを指定する副次句です。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

テープ・チャネルを割り当てる例テープ・チャネルを割り当てる例テープ・チャネルを割り当てる例テープ・チャネルを割り当てる例 この例では、メディア管理デバイスにメンテナンス・
チャネルを割り当てます。 

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';

ディスクにバックアップする例ディスクにバックアップする例ディスクにバックアップする例ディスクにバックアップする例 この例では、データベースをディスクにバックアップしま
す。 

run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup database;
}

disk ディスク記憶装置を指定します。

'media_device' 記憶装置として使用する順次 I/Oデバイスまたはアクセス方法を指定します。順次 I/Oデバイ
ス・タイプの構文と意味はプラットフォームによって異なります。現在、唯一使用できる値は、
sbt_tapeです。つまり、サード・パーティのテープ・サブシステム・インタフェースです。

DISK

’ media_device ’
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ディスクからテープにリストアする例ディスクからテープにリストアする例ディスクからテープにリストアする例ディスクからテープにリストアする例 この例では、ディスクとテープからのバックアップ
を使用して、データベースをリカバリします。 

run {
     allocate channel d1 type disk;
     allocate channel t1 type 'sbt_tape'
     restore database;
     recover database;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-16ページの「allocateForMaint」

10-90ページの「list」

10-111ページの「releaseForMaint」

10-117ページの「report」

10-127ページの「restore」
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dropCatalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログからスキーマを削除します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� catalogコマンドライン・オプション（「cmdLine」10-47ページを参照）または
connectcatalogコマンドのいずれかを使用して、RMANをリカバリ・カタログ・デー
タベースに接続している必要があります。

� スキーマの削除を確認するため、コマンドは 2回入力してください。

例例例例

カタログを削除する例カタログを削除する例カタログを削除する例カタログを削除する例 この例では、リカバリ・カタログからスキーマを削除します（確認
のため、コマンドを 2回入力する必要があります）。 

RMAN> drop catalog

RMAN-06435: リカバリ・カタログの所有者はrmanです。
RMAN-06436: DROP CATALOGコマンドを再入力して、カタログの削除を確認してください。
RMAN> drop catalog

警告警告警告警告 : このコマンドは、リカバリ・カタログからすべての情報を削除し
ます。リカバリ・カタログのバックアップをとっておかないと、このリカ
バリ・カタログで管理しているデータベースのバックアップは、このコマ
ンドの実行後すべて使用できなくなります。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-46ページの「リカバリ・カタログの削除」

DROP CATALOG
;
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関連項目関連項目関連項目関連項目
10-65ページの「createCatalog」

10-167ページの「upgradeCatalog」
10-82 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



duplicate
duplicate

構文構文構文構文

logSpec::=

目的目的目的目的
ターゲット・データベースのバックアップを使用して、複製データベースを作成します。複
製データベースによって、バックアップとリカバリの手順テストに安全な環境が提供されま
す。

現在、NOARCHIVELOGモードにあるデータベースを複製すると、リカバリは、noredoオ
プションで発生します。 したがって、増分バックアップが存在していると、RMANは、それ
らのバックアップのみをリカバリ中にリストアされたファイルに適用します。 
ARCHIVELOGモードにあるデータベースの場合、デフォルトでは、duplicateコマンドを
使用して、このコマンドが最後に実行されたときに生成されたアーカイブ REDOログまで
リカバリします。ただし、set until句が指定されている場合は、パラメータ設定によってリ
カバリが制限されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データベースを複製する方法は、第 7章「Recovery Manager
による複製データベースの作成」を参照してください。

DUPLICATE TARGET DATABASE TO
’

database_name
’

LOGFILE logSpec

,

NOFILENAMECHECK SKIP READONLY
;

’ filename ’

SIZE integer

K

M REUSE

GROUP integer ( ’ filename ’

,

)

SIZE integer

K

M REUSE
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要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� このコマンドでは、リカバリ・カタログを使用する必要はありません。

� 1つ以上の allocate auxiliary channelコマンドを実行した後で、duplicateコマンドを実
行してください。イメージ・コピーまたはディスクにあるバックアップから複製する場
合は、割り当てるチャネルが多いほど、複製操作が速くなります。

� ターゲット・データベースと補助インスタンスの両方に接続する必要があります。 

� 補助インスタンスは、NOMOUNTオプションで起動する必要があります。 

� ターゲット・データベースはオープンの状態である必要があります。

� ターゲット・データベースと複製データベースが同じホストにある場合は、
CONTROL_FILESパラメータを設定して、複製データベースの制御ファイルがター
ゲットの制御ファイルを上書きしないようにしてください。 パラメータの説明は、
『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

� ターゲット・データベースと複製データベースが同じホストを共有している場合は、す
べての *_PATHおよび *_DEST初期化パラメータを適切に設定して、ターゲット・デー
タベース・ファイルが複製データベース・ファイルに上書きされないようにしてくださ
い。 パラメータの説明は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照してください。

� ターゲット・データベースと複製データベースが別のホストにある場合は、次のいずれ
かの処置をとる必要があります。

– ディスク・コピーとバックアップをターゲット・ホストから複製ホストに移動し
て、再度カタログに追加すること。

– 複製ホストから、ターゲット・ホストのすべてのバックアップとコピーに、確実に
リモート・アクセスできること。

� データ・ファイルとオンライン REDOログに対して、新規ファイル名を指定するか、ま
たはターゲット・ファイル名を変換してください。ファイル名を指定しない場合、
RMANはターゲットのデータ・ファイル名を再使用します。この場合は、
nofilenamecheckを使用する必要があります。

� duplicateコマンドは、各ターゲット・ファイルの該当するバックアップまたはコピー
を自動的にリストアします。ターゲット・データ・ファイルにバックアップがない場
合、複製操作は正常に終了しません。
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

database_name 複製データベースの名前を指定します。データベース名の指定が必要な理由は、起動した新しい
データベースがマウントされていないと、データベース名を取得できないためです。名前は、複
製データベースの init.oraファイルにある名前と一致している必要があります。一致してい
ないと、Oracleは制御ファイルを作成するときにエラーを表示します。

注意注意注意注意 :  ターゲット・データベースと複製データベースに同じデータベース名を使用できます。こ
れは、RMANが複製データベースに新しい DBIDを生成するためです。

logfile logSpec オンライン REDOログを指定します。構文は、CREATE DATABASE文の LOGFILEオプション
の構文と同じです。 

logfile句を指定しない場合、RMANは LOG_FILE_NAME_CONVERTが設定されていれば、そ
れを使用します。logfileも LOG_FILE_NAME_CONVERTも指定しない場合、RMANは複製
ファイルに元のターゲット REDOログのファイル名を使用します。この場合は、
nofilenamecheckオプションを使用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 :  CREATE DATABASE文の詳細は、『Oracle8i  SQLリファレンス』を参照してくださ
い。

'filename' オンライン REDOログのファイル名を指定します。

size integer ファイルのサイズをキロバイト（K）またはメガバイト（M）で指定しま
す。ファイルがすでに存在している場合は、このパラメータを省略できま
す。

reuse Oracleが既存のファイルを再使用できます。ファイルがすでに存在してい
る場合、Oracleはそのサイズが sizeパラメータと一致しているかどうかを
検証します。ファイルが存在しない場合、Oracleはファイルを作成します。
ファイルがすでに存在している場合は、sizeパラメータを省略することがで
きます。

reuseオプションは、sizeと一緒に使用したときにのみ意味があります。
sizeパラメータを省略した場合、Oracleはファイルがすでに存在している
ものとみなします。

group integer 
('filename', ... )

1つ以上のメンバーを持つ REDOログ・グループを指定します。カッコ内に
指定したファイル名はグループのメンバーを示します。
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例例例例

新しいファイル名を手動で設定する例新しいファイル名を手動で設定する例新しいファイル名を手動で設定する例新しいファイル名を手動で設定する例 この例では、ターゲット・データベースが HOST1
にあり、ファイル構造 /oracle/dbs/*の host2の NEWDBにデータベースを複製するこ
とを想定しています。HOST1にあるファイル名は不規則にネーミングされており、またい
くつものサブ・ディレクトリに分散しているため、set newnameコマンドを使用して、一貫
性を維持するようにネーミングし直します。 duplicateコマンドは、テープに格納してある
バックアップ・セットを使用して、ターゲット・データベースを NEWDBデータベースに複
製します。

connect target;
connect catalog rman/rman@rmancat;
connect auxiliary sys/change_on_install@newdb;
run {  
    allocate auxiliary channel newdb1 type 'sbt_tape'; 
    allocate auxiliary channel newdb2 type 'sbt_tape'; 
    allocate auxiliary channel newdb3 type 'sbt_tape'; 
    allocate auxiliary channel newdb4 type 'sbt_tape'; 
    set newname for datafile 1 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_01.f'; 
    set newname for datafile 2 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_02.f'; 
    set newname for datafile 3 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_11.f'; 

nofilenamecheck 複製ファイルと同じ名前を共有するターゲット・データ・ファイルが使用されているかどうかの
チェックを RMANにさせないようにします。このオプションを指定した場合、複製操作が使用
中のデータを上書きしないかどうかを確認するのは、ユーザーの責任です。

このオプションが必要になるのは、ディスク構成、ディレクトリ構造およびファイル名がター
ゲット・データベースのホストと同じであるが、それとは別のホストに複製データベースを作成
する場合です。たとえば、HOST1の /dbsディレクトリに次の内容が存在している、小規模な
データベースを考えてください。 

/oracle/dbs/system_prod1.dbf 
/oracle/dbs/users_prod1.dbf 
/oracle/dbs/tools_prod1.dbf 
/oracle/dbs/rbs_prod1.dbf 
/oracle/dbs/users2_prod1.dbf 

HOST2にデータベースを複製する必要があるとします。また、HOST2は HOST1と同じファイ
ル・システム /oracle/dbs/ *で、かつ複製データベースには HOST1と同じファイル名を使用
する必要があるとします。この場合、nofilenamecheckを使用して、すべてのファイルの改名は
行わないでください。RMANは、別のホストを認識していないため、ファイル名のチェックが
不要であることを自動的に判断できません。

skip readonly 読取り専用の表領域にあるデータ・ファイルを複製データベースから除外します。

注意注意注意注意 : スキップした読取り専用の表領域のレコードは、DBA_TABLESPACESにまだ存在してい
ます。この機能によって、後で読取り専用の表領域をアクティブ化できます。たとえば、読取り
専用の表領域のデータをディスクではなく CD-ROMに格納し、後でその CD-ROMをマウント
してデータを参照することができます。
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    set newname for datafile 4 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_12.f'; 
    set newname for datafile 5 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_21.f'; 
    set newname for datafile 6 TO '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_data_22.f'; 
    duplicate target database to newdb logfile
      group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_1_1.f', 
               '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_1_2.f') size 200K, 
      group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_2_1.f', 
               '$ORACLE_HOME/dbs/newdb_log_2_2.f') size 200K reuse; 
}

ターゲット・ファイル名を再使用する例ターゲット・ファイル名を再使用する例ターゲット・ファイル名を再使用する例ターゲット・ファイル名を再使用する例 この例では、新しいホストにリストアすること
と、次のことを想定しています。

� ターゲット・ホストと複製ホストは同一のファイル構造です。

� 複製ファイルをターゲット・データベース・ファイルと同じ名前にします。

� リカバリ・カタログは使用しません。

� 読取り専用の表領域は複製しません。

� 複製ファイルと同じ名前のターゲット・データベースのファイルが使用中かどうかを、
RMANにチェックさせません。 

connect target
connect auxiliary sys/aux_pwd@newdb
run { 
     allocate auxiliary channel ndbnewh1 type disk; 
     allocate auxiliary channel ndbnewh2 type disk; 
     duplicate target database to ndbnewh 
     logfile 
       '$ORACLE_HOME/dbs/log_1.f' size 200K, 
       '$ORACLE_HOME/dbs/log_2.f' size 200K 
     skip readonly 
     nofilenamecheck; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-57ページの「connect」

10-61ページの「copy」

10-146ページの「set」

10-161ページの「startup」
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host

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMAN内からオペレーティング・システムのコマンドラインのサブ・シェルを呼び出しま
す。

要件要件要件要件
このコマンドは、runコマンドのカッコ内、または RMANプロンプトで実行してください。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

RMAN内でオペレーティング・システム・コピーを実行する例内でオペレーティング・システム・コピーを実行する例内でオペレーティング・システム・コピーを実行する例内でオペレーティング・システム・コピーを実行する例 この例では、データベース
を停止し、メディア・マネージャを使用してデータ・ファイル tbs_01.fのバックアップを
とり、次に UNIXコマンドを使用してディスクに同じファイルのイメージ・コピーを作成し
ます。データベースは、分裂ブロックを防ぐため、正しく停止する必要があります。 

shutdown immediate;
run {
     allocate channel ch1 type disk;
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape';
     backup datafile '$ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f' channel ch2;
     host 'cp $ORACLE_HOME/dbs/tbs_01.f $ORACLE_HOME/dbs/copy/tbs_01.f';
}

host オペレーティング・システムのコマンドを実行できるようにします。次のパラメータを使用しま
す。

� 'command'あり。この場合、RMANは指定文字列にあるコマンドを実行し、継続します。

� 'command'なし。この場合、RMANはコマンド・プロンプトを表示し、サブ・シェルの終了
後に再開します。

HOST
’ command ’

;
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コピー・ジョブでオペレーティング・システムへの切替えを行う例コピー・ジョブでオペレーティング・システムへの切替えを行う例コピー・ジョブでオペレーティング・システムへの切替えを行う例コピー・ジョブでオペレーティング・システムへの切替えを行う例 この例では、datafile3
のイメージ・コピーを作成し、UNIXプロンプトに切り替えて、コピーがディレクトリにあ
ることをチェックし、次に runジョブを再開します。 

RMAN> run {
2> allocate channel c1 type disk;
3> copy datafile 3 to 'df.3';
4> host;
5> release channel c1;
6> }

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル c1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル c1: sid=17 devtype=DISK

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: copy
RMAN-03023: 実行コマンド: copy
RMAN-08000: チャネル c1: データ・ファイル: 3をコピーしました。
RMAN-08501: 出力ファイル名=/oracle/dbs/df.3 レコードID=102 スタンプ=352745706
RMAN-03023: 実行コマンド: partial resync
RMAN-08003: リカバリ・カタログの部分再同期を開始します。
RMAN-08005: 部分再同期完了。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: host
% ls df.3
df.3
% exit
exit
RMAN-06134: ホスト・コマンドが完了しました。

RMAN-03022: コンパイル・コマンド: release
RMAN-03023: 実行コマンド: release
RMAN-08031: チャネル c1をリリースしました。
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list

構文構文構文構文

目的目的目的目的
指定したバックアップ（バックアップ・セットまたはメディア管理ソフトウェアで作成され
たプロキシ・コピーのいずれか）の詳細リストの作成、またはリカバリ・カタログまたは
ターゲット制御ファイルに記録されているイメージ・コピーの詳細リストの作成を行いま
す。 RMANは、出力を標準出力またはメッセージ・ログ（10-47ページの「cmdLine」を参
照）に記録しますが、同時に両方に記録することはしません。このコマンドは、次の内容を
リストする際に使用します。

� 指定したデータ・ファイル・リストのバックアップまたはイメージ・コピー。

� 指定した表領域リストのメンバーであるデータ・ファイルのバックアップまたはイメー
ジ・コピー。

� データベース内のすべてのバックアップ・セットまたはすべてのデータ・ファイルのイ
メージ・コピー。必要に応じて、時刻別、データ・ファイル・コピーのファイル名別、
デバイス名別、リカバリ可能性別またはタグ別に限定できます。

� 指定した名前、または指定した範囲内（あるいはその両方）のアーカイブ REDOログの
バックアップまたはコピー。

� 指定したデータベースのインカネーションまたはリカバリ・カタログが認識するすべて
のデータベースのインカネーション。

LIST

INCARNATION
OF DATABASE

’
database_name

’

BACKUP

COPY

OF listObjList

TAG
= ’

tag_name
’

completedTimeSpec

RECOVERABLE
untilClause

DEVICE TYPE deviceSpecifier

,

LIKE ’ string_pattern ’

;
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要件要件要件要件
� listは、RMANプロンプトでのみ実行できます。

� incarnationオプションには、リカバリ・カタログの使用が必要です。

� ターゲット・データベースに接続してあることが必要です。リカバリ・カタログを使用
する場合は、それに接続してあることも必要です。

� listコマンドは、DELETEDの状態のレコードを表示しません。 DELETEDの状態のレ
コードを表示するには、リカバリ・カタログ・ビューに問い合せます。 第 11章「リカバ
リ・カタログ・ビュー」を参照してください。

� 時刻、SCNまたはログ順序番号別にバックアップとコピーのリストを作成する場合は、
untilClauseではなく、completedTimeSpecを指定する必要があります。 リリース 8.1.5以
上では、untilClauseは listコマンドで使用できません。

� likeオプションは、list ... archivelogコマンドで使用できません。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

関連項目関連項目関連項目関連項目 : リストとレポートの作成方法は、第 4章「Recovery Manager
によるリストおよびレポートの生成」を参照してください。

incarnation データベースのインカネーションに関する情報を表示します。 list incarnationの出力表の列見出
しの説明は、表 10-10を参照してください。

リストには、指定したデータベース名に該当するすべてのデータベースのインカネーション・レ
コードの主キーが含まれます。 RMANが現行とみなしているインカネーションを前のインカ
ネーションに変更するには、reset databaseコマンドでこのキーを使用します。 of databaseオプ
ションを指定しない場合、このコマンドはリカバリ・カタログに登録したすべてのデータベース
をリストします。

of database 
database_name

データベースの名前を指定します。

copy データ・ファイルのコピー、アーカイブ REDOログおよびアーカイブ REDOログのイメージ・
コピーに関する情報を表示します。デフォルトでは、listはデータベースのすべてのファイルの
コピーを表示します。使用可能および使用不可のイメージ・コピーばかりでなく、リストアでき
ないコピー、または期限切れや使用不能のコピーも出力に含まれます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  list copyの出力表の列見出しの説明は、表 10-8と表 10-9を参照してください。
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backup バックアップ・セット、バックアップ・ピースおよびプロキシ・コピーに関する情報を表示しま
す。出力には、各々の一意キーが表示されます。デフォルトでは、全データベース・バックアッ
プがリストされます。出力に含まれるバックアップには、使用可能および使用不可のもの、リス
トアできないもの、期限切れまたは使用不能なものがあります。また、親の全バックアップまた
はコピーがすでにないためにリストアできない増分バックアップも出力に含まれます。 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :   list backupの出力表の列見出しの説明は、表 10-4、表 10-5、表 10-6および表 10-7
を参照してください。出力の KEY列を使用して、changeおよび delete expired backupsetコマ
ンドで使用できる主キーを取得できます。

of listObjList 操作するオブジェクトのリストを listObjList句で指定したオブジェクト・タイプに限定します。 
10-99ページの「listObjList」を参照してください。オブジェクトを指定しない場合、listはデ
フォルトの of databaseになります。

completedTimeSpec バックアップ完了のための時刻範囲を指定します。 10-51ページの「completedTimeSpec」を参
照してください。

tag tag_name コピーまたはバックアップのタグを指定して、データ・ファイルのコピーとバックアップを限定
します。tagを指定した場合は、指定したタグのコピーまたはバックアップのみがリストされま
す。

recoverable 使用可能であり、リストア操作で使用できると思われる、データ・ファイルのバックアップまた
はコピーのみを指定します。 リストア操作で使用するためには、バックアップは次の 2つの基準
を満たす必要があります。

� 増分バックアップの場合は、この増分バックアップを適用できる、有効な親バックアップの
存在が必要です。

� バックアップが以前のインカネーションの場合は、そのインカネーション内のファイルに、
その後変更が行われていないことが必要です。つまり、ファイルはオフラインである必要が
あり、そのインカネーション内で再びオンラインになっていないことが必要です。

untilClause 終了時刻、SCNまたはログ順序番号を指定します。 10-165ページの
「untilClause」を参照してください。

device type 
deviceSpecifier

指定のデバイス・タイプのいずれかにあるバックアップ・セットのみをリストします（10-79
ページの「deviceSpecifier」を参照してください）。指定しない場合は、使用可能なバックアッ
プ・セットがすべてリストされます。このオプションは、list backupsetコマンドのみに適用さ
れます。

like string_pattern ファイル名パターンを指定して、データ・ファイル・コピーを限定します。パターンには、
Oracleのパターン照合文字である '%'および '_'が使用できます。RMANは、パターンに一致す
る名前のファイルのみをリストします。

注意注意注意注意 : likeオプションは、list ... archivelogコマンドで使用できません。
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List Output
表 10-4に、出力に表示される状態情報を示します。

 

表表表表 10-4   バックアップ・セットのリストバックアップ・セットのリストバックアップ・セットのリストバックアップ・セットのリスト （１（１（１（１ / ２ページ）２ページ）２ページ）２ページ）

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

KEY このバックアップを識別する一意のキー。 

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログのかわりにターゲット・データベース制
御ファイルを使用する場合、このフィールドはターゲット・データ
ベース制御ファイル内でこのバックアップ・セットを指定する一意
の識別子になります（リカバリ・カタログを使用しないときに識別
子の役割をする RECIDと同じです）。 このキーを change... 
backupset文で使用し、バックアップ・セットの状態を変更します。

RECID STAMP列と結合することで、ターゲット・データベース制御ファイ
ル内でこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。
新規制御ファイル・レコードが旧レコードで使用していたスペース
を使用している場合、RECIDは無効になります。 したがって、
resyncコマンドを頻繁に発行して、新規レコードを早い機会にリカ
バリ・カタログにコピーしてください。 

STAMP RECID列と結合すると、ターゲット・データベース制御ファイル内
でこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。 

LV バックアップのレベル。非増分の場合は NULL、増分の場合はレベ
ル 0-4です。 

SET STAMP SET COUNT列と結合すると、ターゲット・データベース制御ファ
イル内でこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなりま
す。V$BACKUP_SET、 V$BACKUP_PIECE、V$BACKUP_
DATAFILEおよび V$BACKUP_REDOLOGビューで制御ファイル・
レコードにアクセスするために、これらの値を使用します。 

SET STAMPの値は、制御ファイルでも（リカバリ・カタログを使用
しないとき）、リカバリ・カタログを使用するときでも、有効です。
SET STAMPの値は 2値キーの一部であるため、ユーザーが入力する
ことはありません。オラクル社カスタマ・サポート・センターは、
リカバリ・カタログが存在せず、制御ファイル・レコードも消失し
ている状態で、使用中のデータベースのリカバリが必要となった場
合に、この値を必要とします。

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。
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SET COUNT SET STAMP列と結合すると、ターゲット・データベース制御ファイ
ル内でこのバックアップ・セットを識別する一意のキーとなります。
V$BACKUP_SET、 V$BACKUP_PIECE、V$BACKUP_DATAFILEお
よび V$BACKUP_REDOLOGビューで制御ファイル・レコードにア
クセスするために、これらの値を使用します。 

SET COUNTの値は、制御ファイルでも（リカバリ・カタログを使
用しないとき）、リカバリ・カタログを使用するときでも、常に有効
です。SET COUNTの値は 2値キーの一部であるため、ユーザーが
入力することはありません。オラクル社カスタマ・サポート・セン
ターは、リカバリ・カタログが存在せず、制御ファイル・レコード
も消失している状態で、使用中のデータベースのリカバリが必要と
なった場合に、この値を必要とします。 

COMPLETION TIME  バックアップ・セットをとった日付と時刻。このフィールドの書式
は、NLS_LANGと NLS_DATE_FORMATの環境設定によって変わ
ります。 

表表表表 10-5   バックアップ・ピースのリストバックアップ・ピースのリストバックアップ・ピースのリストバックアップ・ピースのリスト

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

KEY リカバリ・カタログまたはターゲット・データベース制御ファイル
にあるバックアップ・ピースの一意の識別子。

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログおよび制御ファイルにある KEYの値は異
なります。

PC# バックアップ・セットにあるバックアップ・ピースのピース番号。 

CP# 削除済のバックアップにあるバックアップ・ピースのコピー番号。
たとえば、set duplex = 4の場合、CP#は 1から 4の範囲です。 

注意注意注意注意 :  バックアップが二重化されていない場合、CP#は 1です。

STATUS バックアップ・ピースの状態。状態は、AVAILABLE、
UNAVAILABLEまたは EXPIREDのいずれかです（各状態の説明
は、changeコマンドを参照してください）。

COMPLETION TIME ピースを作成した日付と時刻。

PIECE NAME バックアップ・ピースの名前。

表表表表 10-4   バックアップ・セットのリストバックアップ・セットのリストバックアップ・セットのリストバックアップ・セットのリスト （２（２（２（２ / ２ページ）２ページ）２ページ）２ページ）
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表表表表 10-6  制御ファイルに組み込んだ内容制御ファイルに組み込んだ内容制御ファイルに組み込んだ内容制御ファイルに組み込んだ内容

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

CKP SCN バックアップ制御ファイルのチェックポイント SCN。指定した SCN
より前に REDOレコードに記録されたデータベース変更はすべて、
制御ファイルに反映されます。 

CKP TIME バックアップ制御ファイルのチェックポイントの時刻。指定した時
刻より前に REDOレコードに記録されたデータベース変更はすべ
て、制御ファイルに反映されます。 

表表表表 10-7   データ・ファイルに含まれている内容のリストデータ・ファイルに含まれている内容のリストデータ・ファイルに含まれている内容のリストデータ・ファイルに含まれている内容のリスト

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

FILE  バックアップされたファイルの数。

NAME ファイルがこのバックアップ・セットからリストアされ、かつ set 
newnameコマンド（10-151ページの「set_run_option」を参照）が
なかった場合に、このファイルがリストアされる位置。 

LV バックアップのレベル。非増分の場合は NULL、増分の場合はレベ
ル 0-4です。 

TYPE バックアップが FULLか INCR（増分）かを示します。

CKP SCN データ・ファイルをバックアップした時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。SCNより前のデータベース変更はすべて、ファ
イルに書き込まれます。指定した SCN以降の変更はファイルに書き
込まれません。

CKP TIME データ・ファイルをバックアップした時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。時刻より前のデータベース変更はすべて、ファ
イルに書き込まれます。指定した時刻以降の変更はファイルに書き
込まれません。
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表表表表 10-8   データ・ファイル・コピーのリストデータ・ファイル・コピーのリストデータ・ファイル・コピーのリストデータ・ファイル・コピーのリスト

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

KEY データ・ファイル・コピーを指す一意の識別子。 changeコマンドで
この値を使用して、データ・ファイル・コピーの状態を変更します。 

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログおよび制御ファイルにある KEYの値は異
なります。

FILE コピー元のデータ・ファイルのファイル番号。 

S バックアップ・ピースの状態。状態は、AVAILABLE、
UNAVAILABLEまたは EXPIREDのいずれかです（各状態の説明
は、changeコマンドを参照してください）。 

COMPLETION TIME コピーを取った日付と時刻。このフィールドの書式は、NLS_LANG
および NLS_DATE_FORMATの環境変数によって変わります。 

CKP SCN データ・ファイルのコピーを取った時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。SCNより前のデータベース変更は、すべてこの
ファイルに書き込まれます。 

CKP TIME データ・ファイルのコピーを取った時点のデータ・ファイルの
チェックポイント。この時刻より前のデータベース変更は、すべて
このファイルに書き込まれます。 

NAME データ・ファイル・コピーのファイル名。

表表表表 10-9   アーカイブ・ログ・コピーのリストアーカイブ・ログ・コピーのリストアーカイブ・ログ・コピーのリストアーカイブ・ログ・コピーのリスト

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

KEY アーカイブ REDOログ・コピーの一意の識別子。 changeコマンドで
この値を使用して、コピーの状態を変更します。 

注意注意注意注意 : リカバリ・カタログおよび制御ファイルにある KEYの値は異
なります。

THRD REDOログのスレッド番号。

SEQ ログ順序番号。 

COMPLETION TIME コピーを取った日付と時刻。このフィールドの書式は、NLS_LANG
および NLS_DATE_FORMATの環境変数によって変わります。 

NAME アーカイブ REDOログ・コピーのファイル名。
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例例例例

コピーのリストを作成する例コピーのリストを作成する例コピーのリストを作成する例コピーのリストを作成する例 次の例では、リカバリ・カタログに記録されたデータ・ファ
イル・コピーとアーカイブ REDOログをリストします。

list copy of database archivelog all;

List of Datafile Copies
Key     File S Completion time Ckp SCN    Ckp time    Name
------- ---- - --------------- ---------- ----------  ------
1262    1    A 18-AUG-98       219859     14-AUG-98   /vobs/oracle/dbs/copy/tbs_01.f
 
List of Archived Log Copies
Key     Thrd Seq     S Completion time Name
------- ---- ------- - --------------- ------------------------------------
789     1    1       A 14-JUL-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_1.arc
790     1    2       A 11-AUG-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_2.arc
791     1    3       A 12-AUG-98       /vobs/oracle/work/arc_dest/arcr_1_3.arc

表表表表 10-10   データベースのインカネーションのリストデータベースのインカネーションのリストデータベースのインカネーションのリストデータベースのインカネーションのリスト

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

DB KEY INC KEYと結合して、RMANがリカバリ・カタログのデータベー
スのインカネーションを識別する一意のキー。 このキーを使用して
データベースの登録解除をします。つまり、そのデータベースに関
連するすべての行をリカバリ・カタログから削除します。 

INC KEY DB KEYと結合して、RMANがリカバリ・カタログのデータベース
のインカネーションを識別する一意のキー。 最新の RESETLOGS以
前の時点にデータベースをリカバリする必要がある場合に使用する
reset database to incarnationコマンドでこのキーを使用します。 

DB NAME DB_NAMEパラメータにリストされたデータベース名。

DB ID データベース作成時に Oracleが自動的に生成するデータベース識別
番号。

CUR インカネーションがデータベースのカレントのインカネーションで
あるかどうかを示します。

RESET SCN インカネーションが作成されたときの SCN。

RESET TIME インカネーションが作成された時刻。
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バックアップのリストを作成する例バックアップのリストを作成する例バックアップのリストを作成する例バックアップのリストを作成する例 次の例では、リカバリ・カタログに記録された 2つの
データ・ファイルのバックアップをリストします。

list backup of datafile '/oracle/dbs/tbs_01.f', '/oracle/dbs/tbs_02.f';

List of Backup Sets
Key     Recid      Stamp      LV Set Stamp  Set Count  Completion Time
------- ---------- ---------- -- ---------- ---------- ----------------------
1174    12         341344528  0  341344502  16         14-SEP-98

List of Backup Pieces
Key     Pc# Cp# Status     Completion Time    Piece Name
------- --- --- ---------- ------------------ -----------------------------
1176    1   1   AVAILABLE  14-AUG-98          /vobs/oracle/dbs/0ga5h07m_1_1
 
Controlfile Included
Ckp SCN    Ckp time
---------- ---------------
219857     14-AUG-98
 
List of Datafiles Included
File Name                                  LV Type Ckp SCN    Ckp Time
---- ------------------------------------- -- ---- ---------- -------------
1    /oracle/dbs/tbs_01.f                  0  Full 199843     14-AUG-98
2    /oracle/dbs/tbs_02.f                  0  Full 199843     14-AUG-98

データベース・インカネーションのリストを作成する例データベース・インカネーションのリストを作成する例データベース・インカネーションのリストを作成する例データベース・インカネーションのリストを作成する例 次の例では、リカバリ・カタログ
に記録されたすべてのデータベースのインカネーションをリストします。

list incarnation;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-70ページの「crosscheck」

10-99ページの「listObjList」

10-117ページの「report」

10-169ページの「validate」
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構文構文構文構文

目的目的目的目的
データベース・ファイルおよび REDOログの指定に使用します。

要件要件要件要件
この句は、次のコマンドで使用します。

� list

� crosscheck

� deleteExpired

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

datafile 
datafileSpec

ファイル番号に対応するファイル名でデータ・ファイルを指定します。この句では、データ・
ファイルの少なくとも 1つが含まれているデータ・ファイル・イメージ・コピーまたはバック
アップ・セットを指定します。 10-73ページの「datafileSpec」を参照してください。

tablespace  
tablespace_name

表領域名を指定します。この句では、指定した表領域からのデータ・ファイルの少なくとも 1つ
が含まれているデータ・ファイル・イメージ・コピーまたはバックアップ・セットを指定しま
す。

DATAFILE datafileSpec

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

archivelogRecordSpecifier

DATABASE
SKIP TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,

CONTROLFILE
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例例例例

データ・ファイル・コピーのリストを作成する例データ・ファイル・コピーのリストを作成する例データ・ファイル・コピーのリストを作成する例データ・ファイル・コピーのリストを作成する例 次のコマンドは、データベースにある全
ファイルのイメージ・コピーを、TEMP表領域をスキップして、リストします。

list copy of database skip tablespace temp;

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログをクロスチェックする例ログをクロスチェックする例ログをクロスチェックする例ログをクロスチェックする例 次の例では、最近 90日間に作成したアー
カイブ REDOログ・バックアップ・セットの状態について、メディア・マネージャに問い
合せます。

allocate channel for maintenance type 'sbt_tape';
crosscheck 
   backup
   of archivelog 
   from time 'SYSDATE-90';
release channel;

期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットを削除する例期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットを削除する例期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットを削除する例期限切れになった制御ファイル・バックアップ・セットを削除する例 次の例では、制御
ファイルの期限切れになったバックアップを削除します。

delete expired backup of controlfile;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-21ページの「archivelogRecordSpecifier」

10-70ページの「crosscheck」

10-73ページの「datafileSpec」

10-76ページの「deleteExpired」

10-90ページの「list」

archivelogRecord- 
Specifier

アーカイブ REDOログの範囲を指定します。 10-21ページの「archivelogRecordSpecifier」を参
照してください。

database 現行データベースの全ファイルのバックアップ・セットまたはイメージ・コピーを指定します。 

skip tablespace     
tablespace_name

databaseから指定した表領域を除外します。

controlfile カレントの制御ファイルを指定します。
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printScript

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ストアド・スクリプトを標準出力または RMANメッセージ・ログに出力します。コマンド
ラインにログ・ファイル名と log引数を指定します。この引数を指定しない場合、Recovery 
Managerはメッセージ出力を標準出力に書き出します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトで実行してください。

� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

注意注意注意注意 :  RC_STORED_SCRIPT_LINEリカバリ・カタログ・ビューへの問
合せによっても、ストアド・スクリプトの各行を表示できます。

script_name 指定した名前のストアド・スクリプトを標準出力またはメッセージ・ログに出力します。すべて
のストアド・スクリプトのリストを取得するには、SQL*Plusを使用してカタログ所有者でリカバ
リ・カタログに接続し、次の問合せを発行します。

select * from rc_stored_script;

注意注意注意注意 : ストアド・スクリプトを実行するには、runコマンドのカッコ内の execute scriptを使用し
ます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RC_STORED_SCRIPTの詳細は、11-27ページの「RC_STORED_SCRIPT」を参照して
ください。

PRINT SCRIPT
’

script_name
’

;
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例例例例

スクリプトをメッセージ・ログに出力する例スクリプトをメッセージ・ログに出力する例スクリプトをメッセージ・ログに出力する例スクリプトをメッセージ・ログに出力する例 この例では、ターゲット・データベース
PROD1とリカバリ・カタログ・データベース RCATに接続し、RMANログをメッセージ・
ログ・ファイルに出力するように指示します。その後で backup_dbスクリプトを作成し、
それを rman_logに出力します。最後にスクリプトを実行します。

rman target sys/change_on_install@prod1 catalog rman/rman@rcat log rman_log
create script backup_db {
       allocate channel d1 type disk;
       backup database;
}
print script backup_db;

run{ execute script backup_db;};

スクリプトを画面に表示するスクリプトを画面に表示するスクリプトを画面に表示するスクリプトを画面に表示する この例では、ストアド・スクリプトを画面に表示します。

print script tbs1_b;

RMAN-03027: 保管されたスクリプト: tbs1_bを印刷しています
{
allocate channel ch1 type disk;
backup tablespace tbs1;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-47ページの「cmdLine」

10-67ページの「createScript」

10-78ページの「deleteScript」

10-141ページの「run」
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recover

構文構文構文構文

目的目的目的目的
１つ以上のリストアしたデータ・ファイルに、REDOログまたは増分バックアップを適用し
て、その内容を特定時点の状態に更新します。 

RMANは、オンライン REDOログを使用して、メディア・リカバリの実行に必要に応じて
アーカイブ REDOログのバックアップ・セットをリストアします。 RMANは、最初に元の
アーカイブ・ログまたはイメージ・コピーを検索し、使用できるものがない場合は、バック
アップをリストアします。

RMANが増分バックアップの適用か REDOの適用かを選択できる場合は、常に増分バック
アップを選択します。オーバーラップしたレベルの増分バックアップが使用できる場合、
RMANは自動的に最長期間にわたる増分バックアップを選択します。

注意注意注意注意 : RMANで増分バックアップを使用する場合は、NOLOGGINGオ
プションで作成したオブジェクトへの変更内容をリカバリします。 アーカ
イブ REDOログをデータ・ファイルに適用しても、変更内容はリカバリ
されません。

RECOVER

DATABASE

untilClause

untilClause
SKIP

FOREVER
TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

DATAFILE datafileSpec

,

DELETE ARCHIVELOG

CHECK READONLY

NOREDO

CHECK LOGICAL

,

;
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要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� リカバリ・カタログなしでこのコマンドを使用できますが、制御ファイルのリカバリが
不必要な場合に限ります。RMANは、リカバリ・カタログまたはターゲット・データ
ベース制御ファイルのいずれかがなければ操作できません。

� データ・ファイルおよび表領域のリカバリの場合は、ターゲット・データベースのマウ
ントが必要です。そのデータベースがオープンされている場合は、リカバリするデー
タ・ファイルまたは表領域はオフラインにしてください。データベースのリカバリの場
合は、そのデータベースをマウントしておく必要がありますが、オープンはしないでく
ださい。

� アーカイブ REDOログまたは増分データ・ファイルのバックアップ・セットをリストア
する必要がある場合は、recoverに先行して、allocate channelコマンドを少なくとも 1
回実行しておく必要があります。

� リストアが必要なバックアップに適切なタイプのデバイスを割り当ててください。適切
なタイプのデバイスが使用できない場合、recoverコマンドは正常に実行されません。

� リカバリするか増分バックアップを適用できるのは、カレントのデータ・ファイルのみ
です。

� 特定の時点までリカバリする場合は、restoreおよび recoverコマンドの両方の前に、set 
until コマンドの入力が必要です。 restoreの後で、かつ recoverの前に set untilコマン
ドを指定した場合、リストアされたファイルのタイムスタンプは指定した時刻の後にな
るため、必要な時刻までのデータベースへのメディア・リカバリは実行できない場合が
あります。

� recover databaseコマンドは、リカバリされる時点でNORMALモードでオフラインに
されているか、または読取り専用であるファイルのリカバリは行いません。RMANは、
NORMALモードでオフラインにされたファイルをそれ以上のチェックはしないで、除
外します。check readonlyの指定がある場合、RMANはディスク上の各読取り専用
ファイルをチェックして、指定した時点ですでに現行のファイルになっていることを確
認します。check readonlyの指定がない場合、RMANは読取り専用ファイルを処理し
ません。

� 不完全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は、
RESETLOGSオプションでオープンしてください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : データ・ファイルのリカバリ方法は、第 6章「Recovery 
Managerによるリストアとリカバリ」を参照してください。
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

database データベース全体のリカバリを指定します。オプションの untilClauseを指定して、指定の条件
に達したときにリカバリを停止させることができます。

untilClause recoverに対して現行以外の時刻、SCNまたはログ順序番号を指定します。 10-165ページの
「untilClause」を参照してください。

skip [ forever ] 
tablespace  
tablespace_name

リカバリの必要がない表領域をリストします。一時データのみがある表領域のリカバリを行わな
いようにしたり、いくつかの表領域のリカバリを延期したりするのに役立ちます。skip句は、
メディア・リカバリ開始前に、指定された表領域にあるデータ・ファイルをオフラインにしま
す。これらのファイルは、メディア・リカバリが完了した後もオフラインのままです。

不完全リカバリを実行する場合、skipは使用できません。かわりに、skip foreverを使用するこ
とによって、RESETLOGSオプションによってデータベースをオープンした後スキップした表領
域を削除します。skip forever句を使用すると、RMANは、DROPオプションを使用してデー
タ・ファイルをオフラインにします。 skip foreverは、指定した表領域がデータベースのオープ
ン後に削除される場合に限り使用してください。

tablespace  
tablespace_name

tablespace_nameで表領域を指定します。

datafile 
datafileSpec

リカバリする 1つ以上のデータ・ファイルをリストして指定します。 引用符付き文字列を使用し
たファイル名または integerを使用した絶対データ・ファイル番号で、データ・ファイルを指定
します（10-73ページを「datafileSpec」を参照してください）。 

RMANメタデータのリポジトリとして制御ファイルのみを使用している場合、ファイル名は制
御ファイルで認識されているデータ・ファイルの名前にする必要があります。 

リカバリ・カタログを使用している場合、データ・ファイルのファイル名はカタログに記録され
た最新の名前にする必要があります。たとえば、データ・ファイルが制御ファイルで改名された
とします。データベースは、カタログを再同期化する前にクラッシュします。 この場合、recover
コマンドでは、データ・ファイルの古い名前を指定してください。この名前がカタログに記録さ
れているためです。

delete archivelog 不要になったリストア済のアーカイブ・ログを削除します。RMANは、restoreコマンドの開始
前にディスク上に存在していたアーカイブ・ログは削除しません。

check readonly 読取り専用ファイルのヘッダーをチェックして、それらをリカバリから除外する前に、現行ファ
イルであることを確認します。 

noredo REDOログの適用を抑止します。増分バックアップのみを適用します。このオプションは、増分
バックアップを使用して NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースをリカバリし
ます。NOARCHIVELOGモードで運用されているデータベースのリカバリのときに noredoを
指定しない場合、Oracleはリカバリを完了できず、エラー・メッセージを発行します。
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例例例例

オープン状態のデータベースで表領域をリカバリする例オープン状態のデータベースで表領域をリカバリする例オープン状態のデータベースで表領域をリカバリする例オープン状態のデータベースで表領域をリカバリする例 次の例では、表領域 TBS_1をオフ
ラインにし、それをリストアおよびリカバリしてから、オンラインに戻します。

run {  
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE"; 
     restore tablespace tbs_1; 
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE"; 
} 

新しい位置にリストアしたデータ・ファイルをリカバリする例新しい位置にリストアしたデータ・ファイルをリカバリする例新しい位置にリストアしたデータ・ファイルをリカバリする例新しい位置にリストアしたデータ・ファイルをリカバリする例 次の例では、ディスク上の
データ・ファイル・コピーおよびテープのバックアップを使用するために 1つのディスク・
チャネルと 1つのメディア管理チャネルを割り当て、表領域 TBS_1にあるデータ・ファイル
の 1つを別の位置にリストアします。 

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE";  
     set newname for datafile 'disk7/oracle/tbs11.f' 
       to 'disk9/oracle/tbs11.f';  
     restore tablespace tbs_1;  
     switch datafile all;  
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE";  
}  

バックアップ制御ファイルを使用して不完全リカバリを実行する例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実行する例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実行する例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実行する例 ディスク・クラッシュ
のためにデータベースおよびアーカイブ REDOログ 1234の両方が消失したとします。増分
バックアップを取っていないため、使用可能なアーカイブ REDOログでデータベースのリ
カバリが必要です。表領域 READONLY1は、ログ 1234以降に変更がなかったため、リスト
アの必要はありません。

run {  
     # Recover database until log sequence 1234 
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     set until logseq 1234 thread 1; 
     restore controlfile to '/vobs/oracle/dbs/cf1.f' ;  
     # Because you specified a restore destination, you must manually replicate the
     # control file. The restore command replicates automatically when no destination is
     # specified.
     replicate controlfile from '/vobs/oracle/dbs/cf1.f';
     alter database mount;
     restore database skip tablespace temp1, readonly1;
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     recover database skip forever tablespace temp1;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
     sql "DROP TABLESPACE temp1";
     sql "CREATE TABLESPACE temp1 DATAFILE '/vobs/oracle/dbs/temp1.f' SIZE 10M";
     release channel dev1;  
     release channel dev2;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-151ページの「set_run_option」

10-127ページの「restore」

10-165ページの「untilClause」
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register

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ターゲット・データベースをリカバリ・カタログに登録し、RMANがアクセスできるよう
にします。RMANは、ターゲット・データベースの登録に必要な情報をターゲット・デー
タベース自体から取得します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� データベースは、指定のリカバリ・カタログに 1回のみ登録できます。

� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

� ターゲット・データベースはマウントしておく必要があります。

� RMANが同一のデータベース識別子を検出すると、register databaseコマンドはエラー
になります。この状況になるのは、データベースを作成するのに duplicateコマンドを
使用しないで既存のデータベースからファイルをコピーしたときです。 

この障害が発生した場合、他のユーザーのスキーマで、別のユーザー IDを使用して
create catalog（10-65ページの「createCatalog」を参照）を実行することにより、別の
リカバリ・カタログを作成できます。その後に、新しいスキーマにある、新たに作成さ
れたリカバリ・カタログに同一のデータベース識別子を付けたデータベースを登録しま
す。

注意注意注意注意 : データベースで RESETLOGSオプションを実行し、その後にデー
タベースをリカバリ・カタログに登録する場合、カタログでは、古いイン
カネーションの DB_NAMEを UNKNOWNとして記録します。これは、
古いインカネーションが以前に登録されていないためです。 これらのレ
コードは削除しないでください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 3-9ページの「リカバリ・カタログへのターゲット・データ
ベースの登録」

REGISTER DATABASE ;
10-108 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



register
 

例例例例

データベースを登録する例データベースを登録する例データベースを登録する例データベースを登録する例 この例では、ターゲット・データベースを登録し、既存のデー
タ・ファイル・コピーをカタログし、次にデータベースを使用するためにオープンします。

connect target / catalog rman/rman@rcat;
startup mount;
register database;
catalog datafilecopy '/vobs/oracle/dbs/foo.f';
sql 'alter database open';

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-39ページの「catalog」

10-83ページの「duplicate」

注意注意注意注意 : 同じデータベース名と識別子を持つ異なるターゲット・データ
ベースを RMANで使用する場合は、RMANの起動時に必ず正しいリカバ
リ・カタログのスキーマを指定するように最大限の注意を払う必要があり
ます。
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release

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ターゲット・データベース・インスタンスに接続した状態で、チャネルを解放します。 
allocatechannelコマンドで使用した識別子と同じ識別子を付けて、チャネル名を指定して
ください。 このコマンドはオプションです。RMANは、runコマンドが終了すると、割り当
てられていたすべてのチャネルを自動的に解放します。

要件要件要件要件
このコマンドは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

チャネルを解放する例チャネルを解放する例チャネルを解放する例チャネルを解放する例 この例では、テープに datafile1の複製バックアップ・セットを
3組作成し、次にテープ・チャネルを解放します。次に、RMANはディスクに datafile 
2の複製バックアップを 3組作成してからディスク・チャネルを解放します。

run {
     set duplex=3;
     allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
     allocate channel ch2 type disk;
     backup channel ch1 datafile 1;
     release channel ch1;
     backup datafile 2;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

channel_id allocatechannelコマンドで使用するチャネル IDを指定します。

RELEASE CHANNEL
’

channel_id
’

;
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releaseForMaint

構文構文構文構文

目的目的目的目的
allocate channelコマンドの for deleteまたは for maintenanceオプションで指定された順
次 I/Oデバイスを解放します。 メンテナンス・チャネルは runコマンド内で発行される
allocate channelおよび release channelコマンドに影響されないという点に注意してくださ
い。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� メンテナンス・チャネルを解放するためには、それが割当て済であることが必要です。

例例例例

削除操作後にメンテナンス・チャネルを解放する例削除操作後にメンテナンス・チャネルを解放する例削除操作後にメンテナンス・チャネルを解放する例削除操作後にメンテナンス・チャネルを解放する例 この例では、メディア・マネージャに
メンテナンス・チャネルを割り当て、次に解放します。

allocate channel for delete type 'sbt_tape';
change backuppiece 100 delete;
run {
     allocate channel ch1 type disk;
     backup datafile 1;
     release channel ch1; # releases run channel
}
release channel; # releases maintenance channel

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-16ページの「allocateForMaint」

RELEASE CHANNEL ;
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replaceScript

構文構文構文構文

REPLACE SCRIPT
’

script_name
’

{

allocate

alterDatabase

backup

catalog

change

duplicate

@

@@
filename

copy

debug

EXECUTE SCRIPT
’

script_name
’

;

host

recover

release

replicate

restore

resync

send

set_run_option

shutdown

sql

startup

switch

validate

}
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目的目的目的目的
リカバリ・カタログに格納されている既存のスクリプトを置換します。既存のスクリプトが
ない場合は、replace scriptによりスクリプトが作成されます。

ストアド・スクリプト機能は、主として、実行頻度が高い RMANコマンドを集めた共通リ
ポジトリを提供します。 スクリプトには、runコマンド内で有効なコマンドを使用してくだ
さい。 スクリプトは、そのままでは実行されません。実行するには、execute scriptコマンド
（10-141ページの「run」を参照）を使用します。

要件要件要件要件
� replace scriptは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� ストアド・スクリプトで使用できる各コマンドの説明は、10-25ページの
「backup」などの該当の項目を参照してください。 

� @および @@引数の詳細は、10-67ページの「createScript」を参照してく
ださい。 

� execute scriptコマンドの詳細は、10-141ページの「run」を参照してくだ
さい。

replace script     
script_name

指定したストアド・スクリプトを新しいコマンドに置き換えます。 replace script 'filename' ( ...)
コマンドのカッコ内で使用できる文は、runコマンド内で使用できる文と同じです。 

すべてのストアド・スクリプトのリストを取得するには、SQL*Plusを使用してリカバリ・カタ
ログ・データベースにカタログ所有者で接続し、次の問合せを発行します。

select * from rc_stored_script;

注意注意注意注意 : スクリプトを実行するには、runコマンドのカッコ内で execute scriptを発行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : RC_STORED_SCRIPTの詳細は、11-27ページの「RC_STORED_SCRIPT」を参照し
てください。
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例例例例

スクリプトを置換する例スクリプトを置換する例スクリプトを置換する例スクリプトを置換する例 この例では、backup_fullという名称のスクリプトを作成し、
それを別のスクリプトに置換してから実行します。 

create script backup_full {
   allocate channel ch1 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel ch2 type 'SBT_TAPE';
   allocate channel ch3 type 'SBT_TAPE';
   backup database;
}
replace script backup_full {
   allocate channel ch1 type disk;
   backup database;
}
run { execute script backup_full; }

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-67ページの「createScript」

10-78ページの「deleteScript」

10-101ページの「printScript」

10-141ページの「run」
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replicate

構文構文構文構文

目的目的目的目的
制御ファイルをターゲット・データベースの CONTROL_FILES初期化パラメータで指定し
た位置にコピーします。

制御ファイルのリストア後、replicate controlfile文を使用してデータベースをマウントする
準備をします。 この操作は、複数の copy controlfile文を実行する場合と同じです。 

要件要件要件要件
� replicate controlfileは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� type diskオプションを指定した allocate channel文を replicate controlfile文の前に少な
くとも 1回は実行する必要があります。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

注意注意注意注意 : restoreコマンドは、リストア先の指定がない場合、すべての
CONTROL_FILESの位置に制御ファイルを自動的にレプリケートします。

'filename' レプリケートされる制御ファイルの位置を指定します。たとえば、制御ファイルのバックアップ
を /oracle/temp/cf.bakにリストアする場合は、replicateコマンドにもこのファイル名を指
定します。

REPLICATE CONTROLFILE FROM ’ filename ’ ;
Recovery Managerのコマンド構文 10-115



replicate
例例例例

リストアした制御ファイルをレプリケートする例リストアした制御ファイルをレプリケートする例リストアした制御ファイルをレプリケートする例リストアした制御ファイルをレプリケートする例 この例では、制御ファイルをリストア
し、次にそれをレプリケートします。

startup nomount;
run {
     set until time 'Jun 18 1998 16:32:36';
     allocate channel ch1 type disk;
     # restore a backup controlfile to a temporary location.
     restore controlfile to '/tmp/cf.tmp';
     replicate controlfile from '/tmp/cf.tmp'; 
     startup force mount; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-61ページの「copy」

10-127ページの「restore」
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Recovery Managerのコマンド構文 10-117

report

構文構文構文構文

atClause::=

reportObject::=

REPORT

NEED BACKUP

INCREMENTAL

DAYS

=
integer

REDUNDANCY
=

integer

UNRECOVERABLE

reportObject

OBSOLETE

REDUNDANCY
=

integer

untilClause

ORPHAN

SCHEMA
atClause

DEVICE TYPE deviceSpecifier

,

;

AT TIME
=

’ date_string ’

AT SCN
=

integer

AT LOGSEQ
=

integer THREAD
=

integer

DATAFILE datafileSpec

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

DATABASE
SKIP TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,



report
目的目的目的目的
RMANリポジトリの詳細分析を実行します。 Oracleは、reportコマンドの出力を標準出力
またはメッセージ・ログ・ファイルに書き出します（10-57ページの「connect」を参照して
ください）。

次の項目を確認するには、reportを使用してください。

� どのファイルのバックアップが必要か。

� 最近バックアップを取っていないファイルはどれか。

� UNRECOVERABLE操作が原因でリカバリ不能になっているファイルはどれか。

� どのバックアップ・ファイルが削除できるか。

� 過去のある時点でのデータベースの物理スキーマは何であったか。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� report schemaコマンドを at time、at scnまたは at logseqオプションとともに発行する
場合は、リカバリ・カタログの使用が必要です。それらのオプションがない場合は、
reportコマンドにリカバリ・カタログは必要ありません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-5ページの「レポートの生成」
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

need backup 新規バックアップが必要なすべてのデータ・ファイルをリストします。レポートは、リストア操
作に最新のバックアップが使用されることを前提としています。

incremental 
integer

増分バックアップのしきい値を指定します。指定した数以上の増分バック
アップがデータ・ファイルの完全リカバリに必要な場合、データ・ファイル
には新規の全体バックアップが必要になります。 reportコマンドは、recover
コマンドと同様に、選択ができる場合は、最も低いレベルの増分バックアッ
プを使用します。これは、recover コマンドによってファイルが実際にリカ
バリされるときに RMANが使用する方法と同じです。 

注意注意注意注意 : バックアップがないファイルは、このリストには入りません。それら
のファイルを表示するには、report need backup redundancyコマンドを使
用してください。

days integer このファイルのリカバリ時に適用する必要がある REDOログ・ファイルの
日数のしきい値を指定します。たとえば、report need backup days 7 
databaseは、そのリカバリに 1週間分以上のアーカイブ REDOログが必要
なデータ・ファイルを示しています。

ターゲット・データベースの制御ファイルがマウントされている現行のファ
イルである場合、RMANはこのレポートに次のような最適化を行います。

� オフラインであって、最新のバックアップにすべての変更内容が保存さ
れているファイルは含まれません。

� 以前はオフラインであったが、現在はオンラインであり、最新のバック
アップにオフラインのときまでのすべての変更内容が保存されている
ファイルは、オンラインの期間が指定した日数を超えている場合に限っ
て、レポートに含まれます。

redundancy 
integer

データ・ファイルをバックアップが必要ない範囲にあるとみなすために必要
なバックアップまたはコピーの最小数を指定します。 つまり、このファイル
に integer以下のバックアップまたはコピーしか存在しない場合は、データ・
ファイルのバックアップが必要です。 たとえば、redundancy 2は、データ・
ファイルのバックアップまたはコピーが 2つ未満の場合は、新しいバック
アップが必要であることを意味します。

unrecoverable すべてのリカバリ不能なデータ・ファイルをリストします。最後のバックアップ以降に、デー
タ・ファイル内のオブジェクトに対して UNRECOVERABLE操作が実行されていると、その
データ・ファイルはリカバリ不能とみなされます。

注意注意注意注意 : データ・ファイルのバックアップのいずれかが存在しないということのみでは、リカバリ
不能とみなされる理由にはなりません。このようなデータ・ファイルは、ファイルの作成時以降
の REDOログが存在していれば、CREATE DATAFILEコマンドを使用してリカバリできます。

reportObject 句 レポートに含めるデータ・ファイルを指定します。レポートには、データベース全体（必要に応
じて、特定の表領域をスキップ）または表領域のリスト、データ・ファイルのリストを含めるこ
とができます。
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datafile 
datafileSpec

指定したデータ・ファイルをリストします。RMANは、指定したデータ・
ファイルを少なくとも 1つ含んだバックアップまたはデータ・ファイル・コ
ピーについてレポートを作成します。

tablespace   
tablespace_name

指定した表領域にあるデータ・ファイルをリストします。RMANは、指定
した表領域にあるデータ・ファイルを少なくとも 1つ含んだバックアップま
たはデータ・ファイル・コピーについてレポートを作成します。

database 現行のデータベースにある全ファイルのバックアップまたはデータ・ファイ
ル・コピーをリストします。 

skip tablespace 
tablespace_name

databaseから、指定した表領域を除外します。

obsolete RMANリポジトリに記録されている全体バックアップまたはデータ・ファイル・コピーのうち、
不要で削除可能なコピーをリストします。 これ以外のパラメータを指定しない場合、
redundancyはデフォルトの 1になります。このオプションを device typeと一緒に使用すると、
RMANは指定したタイプのバックアップおよびコピーのみを行います。

redundancy 
integer

バックアップまたはコピーを不要とみなすために必要な最小レベルの冗長性
を指定します。データ・ファイル・コピーが不要とみなされるのは、この
ファイルに少なくとも integer で指定した数以上の最近のバックアップまた
はイメージ・コピーがある場合です。データ・ファイルのバックアップ・
セットは、バックアップ・セットに含まれる各ファイルに少なくとも integer
で指定した数以上の最近のバックアップまたはイメージ・コピーが存在して
いる場合不要とみなされます。 たとえば、redundancy 2は、データ・ファ
イルのバックアップまたコピーに少なくともさらに 2つ以上最近のものが存
在しない場合、他のバックアップまたはコピーを不要とすることができない
ことを意味します。

untilClause 少なくとも n（nは redundancyの値）の最近のバックアップまたはコピー
は存在しているが、指定した時刻、SCNまたはログ順序番号以降の変更が
含まれていない場合でも、バックアップまたはコピーを不要とみなさないこ
とを指定します。たとえば、obsolete redundancy 2 until 'SYSDATE-7'は、
少なくとも 2つの最近のバックアップまたはコピーがあり、かつそれらが 1
週間以上前にチェックポイントを通過した内容である場合、そのバックアッ
プまたはコピーは不要とされることを意味します。

この句は、データベースを指定の時刻、SCNまたはログ順序番号までリカ
バリする必要がある場合に役立ちます。 10-165ページの「untilClause」を参
照してください。

orphan バックアップまたはコピーが属しているデータベースのインカネーションが
カレントのインカネーションの直接の親ではないために、バックアップまた
はコピーを使用できない場合に、それらを不要と指定します。 report 
obsolete orphanは、不要なバックアップの標準表示に加えて、孤立した
バックアップも表示することに注意してください。 孤立したバックアップの
説明は、1-26ページの「孤立したバックアップのレポート作成」を参照して
ください。 

schema 指定時点でのすべてのデータ・ファイルと表領域の名前をリストします。
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レポート出力レポート出力レポート出力レポート出力
各レポートのフィールドについて次に説明します。 

 

atClause 時刻、SCNまたはログ順序番号で特定の時点を指定します。

at time date_string 日付を指定します。NLS_LANGと NLS_DATE_FORMAT環境変数で時刻
の書式を指定します。

at scn integer SCNを指定します。

at logseq integer 指定した REDOスレッドに対するログ順序番号を指定します。この整数は、
指定したログとスレッドが最初にオープンされた時刻を示します。

device type 
deviceSpecifier

記憶デバイスのタイプを指定します。RMANは、レポート用に指定したデバイスに存在してい
るバックアップとコピーのみを使用可能とみなします。 10-79ページの「deviceSpecifier」を参照
してください。

表表表表 10-11   データベース・スキーマのレポートデータベース・スキーマのレポートデータベース・スキーマのレポートデータベース・スキーマのレポート

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

FILE 絶対データ・ファイル番号。

K-BYTES キロバイト単位のファイルのサイズ。 

TABLESPACE 表領域名。

RB SEGS 表領域にロールバック・セグメントがある場合は YES、ない場合は
NOです（リカバリ・カタログに接続されている場合のみ）。RMAN
をカタログに接続していない場合、'***'が表示されます。

NAME データ・ファイルのファイル名。

表表表表 10-12  不要なバックアップおよびコピーのレポート不要なバックアップおよびコピーのレポート不要なバックアップおよびコピーのレポート不要なバックアップおよびコピーのレポート

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

TYPE オブジェクトがバックアップ・セットか、バックアップ・ピースか、
プロキシ・コピーか、またはデータ・ファイル・コピーかの区分。 

KEY ターゲット・データベースの制御ファイルでこのバックアップを識
別する一意のキー。 

COMPLETION TIME バックアップまたはコピーを取った時刻。 

FILENAME/HANDLE バックアップまたはデータ・ファイル・コピーのファイル名または
メディア・ハンドル。
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表表表表 10-13   リカバリ不能操作が原因でバックアップが必要となったファイルのレポートリカバリ不能操作が原因でバックアップが必要となったファイルのレポートリカバリ不能操作が原因でバックアップが必要となったファイルのレポートリカバリ不能操作が原因でバックアップが必要となったファイルのレポート

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

FILE リカバリ不能操作のために新しいバックアップが必要となったデー
タ・ファイルの絶対番号。

TYPE OF BACKUP 
REQUIRED

FULLまたは INCREMENTAL。このファイルの全データのリカバリ
可能性を保証するために必要なバックアップのタイプによって決ま
ります。FULLの場合は、全体バックアップ、レベル 0のバックアッ
プ、またはデータ・ファイル・コピーを作成します。
INCREMENTALの場合は、全体または増分バックアップです。 

NAME データ・ファイルの名前。

表表表表 10-14  n以下の冗長度のバックアップしかないファイルのレポート以下の冗長度のバックアップしかないファイルのレポート以下の冗長度のバックアップしかないファイルのレポート以下の冗長度のバックアップしかないファイルのレポート

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

FILE 冗長度 n以下のバックアップしかないデータ・ファイルの絶対デー
タ・ファイル番号。

#BKPS このファイルに対して存在しているバックアップの数。

NAME ファイルの名前。

表表表表 10-15  n日以上のアーカイブ・ログがリカバリ用に必要なファイルのレポート日以上のアーカイブ・ログがリカバリ用に必要なファイルのレポート日以上のアーカイブ・ログがリカバリ用に必要なファイルのレポート日以上のアーカイブ・ログがリカバリ用に必要なファイルのレポート

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

FILE n日以上のアーカイブ REDOログがリカバリ用に必要であるデー
タ・ファイルの絶対ファイル番号。

DAYS リカバリ用に必要なアーカイブ REDOデータの日数。

NAME データ・ファイルの名前。

表表表表 10-16  n以上の増分がリカバリ中に必要なファイルのレポート以上の増分がリカバリ中に必要なファイルのレポート以上の増分がリカバリ中に必要なファイルのレポート以上の増分がリカバリ中に必要なファイルのレポート

列列列列 指定対象指定対象指定対象指定対象

FILE n以上の増分が完全リカバリのために必要なデータ・ファイルの絶対
ファイル番号。

INCREMENTALS 完全リカバリのために必要な増分バックアップの数。

NAME データ・ファイルの名前。
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Recovery Managerのコマンド構文 10-123

例例例例

データベース・スキーマをレポートする例データベース・スキーマをレポートする例データベース・スキーマをレポートする例データベース・スキーマをレポートする例 この例では、1週間前のデータベースにあった
すべてのデータ・ファイルと表領域の名前をレポートします。

report schema at time 'SYSDATE-7';

Report of database schema
File K-bytes    Tablespace           RB segs Name
---- ---------- -------------------- ------- -------------------
1         47104 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
2           978 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4           978 TBS_1                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6           978 TBS_2                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f
7           500 TBS_3                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_31.f
8           500 TBS_3                NO      /vobs/oracle/dbs/tbs_32.f
9          5120 SYSTEM               YES     /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f

増分バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例増分バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例増分バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例増分バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例 この例では、データベース
内のデータ・ファイルのうち、現行の状態にリカバリするために 5つ以上の増分バックアッ
プの適用が必要なデータ・ファイルすべてをレポートします。

report need backup incremental 5 database;

Report of files that need more than 5 incrementals during recovery
File Incrementals Name
---- ------------ ----------------------------------------------
1    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
2    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
3    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_11.f
4    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f
5    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_21.f
6    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_22.f
7    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_23.f
8    9            /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f

バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例バックアップが必要なデータ・ファイルをレポートする例 次の例では、表領域 SYSTEM
のデータ・ファイルのうち、最新のバックアップでリストアしてから 2日以上のアーカイブ
REDOログを適用してリカバリする必要があるファイルすべてをレポートします。

report need backup days 2 tablespace system; 

Report of files whose recovery needs more than 2 days of archived logs
File Days  Name
---- ----- -----------------------------------------------------
1    3     /vobs/oracle/dbs/tbs_01.f
2    3     /vobs/oracle/dbs/tbs_02.f
16   3     /vobs/oracle/dbs/tbs_03.f



report
リカバリ不能なデータ・ファイルをレポートする例リカバリ不能なデータ・ファイルをレポートする例リカバリ不能なデータ・ファイルをレポートする例リカバリ不能なデータ・ファイルをレポートする例 次の例では、REDOが存在しないため
に既存のバックアップからリカバリできないデータ・ファイルすべてをレポートします。

report unrecoverable;

Report of files that need backup due to unrecoverable operations
File Type of Backup Required Name
---- ----------------------- -----------------------------------
4     FULL                   /vobs/oracle/dbs/tbs_12.f

不要なバックアップとコピーをレポートする例不要なバックアップとコピーをレポートする例不要なバックアップとコピーをレポートする例不要なバックアップとコピーをレポートする例 次の例では、冗長度 1とした場合に不要と
なるバックアップとコピーをレポートします。

report obsolete;

Report of obsolete backups and copies
Type                 Key    Completion Time    Filename/Handle
-------------------- ------ ------------------ --------------------
Backup Set           836    04-DEC-98         
Backup Piece         839    04-DEC-98          /vobs/oracle/dbs/05aetj6b_1_1
Backup Set           807    04-DEC-98         
Backup Piece         810    04-DEC-98          /vobs/oracle/dbs/03aetj1f_1_1
Backup Set           835    04-DEC-98         
Backup Piece         838    04-DEC-98          /vobs/oracle/dbs/04aetj6b_1_1

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-90ページの「list」

10-165ページの「untilClause」

10-169ページの「validate」
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reset

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログに新しいデータベースのインカネーション・レコードを作成します。
RMANは、新しいインカネーションをデータベースのカレントのインカネーションとみな
します。ターゲット・データベースが行う、後続のすべてのバックアップとログ・アーカイ
ブ操作は、新しいデータベースのインカネーションに対応付けられます。

要件要件要件要件
� reset databaseは、RMANプロンプトでのみ実行できます。

� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

� RESETLOGSオプションでオープンされたターゲット・データベースを RMANで使用
する前に、reset databaseコマンドの発行が必要です。 発行しない場合、RMANは、
RESETLOGS操作と古い制御ファイルを間違えてリストアした場合の区別ができないた
め、リカバリ・カタログへのアクセスを拒否します。 reset databaseコマンドは、
RESETLOGSコマンドの発行を RMANに確認させます。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

to incarnation 
primary_key

RMANが現行とみなすインカネーションを古いインカネーションに変更します。このオプショ
ンが役立つのは、RESETLOGSの効果を取り消すことが必要となり、データベースの古いインカ
ネーションのバックアップをリストアする場合です。 

データベースのインカネーションに対する DBINCレコードの主キーを指定します。 主キーの値
を取得するには、list incarnation of databaseコマンドを使用します。 reset database to 
incarnationコマンドの発行後、restoreコマンドおよび recoverコマンドを発行して、古いイン
カネーションからデータベース・ファイルをリストアし、データベースをリカバリします。

RESET DATABASE
TO INCARNATION primary_key

;
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例例例例

RESETLOG後のデータベースをリセットする例後のデータベースをリセットする例後のデータベースをリセットする例後のデータベースをリセットする例 次の例では、不完全メディア・リカバリ
の実行後にデータベースをリセットします。

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     set until logseq 1234 thread 1;
     restore database skip tablespace readonly;  
     recover database;  
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
     release channel dev1;
}
reset database;

古いインカネーションをリセットする例古いインカネーションをリセットする例古いインカネーションをリセットする例古いインカネーションをリセットする例 次のコマンドは、データベース PROD1の古いイ
ンカネーションを再び現行にします。

# obtain primary key of old incarnation
list incarnation of database prod1;

List of Database Incarnations
DB Key  Inc Key   DB Name   DB ID       CUR    Reset SCN    Reset Time
------- -------   -------   ------      ---    ----------   ----------
1       2         PROD1     1224038686  NO     1            02-JUL-98
1       582       PROD1     1224038686  YES    59727        10-JUL-98

shutdown immediate;
# reset database to old incarnation
reset database to incarnation 2;
# recover it
run {  
     allocate channel dev1 type disk;
     restore controlfile;
     startup mount;
     restore database;
     recover database;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS";
     release channel dev1;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-90ページの「list」

10-127ページの「restore」

10-103ページの「recover」
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restore
restore

構文構文構文構文

RESTORE
(

restoreObject
restoreSpecOperand )

CHANNEL
’

channel_id
’

PARMS
=

’ channel_parms ’

FROM
BACKUPSET

DATAFILECOPY

untilClause

FROM TAG
= ’

tag_name
’

VALIDATE

CHECK LOGICAL

CHECK READONLY
;
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restoreObject::=

restoreSpecOperand::=

目的目的目的目的
バックアップまたはイメージ・コピーによって、現行の位置にファイルをリストアし、ファ
イルを同じ名前で上書きします。 デフォルト以外の位置にファイルをリストアするには、set 
newnameコマンドを使用します。 RMANは、バックアップはディスクまたはテープからリ
ストアし、イメージ・コピーはディスクからのみリストアします。

RMANは、リストア・ファイルをデータ・ファイルのコピーとみなします。 デフォルトの位
置にリストアする場合、RMANは、リポジトリにデータ・ファイル・コピーのレコードを
作成し、ただちに状態を DELETEDに更新します。 新規の位置にリストアし、set newname
コマンドを発行してファイルを改名し、switchコマンドを発行してリストアされたファイル
を現行にした場合も、RMANは、そのレコードの状態を DELETEDに更新します。 switch
コマンドを発行しない場合、RMANは、リストアされたファイルを有効なコピーとみなし、
将来のリストア処理で使用します。

一般的には、リストアは、メディア障害によってカレントのデータ・ファイル、制御ファイ
ルまたはアーカイブ REDOログが破損したとき、または Point-In-Timeリカバリの実行前に
行います。 このコマンドは、次の全体バックアップ、増分バックアップ（レベル 0のみ）、ま
たはコピーをリストアします。

CONTROLFILE
TO ’ filename ’

DATABASE
SKIP

FOREVER
TABLESPACE

’
tablespace_name

’

,

DATAFILE datafileSpec

,

TABLESPACE
’

tablespace_name
’

,

archivelogRecordSpecifier

CHANNEL
’

channel_id
’

FROM TAG
= ’

tag_name
’

PARMS
=

’ channel_parms ’
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� データベース

� 表領域

� データ・ファイル

� 制御ファイル

� アーカイブ REDOログ

バックアップ制御ファイルを使用してリストア操作を実行し、リカバリ・カタログを使用す
ると、RMANはリストアされるバックアップの構造を反映するために制御ファイルを自動
的に調整することに注意してください。

要件要件要件要件
� restoreは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� データ・ファイルを現行の位置にリストアするために、データベースは次のいずれかの
状態である必要があります。

– マウントされていること。

– オープン状態でデータ・ファイルはオフラインであること。

データベース全体をリストアするには、データベースがマウントされている必要があり
ます。

� 新規の位置にリストアするには、set newnameコマンドを使用してデータ・ファイルを
改名し、次に switchコマンドを使用してリストアされたファイルを現行のデータベー
ス・ファイルにします。

� allocate channelコマンドを restoreの前に少なくとも 1回発行する必要があります。 

� from datafilecopyオプションを使用する場合、割り当てるチャネルのタイプは type 
diskにしてください。

� from backupsetオペランドを使用する場合は、リストアが必要となるバックアップ・
セット用に、適切なタイプの記憶デバイスを割り当てる必要があります。 適切なタイプ

注意注意注意注意 : recoverコマンドは、アーカイブ REDOログを必要に応じて自動
的にリストアするため、restoreコマンドでアーカイブ・ログをリストア
する必要はほとんどありません。アーカイブ REDOログを手動でリスト
アする可能性が生じるのは、リカバリのスピード・アップやログの複数宛
先への移動などの場合です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : ファイルのバックアップ方式は、第 6章「Recovery Manager
によるリストアとリカバリ」を参照してください。
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のデバイスを割り当てないと、リストア候補のバックアップ・セットまたはコピーが検
索できず、restoreコマンドに失敗します。 

� RMANは、restoreコマンドに割り当てたチャネルと同じタイプのチャネルで作成した
バックアップのみをリストアします。

たとえば、あるデータ・ファイルのいくつかのバックアップを diskチャネルに作成し、
他のバックアップは 'sbt_tape'チャネルに作成した状態で、restoreコマンドには disk
チャネルのみを割り当てた場合、RMANは 'sbt_tape'で作成したバックアップからはリ
ストアしません。

� データ・ファイルのファイル名がシンボリック・リンクの場合、つまり、別のファイル
への矢印が付いている場合、制御ファイルにはリンク・ファイルのファイル名が含まれ
ますが、RMANは、リンク・ファイルが指し示すデータ・ファイルで I/Oを実行しま
す。 ただし、リンク・ファイルが消失し、最初にシンボリック・リンクを再作成せずに
データ・ファイルを restoreすると、RMANは、リンクが指し示す位置ではなく、リン
ク・ファイルの位置にデータ・ファイルをリストアします。

� バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリストアした後は、RESETLOGS
オプションを指定してデータベースをオープンします。

� データベース全体をリストアするときは、前のインカネーションからのみリストアでき
ます。 たとえば、現行のデータベースが別のインカネーションにあるとき、前のインカ
ネーションの 1つのデータベースはリストアできません。

� リストア・ジョブでは、1つのデータ・ファイルを 2回以上指定しないでください。 たと
えば、次のコマンド例は、datafile 1が明示的に指定されていると同時に、SYSTEM
表領域内で暗黙的に指定されているため、無効とみなされます。

restore 
  tablespace system 
  datafile 1;

� 正規化されていない 8.1.6より前の制御ファイルをWindows NTでリストアする場合は、
『Oracle8i 移行ガイド』の手順に従って、データベースをマウントする前に制御ファイ
ルを正規化する必要があります。 これは、8.1.6より前のメカニズムでは、Windows NT
で、異なる 2つのファイル名が同一の物理ファイルを参照している可能性があるためで
す。
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

restoreObject リストアするオブジェクトを指定します。

controlfile カレントの制御ファイルをリストアし、自動的にパラメータ・ファイル内の
すべての CONTROL_FILESにレプリケートします。新しいパス名を to 
'filename'オプションで指定した場合、RMANは制御ファイルを新しい位置
にのみリストアします。 この場合は、replicateコマンドを使用して手動で制
御ファイルをコピーします。

database オフラインまたは読取り専用のファイルを除いて、データベースのすべての
データ・ファイルをリストアします。 backup databaseとは異なり、 restore 
database コマンドは制御ファイルを自動的に含めません。この操作を実行
するには、再度 restoreコマンドを発行する必要があります。

check readonlyオプションを指定した場合、RMANはすべての読取り専用
ファイルのヘッダーを調べ、リストアが必要なファイルすべてをリストアし
ます。

指定した表領域をリストアしないために、オプションの skip ... tablespace
引数を使用します。これは、一時データを含む表領域のリストアを避ける必
要があるとき役立ちます。

datafile
datafileSpec

ファイル名または絶対データ・ファイル番号で指定したデータ・ファイルを
リストアします。 10-73ページの「datafileSpec」を参照してください。

tablespace  
tablespace_name

指定した表領域にあるデータ・ファイルをリストアします。

archivelogRecord- 
Specifier clause

アーカイブ REDOログの指定範囲をリストアします。 10-21ページの
「archivelogRecordSpecifier」を参照してください。

restoreSpec- 
Operand

restoreObject句に対するオプションを指定します。

注意注意注意注意 : これらのパラメータは、restoreコマンドのレベルで同じ名前を持つパラメータをオー
バーライドします。

channel       
channel_id

このリストア操作に使用するチャネルの名前を指定します。チャネル指定が
ないと、restoreは正しいデバイス・タイプで割り当てられた使用可能な
チャネルのいずれかを使用します。

from tag  
tag_name

最新のバックアップまたは使用可能なファイル・コピーに関するデフォルト
の選択をオーバーライドします。このタグは、自動選択の対象を、指定した
タグを持つバックアップ・セットまたはファイル・コピーに制限するために
使用します。複数のバックアップ・セットまたはファイル・コピーに一致す
るタグが存在していると、RMANは最新の内容を選択します。

parms        
channel_parms

オペレーティング・システム固有の情報を含んだ引用符付き文字列を指定し
ます。バックアップ・ピースを 1つリストアするたびに、この文字列が
OSDレイヤーに渡されます。
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channel     
channel_id

restoreSpecOperand句を参照してください。

from tag
tag_name

restoreSpecOperand句を参照してください。

parms
channel_parms

restoreSpecOperand句を参照してください。

from RMANがリストアを、ディスクにある datafilecopyから行うか、または backupsetから行うか
を指定します。 デフォルトでは、restoreは最新のバックアップ・セットまたはファイル・コピー
を使用します。つまり、最小のメディア・リカバリで済むファイル・コピーまたはバックアッ
プ・セットを使用します。

untilClause バックアップ・セットまたはファイル・コピーの選択範囲を Point-in-Timeリカバリの実行に適
した内容に限定します。他の基準がない場合、RMANは、 リストアする最新のファイル・コ
ピーまたはバックアップ・セットを選択します。 10-165ページの「untilClause」を参照してくだ
さい。

validate RMANは、リストアが必要なのはどのバックアップ・セット、データ・ファイル・コピーおよ
びアーカイブ・ログであるのかを決定し、次にその内容を検証するために走査します。この操作
では出力ファイルは作成されません。このオプションを定期的に指定し、指定したファイルのリ
ストアに必要なコピーとバックアップ・セットに障害がなく使用可能であることを検証してくだ
さい。

check logical 物理的な破損チェックを通過したデータ・ブロックと索引ブロックについて論理的な破損がない
かどうかをテストします。たとえば、行ピースまたは索引エントリの破損がないかどうかを調べ
ます。RMANは論理的な破損を発見すると、alert.logとサーバー・セッション・トレース・
ファイルにそのブロックのログを書き込みます。 

あるファイルで検出された物理的および論理的な破損の合計数がmaxcorruptの設定値以下の場
合、RMANコマンドは完了し、Oracleは V$BACKUP_CORRUPTIONおよび V$COPY_
CORRUPTIONに破損ブロック範囲を移入します。maxcorruptを超えている場合、このコマン
ドはビューへの移入を行わずに終了します。 

注意注意注意注意 : maxcorruptの設定値は、ファイルに許容される物理的および論理的な破損の合計数を表
します。

check readonly データ・ファイルをチェックし、それが存在していること、読取り可能であること、および適切
なチェックポイントであることを確認します。これらの条件が満たされない場合、RMANは
ファイルをリストアします。この場合、ファイルが読取り専用であるかどうかは問いません。デ
フォルトでは、restore databaseコマンドを発行すると、RMANは読取り専用ファイルをリスト
アしません。
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例例例例

表領域をリストアする例表領域をリストアする例表領域をリストアする例表領域をリストアする例 この例では、表領域をオフラインにし、リストアしてからメディ
ア・リカバリを実行します。

run {  
     # recover tablespace tbs_1 while the database is open  
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE" ; 
     restore tablespace tbs_1 ; 
     recover tablespace tbs_1 ;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE" ; 
     release channel ch1 ;  
} 

制御ファイルをリストアする例制御ファイルをリストアする例制御ファイルをリストアする例制御ファイルをリストアする例 この例では、制御ファイルをそのデフォルトの位置にリス
トアして、すべての CONTROL_FILESの位置にコピーし、データベースをマウントします。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     restore controlfile; 
     alter database mount; 
} 

タグを使用した制御ファイルをリストアする例タグを使用した制御ファイルをリストアする例タグを使用した制御ファイルをリストアする例タグを使用した制御ファイルをリストアする例 この例では、タグで指定された制御ファイ
ルをリストアして、すべての CONTROL_FILESの位置にコピーし、データベースをマウン
トします。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     restore controlfile from tag 'monday_cf_backup'; 
     alter database mount; 
} 
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バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリストアする例バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリストアする例バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリストアする例バックアップ制御ファイルを使用してデータベースをリストアする例 この例では、制御
ファイルを新しい位置にリストアし、パラメータ・ファイルで指定したすべての制御ファイ
ルの位置にコピーしてから、データベースをリストアするために制御ファイルをマウントし
ます。

startup nomount;
run { 
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';
     restore controlfile to '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     replicate controlfile from '/oracle/dbs/cf1.ctl';
     alter database mount;
     restore database;
}

新しい位置にアーカイブ新しい位置にアーカイブ新しい位置にアーカイブ新しい位置にアーカイブ REDOログをリストアする例ログをリストアする例ログをリストアする例ログをリストアする例 この例では、すべてのアーカイブ
REDOログを /oracle/temp_restoreディレクトリにリストアします。

run { 
      set archivelog destination to '/oracle/temp_restore';
      allocate channel ch1 type disk;
      restore archivelog all;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-11ページの「allocate」

10-103ページの「recover」

10-165ページの「untilClause」
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resync

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログの完全再同期化（resynchronization）を実行します。再同期化は、完全
でも部分でも実行できます。 

完全再同期化では、RMANは物理スキーマ（physical schema）の変更されたレコードすべ
てを更新します。データ・ファイル、表領域、REDOスレッドおよびオンライン REDOロ
グのすべてです。データベースがオープン状態の場合、RMANはロールバック・セグメン
トについての情報も取得します。

部分再同期化では、RMANはカレントの制御ファイルを読み取って変更情報を更新します
が、物理スキーマまたはロールバック・セグメントに関するメタデータの再同期化は行いま
せん。 

再同期化を行うとき、RMANは制御ファイルの読取り一貫性のあるビューを取得するため
にスナップショット制御ファイルを作成し、次にカタログをスナップショットの新規情報に
よって更新します。 

resync catalogコマンドは、次のクラスのレコードを更新します。

Record Type 説明説明説明説明

Log history REDOログ・スイッチの発生時に作成されたレコード。ログ履歴レ
コードはオンライン・ログ・スイッチを表し、ログ・アーカイブは
表さないことに注意してください。

アーカイブ REDOログ オンライン REDOログのアーカイブ、既存のアーカイブ REDOロ
グのコピー、またはアーカイブ REDOログのバックアップのリス
トアにより作成されたアーカイブ・ログに対応付けられたレコー
ド。

Backups バックアップ・セット、バックアップ・ピース、バックアップ・
セット・メンバー、プロキシ・コピーおよびイメージ・コピーに対
応付けられたレコード。

Physical schema データ・ファイルと表領域に対応付けられたレコード。ターゲッ
ト・データベースがオープン状態の場合は、ロールバック・セグメ
ントの情報も更新されます。

RESYNC CATALOG
FROM CONTROLFILECOPY ’ filename ’

;
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resync
次のコマンドは、ターゲット・データベースの制御ファイルがマウントされ、かつリカバ
リ・カタログ・データベースがコマンド実行時に使用可能のとき、リカバリ・カタログを自
動的に更新します。

� backup

� change

� copy

� crosscheck

� deleteExpired

� duplicate

� restore

� switch

� recover

� list

� report

これらのコマンドを実行すると、RMANは必要に応じて完全または部分再同期化を自動的
に実行します。RMANは、カレントの制御ファイルを読み取り、物理スキーマが変更され
ていないと判断した場合は、物理スキーマに関するメタデータの再同期化は行いません。
RMANが変更を検出した場合は、完全再同期化を実行します。

次の場合は、resync catalogを使用して手動で完全再同期化を実行します。

� 再同期化を自動的に実行するコマンドのうちのいずれかを発行したときに、リカバリ・
カタログが使用不可能な場合。 

� ARCHIVELOGモードで実行している場合。これは、ログ・スイッチが発生するか、ま
たはオンライン REDOログをアーカイブしたときに、リカバリ・カタログを自動的に
更新しないためです。 

� ターゲット・データベースの物理構造に、表領域の追加または削除などの変更を行った
場合。アーカイブ操作の場合と同様に、物理スキーマを変更した場合も、 リカバリ・カ
タログは自動的には更新されません。  
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resync
要件要件要件要件
� resync catalogコマンドは、RMANプロンプトまたは runコマンドのカッコ内で実行し
てください。

� リカバリ・カタログを使用する必要があります。

� RMANがリカバリ・カタログ内の物理スキーマ情報を更新するのは、ターゲット・
データベースにカレントの制御ファイルがマウントされている場合のみです。ターゲッ
ト・データベースに、バックアップ制御ファイル、新たに作成された制御ファイル、ま
たは前に検出した制御ファイルより古い制御ファイルをマウントしている場合、RMAN
はリカバリ・カタログ内の物理スキーマ情報を更新しません。 

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

構造変更後に再同期化する例構造変更後に再同期化する例構造変更後に再同期化する例構造変更後に再同期化する例 この例では、表領域 TBS_1にデータ・ファイル sales.fを
追加し、次に物理データベース変更を反映するために、リカバリ・カタログを再同期化しま
す。

startup mount;
sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ADD DATAFILE ''sales.f'' NEXT 10K MAXSIZE 100K";
resync catalog;

ARCHIVELOGモードで再同期化する例モードで再同期化する例モードで再同期化する例モードで再同期化する例 この例では、すべてのアーカイブされていない
REDOログをアーカイブした後、ARCHIVELOGデータベースの完全再同期化を手動で実行
します。

sql "ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL";
resync catalog;

from 
controlfilecopy 
'filename'

再同期化に使用する制御ファイルのコピーの名前を指定します。このオプションを使用すると、
物理スキーマ情報は更新されません。
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rmanCommand
rmanCommand

構文構文構文構文

basicCommand::=

databaseCommand::=

basicCommand

databaseCommand

maintenanceCommand

scriptCommand

@

@@
filename

connect

debug

EXIT

host

list

register

report

run

send

set

alterDatabase

shutdown

sql

startup
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rmanCommand
maintenanceCommand::=

scriptCommand::=

目的目的目的目的
スタンドアロン・コマンドを実行します。このコマンドは、RMANプロンプトで実行しま
す。 スタンドアロン・コマンドの基本的なカテゴリは、次のとおりです。

コマンド・タイプコマンド・タイプコマンド・タイプコマンド・タイプ 目的目的目的目的

基本コマンド 接続、終了、ジョブの実行、レポート作成など、RMANの最も基
本的な操作を実行します。

データベース・コマンド データベースの起動、停止およびオープンを行い、SQLを実行し
ます。

メンテナンス・コマンド RMANリポジトリを管理します。

スクリプト・コマンド RMANのストアド・スクリプトを管理します。

allocateForMaint

catalog

change

configure

createCatalog

crosscheck

deleteExpired

dropCatalog

releaseForMaint

reset

resync

upgradeCatalog

createScript

deleteScript

printScript

replaceScript
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rmanCommand
要件要件要件要件
RMANのコマンドの詳細は、各項目を参照してください。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

例例例例

コマンド・ファイルを実行する例コマンド・ファイルを実行する例コマンド・ファイルを実行する例コマンド・ファイルを実行する例 この例では、ターゲット・データベースとリカバリ・カ
タログにコマンドラインから接続し、次にコマンド・ファイル cmd1.fを実行します。

% rman target / catalog rman/rman@rcat
RMAN> @$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.f

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-141ページの「run」

@filename オペレーティング・システム・ファイルに格納した一連の RMANコマンドを、@$ORACLE_
HOME/dbs/cmd/cmd1.rmanなどのフルパス名を指定して実行します。 フルパス名を指定しな
い場合は、@cmd1.rmanなどの実行時ディレクトリが前提となります。文字列の前後に引用符
を使用したり、@とファイル名の間に空白を残さないでください。RMANは、指定したファイ
ルの内容が @コマンドに代入されたかのように処理します。

注意注意注意注意 : ファイルには、完全な RMANコマンドを含めてください。不完全なコマンドがファイル
にあると、構文エラーが発生します。

@@filename スクリプト内で使用しない限り、@filenameと同じです。スクリプト内で使用すると、
@@filenameは、指定したファイル名が呼び出された元のコマンド・ファイルと同じパス名で、そ
のファイル名を探すように RMANに指示します。

たとえば、UNIXでの実行時ディレクトリが $ORACLE_HOMEであり、次のように RMANを起
動した場合を想定します。

% rman @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scripts/cmd1.rman 

cmd1.rmanスクリプト内に @@cmd2.rmanのコマンドがあるとします。この場合、@@コマン
ドは、ディレクトリ $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scriptsにあるファイル
cmd2.rmanを検索するように RMANに指示します。

exit Recovery Managerを終了します。
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run
run

構文構文構文構文

RUN {

allocate

alterDatabase

backup

catalog

change

duplicate

@

@@
filename

copy

debug

EXECUTE SCRIPT
’

script_name
’

;

host

recover

release

replicate

restore

resync

send

set_run_option

shutdown

sql

startup

switch

validate

}
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run
目的目的目的目的
ジョブ・コマンドをコンパイルして実行します。つまり、runのカッコ内の 1つ以上の文を
実行します。 runコマンドは、ジョブ・コマンドのリストを 1つ以上のジョブ・ステップに
コンパイルし、ただちにそれらのジョブ・ステップを実行します。RMANは、次のコマン
ドを処理する前に、各コマンドをコンパイルして実行します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトでのみ実行してください。

� ジョブ・コマンドのリストの前後にはカッコが必要です。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
RMANプロンプトから実行できるコマンドについての情報は、各項目を参照してください。

 

@filename オペレーティング・システム・ファイルに格納されている一連の RMANコマンドを、
@$ORACLE_HOME/dbs/cmd/cmd1.rmanなどのフルパス名を指定して実行します。 フルパス名
を指定しない場合は、@cmd1.rmanなどの実行時ディレクトリが前提となります。文字列の前
後に引用符を使用したり、@とファイル名の間に空白を残さないでください。RMANは、指定
したファイルの内容が @コマンドに代入されたかのように処理します。 

注意注意注意注意 : ファイルには、完全な Recovery Managerコマンドのみを含めてください。ファイルに不
完全なコマンドがあると、構文エラーが発生します。 

@@filename スクリプト内で使用しない限り、@filenameと同じです。スクリプト内で使用すると、
@@filenameは、指定したファイル名が呼び出された元のコマンド・ファイルと同じパス名で、そ
のファイル名を探すように RMANに指示します。

たとえば、UNIXでの実行時ディレクトリが $ORACLE_HOMEであり、次のように RMANをコ
マンドラインから起動したとします。

% rman @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scripts/cmd1.rman 

cmd1.rmanスクリプト内に @@cmd2.rmanのコマンドがあるとします。この場合、@@コマン
ドは、ディレクトリ $ORACLE_HOME/rdbms/admin/dba/scriptsにあるファイル
cmd2.rmanを検索するように RMANに指示します。

execute script            
script_name

指定したストアド・スクリプトを実行します。すべてのストアド・スクリプトのリストを取得す
るには、SQL*Plusを使用してリカバリ・カタログ・データベースにカタログ所有者で接続し、
次の問合せを発行します。

select * from rc_stored_script;

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  RC_STORED_SCRIPTの詳細は、11-27ページの「RC_STORED_SCRIPT」を参照し
てください。スクリプトの作成の詳細は、10-67ページの「createScript」を参照してください。
10-142 Oracle8i  Recovery Managerユーザーズ・ガイドおよびリファレンス



run
例例例例

バックアップを作成する例バックアップを作成する例バックアップを作成する例バックアップを作成する例 この例では、バックアップの実行に 1つのサーバー・プロセス
を使用してデータベースをバックアップします。

run{
     allocate channel c1 type disk;
     backup database;
}

表領域をリストアする例表領域をリストアする例表領域をリストアする例表領域をリストアする例 この例では、表領域 tbs_1をオフラインにしてリストアし、次
に完全メディア・リカバリを実行します。

run {  
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE" ; 
     restore tablespace tbs_1 ; 
     recover tablespace tbs_1 ;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE" ; 
     release channel ch1 ;  
} 

スクリプトを実行する例スクリプトを実行する例スクリプトを実行する例スクリプトを実行する例 この例では、ストアド・スクリプト backupdbを実行します。

run {  execute script backupdb; } 
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send
send

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ベンダー固有の引用符付き文字列を 1つ以上の特定チャネルに送信します。どのコマンドが
サポートされているかは、使用しているメディア管理のドキュメントを参照してください。 

要件要件要件要件
� sendは、RMANプロンプトまたは runコマンドのカッコ内で実行してください。

� sendを使用するには、メディア・マネージャの使用が必要であり、メディア・マネー
ジャがサポートするコマンドでのみ使用する必要があります。Oracleは引用符付き文字
列の内容を解釈しないで、そのままメディア管理サブシステムに渡します。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

command ベンダー固有のメディア管理コマンドを指定します。どのコマンドがサポートされているかは、
使用しているメディア管理のドキュメントを参照してください。

device type 
deviceSpecifier

記憶デバイスのタイプを指定し、コマンドを指定したタイプのすべてのチャネルに送信します。 
10-79ページの「deviceSpecifier」を参照してください。

channel     
channel_id

どのチャネルを使用するかを指定します。このキーワードを指定しない場合、RMANはすべて
の割り当てられているチャネルを使用します。channelキーワードの後に、チャネル ID（つま
り、チャネルの名前）を指定する必要があります。 Oracleでは、release channelコマンドの実行
と I/Oエラーの報告に、このチャネル IDを使用します。

parms          
'channel_parms'

割り当てたデバイスに影響するパラメータを指定します。type diskを指定してある場合、この
ポート固有の文字列は使用しないでください。

parmsと type 'sbt_tape'を一緒に使用した場合は、次の構文の環境変数を指定できます。

PARMS = "ENV = (var1=value1, var2=value2, var3=value3 . . . )"

引用符付き文字列の最大長は 1000バイトです。

SEND

DEVICE TYPE deviceSpecifier

,

CHANNEL
’

channel_id
’

,
’ command ’

PARMS
=

’ channel_parms ’
;
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send
例例例例

メディア・マネージャにコマンドを送信する例メディア・マネージャにコマンドを送信する例メディア・マネージャにコマンドを送信する例メディア・マネージャにコマンドを送信する例 この例では、ベンダー固有のコマンドをメ
ディア・マネージャに送信します。

send device type 'sbt_tape' 'A223dr';
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set
set

構文構文構文構文

目的目的目的目的
次の目的に setを使用します。

� TSPITRで使用する補助データベースのファイル名を指定します。

� duplicateコマンドで使用する新しいデータ・ファイルのファイル名を指定します。

� メッセージ・ログに記録された実行済 RMANコマンドを表示します。

� データベースの DB識別子を指定します。

� スナップショット制御ファイルのファイル名を設定します。

要件要件要件要件
� setは RMANプロンプトでのみ使用してください。

� set dbidは、まだターゲット・データベースに接続していない場合にのみ使用してくだ
さい。

� 'filename'オプションに auxname for datafileを使用するには、リカバリ・カタログがあ
ることが必要です。

SET

AUXNAME FOR DATAFILE datafileSpec TO
’ filename ’

NULL

DBID
=

integer

SNAPSHOT CONTROLFILE NAME TO ’ filename ’

;

ECHO
ON

OFF

;
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set
キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

auxname for 
datafile 
datafileSpec to 
'filename'

補助データベースで使用するターゲット・データベースのデータ・ファイルを新しいファイル名
に設定します。TSPITRを実行しているか、または duplicateコマンドを使用している場合は、
このオプションを設定すると、プロシージャ中に手動で補助ファイル名を指定しなくても、補助
データベースで使用するファイル名を事前に構成できます。 

たとえば、TSPITR中に、データ・ファイルがロー・ディスクにあってパフォーマンスの理由で
補助データ・ファイルをロー・ディスクにリストアする必要がある場合は、このコマンドを使用
します。一般的には、TSPITRで auxnameパラメータを設定するのは、SYSTEM表領域のデー
タ・ファイルとロールバック・セグメントが収まっている表領域を対象とした場合です。本番
データベースで使用中のファイルを上書きしないように注意してください。このファイルは、
TSPITRの完了後に廃棄されます。本質的には、データ・ファイルの auxnameとは、TSPITRが
データ・ファイルの一時コピーを作成できる位置です。

duplicateコマンドでファイルを改名する場合、set auxnameは set newnameの代替方法になり
ます。違いは、auxnameを一度設定しておくと、別の duplicateコマンドを発行したときにリ
セットの必要がないことです。設定内容は、set auxname ... to nullを発行するまで有効です。反
対に、set newnameコマンドでは、ファイルの改名のたびにコマンドの再発行が必要です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  RMANの TSPITRの実行方法は、第 8章「Recovery Managerによる Point-in-Time
リカバリの実行」を参照してください。データベースの複製方法は、第 7章「Recovery 
Managerによる複製データベースの作成」を参照してください。

to null 指定したデータ・ファイルに対する auxnameの現行の値を未指定にしてお
きます。 
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set
dbid integer db identifierを指定します。データベースの作成時に計算される一意で 32ビットの識別番号です。
識別子は、V$DATABASEデータ・ディクショナリ・ビューの DBID列に表示されます。DBID
は、リカバリ・カタログの DB表にも格納されます。

set dbidコマンドは、次に示す条件を満たすときに制御ファイルをリストアするのに役立ちま
す。 

� 制御ファイルが消失し、バックアップからのリストアが必要な場合。 

� リカバリ・カタログを使用している場合。

� リカバリ・カタログに登録されている複数のデータベースが同じデータベース名を持ってい
る場合。

� エラー・メッセージ「RMAN-20005: ターゲット・データベース名があいまいです。」が表
示された場合。このメッセージは、制御ファイルのリストアを試みたときに表示されます。 

これらの条件とは違う場合、RMANはリストアする制御ファイルを正しく識別するため、set 
dbidコマンドを使用する必要はありません。  

RMANが set dbidを受け入れるのは、ターゲット・データベースに接続していない場合のみで
す。つまり、set dbidは connect targetコマンドの前に発行する必要があります。ターゲット・
データベースがマウントされていると、RMANはユーザー指定の DBIDがデータベースの
DBIDと一致していることを検証し、一致していない場合はエラーを通知します。ターゲット・
データベースがマウントされていないと、RMANはユーザー指定の DBIDを使用して制御ファ
イルをリストアします。制御ファイルのリストア後は、データベースをマウントして残りのデー
タベースをリストアできます。 

echo [on | off] RMANコマンドをメッセージ・ログに表示するかどうかを制御します。コマンド・ファイルか
らコマンドを読み込むとき、RMANはそれらのコマンドを自動的にメッセージ・ログに表示し
ます。標準入力からコマンドを読み込む際に set echo onコマンドが使用されていないと、
RMANはそれらのコマンドをメッセージ・ログにエコーしません。

コマンドが役立つのは、stdinと stdoutがリダイレクトされたときのみです。たとえば、
UNIXではこの方法で RMANの入力と出力をリダイレクトできます。

% rman target sys/sys_pwd@prod1 catalog rman/rman@rcat < input_file > output_file

set echo onの指定によって、input_fileに含まれているコマンドを output_fileに表示で
きます。

snapshot 
controlfile name 
to 'filename'

ターゲット・データベースにあるスナップショット制御ファイル名を指定の位置に設定します。
RMANは、スナップショット制御ファイルを使用してリカバリ・カタログを再同期化します。 
スナップショット制御ファイルの詳細は、2-4ページの「スナップショットの制御ファイル位置
の決定」を参照してください。
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set
例例例例

制御ファイルをリストアする例制御ファイルをリストアする例制御ファイルをリストアする例制御ファイルをリストアする例 この例では、ユーザー指定の DBIDを使用して制御ファイ
ルをリストアします。制御ファイルのリストア後は、データベースをマウントして残りの
データベースをリストアできます。 

set dbid = 862893450; 
connect target;
startup nomount;
run {
    allocate channel dev1 type disk; 
    # restoring the control file from its default location automatically replicates it
    restore controlfile; 
    alter database mount; 
}

スナップショット制御ファイルの位置を指定する例スナップショット制御ファイルの位置を指定する例スナップショット制御ファイルの位置を指定する例スナップショット制御ファイルの位置を指定する例 この例では、スナップショット制御
ファイルに新しい位置を指定し、次にリカバリ・カタログを再同期化します。 

set snapshot controlfile name to '/oracle/dbs/snap.cf'; 
resync catalog;

スナップショット制御ファイルの位置を指定する例スナップショット制御ファイルの位置を指定する例スナップショット制御ファイルの位置を指定する例スナップショット制御ファイルの位置を指定する例 この例では、データ・ファイルの新し
いファイル名の指定に set auxnameを使用し、データベースを異なるディレクトリ構造でリ
モート・ホストに複製します。 

# set auxiliary names for the datafiles     
set auxname for datafile 1 to '/oracle/auxfiles/aux_1.f'; 
set auxname for datafile 2 to '/oracle/auxfiles/aux_2.f'; 
set auxname for datafile 3 to '/oracle/auxfiles/aux_3.f'; 
set auxname for datafile 4 to '/oracle/auxfiles/aux_4.f'; 

run {  
     allocate auxiliary channel dupdb1 type disk;
     duplicate target database to dupdb 
     logfile
       group 1 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_1_2.f') size 200K, 
       group 2 ('$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_1.f', 
                '$ORACLE_HOME/dbs/dupdb_log_2_2.f') size 200K reuse; 
}
# Un-specify the auxiliary names for your datafiles so that they will not be overwritten 
# by mistake:
set auxname for datafile 1 to null; 
set auxname for datafile 2 to null; 
set auxname for datafile 3 to null; 
set auxname for datafile 4 to null; 
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関連項目関連項目関連項目関連項目
10-151ページの「set_run_option」

10-83ページの「duplicate」
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set_run_option

構文構文構文構文

目的目的目的目的
ジョブ終了まで持続する runコマンドの属性を設定します。指定した属性は、setコマンド
の後の runコマンド内のすべての文に影響を与えます。次の目的に setを使用します。

� データ・ファイルの新規ファイル名を指定します。

� ブロック破損許容数の制限を指定します。

� デフォルトのアーカイブ REDOログ先をオーバーライドします。

� リカバリの終了時刻、SCNまたはログ順序番号を指定します。

� バックアップの二重化を指定します。

� サーバー・セッションとチャネルの対応を判断します。

� 指定されたチャネルの各入力データ・ファイルから読み取る秒当たりのバッファ数を制
限します。

SET

NEWNAME FOR DATAFILE datafileSpec TO ’ filename ’

MAXCORRUPT FOR DATAFILE datafileSpec

,

TO integer

ARCHIVELOG DESTINATION TO ’ log_archive_dest ’

untilClause

DUPLEX
=

ON

integer

OFF

COMMAND ID TO ’ string ’

AUTOLOCATE
ON

OFF

LIMIT CHANNEL
’

channel_id
’

KBYTES
=

integer

READRATE
=

integer

MAXOPENFILES
=

integer

;
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� backupコマンドが指定のチャネルに対して一度にオープンできる入力ファイル数を制
限します。

� 指定したチャネルのバックアップ・ピースのサイズを制限します。

要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� set duplex コマンドは、コマンドの発行後に割り当てるすべてのチャネルに影響を与
え、明示的に使用禁止または変更するまで有効です。set duplexコマンドは、すでに割
当て済のチャネルには影響を与えません。

� メディア管理サーバーがクラスタを認識していない場合に、OPS構成でのみ set 
autolocate onを発行します。

� set autolocate onは、restore コマンドおよび recoverコマンドの前に発行します。 

� set limit channelは、影響を受けるチャネルを割り当てた後に発行します。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

newname for 
datafile 
datafileSpec to 
'filename'

指定したデータ・ファイルに影響を与える、後続のすべての restoreコマンドまたは switchコマ
ンドについて、デフォルト名を設定します（10-73ページの「datafileSpec」を参照してくださ
い）。データ・ファイルリストア操作の前にこのコマンドを発行しない場合、RMANはファイル
をそのデフォルトの位置にリストアします。

maxcorrupt for 
datafile 
datafileSpec to 
integer

指定したデータ・ファイルまたは一連のデータ・ファイル内で Oracleが許容する未検出の物理
的なブロック破損数に制限を設定します。（10-73ページの「datafileSpec」を参照してくださ
い）。 backupコマンドまたは copyコマンドが指定数以上の破損を検出した場合、このコマンド
は正常に終了しません。デフォルトは 0（ゼロ）で、RMANが破損ブロックを許容しないこと
を意味します。 

注意注意注意注意 : check logicalを指定した場合、maxcorruptは論理的な破損にも適用されます。
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autolocate RMANは、リストアするバックアップを含んだ OPSクラスタのノードを自動的に検出します。 
onまたは off（デフォルト）を設定します。

このオプションにより、RMANは、割り当てられたすべてのチャネルにあるバックアップを強
制的に検索し、テープまたはファイル・システムにバックアップを行ったチャネルからのみ、
バックアップをリストアします。 たとえば、ノード A、Bおよび Cが OPS構成にあるとします。 
ノード Aがデータ・ファイルをテープ・ドライブまたはローカル・ファイル・システムにバッ
クアップした場合、ノード Aまたは Bからリストアしないように RMANに通知する必要があり
ます。 set autolocateコマンドは、この機能を実行します。

set autolocate onコマンドは、次の場合にのみ発行します。

� このコマンドの後に、restoreコマンドまたは recoverコマンドが続く場合

� チャネルが、OPSクラスタの異なるノードに割り当てられている場合

� メディア管理サーバーで、クラスタ規模のサービスを提供していない場合

� このコマンドが必要な場合（このコマンドにより特定のシステムで負荷が高くなる場合があ
るため）

archivelog 
destination to 
'log_archive_dest'

後続の restoreおよび recoverコマンドでリストアされるアーカイブ・ログの名前を構成する際
に、ターゲット・データベースの LOG_ARCHIVE_DESTまたは LOG_ARCHIVE_DEST_1初期
化パラメータをオーバーライドします。RMANは、log_archive_destに指定した宛先にログをリ
ストアします。すでにディスクには存在していないアーカイブ REDOログのリストアに、この
パラメータを使用します。

データベース・リストアの実行中に、このコマンドを使用して、異なる位置にアーカイブ・ログ
を移動します。RMANは新しくリストアされたアーカイブ・ログがどこにあるかを認識してい
ます。アーカイブ・ログが LOG_ARCHIVE_DEST_1または LOG_ARCHIVE_DESTによって指
定された宛先にある必要はありません。たとえば、パラメータ・ファイルで指定した宛先とは異
なる宛先を指定してアーカイブ REDOログのバックアップをリストアする場合、後続のリスト
アおよびリカバリ操作では新たな位置を検出します。RMANは、アーカイブ REDOログをバッ
クアップ・セットからリストアする前に、それがディスク上にあるかどうかを必ず最初に調べま
す。

untilClause 後続の restoreまたは recoverコマンドで使用する終了時刻、SCNまたはログ順序番号を指定し
ます。 10-165ページの「untilClause」を参照してください。

duplex チャネルが作成する必要がある各バックアップ・ピースの数を指定します。 指定可能な値は 1、
2、3または 4です。set duplexコマンドは backupコマンドにのみ影響を与えますが、コマンド
の発行後は割り当てられるチャネルすべてに影響を与え、明示的に使用不可（off）にするか、
またはセッション中に変更するまでは有効です。 デフォルトでは、duplexの値は offです。つま
り、RMANはバックアップ・セットを 1つ作成します。onに指定すると、RMANは同じバッ
クアップ・セットを 2つ作成します。
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例例例例

コマンドコマンドコマンドコマンド IDを設定する例を設定する例を設定する例を設定する例 この例では、コマンド IDを設定して DATA_1表領域をバック
アップし、オペレーティング・システムに切り替えた後でオンライン REDOログをアーカ
イブします。

run {
     set command id to 'rman';
     allocate channel t1 type 'SBT_TAPE'
     allocate channel t2 type 'SBT_TAPE';

command id to 
'string'

指定した文字列をすべてのチャネルの V$SESSION.CLIENT_INFO列に入力します。この情報
は、Oracleサーバー・セッションと RMANチャネルの対応関係の確認に使用します。 

V$SESSION.CLIENT_INFO列には、各 RMANサーバー・セッションに関する情報があります。
データの形式は次の形式のいずれかです。

� id=string 

� id=string, ch=channel_id

1番目の形式は、RMANターゲット・データベース接続で使用されます。2番目の形式は、割り
当てられたすべてのチャネルについて使用されます。現行のジョブが完了すると、
V$SESSION.CLIENT_INFO列は消去されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : V$SESSION.CLIENT_INFOの詳細は、『Oracle8i リファレンス・マニュアル』を参照
してください。

limit channel 
channel_id

割り当てたチャネルを使用して実行する backupまたは copyコマンドのいずれにも適用される
制限を指定するためのパラメータを設定します。

kbytes integer このチャネル上で作成されるバックアップ・ピースの最大サイズをキロバイ
トで指定します。 

readrate integer 各入力データ・ファイルから backupまたは copy操作で読み取られる 1秒
あたりの最大バッファ数（個々のバッファ・サイズは、DB_BLOCKSIZE * 
DB_FILE_DIRECT_IO_COUNTです）を指定します。 デフォルトでは、この
パラメータは設定されていません。 このパラメータによって RMANの処理
速度を抑え、つまり、ブロック読取りの上限を設定し、RMANによるディ
スクの消費を妥当な範囲内に抑えてオンライン・パフォーマンスの低下を防
止します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 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。

maxopenfiles 
integer

backupコマンドが一度にオープンできる入力ファイルの最大数を制御しま
す。 このパラメータは、多くのファイルのバックアップを 1つのバックアッ
プ・セットとして作成するときに、「オープン・ファイルが多すぎます」と
いうオペレーティング・システムのエラー・メッセージを出さないために使
用します。maxopenfilesを指定しなかった場合は、最大 32個の入力ファイ
ルを同時にオープンできます。
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     backup 
          incremental level 0
          filesperset 5
          tablespace data_1;
     host;
     sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';

}

バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例バックアップ・セットを二重化する例 この例では、datafile 1のバックアップ・セット
を 2つ同時に作成します。

run {
     set duplex = ON;
     allocate channel dev1 type disk;
     backup 
          filesperset 1
          datafile 1;
}

チャネル制限を設定する例チャネル制限を設定する例チャネル制限を設定する例チャネル制限を設定する例 この例では、3つのチャネルを割り当て、各チャネルで作成す
るバックアップ・ピースの最大サイズを設定します。また、データベースの同じバックアッ
プを 3組作成します。

startup mount;
run {
     set duplex=3;
     allocate channel ch1 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape'; 
     allocate channel ch3 type 'sbt_tape';
  
     set limit channel ch1 kbytes 2097150; 
     set limit channel ch2 kbytes 2097150; 
     set limit channel ch3 kbytes 2907150;
     
     backup 
          filesperset 5
          database; 
     alter database open; 
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-103ページの「recover」

10-127ページの「restore」

10-146ページの「set」

10-165ページの「untilClause」
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shutdown

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMANを終了せずに、ターゲット・データベースを停止します。このコマンドは、
SQL*Plus の SHUTDOWN文を使用するのと同じです。

要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内、または RMANプロンプトで実行してくださ
い。

� リカバリ・カタログ・データベースの停止に RMANの shutdownコマンドは使用でき
ません。リカバリ・カタログ・データベースを停止するには、SQL*Plusセッションを
開始して SHUTDOWN文を発行します。

� normal、transactionalおよび immediateのすべてのオプションで、データベースの正
しいクローズが実行されます。abortオプションではデータベースを正しくクローズし
ません。Oracleは起動時にインスタンス・リカバリを実行します。

� データベースを NOARCHIVELOGモードで操作している場合は、データベースを正し
く停止し、バックアップの作成前に startup mountを発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 : データベースの起動と停止の方法は、『Oracle8i 管理者ガイ
ド』を参照してください。SHUTDOWNコマンドの構文は、『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。

SHUTDOWN

NORMAL

ABORT

IMMEDIATE

TRANSACTIONAL ;
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キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

normal データベースを NORMALモード（デフォルトのオプション）で停止します。これには、次
のような意味があります。

� 文の発行後は新たな接続ができません。

� Oracleは、現行のデータベースに接続しているすべてのユーザーがデータベースから切
断するのを待って、データベースを停止します。

� 次回のデータベース起動時には、インスタンス・リカバリの必要がありません。

abort ターゲット・インスタンスを強制終了します。次の結果になります。

� すべての現行クライアントの SQL文は、即時終了します。

� コミットされていないトランザクションは、次の起動までロールバックされません。

� Oracleは、すべての接続ユーザーを切断します。

� Oracleは、次の起動時にデータベースのクラッシュ・リカバリを実行します。

immediate ターゲット・データベースを即時に停止します。次の結果になります。

� Oracleが処理中の現行クライアントの SQL文は、完了します。

� コミットされていないトランザクションはロール・バックされます。

� すべての接続ユーザーは切断されます。

transactional ターゲット・データベースをクライアントへの中断を最小化して停止します。次の結果になり
ます。

� 現在トランザクションを進めているクライアントは、データベースの停止前にトランザ
クションをコミットするか、またはロールバックします。

� このインスタンス時には、どのクライアントも新規のトランザクションを開始できませ
ん。新たなトランザクションを開始しようとするクライアントは切断されます。

� すべてのトランザクションがコミットするかまたはロールバックした後に、接続中のク
ライアントが切断されます。
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例例例例

immediateモードでデータベースを停止する例モードでデータベースを停止する例モードでデータベースを停止する例モードでデータベースを停止する例 この例では、現行の SQLトランザクショ
ンが処理されるのを待ってデータベースを停止し、その後でデータベースをマウントしま
す。

shutdown immediate;
startup mount;

NOARCHIVELOGモードでデータベースを停止する例モードでデータベースを停止する例モードでデータベースを停止する例モードでデータベースを停止する例 この例では、NOARCHIVELOG
モードで実行中のデータベースをバックアップします。

shutdown abort;
startup dba;
shutdown;
startup mount;
# executing the above commands ensures that database is in proper state for noarchivelog 
# backup
run {
     set duplex = 4;
     allocate channel dev1 type 'sbt_tape';
     backup database;
     alter database open;
}

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-18ページの「alterDatabase」

10-161ページの「startup」
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sql

構文構文構文構文

目的目的目的目的
Recovery Manager内から SQL文を実行します。 有効な SQL文の構文については、
『Oracle8i  SQLリファレンス』を参照してください。

要件要件要件要件
� sqlコマンドは、RMANプロンプトまたは run コマンドのカッコ内で実行してくださ
い。

� RMANが PL/SQLに渡す文字列にファイル名がある場合は、ファイル名を 2組の一重引
用符で囲み、sqlパラメータに続く文字列全体を二重引用符で囲む必要があります。 た
とえば、次のような構文にしてください。

     sql "CREATE TABLESPACE temp1 DATAFILE ' '$ORACLE_HOME/dbs/temp1.f' ' "

SQLパラメータに続く文字列に一重引用符を使用するか、またはファイル名に一重引用
符を 1組のみ使用すると、コマンドは正常に終了しません。

� 結果が表示されないため、SELECT文は実行できません。 

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

command SQL文の実行を指定します。たとえば、次のような SQL文を RMANプロンプトで発行します。

sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL'; 

この文は、オンライン REDOログをアーカイブします。

SQL ’ command ’ ;
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例例例例

オンライン表領域のオペレーティング・システム・コピーを作成する例オンライン表領域のオペレーティング・システム・コピーを作成する例オンライン表領域のオペレーティング・システム・コピーを作成する例オンライン表領域のオペレーティング・システム・コピーを作成する例 この例では、オペ
レーティング・システムにホストを切り替えてオンライン表領域 TBS_1のオペレーティン
グ・システム・コピーを作成し、それをカタログに追加します。

sql 'ALTER TABLESPACE tbs_1 BEGIN BACKUP';
host 'cp $ORACLE_HOME/dbs/tbs_1.f/dbs/tbs_1.f $ORACLE_HOME/copy/temp3.f';
sql 'ALTER TABLESPACE tbs_1 END BACKUP';
catalog datafilecopy '$ORACLE_HOME/copy/temp3.f';
sql 'ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG ALL';

引用符付き文字列内のファイル名を指定する例引用符付き文字列内のファイル名を指定する例引用符付き文字列内のファイル名を指定する例引用符付き文字列内のファイル名を指定する例 この例では、二重引用符付き文字列のコン
テキスト内で 2組の一重引用符を使用してファイル名を指定します。

sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ADD DATAFILE ''/oracle/dbs/tbs_7.f'' NEXT 10K MAXSIZE 100k;"

RESETLOGSオプションでオープンする例オプションでオープンする例オプションでオープンする例オプションでオープンする例 この例では、不完全リカバリを実行し、デー
タベースを RESETLOGSオプションで指定してオープンします。

run {
     set until scn 1000;
     allocate channel c1 type 'sbt_tape';
     restore database;
     recover database;
     sql 'ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS';
     reset database;
}
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startup
startup

構文構文構文構文

目的目的目的目的
RMAN環境内からデータベースを起動します。このコマンドは、SQL*Plus の STARTUPコ
マンドを使用するのと同じです。次の作業を行うことができます。

� データベースをマウントせずにインスタンスを起動します。

� 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、データベースはクローズ状態
にしておきます。

� インスタンスを起動し、次のモードでデータベースをマウントしてオープンします。

� 無制限モード（すべてのユーザーがアクセス可能）。

� 制限モード（DBAのみがアクセス可能）。

要件要件要件要件
� このコマンドは、RMANプロンプトまたは runコマンドのカッコ内で実行してくださ
い。

� リカバリ・カタログ・データベースのオープンに RMANの startupコマンドは使用でき
ません。リカバリ・カタログ・データベースを起動するには、SQL*Plusセッションを
起動し、STARTUP文を実行します。

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と停止の方法は、『Oracle8i 管理者ガイ
ド』を参照してください。SQL*Plusの STARTUPコマンドの構文は、
『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。

STARTUP

FORCE

NOMOUNT

MOUNT

DBA

PFILE
= ’

filename
’

;
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startup
キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
オプションを指定しない場合、RMANはデータベースをマウントしてオープンします。

 

例例例例

デフォルトのパラメータ・ファイルを使用してデータベースをオープンする例デフォルトのパラメータ・ファイルを使用してデータベースをオープンする例デフォルトのパラメータ・ファイルを使用してデータベースをオープンする例デフォルトのパラメータ・ファイルを使用してデータベースをオープンする例 この例で
は、データベースを起動してオープンします。

startup;

パラメータ・ファイルを指定してデータベースをマウントする例パラメータ・ファイルを指定してデータベースをマウントする例パラメータ・ファイルを指定してデータベースをマウントする例パラメータ・ファイルを指定してデータベースをマウントする例 この例では、shutdown 
abortを実行してから、非デフォルトのパラメータ・ファイルの位置を指定し、制限付きア
クセスでデータベースをマウントします。

startup force mount dba pfile=t_init1.ora;

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-18ページの「alterDatabase」

10-156ページの「shutdown」

force 次の操作のいずれかを実行します。

� データベースがオープン状態の場合、このオプションはデータベースを再オープンする前
に、データベースを shutdown abort文で停止します。

� データベースがクローズ状態の場合、このオプションはデータベースをオープンします。 

nomount データベースをマウントせずにインスタンスを起動します。

mount インスタンスを起動してからデータベースをマウントしますが、オープンはしません。mount
も nomountも指定しない場合は、startupコマンドはデータベースをオープンします。

dba データベースへのアクセスを RESTRICTED SESSION権限を持つユーザーに制限します。

pfile = filename ターゲット・データベースの init.oraファイルのファイル名を指定します。このパラメータ
を指定しない場合、デフォルトの init.oraのファイル名が使用されます。
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switch
switch

構文構文構文構文

目的目的目的目的
データ・ファイルのコピーをカレントのデータ・ファイルとして使用します。つまり、制御
ファイルが指し示すデータ・ファイルを変更します。switchを使用するのは、ALTER 
DATABASE RENAME DATAFILE文を使用する場合と同じです。Oracleは制御ファイル内
のファイルを改名しますが、実際に使用しているオペレーティング・システム上では改名し
ていません。 このコマンドによって、リカバリ・カタログと制御ファイルにあるデータ・
ファイル・コピーのレコードの状態が AVAILABLEに更新されることに注意してください。

要件要件要件要件
� switchは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� 制御ファイルがリストアされたバックアップ制御ファイルである場合、switchは、デー
タ・ファイルが制御ファイルに存在していないと、制御ファイルにデータ・ファイルの
レコードを追加します。 switchで追加できるのは、バックアップ制御ファイルの作成後
に作成したデータ・ファイルのみです。 

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

datafile 
datafileSpec

改名が必要なデータ・ファイルを指定します。ファイルの切替え後、制御ファイルは指定した
ファイルを現行とみなして表示することはありません。たとえば、このコマンドは tbs_1.fか
ら cp1.fまでの制御ファイルを指し示します。

switch datafile '$/dbs/tbs_1.f' to datafilecopy '$/dbs/copies/cp1.f';

toオプションを指定しない場合、RMANは、このファイル番号に対して以前の set newnameコ
マンド（10-151ページの「set_run_option」を参照）で切替え先として指定したファイル名を使
用します。 

SWITCH
DATAFILE datafileSpec

TO DATAFILECOPY
’ filename ’

TAG
= ’

tag_name
’

DATAFILE ALL
;
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例例例例

リストア後に切り替える例リストア後に切り替える例リストア後に切り替える例リストア後に切り替える例 この例では、RMANがディスクとテープの両方からリストア
できるように、ディスク・デバイスとテープ・デバイスを 1つずつ割り当てています。 

run {  
     allocate channel dev1 type disk;  
     allocate channel dev2 type 'sbt_tape';  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 OFFLINE IMMEDIATE";  
     set newname for datafile 'disk7/oracle/tbs11.f' 
       to 'disk9/oracle/tbs11.f';  
     restore tablespace tbs_1; 
     switch datafile all;  
     recover tablespace tbs_1;  
     sql "ALTER TABLESPACE tbs_1 ONLINE";  
}  

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-101ページの「printScript」

10-127ページの「restore」

10-141ページの「run」

10-146ページの「set」

 to datafilecopy ファイルの切替えに使用する入力コピー・ファイルを指定します。つまり、
改名が必要なデータ・ファイル・コピーを指定します。たとえば、次の文を
発行したとします。

switch datafile 2 to datafilecopy '/oracle/dbs/df2.copy';

制御ファイルは、datafile 2に対応するファイル名として df2.copyを
リストします。

データ・ファイル・コピーをタグで指定することもできます。 タグが不明な
場合は、最新のコピーが使用されます。つまり、メディア・リカバリの必要
度が最も低いコピーが使用されます。

タグが一意でない場合、RMANはタグが最近作成したコピーを参照してい
るものと理解します。次のコマンドを発行したとします。

switch datafile 3 to datafilecopy tag mondayPMcopy; 

このコマンドは、datafile 3を最近作成した月曜夕刻のコピーに切り替
えます。

datafile all このジョブでこれまでに発行された set newname for datafileコマンド（10-151ページの「set_
run_option」を参照）の対象となっているすべてのデータ・ファイルを、新しいファイル名に切
り替えるように指定します。
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untilClause
untilClause

構文構文構文構文

目的目的目的目的
各種の RMAN操作に対して時刻、SCNまたはログ順序番号による上限を指定する副次句で
す。

要件要件要件要件
すべての日付文字列は、次のいずれかにしてください。

� 現在有効な NLS日付書式仕様に従って書式化されていること。

� 'SYSDATE-30'のように、DATE値を戻す SQL式で作成されていること。

この副次句は、次のコマンドと一緒に使用します。

� recover

� report

� restore

� set_run_option

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

until time      
'date_string'

時刻を上限として指定します。

until scn integer SCNを上限として指定します。 

until logseq 
integer

REDOログ順序番号を上限として指定します。

thread integer 対象となる REDOログのスレッド番号を指定します。

UNTIL TIME
=

’ date_string ’

UNTIL SCN
=

integer

UNTIL LOGSEQ
=

integer THREAD
=

integer
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untilClause
例例例例

あるログ順序番号まで不完全リカバリを実行する例あるログ順序番号まで不完全リカバリを実行する例あるログ順序番号まで不完全リカバリを実行する例あるログ順序番号まで不完全リカバリを実行する例 この例は、ログ順序 1234がディスク・
クラッシュのために失われたため、使用可能なアーカイブ・ログを使用してデータベースを
リカバリする必要があることを前提としています。 

run {  
     allocate channel ch1 type disk;  
     allocate channel ch2 type 'sbt_tape'; 
     set until logseq 1234 thread 1; 
     restore controlfile to '$ORACLE_HOME/dbs/cf1.f' ;  
     replicate controlfile from '$ORACLE_HOME/dbs/cf1.f'; 
     alter database mount;  
     restore database;  
     recover database;  
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESESTLOGS";
}

指定指定指定指定 SCNまでまでまでまで DBPITRを実行する例を実行する例を実行する例を実行する例 この例では、指定 SCNまでデータベースをリカバ
リします。

startup mount;
run{
     allocate channel ch1 type disk;
     restore database;
     recover database until scn 1000;
     sql "ALTER DATABASE OPEN RESESTLOGS";
}

不要なバックアップをレポートする例不要なバックアップをレポートする例不要なバックアップをレポートする例不要なバックアップをレポートする例 この例は、最近 7日間のうちのいずれかの時点まで
リカバリできることを前提条件としています。この例では、1週間以上前に作成したバック
アップを不要とみなしています。

report obsolete until time 'SYSDATE-7';
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upgradeCatalog
upgradeCatalog

構文構文構文構文

目的目的目的目的
リカバリ・カタログ・スキーマを、旧バージョンから、RMAN実行可能ファイルに必要な
バージョンにアップグレードします。たとえば、RMANリリース 8.0のリカバリ・カタログ
を RMANリリース 8.1で使用する場合は、カタログのアップグレードが必要です。 

要件要件要件要件
� RMANがリカバリ・カタログに接続している必要があります。

� アップグレードの確認のため、upgradeコマンドを続けて 2回入力する必要があります。

� リカバリ・カタログがすでに RMAN実行可能ファイルが必要とするバージョンより後
のバージョンの場合は、エラーになります。ただし、リカバリ・カタログがすでに現行
の状態になっていれば、RMANはコマンドの実行を認めます。その結果、必要に応じ
てパッケージの再作成ができます。RMANは、アップグレード中に生成したエラー・
メッセージをメッセージ・ログに表示します。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

tablespace  
tablespace_name

リカバリ・カタログを格納する表領域を指定します。この指定がない場合は、リカバリ・カタロ
グのアップグレードに使用する CREATE TABLE文で、tablespaceパラメータは使用されませ
ん。つまり、カタログはデフォルトの表領域に格納されます。

UPGRADE CATALOG
TABLESPACE

’
tablespace_name

’
;
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例例例例

カタログをアップグレードする例カタログをアップグレードする例カタログをアップグレードする例カタログをアップグレードする例 この例では、リカバリ・カタログ・データベース
RECDBに接続してから、それを最新バージョンにアップグレードします。

rman catalog rcat/rcat@recdb

RMAN-06008: リカバリ・カタログ・データベースに接続されました。
RMAN-06186: PL/SQLパッケージrcat.DBMS_RCVCAT バージョン8.0.4(RCVCATデータベース内)は
　　　　　　 旧式です。
RMAN> upgrade catalog

RMAN-06435: リカバリ・カタログの所有者はrcatです。
RMAN-06442: UPGRADE CATALOGコマンドを再入力して、カタログの更新を確認してください。

RMAN> upgrade catalog

RMAN-06408: リカバリ・カタログがバージョン8.1.3にアップグレードされました。
RMAN-06452: DBMS_RCVMANパッケージはバージョン 8.1.5にアップグレードされました。
RMAN-06452: DBMS_RCVCATパッケージはバージョン8.1.3にアップグレードされました。

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-65ページの「createCatalog」

10-81ページの「dropCatalog」
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validate
validate

構文構文構文構文

目的目的目的目的
バックアップ セットを調べてリストアできるかどうかをレポートします。RMANは指定し
たバックアップ・セットのすべてのバックアップ・ピースを走査し、チェックサムを調べ
て、内容が変更されていないことを検証するため、バックアップは必要に応じて正常にリス
トアできます。 

バックアップ・セット内の 1つ以上のバックアップ・ピースに欠落または破損の疑いがある
ときは、このコマンドを使用してください。 テストするバックアップ・セットの指定には
validate backupsetを使用し、RMANにどのバックアップを検査するか選択させるときは
restoreコマンドの validateオプションを使用します。 

要件要件要件要件
� このコマンドは、runコマンドのカッコ内でのみ実行してください。

� validate backupset文を実行する前に、少なくとも 1つのチャネルを割り当ててくださ
い。

キーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータキーワードとパラメータ
 

注意注意注意注意 : validate backupsetコマンドは、バックアップ・セットがリスト
アできるかどうかをテストします。一方、change ... crosscheckは、ファ
イルがディスク上にある場合は指定したファイルのヘッダーを調べるか、
またはファイルがテープ上にある場合はメディア管理カタログに問い合せ
るのみです。

primary_key 検査するバックアップ・セットを primary_keyによって指定します。 バックアップ・セットの主
キーを取得するには、list文を実行します。あるいは、リカバリ・カタログを使用している場合
には、RC_BACKUP_SETビューに問い合せます。

VALIDATE BACKUPSET primary_key

,
CHECK LOGICAL

;
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例例例例

バックアップ・セットを検証する例バックアップ・セットを検証する例バックアップ・セットを検証する例バックアップ・セットを検証する例 この例では、主キーが 12のバックアップ・セットの
状態を検査します（stringには文字列が入ります）。

run{
     allocate channel ch1 type disk;
     validate backupset 12;
}
# As the output indicates, RMAN determines whether it is possible to restore the
# specified backup set.
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: allocate
RMAN-03023: 実行コマンド: allocate
RMAN-08030: チャネル c1が割り当てられました。
RMAN-08500: チャネル ch1: sid=10 devtype=DISK
 
RMAN-03022: コンパイル・コマンド: validate
RMAN-03023: 実行コマンド: validate
RMAN-08016: チャネル ch1: データファイル・バックアップ集合の復旧を開始しています。
RMAN-08502: set_count=16 set_stamp=341344502 creation_time=14-AUG-98
RMAN-08023: チャネル ch1: バックアップ部分: 1がリストアされました。
RMAN-08511: 部分ハンドル=/oracle/dbs/0ga5h07m_1_1 タグ=string パラメータ=NULL
RMAN-08024: チャネル ch1: リストア完了
RMAN-08031: チャネル ch1をリリースしました。 

関連項目関連項目関連項目関連項目
10-127ページの「restore」

check logical 物理的な破損チェックを通過したデータ・ブロックと索引ブロックについて論理的な破損がない
かどうかをテストします。たとえば、行ピースまたは索引エントリの破損がないかを調べます。
RMANは論理的な破損を発見すると、alert.logとサーバー・セッション・トレース・ファイ
ルにそのブロックのログを書き込みます。RMANコマンドが完了すると、Oracleは破損ブロッ
クの範囲を V$BACKUP_CORRUPTIONおよび V$COPY_CORRUPTIONに記録します。

注意注意注意注意 : validateは maxcorruptを使用しません。
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リカバリ・カタロ
11

リカバリ・カタログ・ビューリカバリ・カタログ・ビューリカバリ・カタログ・ビューリカバリ・カタログ・ビュー

この章では、リカバリ・カタログ・ビューを説明します。リカバリ・カタログが作成されて
いる場合に限り、リカバリ・カタログ・ビューにアクセスできます。

注意注意注意注意 : これらのビューは正規化されていませんが、RMANで使用するた
めの最適化は行われています。 したがって、ほとんどのカタログ・ビュー
には、いくつかの表を結合したために生じた冗長な値があります。
グ・ビュー 11-1



RC_ARCHIVED_LOG
RC_ARCHIVED_LOG
このビューは、すべてのアーカイブ REDOログに関する履歴情報をリスト表示します。 この
ビューは、V$ARCHIVED_LOGビューに対応しています。 

Oracleは、オンライン REDOログが正常にアーカイブされたか、または消去された（ログ
が消去された場合、NAME列は NULL）後で、アーカイブ REDOログ・レコードを挿入し
ます。 ログが複数回（最高 5回まで）アーカイブされた場合は、同じ THREAD#、
SEQUENCE#および FIRST_CHANGE#で、名前が異なる複数のアーカイブ・ログ・レコー
ドが生じます。アーカイブ・ログ・レコードは、アーカイブ・ログがバックアップ・セット
またはコピーからリストアされたときにも挿入されます。 

アーカイブ REDOログには、そのログ履歴レコードが制御ファイル内で上書きされたか、
または RESETLOGS操作の後で上書きされた場合、ログ履歴レコードが存在しない場合があ
るので注意してください。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

AL_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログのアーカイブ REDOログの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$ARCHIVED_LOGからのアーカイブ REDOログの
RECID。RECIDと STAMPは、ターゲット・データベー
ス制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結
主キーを構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$ARCHIVED_LOGからのアーカイブ REDOログの
STAMP。RECIDと STAMPは、ターゲット・データ
ベース制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する
連結主キーを構成します。

THREAD# NUMBER NOT NULL REDOスレッドの番号。

SEQUENCE# NUMBER NOT NULL ログ順序番号。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSの SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSのタイムス
タンプ。

FIRST_CHANGE# NUMBER NOT NULL REDOログへの切替時に生成された SCN。
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RC_BACKUP_CONTROLFILE
RC_BACKUP_CONTROLFILE
このビューは、バックアップ・セット内の制御ファイルに関する情報をリスト表示します。 
ファイル番号 0のバックアップ・データ・ファイル・レコードは、V$BACKUP_DATAFILE
ビューのバックアップ制御ファイルを表していることに注意してください。

FIRST_TIME DATE NOT NULL REDOログに切り替えた時刻。

NEXT_CHANGE# NUMBER NOT NULL スレッド内にある次の REDOログの最初の SCN。

NEXT_TIME DATE スレッド内にある次の REDOログの最初のタイムスタン
プ。

BLOCKS NUMBER NOT NULL 書き込まれたオペレーティング・システムのブロック数
（およびコピー作成時のアーカイブ・ログのサイズ）。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL ブロック・サイズ（バイト）。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL REDOログをアーカイブまたはコピーした時刻。

ARCHIVED VARCHAR2(3) ログがアーカイブされたかどうかを、YES（REDOログ
がアーカイブされた場合）または NO（オンライン
REDOログのファイル・ヘッダーが検査され、レコード
が V$ARCHIVED_LOGに追加された場合）で示します。 
オンライン・ログを検査すると、そのアーカイブ・ロ
グ・レコードが作成され、RMANのリカバリ中に適用で
きます。Oracleは、ARCHIVEDを NOに設定し、オン
ライン・ログがバックアップされないようにします。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL アーカイブ・ログの状態。A（使用可能）、U（使用不
能）または D（削除済）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

BCF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内にある制御ファイル・バックアッ
プの主キー。リカバリ・カタログに接続している間に
listコマンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表
示されます。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからの RECIDの値。RECIDと
STAMPは、ターゲット・データベース制御ファイル内
でこのレコードを一意に識別する連結主キーを構成しま
す。

STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからの STAMPの値。RECID
と STAMPは、ターゲット・データベース制御ファイル
内でこのレコードを一意に識別する連結主キーを構成し
ます。

BS_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内でこのレコードが属しているバッ
クアップ・セットの主キー。この列を使用して、RC_
BACKUP_SETとの結合を構成します。

SET_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

SET_COUNT NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSの SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSのタイムス
タンプ。

CHECKPOINT_CHANGE# NUMBER NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME DATE NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント時刻。

CREATION_TIME# DATE NOT NULL 制御ファイルの作成時刻。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL ブロック・サイズ（バイト）。

OLDEST_OFFLINE_
RANGE

NUMBER NOT NULL 内部使用のみ。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（使用可能）、U（使用
不能）または D（削除済）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_BACKUP_CORRUPTION
このビューは、データ・ファイル・バックアップ内の破損ブロック範囲をリスト表示しま
す。 このビューは、制御ファイルの V$BACKUP_CORRUPTIONビューに対応しています。
制御ファイルとアーカイブ REDOログのバックアップには破損が許容されないことに注意
してください。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_CORRUPTIONからのレコード識別子。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_CORRUPTIONから伝播したスタンプ。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

BS_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内でこのレコードが属しているバッ
クアップ・セットの主キー。この列を使用して、RC_
BACKUP_SETとの結合を構成します。

SET_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

SET_COUNT NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

PIECE# NUMBER NOT NULL ブロックが属しているバックアップ・ピース。

BDF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内にあるデータ・ファイルのバック
アップまたはコピーに対する主キー。このキーを使用し
て RC_BACKUP_DATAFILEと結合します。リカバリ・
カタログに接続している間に listコマンドを発行すると、
この値が出力の KEY列に表示されます。

BDF_RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからの RECIDの値。
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RC_BACKUP_DATAFILE
このビューは、バックアップ・セットのデータ・ファイルに関する情報をリスト表示しま
す。 このビューは、V$BACKUP_DATAFILEビューに対応しています。バックアップ・デー
タ・ファイルは BDF_KEYによって一意に識別されます。

BDF_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからの STAMPの値。

FILE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL バックアップ作成時の SCN。

BLOCK# NUMBER NOT NULL ファイル内の最初の破損ブロックのブロック番号。

BLOCKS NUMBER NOT NULL BLOCK#以降に発見された破損ブロックの数。

CORRUPTION_CHANGE# NUMBER 破損が検出されたときの SCN。

MARKED_CORRUPT VARCHAR2(3) この破損をこれまでに検出していない場合は YES、すで
に認識済の場合は NO。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

BDF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内のデータ・ファイル・バックアッ
プの主キー。リカバリ・カタログに接続している間に
listコマンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表
示されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからのバックアップ・データ・
ファイルの RECID。RECIDと STAMPは、ターゲット・
データベース制御ファイル内でこのレコードを一意に識
別する連結主キーを構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_DATAFILEからのバックアップ・データ・
ファイルの STAMP。RECIDと STAMPは、ターゲッ
ト・データベース制御ファイル内でこのレコードを一意
に識別する連結主キーを構成します。

BS_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内でこのレコードが属しているバッ
クアップ・セットの主キー。この列を使用して、RC_
BACKUP_SETとの結合を構成します。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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SET_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

SET_COUNT NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

BS_RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの RECID。

BS_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの STAMP。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。D（全体またはレベル 0増分）
または I（増分レベル 1以上）。

INCREMENTAL_LEVEL NUMBER 増分バックアップのレベル。NULLまたは 0から 4。

COMPLETION_TIME DATE バックアップの完了時刻。

FILE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL バックアップ作成時の SCN。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル・ヘッダー内の最新 RESETLOGSの
SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL データ・ファイル・ヘッダー内の最新 RESETLOGSのタ
イムスタンプ。

INCREMENTAL_
CHANGE#

NUMBER NOT NULL ブロックを増分バックアップに組み込むかどうかを判断
する SCN。ブロックは、ブロック・ヘッダーにある
SCNが INCREMENTAL_CHANGE#より大きいか、ま
たは等しい場合に限って組み込まれます。 

増分バックアップが適用される REDOの範囲は、
INCREMENTAL_CHANGE#から始まり、
CHECKPOINT_CHANGE#で終わります。

CHECKPOINT_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル最新チェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME DATE NOT NULL データ・ファイルの最終チェックポイント時刻。

ABSOLUTE_FUZZY_
CHANGE#

NUMBER 絶対ファジー SCN。

DATAFILE_BLOCKS NUMBER NOT NULL データ・ファイル内のブロック数。

BLOCKS NUMBER NOT NULL バックアップに書き込まれたデータ・ブロック数。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL データ・ブロック・サイズ（バイト）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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このビューは、バックアップ・ピースに関する情報をリスト表示します。 このビューは、
V$BACKUP_PIECEビューに対応しています。各バックアップには 1つ以上のバックアッ
プ・ピースが含まれています。

同じバックアップ・ピースのコピーを複数持つことができますが、制御ファイルには各コ
ピーのレコード、ビューには各コピーの行があります。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（すべてのピースが使
用可能）、D（すべてのピースが削除済）、O（一部の
ピースを除いて使用不能なため、バックアップ・セット
は使用不可）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DB_ID NUMBER NOT NULL データベース識別子。

BP_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内のバックアップ・ピースに対す
る主キー。リカバリ・カタログに接続している間に list
コマンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示
されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_PIECEからのバックアップ・ピースの
RECID。RECIDと STAMPは、ターゲット・データ
ベース制御ファイル内でこのレコードを一意に識別す
る連結主キーを構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_PIECEから伝播したバックアップ・ピー
スの STAMP。RECIDと STAMPは、ターゲット・
データベース制御ファイル内でこのレコードを一意に
識別する連結主キーを構成します。

BS_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内でこのレコードが属している
バックアップ・セットの主キー。この列を使用して、
RC_BACKUP_SETとの結合を構成します。

SET_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベー
ス制御ファイル内でこのレコードが属しているバック
アップ・セットを一意に識別する連結主キーを構成し
ます。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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SET_COUNT NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベー
ス制御ファイル内でこのレコードが属しているバック
アップ・セットを一意に識別する連結主キーを構成し
ます。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。D（全体またはレベル 0増
分）、I（増分レベル 1以上）、L（アーカイブ REDOロ
グ）。

INCREMENTAL_LEVEL NUMBER 増分バックアップのレベル。NULLまたは 0から 4。

PIECE# NUMBER NOT NULL バックアップ・ピースの番号。最初のピースの値は 1
です。

COPY# NUMBER NOT NULL バックアップ・ピースのコピー番号。

DEVICE_TYPE VARCHAR2(255) NOT NULL バックアップ・デバイスのタイプ。DISKまたは SBT_
TAPE（順次メディア）。

HANDLE VARCHAR2(1024) NOT NULL バックアップ・ピースのファイル名。これは RMANが
OSDレイヤーに渡す値で、ファイルを識別します。

COMMENTS VARCHAR2(255) バックアップ・ピースについてのコメント。

MEDIA VARCHAR2(80) このバックアップを作成したメディア・マネージャに
ついての詳細コメント。

MEDIA_POOL NUMBER バックアップを格納するメディア・プールの数。

CONCUR VARCHAR2(3) バックアップ・メディアが同時アクセスをサポートす
るかどうかを、YESまたは NOで指定します。

TAG VARCHAR2(32) バックアップ・ピースのユーザー指定タグ。

START_TIME DATE NOT NULL RMANがバックアップ・ピースへの書込みを開始した
時刻。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL バックアップが完了した時刻。

ELAPSED_SECONDS NUMBER バックアップ・ピース作成の実行時間。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・ピースの状態。A（使用可能）、U（使
用不能）、D（削除済）または X（期限切れ）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_BACKUP_REDOLOG
このビューは、バックアップ・セットのアーカイブ REDOログに関する情報をリスト表示
します。 このビューは、V$BACKUP_REDOLOGビューに対応しています。

オンライン・ログを直接バックアップすることはできません。最初にオンライン・ログを
ディスクにアーカイブし、次にバックアップを作成します。アーカイブ・ログのバックアッ
プ・セットには、1つ以上のアーカイブ・ログが含まれています。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベースのインカネー
ションの DB_NAME。

BRL_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内のアーカイブ REDOログの主
キー。リカバリ・カタログに接続している間に listコマ
ンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示され
ます。

RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_REDOLOGから伝播したレコード識別子。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_REDOLOGからの STAMP。RECIDと
STAMPは、ターゲット・データベース制御ファイル内
でこのレコードを一意に識別する連結主キーを構成しま
す。

BS_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内でこのレコードが属しているバッ
クアップ・セットの主キー。この列を使用して、RC_
BACKUP_SETとの結合を構成します。

SET_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

SET_COUNT NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードが属しているバックアッ
プ・セットを一意に識別する連結主キーを構成します。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。L（アーカイブ REDOログ）。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL バックアップが完了した時刻。
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RC_BACKUP_SET
このビューは、データベースの全インカネーションのバックアップ・セットに関する情報を
リスト表示します。 このビューは、V$BACKUP_SETビューに対応しています。バックアッ
プ・セット・レコードは、バックアップが正常に完了した後に挿入されます。

THREAD# NUMBER NOT NULL REDOログのスレッド番号。

SEQUENCE# NUMBER NOT NULL ログ順序番号。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSの SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSのタイムス
タンプ。

FIRST_CHANGE# NUMBER NOT NULL REDOログへの切替時に生成された SCN。

FIRST_TIME DATE NOT NULL REDOログに切り替えた時刻。

NEXT_CHANGE# NUMBER NOT NULL スレッド内にある次の REDOログの最初の SCN。

NEXT_TIME DATE NOT NULL スレッド内にある次の REDOログの最初のタイムスタン
プ。

BLOCKS NUMBER NOT NULL バックアップに書き込まれたオペレーティング・システ
ムのブロック数。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（すべてのピースが使
用可能）、D（すべてのピースが削除済）、O（一部の
ピースを除いて使用不能なため、バックアップ・セット
は使用不可）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DB_ID NUMBER NOT NULL 一意のデータベース識別子。

BS_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内のバックアップ・セットの主キー。
リカバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからのバックアップ・セットの
RECID。RECIDと STAMPは、ターゲット・データベー
ス制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結
主キーを構成します。V$BACKUP_SETにアクセスする
には、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_
COUNTの組合せのいずれかを使用します。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからのバックアップ・セットの
STAMP。RECIDと STAMPは、ターゲット・データ
ベース制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する
連結主キーを構成します。V$BACKUP_SETにアクセス
するには、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと
SET_COUNTの組合せのいずれかを使用します。

SET_STAMP NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_STAMPの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主
キーを構成します。V$BACKUP_SETにアクセスするに
は、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_
COUNTの組合せのいずれかを使用します。

SET_COUNT NUMBER NOT NULL V$BACKUP_SETからの SET_COUNTの値。SET_
STAMPと SET_COUNTは、ターゲット・データベース
制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主
キーを構成します。V$BACKUP_SETにアクセスするに
は、RECIDと STAMPまたは SET_STAMPと SET_
COUNTの組合せのいずれかを使用します。

BACKUP_TYPE VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップのタイプ。 D（全体バックアップまたはレ
ベル 0増分）、I（レベル 1以上の増分）、L（アーカイブ
REDOログ）。

INCREMENTAL_LEVEL NUMBER NOT NULL 増分バックアップのレベル。NULLまたは 0から 4。

PIECES NUMBER NOT NULL バックアップ・セット内のバックアップ・ピースの数。

START_TIME DATE NOT NULL バックアップを開始した時刻。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL バックアップが完了した時刻。

ELAPSED_SECONDS NUMBER バックアップ実行時間（秒）。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。 A（すべてのバックアッ
プ・ピースが使用可能）、D（すべてのバックアップ・
ピースが削除済）、O（一部のバックアップ・ピースはを
除いて使用不能なため、バックアップ・セットは使用不
可）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_CHECKPOINT
このビューは、リカバリ・カタログの再同期化情報をリスト表示します。データベースの
チェックポイントに関する情報はリスト表示しません。 チェックポイントの情報には、ほと
んどの場合、RC_RESYNCビューを使用します。

RC_CONTROLFILE_COPY
このビューは、ディスク上の制御ファイル・コピーに関する情報をリスト表示します。 
V$DATAFILE_COPYビューで制御ファイル・コピーを表示するには、ファイル番号 0の
データ・ファイル・コピーのレコードを使用します。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

CKP_KEY NUMBER NOT NULL チェックポイントに対する主キー。

CKP_SCN NUMBER NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント SCN。

CKP_CF_SEQ NUMBER NOT NULL 制御ファイルの順序番号。

CKP_TIME DATE カタログのチェックポイント時刻。

CKP_TYPE VARCHAR2(7) NOT NULL カタログ再同期化のタイプ。全体または部分。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

CCF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内にある制御ファイル・コピーの
主キー。リカバリ・カタログに接続している間に list
コマンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示
されます。
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RECID NUMBER NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのレコード識別子。RECID
と STAMPは、ターゲット・データベース制御ファイ
ル内でこのレコードを一意に識別する連結主キーを構
成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$DATAFILE_COPYからの STAMP。RECIDと
STAMPは、ターゲット・データベース制御ファイル内
でこのレコードを一意に識別する連結主キーを構成し
ます。

NAME VARCHAR2(1024) NOT NULL 制御ファイル・コピーのファイル名。

TAG VARCHAR2(32) 制御ファイル・コピーのタグ。タグを使用しない場合
は、NULL。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSの SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSのタイム
スタンプ。

CHECKPOINT_CHANGE# NUMBER NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME DATE NOT NULL 制御ファイルのチェックポイント時刻。

CREATION_TIME DATE NOT NULL 制御ファイルの作成時刻。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL ブロック・サイズ（バイト）。

MIN_OFFR_RECID NUMBER NOT NULL 内部使用のみ。

OLDEST_OFFLINE_
RANGE

NUMBER NOT NULL 内部使用のみ。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL コピーを生成したときの時刻。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL コピーの状態。A（使用可能）、U（使用不能）または
D（削除済）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_COPY_CORRUPTION
このビューは、データ・ファイル・コピーの破損ブロック範囲をリスト表示します。 この
ビューは、V$COPY_CORRUPTIONビューに対応しています。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

RECID NUMBER NOT NULL V$COPY_CORRUPTIONからのレコード識別子。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$COPY_CORRUPTIONから伝播したスタンプ。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

CDF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内のデータ・ファイル・コピーの主
キー。リカバリ・カタログに接続している間に listコマ
ンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示され
ます。この列を使用して、RC_DATAFILE_COPYとの結
合を構成します。

COPY_RECID NUMBER NOT NULL RC_DATAFILE_COPYからの RECID。この値は、制御
ファイルから伝播されます。

COPY_STAMP NUMBER NOT NULL RC_DATAFILE_COPYからの STAMP。この値は、制御
ファイルから伝播されます。

FILE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL コピー作成時に記録された SCN。

BLOCK# NUMBER NOT NULL ファイル内にある最初の破損ブロックのブロック番号。

BLOCKS NUMBER NOT NULL BLOCK#以降に発見された破損ブロックの数。

CORRUPTION_CHANGE# NUMBER 破損が検出されたときの SCN。

MARKED_CORRUPT VARCHAR2(3) データベース・サーバーでこの破損をこれまでに検出し
ていなければ YES、データベース・サーバーですでに認
識済であれば NO。
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RC_DATABASE
このビューは、リカバリ・カタログに登録されているデータベースに関する情報を表示しま
す。 このビューは、V$DATABASEビューに対応しています。

RC_DATABASE_INCARNATION
このビューは、リカバリ・カタログに登録されているすべてのデータベース・インカネー
ションに関する情報をリスト表示します。Oracleでは、管理者がデータベースを
RESETLOGSオプションでオープンすると、必ず新しいインカネーションが作成されます。

 列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL データベースに対する主キー。この列を使用して、ほとん
どのカタログ・ビューとの結合を構成します。

DBINC_KEY NUMBER カレントのインカネーションに対する主キー。この列を使
用して、RC_DATABASE_INCARNATIONとの結合を構
成します。

DBID NUMBER NOT NULL V$DATABASEからのデータベースの一意の識別子。

NAME VARCHAR2(8) NOT NULL カレントのインカネーションに対するデータベースの DB_
NAME。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSの SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSのタイムスタ
ンプ。

 列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

 DB_KEY NUMBER NOT NULL データベースに対する主キー。この列を使用して、
ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成しま
す。

 DBID NUMBER NOT NULL データベースの一意の識別子。

 DBINC_KEY NUMBER NOT NULL インカネーションに対する主キー。

 NAME VARCHAR2(8) NOT NULL RESETLOGS操作時点でのデータベースの DB_
NAME。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL このインカネーションを作成した RESETLOGSの
SCN。

 RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL このインカネーションを作成した RESETLOGSのタ
イムスタンプ。

 CURRENT_INCARNATION VARCHAR2(3)  カレントのインカネーションの場合は YES、そうで
ない場合は NO。
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RC_DATAFILE
このビューは、リカバリ・カタログに登録されているすべてのデータ・ファイルに関する情
報をリスト表示します。 このビューは、V$DATAFILEビューに対応しています。データ・
ファイルは、その表領域が削除された場合、削除されたものとして表示されます。

 PARENT_DBINC_KEY NUMBER このデータベースに対する前のインカネーションの
DBINC_KEY。データベースの最初に記録されたイ
ンカネーションの場合、値は NULLになります。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

TS# NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースでの表領域識別子。表領域
を削除し、再作成した場合は、同じインカネーション
に複数の TS#が存在します。

TABLESPACE_NAME VARCHAR2(30) NOT NULL 表領域名。表領域を削除し、再作成した場合、同じイ
ンカネーションにその名前が複数存在している可能性
があります。

FILE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。表領域を削除
し、再作成した場合は、同じインカネーションに複数
の同一データ・ファイル番号が存在します。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル作成時の SCN。 

CREATION_TIME DATE データ・ファイル作成の時刻。

DROP_CHANGE# NUMBER データ・ファイルを削除したときに記録された SCN。
同じファイル番号を持つ新規のデータ・ファイルが発
見された場合、DROP_CHANGE#はそのデータ・ファ
イルの CREATION_CHANGE#に設定されます。その
他の場合、値は RC_CHECKPOINT.CKP_SCNに設定
されます。

DROP_TIME DATE データファイルを削除したときの時刻。同じファイル
番号を持つ新規のデータ・ファイルが発見された場合、
DROP_TIMEはそのデータ・ファイルの CREATION_
TIMEに設定されます。他の場合は、値は RC_
CHECKPOINT.CKP_TIMEに設定されます。

BYTES NUMBER データ・ファイルのサイズ（バイト）。

 列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_DATAFILE_COPY
このビューは、ディスク上のデータ・ファイル・コピーに関する情報をリスト表示します。 
このビューは、V$DATAFILE_COPYビューに対応しています。

BLOCKS NUMBER データ・ファイルのブロック数。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL データ・ブロックのサイズ。

NAME VARCHAR2(1024) データ・ファイルのファイル名。

STOP_CHANGE# NUMBER データ・ファイルが NORMALモードでオフラインに
された場合または読取り専用の場合の、データ・ファ
イルの SCN。

READ_ONLY NUMBER NOT NULL STOP_CHANGE#が読取り専用の場合は 1、その他の
場合は 0。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

CDF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログ内のデータ・ファイル・コピーの
主キー。リカバリ・カタログに接続している間に list
コマンドを発行すると、この値が出力の KEY列に表示
されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのデータ・ファイル・コ
ピーのレコード。RECIDと STAMPは、ターゲット・
データベース制御ファイル内でこのレコードを一意に
識別する連結主キーを構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのデータ・ファイル・コ
ピーの STAMP。RECIDと STAMPは、ターゲット・
データベース制御ファイル内でこのレコードを一意に
識別する連結主キーを構成します。

NAME VARCHAR2(1024) NOT NULL データ・ファイル・コピーのファイル名。

TAG VARCHAR2(32) データ・ファイル・コピーのタグ。

FILE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル・コピー作成時の SCN。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル・ヘッダー内の最新 RESETLOGSの
SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL データ・ファイル・ヘッダー内の最新 RESETLOGSの
タイムスタンプ。

INCREMENTAL_LEVEL NUMBER コピーの増分レベル。0または NULL。

CHECKPOINT_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル最新チェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME DATE NOT NULL データ・ファイルの最新チェックポイント時刻。

ABSOLUTE_FUZZY_
CHANGE#

NUMBER 認識されている場合は、ファイルのいずれかのブロッ
ク内にある一番大きい値の SCN。

RECOVERY_FUZZY_
CHANGE#

NUMBER ファイルをファジーにしないために、リカバリ操作が
到達する必要のある SCN。NULLでない場合は、この
ファイルでデータベースをオープンする前に、少なく
とも指定された SCNまでのリカバリが必要です。

RECOVERY_FUZZY_TIME DATE ファイルをファジーにしないために、リカバリ操作を
続けて行う必要がある時刻。NULLでない場合は、こ
のファイルでデータベースをオープンする前に、少な
くとも指定された時刻までのリカバリが必要です。

ONLINE_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーはクラッシュまたは IMMEDIATEを指定したオフ
ラインの後に作成されたものです（またはデータベー
スがオープン状態で不適切に作成されたコピーのコ
ピーです）。ファイルに一貫性を持たせるには、次のク
ラッシュ・リカバリ・マーカーまでのすべての REDO
を適用するリカバリが必要です。 

BACKUP_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーは BEGIN BACKUP/END BACKUPにより作成さ
れています。 このコピーに一貫性を持たせるには、
ALTER TABLESPACE END BACKUPコマンドを使用
するときに REDOストリームに置かれたマーカーま
で、すべての REDOを適用するリカバリが必要です。

BLOCKS NUMBER NOT NULL データ・ファイル・コピーにあるブロックの数（およ
びコピー作成時のデータ・ファイルのサイズ）。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL ブロック・サイズ（バイト）。

COMPLETION_TIME コピーが完了した時刻。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL コピーの状態。A（使用可能）、U（使用不能）または
D（削除済）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_LOG_HISTORY
このビューは、オンライン REDOログについての履歴情報をリスト表示します。 このビュー
は、V$LOG_HISTORYビューに対応しています。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

RECID NUMBER NOT NULL V$LOG_HISTORYからの REDOログ履歴の RECID。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$LOG_HISTORYからの REDOログ履歴の STAMP。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

THREAD# NUMBER NOT NULL オンライン REDOログのスレッド番号。

SEQUENCE# NUMBER NOT NULL REDOログのログ順序番号。

FIRST_CHANGE# NUMBER NOT NULL REDOログへの切替時に生成された SCN。

FIRST_TIME DATE NOT NULL REDOログに切り替えたときのタイムスタンプ。

NEXT_CHANGE# NUMBER NOT NULL スレッド内にある次の REDOログの最初の SCN。

CLEARED VARCHAR2(3) REDOログが ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE文
で消去された場合は '?'、その他の場合は NULL。この文
を使用すると、ログを最初にアーカイブしなくても初期
化できます。
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RC_OFFLINE_RANGE
このビューはデータ・ファイルのオフライン範囲をリスト表示します。 このビューは、
V$OFFLINE_RANGEビューに対応しています。 

データ・ファイルにオフライン範囲が作成されるのは、最初にその表領域が NORMALモー
ドによるオフラインまたは読取り専用に変更され、その後にオンラインまたは読み書き可能
に変更されたときです。データ・ファイル自体がオフラインに変更された場合、あるいは表
領域が IMMEDIATEモードでオフラインに変更される場合、オフライン範囲は作成されま
せん。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

RECID NUMBER NOT NULL V$OFFLINE_RANGEからのオフライン範囲のレコード
識別子。RECIDと STAMPは、ターゲット・データベー
ス制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結
主キーを構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$OFFLINE_RANGEからのオフライン範囲のスタンプ。
RECIDと STAMPは、ターゲット・データベース制御
ファイル内でこのレコードを一意に識別する連結主キー
を構成します。

FILE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルの絶対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル作成時の SCN。

OFFLINE_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイルをオフラインにしたときに記録された
SCN。

ONLINE_CHANGE# NUMBER NOT NULL オンライン・チェックポイント SCN。

ONLINE_TIME DATE NOT NULL オンライン・チェックポイント時刻。

CF_CREATE_TIME DATE 制御ファイル作成の時刻。
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RC_PROXY_CONTROLFILE
このビューは、プロキシ・コピー機能を使用して作成した制御ファイルのバックアップを説
明します。 このビューは、V$PROXY_DATAFILEビューに対応しています。 

プロキシ・コピーでは、メディア・マネージャがデータのバックアップとリストアの操作を
行います。各行で 1つの制御ファイルの 1つのバックアップを説明します。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

XDF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログのプロキシ・コピーの主キー。リ
カバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$PROXY_DATAFILEからのプロキシ・コピー・レ
コードの識別子。RECIDと STAMPは、ターゲット・
データベース制御ファイル内でこのレコードを一意に
識別する連結主キーを構成します。

STAMP NUMBER NOT NULL V$DATAFILE_COPYからのプロキシ・コピーのスタ
ンプ。RECIDと STAMPは、ターゲット・データベー
ス制御ファイル内でこのレコードを一意に識別する連
結主キーを構成します。

TAG VARCHAR2(32) プロキシ・コピーのタグ。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSの SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL レコード作成時における最新の RESETLOGSのタイム
スタンプ。

CHECKPOINT_CHANGE# NUMBER NOT NULL コピー作成時におけるチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME DATE NOT NULL コピー作成時におけるチェックポイント時刻。

CREATION_TIME DATE NOT NULL 制御ファイルの作成時刻。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL コピーのブロック・サイズ（バイト）。

MIN_OFFR_RECID NUMBER NOT NULL 内部使用のみ。

OLDEST_OFFLINE_
RANGE

NUMBER NOT NULL 内部使用のみ。

DEVICE_TYPE VARCHAR2(255) NOT NULL 順次メディア・デバイスのタイプ。
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RC_PROXY_DATAFILE
このビューでは、プロキシ・コピー機能を使用して作成したデータ・ファイルのバックアッ
プを説明します。 このビューは、V$PROXY_DATAFILEビューに対応しています。 

プロキシ・コピーでは、メディア・マネージャがデータのバックアップとリストアの操作を
行います。各行が 1データベース・ファイルの 1バックアップを表します。 

HANDLE VARCHAR2(1024) NOT NULL プロキシ・コピーのファイル名。 これは、RMANがオ
ペレーティング・システム固有のレイヤーに渡す値で、
ファイルを識別します。

COMMENTS VARCHAR2(255) プロキシ・コピーについてのコメント。

MEDIA VARCHAR2(80) このバックアップを作成したメディア・マネージャに
ついての詳細コメント。

MEDIA_POOL NUMBER プロキシ・コピーを格納するメディア・プールの数。

START_TIME DATE NOT NULL プロキシ・コピーの開始時刻。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL プロキシ・コピーの完了時刻。

ELAPSED_SECONDS NUMBER プロキシ・コピーの実行時間。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（使用可能）、U（使
用不能）、X（期限切れ）または D（削除済）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

XDF_KEY NUMBER NOT NULL リカバリ・カタログのプロキシ・コピーの主キー。リ
カバリ・カタログに接続している間に listコマンドを
発行すると、この値が出力の KEY列に表示されます。

RECID NUMBER NOT NULL V$PROXY_DATAFILEからのプロキシ・コピー・レ
コードの識別子。RECIDと STAMPは、ターゲット・
データベース制御ファイル内でこのレコードを一意に
識別する連結主キーを構成します。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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STAMP NUMBER NOT NULL V$PROXY_DATAFILEからのプロキシ・コピーの
STAMP。RECIDと STAMPは、ターゲット・データ
ベース制御ファイル内でこのレコードを一意に識別す
る連結主キーを構成します。

TAG VARCHAR2(32) プロキシ・コピーのタグ。

FILE# NUMBER NOT NULL プロキシ・コピーが作成されたデータ・ファイルの絶
対ファイル番号。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル作成時の SCN。

RESETLOGS_CHANGE# NUMBER NOT NULL データ・ファイル・ヘッダー内の最新 RESETLOGSの
SCN。

RESETLOGS_TIME DATE NOT NULL データ・ファイル・ヘッダー内の最新 RESETLOGSの
タイムスタンプ。

INCREMENTAL_LEVEL NUMBER このコピーが増分バックアップの一部の場合は 0、その
他の場合は NULL。

CHECKPOINT_CHANGE# NUMBER NOT NULL コピー作成時におけるチェックポイント SCN。

CHECKPOINT_TIME DATE NOT NULL コピー作成時におけるチェックポイント時刻。

ABSOLUTE_FUZZY_
CHANGE#

NUMBER 認識されている場合は、ファイルのいずれかのブロッ
ク内にある一番大きい値の SCN。

RECOVERY_FUZZY_
CHANGE#

NUMBER ファイルをファジーにしないために、リカバリ操作が
到達する必要のある SCN。NULLでない場合は、この
ファイルでデータベースをオープンする前に、少なく
とも指定された SCNまでのリカバリが必要です。

RECOVERY_FUZZY_TIME DATE ファイルをファジーにしないために、リカバリ操作が
到達する必要があるタイムスタンプ。NULLでない場
合は、このファイルでデータベースをオープンする前
に、少なくとも指定された時刻までのリカバリが必要
です。

ONLINE_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーはクラッシュまたは IMMEDIATEモードによるオ
フラインの後に作成されたものです（またはデータ
ベースがオープンされている間に不適切に作成された
コピーのコピーです）。ファイルに一貫性を持たせるに
は、次のクラッシュ・リカバリ・マーカーまでのすべ
ての REDOを適用するリカバリが必要です。 

BACKUP_FUZZY VARCHAR2(3) YESまたは NO。YESに設定されている場合、このコ
ピーは BEGIN BACKUP/END BACKUPバックアップ
方式より作成されています。 このコピーに一貫性を持た
せるには、ALTER TABLESPACE END BACKUP文を
発行するときに REDOストリームに置かれたマーカー
まで、すべての REDOを適用するリカバリが必要で
す。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_REDO_LOG
このビューは、データベースの全インカネーションのオンライン REDOログに関する情報
をリスト表示します。

BLOCKS NUMBER NOT NULL ブロック単位のデータ・ファイル・コピーのサイズ
（およびコピーを作成したときのデータ・ファイルのサ
イズ）。

BLOCK_SIZE NUMBER NOT NULL コピーのブロック・サイズ（バイト）。

DEVICE_TYPE VARCHAR2(255) NOT NULL 順次メディア・デバイスのタイプ。

HANDLE VARCHAR2(1024) NOT NULL プロキシ・コピーのファイル名。 これは、RMANがオ
ペレーティング・システム固有のレイヤーに渡す値で、
ファイルを識別します。

COMMENTS VARCHAR2(255) プロキシ・コピーについてのコメント。

MEDIA VARCHAR2(80) このバックアップを作成したメディア・マネージャに
ついての詳細コメント。

MEDIA_POOL NUMBER プロキシ・コピーを格納するメディア・プールの数。

START_TIME DATE NOT NULL プロキシ・コピーの開始時刻。

COMPLETION_TIME DATE NOT NULL プロキシ・コピーの完了時刻。

ELAPSED_SECONDS NUMBER プロキシ・コピーの実行時間。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL バックアップ・セットの状態。A（使用可能）、U（使
用不能）、X（期限切れ）または D（削除済）。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を
使用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構
成します。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対す
る主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

THREAD# NUMBER NOT NULL REDOスレッドの番号。

GROUP# NUMBER NOT NULL オンライン REDOログ・グループの番号。

NAME VARCHAR2(1024) NOT NULL オンライン REDOログ・ファイルの名前。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_REDO_THREAD
このビューは、データベースの全インカネーションの REDOスレッドに関するデータをリ
スト表示します。

RC_RESYNC
このビューは、リカバリ・カタログの再同期化に関する情報をリスト表示します。すべての
完全再同期化では、ターゲット・データベースの制御ファイルのスナップショットが作成さ
れ、そのスナップショットからリカバリ・カタログが再同期化されます。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

THREAD# NUMBER NOT NULL データベース・インカネーションの REDOスレッド番
号。

STATUS VARCHAR2(1) NOT NULL REDOスレッドの状態。D（使用禁止）、E（使用可能）
または O（オープン）。

SEQUENCE# NUMBER NOT NULL 最後に割り当てられたログ順序番号。

ENABLE_CHANGE# NUMBER このスレッドが使用可能になったときの SCN。

ENABLE_TIME DATE このスレッドが使用可能になった時刻。

DISABLE_CHANGE# NUMBER スレッドが最後に使用禁止になった SCN。

DISABLE_TIME DATE スレッドが最後に使用禁止になった時刻。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。
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RC_STORED_SCRIPT
このビューは、リカバリ・カタログに格納されているスクリプトに関する情報をリスト表示
します。このビューでは、1ストアド・スクリプトに対して 1行の説明があります。

RC_STORED_SCRIPT_LINE
このビューは、リカバリ・カタログに格納されているスクリプトの行に関する情報をリスト
表示します。このビューでは、1ストアド・スクリプトに対して 1行の説明があります。

RESYNC_KEY NUMBER NOT NULL 再同期化の主キー。

CONTROLFILE_CHANGE# NUMBER NOT NULL カタログの再同期化が開始された制御ファイル・チェッ
クポイント SCN。

CONTROLFILE_TIME DATE カタログの再同期化が開始された制御ファイル・チェッ
クポイントのタイムスタンプ。

CONTROLFILE_
SEQUENCE#

NUMBER NOT NULL 制御ファイルの順序番号。

CONTROLFILE_VERSION DATE NOT NULL カタログが再同期化された元の制御ファイルのバージョ
ンに対する作成時刻。

RESYNC_TYPE VARCHAR2(7) NOT NULL 再同期化のタイプ。全体または部分。

DB_STATUS VARCHAR2(7) ターゲット・データベースの状態。オープンまたはマウ
ント済。

RESYNC_TIME DATE NOT NULL 再同期化の時刻。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL このスクリプトを所有しているデータベースに対する主
キー。この列を使用して、ほとんどのカタログ・ビュー
との結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

SCRIPT_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL スクリプトの名前。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL このスクリプトを所有しているデータベースに対する主
キー。この列を使用して、ほとんどのカタログ・ビュー
との結合を構成します。

SCRIPT_NAME VARCHAR2(100) NOT NULL ストアド・スクリプトの名前。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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RC_TABLESPACE
このビューは、リカバリ・カタログに登録されているすべての表領域、すべての削除済表領
域、および古いインカネーションに属している表領域をリスト表示します。 このビューは、
V$TABLESPACEビューに対応しています。表領域属性の現行の値を表示します。

LINE NUMBER NOT NULL スクリプトの行番号。スクリプトの行は、SCRIPT_
NAMEおよび LINEによって一意に識別されます。

TEXT VARCHAR2(1024) NOT NULL スクリプトの行のテキスト。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明

DB_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースに対する主キー。この列を使
用して、ほとんどのカタログ・ビューとの結合を構成し
ます。

DBINC_KEY NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースのインカネーションに対する
主キー。この列を使用して、RC_DATABASE_
INCARNATIONとの結合を構成します。

DB_NAME VARCHAR2(8) NOT NULL このレコードが属しているデータベース・インカネー
ションの DB_NAME。

TS# NUMBER NOT NULL ターゲット・データベースでの表領域識別子。表領域を
削除し、再作成した場合は、同じインカネーションに複
数の TS#が存在します。

NAME VARCHAR2(30) NOT NULL 表領域名。表領域を削除し、再作成した場合は、同じイ
ンカネーションにその名前が複数存在している可能性が
あります。

CREATION_CHANGE# NUMBER NOT NULL 作成時の SCN（最初のデータ・ファイルから）。

CREATION_TIME DATE 表領域の作成時刻。制御ファイルを作成後にオフライン
の表領域は NULL。

DROP_CHANGE# NUMBER 表領域を削除したときに記録された SCN。同じ TS#を持
つ新規の表領域が発見された場合、DROP_CHANGE#
はその表領域の CREATION_CHANGE#に設定されま
す。その他の場合は、値は RC_CHECKPOINT.CKP_
SCNに設定されます。 

DROP_TIME DATE 表領域を削除したときの時刻。

列列列列 データ型データ型データ型データ型 NULL 説明説明説明説明
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用語集用語集用語集用語集

ARCHIVELOGモード（モード（モード（モード（ARCHIVELOG mode））））

Oracleがいっぱいになったオンライン REDOログをディスクにコピーするデータベースの
モード。このモードは、データベース作成時に指定するか、または ALTER DATABASEコ
マンドで指定する。自動アーカイブは、ALTER SYSTEMコマンドを動的に使用するか、ま
たは初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_STARTを TRUEに設定すると使用可能となる。

ARCHIVELOGモードでのデータベースの実行は、NOARCHIVELOGモードに比較してい
くつかの利点がある。次の作業が可能になる。 

� ユーザーがデータベースをオープンしてアクセスしているときもデータベースのバック
アップが可能になる。

� データベースを任意の時点の状態にまでリカバリできる。

ARCHIVELOGモードのデータベースを障害から保護するためには、アーカイブ・ログの
バックアップを作成する。 

「アーカイブ REDOログ（archived redo log）」、「NOARCHIVELOGモード
（NOARCHIVELOG mode）」も参照。

ATL（自動テープ・ライブラリ）（（自動テープ・ライブラリ）（（自動テープ・ライブラリ）（（自動テープ・ライブラリ）（automated tape library））））

1つ以上のテープ・ドライブ、ロボット・アームおよびテープ・シェルフが装備されている
装置。ATLは、テープ・サイロとも呼ばれ、オペレータの介入なしにテープを保管棚から
テープ・ドライブにロードおよびアンロードできる。 さらに洗練されたテープ・ライブラリ
は、各テープを識別できる。たとえば、ロボット・アームは、バーコード・リーダーが各
テープのバーコードを走査して識別できる。

「メディア・マネージャ（media manager）」も参照。

DB識別子（識別子（識別子（識別子（db identifier））））

一意となるように生成された内部番号で、データベースの識別に使用される。データベース
を作成すると、Oracleが自動的にこの番号を作成する。
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LogMiner

オンライン REDOログまたはアーカイブ REDOログに含まれた情報を、様々な選択基準に
基づいて読み取ることができるユーティリティ。たとえば、V$LOGMINER_CONTENTSの
ビューの情報を選択すると、次のことができる。

� 特定の表に加えられた変更を追跡する。

� 特定のユーザーが加えた変更を追跡する。

� データ・アクセスのパターンをマップする。

� データベースに対して加えられた特定の変更を取り消す、あるいは再実行するための
SQL構文を表示する。

� アーカイブ・データを使用して、チューニングを実行し、容量計画を立てる。

「アーカイブ REDOログ（archived redo log）」も参照

NOARCHIVELOGモード（モード（モード（モード（NOARCHIVELOG mode））））

いっぱいになったオンライン REDOログを、ディスクにアーカイブすることを Oracleが要
求しないデータベースのモード。このモードはデータベース作成時に指定する。このモード
を変更する場合は ALTER DATABASEコマンドを使用する。NOARCHIVELOGモードで
は、失われたデータがリカバリされる可能性が低くなるため、同モードによる実行はお薦め
しません。

「アーカイブ REDOログ（archived redo log）」、「ARCHIVELOGモード（ARCHIVELOG 
mode）」も参照。

recover

(1)  Recovery Managerのコマンド。最初に増分バックアップ（存在している場合）、次に
アーカイブまたはオンライン REDOログを適用し、リストアされたデータ・ファイルを更
新する。 

(2)  SQL*Plusのコマンド。アーカイブまたはオンライン REDOログを適用し、リストアさ
れたファイルを更新する。

「リカバリ（recovery）」も参照。

Recovery Manager

Oracleデータベースのバックアップ、リストアおよびリカバリを実行するユーティリティ。
これは、リカバリ・カタログと呼ばれる情報リポジトリとあわせて使用することも、またリ
カバリ・カタログなしで使用することもできる。リカバリ・カタログを使用しない場合、
RMANはデータベースの制御ファイルを使用し、バックアップとリカバリ処理に必要な情
報を格納する。RMANとメディア・マネージャをあわせて使用すると、ファイルをテープ
などの 3次記憶装置にバックアップできるようになる。
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「バックアップ・ピース（backup piece）」、「バックアップ・セット（backup set）」、「コピー
（copy）」、「メディア・マネージャ（media manager）」、「リカバリ・カタログ（recovery 

catalog）」も参照。

REDOレコード（レコード（レコード（レコード（redo record））））

データベースに対する単一かつ最小単位の変更が記述されているチェンジ・ベクターのグ
ループ。Oracleは、すべてのデータ・ブロック変更について、REDOレコードを作成し、こ
れをディスク上のカレントのオンライン REDOログに保存する。データが消失しても、
REDOデータを使用してデータベース・ブロックの変更による再構築が可能である。

「REDOログ（redo log）」も参照。

REDOログ（ログ（ログ（ログ（redo log））））

REDOレコードを含んだファイル。 REDOログには、オンライン REDOログとアーカイブ
REDOログの 2つのタイプがある。

オンライン REDOログとは、Oracleデータ・ファイルと制御ファイルへのすべての変更が
記録される、2つ以上のファイルのセットである。LGWRプロセスは、REDOレコードをこ
のログに記録する。カレントのオンライン REDOログとは、LGWRによって現在書込みが
行われているオンライン REDOログのことである。

オフライン REDOログとも呼ばれるアーカイブ REDOログは、保存用の宛先にコピーされ
たオンライン REDOログのコピーである。データベースが ARCHIVELOGモードになって
いる場合、いっぱいになったオンライン REDOログは、1つ以上の ARCnプロセスで、1つ
以上のアーカイブ・ログの宛先にコピーされる。

「アーカイブ REDOログ（archived redo log）」、「オンライン REDOログ（online redo 
log）」、「REDOレコード（redo record）」も参照。

REDOログ・グループ（ログ・グループ（ログ・グループ（ログ・グループ（redo log groups））））

各オンライン REDOログは、1つのグループに属している。グループには、1つ以上の同一
のメンバーが含まれている。多重 REDOログとは、REDOグループが複数のメンバーを有
している REDOログを指す。

REDOログ・バッファ（ログ・バッファ（ログ・バッファ（ログ・バッファ（redo log buffer））））

Oracleが REDOレコードを記録する、システム・グローバル領域（System Global Area: 
SGA）のメモリー・バッファ。このバッファは、バックグラウンドの LGWRプロセスに
よってカレントのオンライン REDOログに書き出される。

「REDOレコード（redo record）」も参照。

RESETLOGSオプション（オプション（オプション（オプション（RESETLOGS option））））

データベースをオープンする方法の 1つ。この方法を使用すると、データベースのインカ
ネーションが新しく作成される。さらに、ログ順序番号が 1にリセットされ、オンライン
REDOログが再フォーマットまたは再作成される。次の操作の後は、RESETLOGSキーワー
ドを指定し、データベースをオープンする必要がある。 
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� 不完全リカバリ

� バックアップ制御ファイルを使用したリカバリ

resync

「再同期化（resynchronization）」を参照。

RMAN

「Recovery Manager」を参照。

SBT

System Backup to Tapeインタフェース。

「メディア管理インタフェース（media management interface）」も参照。

switch

データ・ファイルのコピーを、Oracleデータベース用のデータ・ファイルに変換するための
Recovery Managerのコマンド。このコマンドは、SQL文の ALTER DATABASE RENAME 
FILE 'original_name' TO 'new_name'と同じ機能で、さらにそのデータ・ファイル・コピーに、
これ以降使用不可能というマークを設定する。 

TSPITR

「表領域の Point-in-Timeリカバリ（tablespace point-in-time recovery: TSPITR）」を参照。

アーカイブ（アーカイブ（アーカイブ（アーカイブ（archiving））））

ARCnバックグラウンド・プロセスが、いっぱいになったオンライン REDOログを保存用の
宛先にコピーする操作。REDOログをアーカイブするには、データベースを ARCHIVELOG
モードで実行する必要がある。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログ（ログ（ログ（ログ（archived redo log））））

オンライン REDOログ・グループに属する、いっぱいになったメンバーのコピーで、デー
タベースが ARCHIVELOGモードになっているときに作成される。LGWRプロセスによっ
て、各オンライン REDOログが REDOレコードでいっぱいになると、Oracleはこれらのロ
グを 1つ以上のオフライン・アーカイブ・ログの宛先にコピーする。このコピーをアーカイ
ブ REDOログという。オフライン REDOログと呼ばれることもある。

アクセス不可能なデータ・ファイル（アクセス不可能なデータ・ファイル（アクセス不可能なデータ・ファイル（アクセス不可能なデータ・ファイル（inaccessible datafile））））

Oracleが読込みを試行しても、検索できないデータ・ファイル。アクセス不可能なファイル
にアクセスしようとすると、エラーが発生する。通常、ファイルがアクセス不可能になるの
は、格納先のメディアに障害があるか、もしくはファイルが移動または削除された場合であ
る。

「データ・ファイル（datafile）」、「メディア障害（media failure）」も参照。
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イメージ・コピー（イメージ・コピー（イメージ・コピー（イメージ・コピー（image copy））））

単独のデータ・ファイル、アーカイブ REDOログまたは制御ファイルのコピーで、かつ次
のようなものを指す。

� そのまま使用して、リカバリを実行できるもの（RMAN固有の形式のバックアップ・
セットとは異なる）。 

� RMANの copyコマンド、または UNIXの ddなど、オペレーティング・システムのコマ
ンドを使用して生成されたもの。

「コピー（copy）」も参照。

インカネーション（インカネーション（インカネーション（インカネーション（incarnation））））

物理データベースの 1バージョン。RESETLOGSオプションを指定して、データベースを
オープンすると、データベースのインカネーションが変更される。RESETLOGSオプション
を指定してオープンした後、オフラインでも読取り専用でもないすべてのファイルについ
て、データベース全体のバックアップを行う。RMANを使用している場合は、RESETLOGS
モードでオープンした後、reset databaseコマンドを発行すること。

インスタンス（インスタンス（インスタンス（インスタンス（instance））））

SGA、Oracle実行プログラムおよびバックグラウンド・プロセス。インスタンスを作成する
には、次のコマンドのいずれかを発行する。 

� STARTUP NOMOUNT:　インスタンスは起動するが、制御ファイルはマウントされず、
データベースもオープンされない。

� STARTUP MOUNT:　インスタンスは起動し、データベースの制御ファイルがマウント
される。データベースはオープンされない。

� STARTUP:　インスタンスは起動し、データベースの制御ファイルがマウントされ、
データベースがオープンされる。 

インスタンスを停止するには、SHUTDOWN文を発行する。 

「システム・グローバル領域（System Global Area: SGA）」も参照。

インスタンス・リカバリ（インスタンス・リカバリ（インスタンス・リカバリ（インスタンス・リカバリ（instance recovery））））

OPS構成で、インスタンスを使用して REDOデータをオープン・データベースに適用する
こと。これが行われるのは、このインスタンスが、もう一方のインスタンスのクラッシュを
検出したときである。クラッシュしていないインスタンスが、自動的に REDOログを使用
して、そのインスタンスのバッファ・キャッシュ内のデータをリカバリする。インスタンス
がクラッシュすると、Oracleは、そのインスタンスで処理中であったあらゆるコミットされ
ていないトランザクションを取り消し、リカバリの完了後そのインスタンスがかけていたす
べてのロックを解除する。

「リカバリ（recovery）」、「 REDOレコード（redo record）」も参照。
用語集用語集用語集用語集 -5



エクスポート（エクスポート（エクスポート（エクスポート（export））））

Exportユーティリティを使用して、データベースから論理データ（物理ファイルではなく）
を抽出すること。データをデータベースにインポートするには、Importユーティリティを
使用する。

「全体エクスポート（full export）」も参照。

オープン状態のデータベース（オープン状態のデータベース（オープン状態のデータベース（オープン状態のデータベース（open database））））

ユーザーが問合せおよび更新できるデータベース。データベースのオープンは、STARTUP
文で自動的に行うか、または ALTER DATABASE OPEN文で明示的に行う。

オープン状態のバックアップ（オープン状態のバックアップ（オープン状態のバックアップ（オープン状態のバックアップ（open backup））））

データベースがオープンしているときに作成される、1つ以上のデータ・ファイルのバック
アップ。 データベースをオープンしたまま、オペレーティング・システム・バックアップを
作成する場合は、ALTER TABLESPACE BEGIN BACKUPコマンドを発行して、表領域を
ホット・バックアップ・モードにする必要がある。データベースがオープンされているとき
に、Recovery Managerを使用してバックアップを作成する場合は、表領域をホット・バッ
クアップ・モードにする必要はない。

「ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）」も参照。

オフライン・データ・ファイル（オフライン・データ・ファイル（オフライン・データ・ファイル（オフライン・データ・ファイル（offline datafile））））

データベースがオープンしているときにユーザーが使用できないデータ・ファイル。例外的
な状況では、必要に応じて自動的にデータ・ファイルがオフラインになる。このファイルを
オンラインに戻すには、その前にリカバリ処理が必要である。

データ・ファイルをオフラインにするには、次のいずれかの方法を実行する。

� ALTER TABLESPACE OFFLINEを実行する。

� コマンド ALTER DATABASE DATAFILE filenameOFFLINEを発行する。データ・ファ
イルをオンライン状態に戻す前に、リカバリを実行する必要がある。この文は、データ
ベースがマウントされているとき、またはオープンしているときに実行できる。

「オフライン表領域（offline tablespace）」も参照。

オフラインオフラインオフラインオフライン表領域表領域表領域表領域（（（（offline tablespace））））

データベースがオープンしているときにユーザーが使用できない表領域。表領域をオフライ
ンにできるのは、データベースがオープンしている場合のみ。表領域がオフラインになって
いる場合は、その表領域に含まれたオンライン・データ・ファイルもすべてオフラインにな
る。

表領域をオフラインにするには、ALTER TABLESPACE OFFLINE文で次の 3つのオプショ
ンを指定する。

� NORMAL
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表領域内のすべてのファイルは、チェックポイントされた後、オフラインになる。この
オプションはオフライン・クリーンと呼ばれることがある。表領域のどのデータ・ファ
イルも使用できない場合、その表領域は NORMALモードでオフラインにはならない。
正常にオフラインにされた表領域のデータ・ファイルは、その表領域をオンライン状態
に戻す前に、リカバリする必要はない。

� TEMPORARY

Oracleがアクセスできる、表領域のすべてのファイルは、チェックポイントされた後オ
フラインになる。OFFLINE TEMPORARYコマンドでチェックポイントしたファイル
は、リカバリの必要はない。OFFLINE IMMEDIATEコマンドの使用時にアクセスでき
なかったためにチェックポイントされなかったデータ・ファイルは、表領域をオンライ
ン状態に戻す前にリカバリする必要がある。

� IMMEDIATE

表領域内のすべてのファイルは、最初にファイルのチェックポイントを試行せずに、オ
フラインにされる。表領域のすべてのファイルは、表領域をオンラインに戻す前に、リ
カバリする必要がある。

「オフライン・データ・ファイル（offline datafile）」も参照。

オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログ（ログ（ログ（ログ（online redo log））））

オンライン REDOログとは、Oracleデータ・ファイルと制御ファイルへのすべての変更が
記録される、2つ以上のファイルのセットである。データベースに変更が加えられるたびに、
Oracleは REDOレコードを REDOバッファに生成する。REDOレコードの内容は、LGWR
プロセスによってオンライン REDOログに書き出される。 

カレントのオンライン REDOログとは、LGWRによって現在書込みが行われているオンラ
イン REDOログのことを指す。LGWRは、ファイルの最後に到達した時点で、ログ・ス
イッチを実行し、新しいログ・ファイルへの書込みを開始する。ARCHIVELOGモードで
データベースを使用している場合は、1つまたは複数の ARCnプロセスによって、REDO
データがアーカイブ REDOログにコピーされる。

「アーカイブ REDOログ（archived redo log）」も参照。

オンライン・データ・ファイル（オンライン・データ・ファイル（オンライン・データ・ファイル（オンライン・データ・ファイル（online datafile））））

ユーザーによるアクセスが可能なデータ・ファイル。コマンド ALTER DATABASE 
DATAFILE filename ONLINEにより、データベースはオープン、またはマウントされる。
データベースがオープンしている場合に、データ・ファイルをオンラインにするには、その
ファイルを、データベースの残りのファイルとの間に一貫性のある状態にする必要がある。
データベースがマウントされている場合、データ・ファイルは、他のデータ・ファイルとの
間に一貫性がなくてもオンラインに変更できる。ただし、データベースをオープンする前に
リカバリを実行する必要がある。

「オンライン表領域（online tablespace）」も参照。
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オンラインオンラインオンラインオンライン表領域表領域表領域表領域（（（（online tablespace））））

データベースがオープンしている場合に、ユーザーが使用できる表領域。コマンド ALTER 
TABLESPACE tablespace_name ONLINEを発行することにより、表領域にユーザーがアクセ
スできるようになる。表領域をオンラインに変えるには、その前にデータベースをオープン
し、その表領域内のすべてのファイルを、データベースの残りのファイルとの間に一貫性の
ある状態にする必要がある。

「オンライン・データ・ファイル（online datafile）」も参照。

カレントのオンラインカレントのオンラインカレントのオンラインカレントのオンライン REDOログ（ログ（ログ（ログ（current online redo log））））

LGWRバックグラウンド・プロセスが、REDOレコードの記録中になっているオンライン
REDOログ・ファイル。LGWRによる書込みが行われていないファイルは非アクティブ・
ファイルと呼ばれる。

どのデータベースにも、最低 2つのオンライン REDOログ・ファイルが含まれている必要
がある。オンライン REDOログを多重化すると、LGWRによって同一の REDOデータが同
時に複数のファイルに書き込まれる。この場合の個々のファイルは、オンライン REDOロ
グ・グループのメンバーと呼ばれる。 

「オンライン REDOログ（online redo log）」、「REDOログ（redo log）」、「REDOログ・
バッファ（redo log buffer）」、「REDOログ・グループ（redo log groups）」も参照。

カレントのデータ・ファイル（カレントのデータ・ファイル（カレントのデータ・ファイル（カレントのデータ・ファイル（current datafile））））

RMANでは、制御ファイルが示しているターゲット・データベースのデータ・ファイルを
指す。データ・ファイルのバックアップを再度 "カレント "にするには、switchコマンドを
実行する。

カレントの制御ファイル（カレントの制御ファイル（カレントの制御ファイル（カレントの制御ファイル（current control file））））

ディスクにある制御ファイル。データベースのカレントのインカネーションに使用される制
御ファイルのうち、最後に変更されたものを指す。制御ファイルが、リカバリ時にカレント
のものと認められるには、それがバックアップからリストアされたファイルではないことが
必要である。

「制御ファイル（control file）」も参照。

クラッシュ・リカバリ（クラッシュ・リカバリ（クラッシュ・リカバリ（クラッシュ・リカバリ（crash recovery））））

単一インスタンス・データベースのクラッシュか、または OPSデータベースの全インスタ
ンスのクラッシュのいずれかが発生した場合に、オンライン REDOレコードをデータベー
スに自動的に適用すること。クラッシュ・リカバリに必須なのはオンライン・ログの REDO
のみ。アーカイブ REDOログは必須ではない。

クラッシュ・リカバリでは、インスタンスはデータベースをオープン前に自動的にリカバリ
する。通常、クラッシュ後または SHUTDOWN ABORT後にデータベースをオープンした最
初のインスタンスが、クラッシュ・リカバリを自動的に実行する。

「リカバリ（recovery）」、「REDOレコード（redo record）」も参照。
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クローズ状態のデータベース（クローズ状態のデータベース（クローズ状態のデータベース（クローズ状態のデータベース（closed database））））

ユーザーが問合せおよび更新できないデータベース。データベースがクローズされている場
合でも、インスタンスの起動は可能であり、さらにそのデータベースをマウントすることも
できる。

「オープン状態のデータベース（open database）」も参照。

クローズ状態のバックアップ（クローズ状態のバックアップ（クローズ状態のバックアップ（クローズ状態のバックアップ（closed backup））））

データベースがクローズしている間に作成される、1つ以上のデータベース・ファイルの
バックアップ。通常、クローズ状態のバックアップは、データベース全体のバックアップで
ある。データベースが正常にクローズされていれば、バックアップに含まれているファイル
はすべて一貫性が保たれた状態になっている。SHUTDOWN ABORTを使用してデータベー
スを停止した場合、またはインスタンスが異常終了した場合、バックアップの一貫性は保た
れない。

「正しい停止（clean shutdown）」、「一貫性バックアップ（consistent backup）」も参照。

クロスチェック（クロスチェック（クロスチェック（クロスチェック（crosscheck））））

ディスクまたはメディア管理カタログのファイルが、リカバリ・カタログ（使用している場
合）と制御ファイルの情報に対応しているかどうかを確認するためのチェック。テープに
は、メディア・マネージャによって期限切れまたは使用不可のマークが付けられることがあ
り、ファイルはディスクから削除されたり破損することがあるため、リカバリ・カタログと
制御ファイルには、バックアップとイメージ・コピーに関する古い情報が含まれる場合があ
る。

チェックするバックアップ・セットまたはバックアップ・ピースのリストが必要な場合は、
change ... crosscheckを使用する。クロスチェックを特定のデバイス・タイプ、オブジェク
ト・タイプあるいはデータ範囲に限定し、RMANでバックアップ・セットまたはバック
アップ・ピースのリストを生成する場合は crosscheck backupset を使用する。ファイルのリ
ストアが可能かどうかを判断するには、validateまたは restore ... validateを使用する。

「メディア・マネージャ（media manager）」、「リカバリ・カタログ（recovery catalog）」、
「妥当性チェック（validation）」も参照。

コールド・バックアップ（コールド・バックアップ（コールド・バックアップ（コールド・バックアップ（cold backup））））

「クローズ状態のバックアップ（closed backup）」を参照。

コピー（コピー（コピー（コピー（copy））））

(1) データをレプリケートすること。Oracleデータ・ファイル、制御ファイルおよびアーカ
イブ REDOログは、次の 2つの方法でコピーできる。 

� オペレーティング・システムのユーティリティを使用する（UNIXの cpや ddなど）。 

� Recovery Managerの copyコマンドを使用する。 

(2) Recovery Managerのコマンドの 1つ。これを使用すると、データベースのデータ・
ファイル、制御ファイル、またはアーカイブ REDOログの複製が作成される。この複製は、
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Oracleサーバー・プロセスで作成され、Recovery Managerチャネルに割り当てられる。そ
こで Oracleファイルの読込み、ディスクへの複製の書込みが行われる。Recovery Manager
を使用すると、表領域をホット・バックアップ・モードにすることなしに、オープン・デー
タベースのファイルをコピーできる。

「バックアップ（backup）」、「ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）」も参照。

コマンド・ファイル（コマンド・ファイル（コマンド・ファイル（コマンド・ファイル（command file））））

コマンドラインから実行できる、一連の RMANコマンドが記述されているファイル。コマ
ンド・ファイルの内容は、コマンドラインに入力したものと同様に実行される。

システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（システム・グローバル領域（System Global Area: SGA））））

1つの Oracleデータベース・インスタンスのデータと制御情報が含まれている共有メモリー
構造のグループ。Oracleインスタンスは、SGAプロセスと Oracleプロセスで構成される。
インスタンスを起動するたびに、Oracleは自動的に SGAにメモリーを割り当てる。インス
タンスをシャットダウンすると、オペレーティング・システムはこのメモリーを再生する。
各インスタンスはただ 1つの SGAを持つ。

システム変更番号（システム変更番号（システム変更番号（システム変更番号（system change number: SCN））））

コミットされたバージョンのデータベースを、ある時点で定義するスタンプ。Oracleは、コ
ミットされたすべてのトランザクションに一意の SCNを割り当てる。

ジョブ（ジョブ（ジョブ（ジョブ（job））））

RMANの runコマンドの内容。

「ジョブ・コマンド（job commands）」も参照。

ジョブ・コマンド（ジョブ・コマンド（ジョブ・コマンド（ジョブ・コマンド（job commands））））

backup、copyおよび recoverなどの RMANコマンドで、runコマンドのカッコ内で実行す
る必要があるもの。

「スタンドアロン・コマンド（stand-alone commands）」も参照。

シリアル・リカバリ（シリアル・リカバリ（シリアル・リカバリ（シリアル・リカバリ（serial recovery））））

リカバリ方式の 1つで、1つのプロセスが REDOログ・ファイルにある変更を順次適用する
こと。

「パラレル・リカバリ（parallel recovery）」も参照。

スタンドアロン・コマンド（スタンドアロン・コマンド（スタンドアロン・コマンド（スタンドアロン・コマンド（stand-alone commands））））

RMANのコマンド。このコマンドは、runコマンドのカッコ内で実行する必要がない。

「ジョブ・コマンド（job commands）」も参照。
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スタンバイ・データベース（スタンバイ・データベース（スタンバイ・データベース（スタンバイ・データベース（standby database））））

本番データベースと同じ内容のコピーで、災害の保護に使用するもの。スタンバイ・データ
ベースをカレントにするには、本番データベースのアーカイブ REDOログを使用して更新
する。本番データベースが災害によって損傷を受けても、スタンバイ・データベースをアク
ティブにし、新しい本番データベースとすることができる。

スタンバイ転送（スタンバイ転送（スタンバイ転送（スタンバイ転送（standby transmission））））

ネットワークを介して、アーカイブ REDOログ・ファイルをローカルまたはリモート・ス
タンバイ・データベースに転送すること。

「スタンバイ・データベース（standby database）」も参照。

ステージング（ステージング（ステージング（ステージング（staging））））

アーカイブ・ログを、テープなどの 3次記憶域からディスクにリストアしてリカバリを実行
する処理。recoverコマンドが実行されると、RMANはこのログをディスクに移動する。こ
の機能を使用するには、メディア・マネージャを構成する必要がある。

「メディア・マネージャ（media manager）」も参照。

ストアド・スクリプト（ストアド・スクリプト（ストアド・スクリプト（ストアド・スクリプト（stored script））））

リカバリ・カタログに格納された一連の RMANコマンド。

「リカバリ・カタログ（recovery catalog）」も参照。

スナップショット制御ファイル（スナップショット制御ファイル（スナップショット制御ファイル（スナップショット制御ファイル（snapshot control file））））

Recovery Managerが作成した、データベースの制御ファイルのコピー。RMANは、リカバ
リ・カタログの再同期化または制御ファイルのバックアップを実行する場合、スナップ
ショット制御ファイルを使用して制御ファイルの一貫性のあるバージョンを読み取る。ス
ナップショット制御ファイルは、次に示すようなバックアップ制御ファイルを作成するのと
同じ Oracleコードを使用して Recovery Managerが作成する。ALTER DATABASE 
BACKUP CONTROL FILE TO 'location'。

スレッド（スレッド（スレッド（スレッド（thread））））

各 Oracleインスタンスには、独自のオンライン REDOログ・グループのセットがある。こ
のようなグループを、オンライン REDOのスレッドと呼ぶ。OPS以外の環境では、1つの
データベースには 1つのスレッドしか存在せず、さらにこのスレッドが、そのデータベース
にアクセスしているインスタンスに属している。 OPS環境では、インスタンスごとに別々の
スレッドがある。つまり、各インスタンスは、独自のオンライン REDOログを持っている。
各スレッドには、独自の現行のログ・メンバーがある。 

ターゲット・データベース（ターゲット・データベース（ターゲット・データベース（ターゲット・データベース（target database））））

RMANでバックアップまたはリストアするデータベース。
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タグ（タグ（タグ（タグ（tag））））

ユーザーが指定する文字列で、バックアップ・セットまたはイメージ・コピーの記号名とな
るもの。restoreコマンドまたは changeコマンドを実行するときタグを指定できる。タグの
最大長は 30文字である。

チェックサム（チェックサム（チェックサム（チェックサム（checksum））））

Oracleデータ・ブロックの内容から数学的に導かれた数値。Oracleは、チェックサムを使用
してブロックの一貫性を検証する。

「データ・ブロック（data block）」も参照。

チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（チェックポイント（checkpoint））））

REDOレコードで指定された SCNより前の変更が、DBWnによってデータ・ファイルにす
べて書き込まれたことを示すポインタ。REDOログ内の各 REDOレコードには、データ
ベース・ブロックに加えた変更または最小変更単位のセットが記述されている。REDOエン
トリのチェックポイントによって、前の REDOエントリに記述された変更が、メモリー・
バッファのみでなくディスクにも確実に書き込まれる。バックグラウンド・プロセス CKPT
は、チェックポイントを 3秒ごとに自動的に制御ファイルに記録する。

「制御ファイル（control file）」、「REDOレコード（redo record）」も参照。

チェックポイントの繰上げ（チェックポイントの繰上げ（チェックポイントの繰上げ（チェックポイントの繰上げ（advancing the checkpoint））））

チェックポイントをマークする REDOログ・エントリが変更されたときに発生する処理。
たとえば、CKPTプロセスで REDOレコード 356がチェックポイントとして記録され、その
3秒後に REDOレコード 358がチェックポイントとして記録される。

「チェックポイント（checkpoint）」、「REDOレコード（redo record）」も参照。

チェンジ・ベクター（チェンジ・ベクター（チェンジ・ベクター（チェンジ・ベクター（change vector））））

単一データ・ブロックに対する単一の変更。1チェンジ・ベクターは、REDOログに記録さ
れる変更の最小単位。

「REDOレコード（redo record）」も参照。

チャネル（チャネル（チャネル（チャネル（channel））））

Recovery Managerとターゲット・データベースの接続。割り当てられた各チャネルは、新
しい Oracleサーバー・セッションを開始する。このセッションは、バックアップ、リスト
アおよびリカバリ作業を行う。チャネルのタイプによって、Oracleサーバー・プロセスが、
ディスクに対して読込みと書込みを行うか、またはサード・パーティのメディア・マネー
ジャを介して行うかが決まる。チャネルのタイプは次のとおり。

� diskの場合、サーバー・プロセスはディスクに対してバックアップの読込みまたは書込
みを行う。

� 'sbt_tape'の場合、サーバー・プロセスは、サード・パーティのメディア・マネージャに
対してバックアップの読込みまたは書込みを行う。
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チャネルは、タイプに関係なく、ディスクに対する読込みと書込みを常時実行できる。

「チャネル制限（channel limits）」、「メディア・マネージャ（media manager）」、「ターゲッ
ト・データベース（target database）」も参照。

チャネル制限（チャネル制限（チャネル制限（チャネル制限（channel limits））））

指定のチャネルで作成するバックアップとコピーを制御する RMANのパラメータ。 次の制
限を設定できる。

� kbytes。チャネルで作成できるバックアップ・ピースの最大サイズを指定する。

� readrate。各入力データ・ファイルから読み取られる 1秒あたりの最大バッファ数を指
定する。

� maxopenfiles。バックアップまたはコピー操作で一定時間にオープンにできる入力ファ
イルの最大数を決定する。

「チャネル（channel）」も参照。

データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（データ・ファイル（datafile））））

データ・ファイルは、Oracleで作成されてディスク上にあるオペレーティング・システム物
理ファイルで、表や索引などのデータ構造を含んでいる。データ・ファイルは、1つのデー
タベースにのみ属することができる。

「アクセス不可能なデータ・ファイル（inaccessible datafile）」も参照。

データ・ファイル・コピー（データ・ファイル・コピー（データ・ファイル・コピー（データ・ファイル・コピー（datafile copy））））

次のいずれかの方法で、ディスク上に作成されたデータ・ファイルのコピー。 

� Recovery Managerの copyコマンド

� オペレーティング・システムのユーティリティ。

「バックアップ（backup）」、「コピー（copy）」も参照。

データ・ファイル・ヘッダー（データ・ファイル・ヘッダー（データ・ファイル・ヘッダー（データ・ファイル・ヘッダー（datafile header））））

「ファイル・ヘッダー（file header）」を参照。

データ・ブロック（データ・ブロック（データ・ブロック（データ・ブロック（data block））））

Oracleデータベースの最小単位。ブロックのサイズは、データベースの作成時にパラメータ
DB_BLOCK_SIZEに指定した値によって決まる。

「破損ブロック（corrupt block）」も参照。

「エクスポート（export）」も参照。

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（whole database backup））））

制御ファイルとデータベースに属するすべてのデータ・ファイルをバックアップすること。
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「バックアップ（backup）」も参照。

データベースのデータベースのデータベースのデータベースの Point-in-Timeリカバリ（リカバリ（リカバリ（リカバリ（DataBase Point-In-Time Recovery: DBPITR））））

データベースを、指定したカレント以外の時刻、SCNまたはログ順序番号の状態にリカバリ
すること。

「不完全リカバリ（incomplete recovery）」、「表領域の Point-in-Timeリカバリ（tablespace 
point-in-time recovery: TSPITR）」も参照。

テープ・サイロ（テープ・サイロ（テープ・サイロ（テープ・サイロ（tape silo））））

「ATL（自動テープ・ライブラリ）（automated tape library）」を参照。

テープ・ドライブ（テープ・ドライブ（テープ・ドライブ（テープ・ドライブ（tape drive））））

磁気テープからの読込み、および磁気テープへの書込みを行うハードウェア。

テープ・ボリューム（テープ・ボリューム（テープ・ボリューム（テープ・ボリューム（tape volume））））

物理的な 1巻のテープ・メディア。

テープのストリーミング（テープのストリーミング（テープのストリーミング（テープのストリーミング（tape streaming））））

テープが常にビジーであるくらい、高速でテープ・ドライブに出力を書き込むこと。

トランスポータブル表領域（トランスポータブル表領域（トランスポータブル表領域（トランスポータブル表領域（transportable tablespace））））

表領域のセットをあるデータベースから別のデータベースに移送する機能。表領域をデータ
ベースに移送する、つまり組み込むことと、あらかじめロードされたデータを使用して表領
域を作成することは類似している。この機能の利点は次のとおり。

� インポート /エクスポート、またはアンロード /ロードより速い。これは、必要となる
操作が、データ・ファイルのコピーおよびメタデータの統合のみであるためである。

� 索引データを移動できる。それにより索引を再作成する必要がなくなる。

ノーマル・アーカイブ転送（ノーマル・アーカイブ転送（ノーマル・アーカイブ転送（ノーマル・アーカイブ転送（normal archiving transmission））））

アーカイブ REDOログをローカル・ディスクに転送すること。

「スタンバイ転送（standby transmission）」も参照。

パスワード・ファイル（パスワード・ファイル（パスワード・ファイル（パスワード・ファイル（password files））））

ORAPWDコマンドで作成されたファイル。ネットワークを介して SYSDBAで接続する場
合、データベースはパスワード・ファイルを使用する必要がある。 詳細は、『Oracle8i 管理者
ガイド』を参照。

バックアップ（バックアップ（バックアップ（バックアップ（backup））））

(1) データベース、表領域、表、データ・ファイル、制御ファイルまたはアーカイブ REDO
ログなどのデータのコピー。バックアップは次の方法で作成できる。
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� Exportユーティリティを使用して 1つ以上の表をコピーする。

� Recovery Managerを使用して、1つ以上のデータ・ファイル、制御ファイルまたはアー
カイブ REDOログのバックアップを作成する。

� オペレーティング・システムのユーティリティ（cp、tar、ddなど）を使用して、ディ
スクまたはテープにコピーを作成する。

(2) バックアップ・セットを作成する RMANコマンド。バックアップ・コマンドの出力が
使用できるのは RMANのみで、RMAN の copyコマンドの出力は、追加処理なしで使用で
きる。

「コピー（copy）」、「バックアップ・セット（backup set）」、「多重化（multiplexing）」、
「Recovery Manager」も参照。

バックアップ、クローズ状態（バックアップ、クローズ状態（バックアップ、クローズ状態（バックアップ、クローズ状態（backup, closed））））

「クローズ状態のバックアップ（closed backup）」を参照。

バックアップ、データベース全体（バックアップ、データベース全体（バックアップ、データベース全体（バックアップ、データベース全体（backup, whole database））））

「データベース全体のバックアップ（whole database backup）」を参照。

バックアップ・セット（バックアップ・セット（バックアップ・セット（バックアップ・セット（backup set））））

バックアップ・ピースと呼ばれる 1つ以上の物理ファイルの論理グループで、RMANに固
有のもの。RMANの backupコマンドの出力がバックアップ・セットである。バックアッ
プ・セットからファイルを抽出するには RMANの restoreコマンドを使用する。 ファイルを
多重化してバックアップ・セットにする、つまり、いくつかの入力ファイルのブロックを混
合して 1つのバックアップ・セットにすることが可能。 

バックアップ・セットには、次の 2つのタイプがある。 

� データ・ファイル・バックアップ・セット。データ・ファイルまたは制御ファイルの
バックアップを指す。このタイプのバックアップ・セットは圧縮される。つまり、使用
されたことのあるデータ・ファイル・ブロックのみが含まれ、未使用のブロックは除か
れる。  

� アーカイブ・ログ・バックアップ・セット。アーカイブ REDOログのバックアップを指
す。 

「バックアップ・ピース（backup piece）」、「圧縮（compression）」、「多重化
（multiplexing）」、「Recovery Manager」も参照。

バックアップ・ピース（バックアップ・ピース（バックアップ・ピース（バックアップ・ピース（backup piece））））

バックアップ・ピースとは、RMAN固有のフォーマットで作成される物理ファイルの一種
で、1つのバックアップ・セットのみに属す。通常、バックアップ・セットは、1つのバッ
クアップ・ピースのみで構成される。RMANが複数のバックアップ・ピースを作成するの
は、set limit kbytesコマンドでピース・サイズを制限した場合のみ。これらのコマンドは、
バックアップの書込み先の記憶域またはメディア・マネージャが、ある一定のサイズ以上の
ファイル書込みをサポートできない場合に使用する。 
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「バックアップ（backup）」、「バックアップ・セット（backup set）」、「Recovery Manager」
も参照。

バッファ・キャッシュ（バッファ・キャッシュ（バッファ・キャッシュ（バッファ・キャッシュ（buffer cache））））

データ・ファイルから読み込まれたデータ・ブロックのコピーが保管されている SGA部分。
インスタンスに同時接続されたユーザー・プロセスはすべて、データベース・バッファ・
キャッシュへのアクセスを共有する。 

このキャッシュのバッファは、次の 2つのリストで編成される。使用済リストと LRU（least 
recently used）リスト。使用済リストには使用済バッファが保管されている。使用済バッ
ファには、変更はされたがディスクへの書込みがまだ済んでいないデータが含まれている。
LRU（least recently used）リストには、空きバッファ（未修正で使用可能）、使用中バッ
ファ（現在アクセス中）、および使用済リストにまだ移動されていない使用済バッファが保
管されている。 

「システム・グローバル領域（System Global Area: SGA）」も参照。

パラレル・リカバリ（パラレル・リカバリ（パラレル・リカバリ（パラレル・リカバリ（parallel recovery））））

リカバリ方式の 1つで、複数のプロセスが REDOログ・ファイルからの変更を同時に適用
すること。SQL/SQL*Plus の RECOVERコマンドで初期化パラメータまたはオプションを指
定すると、インスタンスとメディア・リカバリのパラレル化を自動的に行うことができる。
Oracleは 1つのプロセスを使用して、ログ・ファイルを順次読み取り、REDO情報を複数の
リカバリ・プロセスにディスパッチする。これによりリカバリ・プロセスは、読み取ったロ
グ・ファイルからの変更をデータ・ファイルに適用する。 

「シリアル・リカバリ（serial recovery）」も参照。

パラレル化（パラレル化（パラレル化（パラレル化（parallelization））））

複数のチャネルを、Recovery Managerのバックアップ処理とリカバリ処理に割り当てるこ
と。パラレル化が可能な処理は次のとおり。

� バックアップ・セットの作成。複数のチャネルを割り当て、backupコマンドを発行す
る。

� ファイル・コピーの作成。複数のチャネルを割り当て、コピーする複数のファイルを単
一の copyコマンドに指定する。

� リストア操作。並列度は、割り当てられたチャネルの数、およびリストア操作時に読み
込む必要のあるバックアップ・セットまたはファイル・コピーの数によって異なる。

� 増分バックアップの適用時のリカバリ操作。並列度は、割り当てられたチャネルの数、
および読込み可能なバックアップ・セットの数によって異なる。

ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（ファイル・ヘッダー（file header））））

Oracleデータ・ファイルの最初のブロック。ファイル・ヘッダーには、チェックポイント
SCNなど、このファイルに関連する情報が含まれている。データ・ファイル・ヘッダーの
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チェックポイント SCNが、制御ファイルに格納されているファイル・ヘッダー情報と一致
していない場合は、Oracleでメディア・リカバリを実行する必要がある。

「チェックポイント（checkpoint）」も参照。

ファジー・ファイル（ファジー・ファイル（ファジー・ファイル（ファジー・ファイル（fuzzy file））））

チェックポイント SCNより新しい SCNが付されたブロックを、ブロック・ヘッダーに少な
くとも 1つ含んでいるデータ・ファイル。たとえば、ホット・バックアップ・モードになっ
ているデータ・ファイルが、Oracleによって更新されたとき、このような状況が発生する。
リストアされたファジー・ファイルは、必ずリカバリを実行する必要がある。

「チェックポイント（checkpoint）」、「ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）」
も参照。

プラグ可能表領域（プラグ可能表領域（プラグ可能表領域（プラグ可能表領域（pluggable tablespace））））

「トランスポータブル表領域（transportable tablespace）」を参照。

プロキシ・コピー（プロキシ・コピー（プロキシ・コピー（プロキシ・コピー（proxy copy））））

RMANによるバックアップ操作およびリストア操作時の、メディア記憶デバイスとディス
ク間のデータ転送を、メディア・マネージャが実行できる機能。

「メディア・マネージャ（media manager）」も参照。

ホット・バックアップ（ホット・バックアップ（ホット・バックアップ（ホット・バックアップ（hot backup））））

「オープン状態のバックアップ（open backup）」を参照。

ホット・バックアップ・モード（ホット・バックアップ・モード（ホット・バックアップ・モード（ホット・バックアップ・モード（hot backup mode））））

オープン・バックアップを行う前に、ALTER TABLESPACE tablespace_name BEGIN 
BACKUPコマンドを発行すると実行されるデータベース・モード。ALTER TABLESPSACE 
tablespace_name END BACKUPコマンドを発行すると、表領域のホット・バックアップ・
モードがオフになる。

オンライン表領域の、1つ以上のデータ・ファイルのオペレーティング・システム・バック
アップを作成する場合は、このコマンドを使用する必要がある。Recovery Managerを使用
している場合は、データベースをホット・バックアップ・モードにする必要はない。ホッ
ト・バックアップ・モードで表領域を更新すると、通常より多くの REDOが作成される。
変更が加えられるたびに、Oracleは、変更されたデータのみでなくブロック全体を最初に
REDOログに書き込むためである。

「破損ブロック（corrupt block）」、「分裂ブロック（fractured block）」、「オープン状態のバッ
クアップ（open backup）」も参照。

マウントされたデータベース（マウントされたデータベース（マウントされたデータベース（マウントされたデータベース（mounted database））））

起動済のインスタンスで、オープン・データベースに関連付けられた制御ファイルを持つも
の。データベースは、オープンしなくてもマウントできる。通常、メンテナンスまたはリス
トア処理、リカバリ処理を実行する場合に、データベースをこの状態にする。 
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「インスタンス（instance）」も参照。

マルチレベル増分バックアップ（マルチレベル増分バックアップ（マルチレベル増分バックアップ（マルチレベル増分バックアップ（multi-level incremental backups））））

RMANによって生成される増分バックアップ。これを使用し、どのブロックをいつバック
アップするか計画を立てることによって領域の節約が可能になる。レベル 0の増分バック
アップは、それ以降の増分バックアップの基礎となる。このバックアップでは、データが含
まれているブロックがすべてコピーされる。レベル nの増分バックアップを生成するとき
に、nが 0より大である場合は、次のいずれかのバックアップが作成される。

� レベル n以下の最新のバックアップ以降に変更された全ブロック。これは増分バック
アップのデフォルトのタイプで、差分バックアップと呼ばれる。

� レベル n-1以下の最新のバックアップ以降に使用された全ブロック。このタイプのバッ
クアップは、累積バックアップと呼ばれる。

日ごとに異なるレベルのバックアップ計画を立て、バックアップするデータの量を制御でき
る。

「累積バックアップ（cumulative backup）」、「差分バックアップ（differential backup）」、
「増分バックアップ（incremental backup）」も参照。

ミラーの復元（ミラーの復元（ミラーの復元（ミラーの復元（resilvering a mirror））））

破損したミラーを、更新済の一方のミラーからリフレッシュし、ミラーを管理するオペレー
ティング・システムまたはハードウェアにミラーの両側をメンテナンスするように指示する
こと。

「ミラー化の解除（breaking a mirror）」、「ミラー化（mirroring）」も参照。

ミラー化（ミラー化（ミラー化（ミラー化（mirroring））））

オペレーティング・システムを使用して、Oracleデータと同一内容のコピーをメンテナンス
すること。一般的にミラー化は、二重化されたハードディスクにおいてオペレーティング・
システム・レベルで実行する。したがって、いずれかのディスクが使用不能になっても、中
断することなくもう一方のディスクで要求の処理を継続できる。たとえば、データ・ファイ
ルをミラー化すれば、Oracleは 2つのディスク・ドライブに同じ情報を書き込むことにな
る。バックアップを作成するためにミラー化を解除し、後でミラーを復元できる。

ファイルをミラー化すると、オペレーティング・システムが複数のディスクに書込みを行う
間に、Oracleは書込みを 1回行う。ファイルを多重化すると、Oracleは複数のファイルに同
じデータを書き込む。

「ミラー化の解除（breaking a mirror）」、「ミラーの復元（resilvering a mirror）」も参照。

ミラー化の解除（ミラー化の解除（ミラー化の解除（ミラー化の解除（breaking a mirror））））

ディスクのミラー化手順が終了した結果、ミラー・イメージが最新の状態に維持されなくな
ること。オペレーティング・システム・データベースのバックアップを作成するには、その
データベースにホット・バックアップ・モードで表領域を設定し、ミラー化を解除する。
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ホット・バックアップ・モードをオフにして表領域を取り出した後、ミラー化が解除された
方をテープにバックアップする。バックアップが完了すると、ミラーの復元が可能になる。 

「ホット・バックアップ・モード（hot backup mode）」、「ミラー化（mirroring）」、「ミラー
の復元（resilvering a mirror）」も参照。

メディア・マネージャ（メディア・マネージャ（メディア・マネージャ（メディア・マネージャ（media manager））））

サード・パーティ・ベンダーから提供されるユーティリティ。テープ・ドライブなど、順次
メディアのロード、ラベル付けおよびアンロードを行う機能がある。メディア・マネージャ
は、メディアの時間切れおよびリサイクルを構成する機能もある。自動テープ・ライブラリ
（Automated Tape Libraries: ATL）の制御機能を持っているメディア・マネージャもある。 

「ATL（自動テープ・ライブラリ）（automated tape library）」も参照。

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（media recovery））））

オンラインまたはアーカイブ REDOレコードをリストアしたバックアップに適用して、指
定した時点の状態にする。メディア・リカバリを実行してリカバリできるものは次のとお
り。

� データベース全体

� 表領域

� データ・ファイル

REDOデータをすべて使用した場合は完全リカバリとなる。REDOデータの一部のみを使用
した場合は不完全リカバリとなる。通常、メディア・リカバリは、メディア障害の発生後に
実行する。

ARCHIVELOGモードでは、完全リカバリか不完全リカバリかを選択できる。
NOARCHIVELOGモードでは、通常、最新のバックアップから REDOデータを適用せずに
リストアすることのみが可能である。

データベースが ARCHIVELOGモードでなくても、例外的にデータベースまたはデータ・
ファイルをリカバリできる。ただし、バックアップ後に上書きされたオンライン・ログがな
いことが条件である。 

「完全リカバリ（complete recovery）」、「不完全リカバリ（incomplete recovery）」、「メディ
ア障害（media failure）」、「リカバリ（recovery）」、「REDOレコード（redo record）」も参
照。

メディア管理インタフェース（メディア管理インタフェース（メディア管理インタフェース（メディア管理インタフェース（media management interface））））

オラクル社が公開した API。メディア管理ソフトウェアのベンダーが、このインタフェース
に準拠した互換性のあるソフトウェア・ライブラリを作成している。このソフトウェアは
Oracleに統合される。これによって Oracleサーバー・プロセスは、メディア・マネージャ
にコマンドを発行して、順次記憶装置にバックアップ・ファイルを書き込んだり、順次記憶
装置からファイルを読み込むことができる。Oracleがファイルのバックアップまたはリスト
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アの要求を出すと、メディア・マネージャは、正しいテープのロード、ラベル付けおよびア
ンロードに必要なアクションを処理する。

メディア管理インタフェースは、メディア管理レイヤー、メディア管理ライブラリ（Media 
Management Library: MML）、SBTインタフェースとも呼ばれる。

「 メディア・マネージャ（media manager）」も参照。

メディア障害（メディア障害（メディア障害（メディア障害（media failure））））

データベースの運用に必要なファイルの書込みまたは読込みに、Oracleが失敗したとき発生
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る。ディスク障害により、データ・ファイル、
REDOログ・ファイルおよび制御ファイルなど複数の種類のファイルに影響が出ることがあ
る。該当のデータベース・インスタンスはそれ以降は正常に動作しなくなるため、SGA領域
のバッファ・キャッシュ内のデータをデータ・ファイルに書き込めなくなる。

「バッファ・キャッシュ（buffer cache）」、「メディア・リカバリ（media recovery）」も参照。

リカバリ（リカバリ（リカバリ（リカバリ（recovery））））

REDOデータまたは増分バックアップをデータベース・ファイルに適用して、消失した変更
を再構築すること。リカバリのタイプには、インスタンス・リカバリ、クラッシュ・リカバ
リおよびメディア・リカバリの 3つがある。Oracleでは、オンライン REDOログを使用し
て、最初の 2つのタイプのリカバリを自動的に実行する。メディア・リカバリを実行する場
合のみ、バックアップをリストアしてコマンドを発行する必要がある。増分バックアップを
適用してデータ・ファイルをリカバリする方法は、Recovery Managerでのみ可能である。

「完全リカバリ（complete recovery）」、「不完全リカバリ（incomplete recovery）」、「メディ
ア・リカバリ（media recovery）」も参照。

リカバリ・カタログ（リカバリ・カタログ（リカバリ・カタログ（リカバリ・カタログ（recovery catalog））））

Recovery Managerが Oracleデータベースの情報を格納する、Oracleの表とビューのセッ
ト。Recovery Managerはこのデータを使用して、Oracleデータベースのバックアップ、リ
ストアおよびリカバリを管理する。リカバリ・カタログを使用しない場合、RMANはター
ゲット・データベースの制御ファイルを使用する。

「リカバリ・カタログ・データベース（recovery catalog database）」も参照。

リカバリ・カタログ・データベース（リカバリ・カタログ・データベース（リカバリ・カタログ・データベース（リカバリ・カタログ・データベース（recovery catalog database））））

リカバリ・カタログのスキーマが設定されている Oracleデータベース。リカバリ・カタロ
グは、ターゲット・データベースに格納しないこと。

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（recovery set））））

TSPITRの実行時、以前の時点までのリカバリが行われる 1つ以上の表領域。TSPITRを実行
すると、リカバリ・セットのデータベース・オブジェクトがすべてリカバリされる。
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「補助セット（auxiliary set）」、「表領域の Point-in-Timeリカバリ（tablespace point-in-time 
recovery: TSPITR）」も参照。

リストア（リストア（リストア（リストア（restore））））

消失したファイルまたは破損したファイルを、バックアップと置き換えること。 ファイルを
リストアするには、UNIXの cpなどのオペレーティング・システム・コマンド、または
RMANの restoreコマンドを使用する。

「recover」も参照。

リポジトリ（リポジトリ（リポジトリ（リポジトリ（repository））））

ターゲット・データベースでのバックアップ操作とリカバリ操作に関する RMANメタデー
タのコレクション。 制御ファイルまたはリカバリ・カタログが RMANリポジトリとして機
能できる。RMAN

「制御ファイル（control file）」、「リカバリ・カタログ（recovery catalog）」も参照。

ロールバック（ロールバック（ロールバック（ロールバック（rolling back））））

 リカバリのロールフォワード段階でデータベースに適用される、コミットされていないトラ
ンザクションをロールバック・セグメントを使用して取り消すこと。

「リカバリ（recovery）」、「ロールフォワード（rolling forward）」も参照。

ロールフォワード（ロールフォワード（ロールフォワード（ロールフォワード（rolling forward））））

 REDOレコードまたは増分バックアップをデータ・ファイルと制御ファイルに適用して、
これらのファイルに加えた変更をリカバリすること。

「リカバリ（recovery）」、「ロールバック（rolling back）」も参照。

ログ・スイッチ（ログ・スイッチ（ログ・スイッチ（ログ・スイッチ（log switch））））

LGWRがアクティブな REDOログ・ファイルへの書込みを停止し、使用可能な次の REDO
ログ・ファイルに切り替える時点。LGWRによって切り替えが行われるのは、アクティブな
ログ・ファイルが、REDOレコードでいっぱいになった場合か、手動で切り替えを強制的に
実行した場合。

ARCHIVELOGモードでデータベースを使用している場合、Oracleは、非アクティブなロ
グ・ファイルの REDOデータを、アーカイブ REDOログにアーカイブする。ログ・スイッ
チが発生し、LGWRが古い REDOデータに上書きを開始しても、アーカイブ REDOログに
はその古いデータが含まれるため、データが失われることはない。NOARCHIVELOGモー
ドで実行している場合、ログ・スイッチの時点で、Oracleは古い REDOデータに対して
アーカイブせずに上書きする。したがって、古い REDOデータはすべて失われる。

「REDOログ（redo log）」も参照。
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ログの最後尾（ログの最後尾（ログの最後尾（ログの最後尾（tail of the log））））

REDOログ・ファイルの中で最も新しい REDOレコード。ユーザーがデータベースに変更
を加えると、最後尾は前に移動していく。最新のチェックポイントは、必ず一時的にログの
最後尾の手前にくるため、このことをログの最後尾の遅れと呼ぶ。 チェックポイントによっ
てログの最後尾の遅れが大きい場合は、リカバリの時間が延びる。

ログ順序リカバリ（ログ順序リカバリ（ログ順序リカバリ（ログ順序リカバリ（log sequence recovery））））

RMANで実行される不完全リカバリの一種で、指定したログ順序番号までリカバリする。

「不完全リカバリ（incomplete recovery）」も参照。

ログ順序番号（ログ順序番号（ログ順序番号（ログ順序番号（log sequence number））））

REDOログ・ファイルの REDOレコードのセットを一意に識別するための番号。あるオン
ライン REDOログ・ファイルがいっぱいになって別のオンライン REDOログ・ファイルに
切り替わると、Oracleは新しいファイルにログ順序番号を自動的に割り当てる。たとえば、
2つのオンライン・ログ・ファイルを持つデータベースを作成したとすると、最初のファイ
ルにはログ順序番号 1が割り当てられる。最初のファイルがいっぱいになると、Oracleは 2
番目のファイルに切り替え、ログ順序番号 2を割り当てる。再び最初のファイルに切り替わ
ると、Oracleはログ順序番号 3を割り当てるというように続く。

「ログ・スイッチ（log switch）」、「REDOログ（redo log）」も参照。

圧縮（圧縮（圧縮（圧縮（compression））））

使用されたデータ・ブロックのみを RMANバックアップ・セットにコピーする処理。新た
に作成されたデータ・ファイルには、多数の未使用ブロックが含まれる。RMANによって
作成されたバックアップ・セットには、使用されたことのあるブロックのみが含まれる。つ
まり、RMANは、未使用ブロックをバックアップ・セットに書き出さない。

一貫性バックアップ（一貫性バックアップ（一貫性バックアップ（一貫性バックアップ（consistent backup））））

メディア・リカバリを実行することなく、RESETLOGSオプションを指定してオープンでき
るデータベース全体のバックアップ。つまり、このバックアップのデータ・ファイルに
REDOを適用しなくても一貫性が保たれる。一貫性バックアップのデータ・ファイルは、次
のようになっている必要がある。

� ヘッダー内に同一のチェックポイント SCNが設定されていること。ただし、データ・
ファイルが表領域に存在し、かつ読取り専用または NORMALオプションを指定したオ
フラインである場合を除く（この場合、そのデータ・ファイルには、チェックポイント
SCNより前の正しい SCNが設定される）。

� チェックポイント SCN以降の変更が含まれていないこと。つまりファジーでないこと。

� 制御ファイルに格納されたデータ・ファイル・チェックポイント情報が一致しているこ
と。

一貫性バックアップは、データベースが正しく停止した後でのみ取ることができる。バック
アップが完了するまで、データベースをオープンしないこと。 
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「正しい停止（clean shutdown）」、「ファジー・ファイル（fuzzy file）」、「非一貫性バック
アップ（inconsistent backup）」、「システム変更番号（system change number: SCN）」、
「データベース全体のバックアップ（whole database backup）」も参照。

完全リカバリ（完全リカバリ（完全リカバリ（完全リカバリ（complete recovery））））

リストア・バックアップ以降に生成された、オンライン REDOとアーカイブ REDOをすべ
て適用して、データベースをリカバリすること。通常、完全メディア・リカバリは、1つ以
上のデータ・ファイルまたは制御ファイルが、メディア障害によって破損した場合に実行す
る。破損したファイルを完全にリカバリするには、リストア・バックアップ以降に生成した
REDOをすべて使用する。RMANを使用している場合は、完全リカバリ時に増分バック
アップの適用も可能。

「不完全リカバリ（incomplete recovery）」、「メディア・リカバリ（media recovery）」も参
照。

完全再同期化（完全再同期化（完全再同期化（完全再同期化（full resynchronization））））

Recovery Managerが行う処理の 1つで、データベースの制御ファイル内の変更された情報
をすべて使用して、リカバリ・カタログを更新する。カタログの完全再同期化を実行するに
は、RMANコマンドの resync catalogを発行する。Recovery Managerは、特定のコマンド
の実行時に、必要に応じて再同期化処理を実行する。

「制御ファイル（control file）」、「リカバリ・カタログ（recovery catalog）」、「再同期化
（resynchronization）」も参照。

管理リカバリ・モード（管理リカバリ・モード（管理リカバリ・モード（管理リカバリ・モード（managed recovery mode））））

スタンバイ・データベースのモード。スタンバイ・データベースは、ターゲット・データ
ベースからのアーカイブ・ログ・ファイルを待機し、これらのファイルが使用可能になる
と、自動的に REDOログを適用する。この機能を使用すると、対話形式でアーカイブ
REDOログのファイル名をリカバリ・プロセスに指示する必要がなくなる。

「スタンバイ・データベース（standby database）」も参照。

孤立したバックアップ（孤立したバックアップ（孤立したバックアップ（孤立したバックアップ（orphaned backups））））

データベースのインカネーションには属しているものの、このインカネーションがカレント
のインカネーションの直接の親元でないため、使用できないバックアップとコピー。 孤立し
たバックアップの図は、1-26ページの「孤立したバックアップのレポート作成」を参照。

再同期化（再同期化（再同期化（再同期化（resynchronization））））

ターゲット・データベースの制御ファイルのカレントの情報を使用して、リカバリ・カタロ
グを更新する処理。カタログの完全再同期化を実行するには、resync catalogコマンドを発
行する。 

部分再同期化とは、アーカイブ REDOログ、バックアップ・セットおよびデータ・ファイ
ル・コピーに関する情報をリカバリ・カタログに転送することである。部分再同期化では、
次の情報は転送されない。
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� 新規データ・ファイル

� 新規または削除された表領域

� 新規または削除されたオンライン・ログ・グループとメンバー

完全再同期化または部分再同期化が必要であると Recovery Managerが判断した場合は、そ
の処理が、backup、restore、copy、recoverなどのコマンドの前で自動的に実行される。

差分バックアップ（差分バックアップ（差分バックアップ（差分バックアップ（differential backup））））

増分バックアップの 1つのタイプで、レベル n以下の最新のバックアップ以降に変更された
ブロックがすべてバックアップされる。たとえば、差分レベル 2のバックアップでは、レベ
ル 2、レベル 1、レベル 0のバックアップのうち、どれが最も新しいかを RMANが判断し、
それ以降に変更された全ブロックをバックアップする。差分バックアップは、非累積増分
バックアップとも呼ばれ、増分バックアップのデフォルトのタイプとなっている。

「累積バックアップ（cumulative backup）」、「増分バックアップ（incremental backup）」、
「マルチレベル増分バックアップ（multi-level incremental backups）」も参照。

時間ベースのリカバリ（時間ベースのリカバリ（時間ベースのリカバリ（時間ベースのリカバリ（time-based recovery））））

データベース・ファイルをカレント以外の時刻まで不完全リカバリすること。時間ベースの
リカバリは、Point-in-Timeリカバリとも呼ばれる。これには 2つのタイプがある。

� データベースの Point-in-Timeリカバリ（DBPITR）。全データ・ファイルと制御ファイ
ルを、最近の時点より前に不完全リカバリする。

� 表領域の Point-in-Timeリカバリ（TSPITR）。補助データベースの 1つ以上の表領域に含
まれた全データ・ファイルを、最近の時点より前の指定した時点に不完全リカバリす
る。その後、表領域は元のデータベースに再統合される。

「不完全リカバリ（incomplete recovery）」、「メディア・リカバリ（media recovery）」、「リ
カバリ（recovery）」、「TSPITR」も参照。

循環再使用レコード（循環再使用レコード（循環再使用レコード（循環再使用レコード（circular reuse records））））

重要ではない情報が含まれている制御ファイル・レコード。バックアップとリカバリ操作時
に RMANが使用する。 これらのレコードは、論理的なリングに配置されている。 使用可能な
レコード・スロットがいっぱいの場合は、制御ファイルを拡大して新規レコード用の領域を
確保するか、または最も古いレコードを上書きする。

「非循環再使用レコード（non-circular reuse records）」も参照。

制御ファイル（制御ファイル（制御ファイル（制御ファイル（control file））））

データベース内のすべてのファイルの物理構造とタイムスタンプをメンテナンスする、デー
タベースに対応付けられたバイナリ・ファイル。Oracleでは、データベースの使用中、制御
ファイルが絶えず更新される。したがって、データベースがマウントまたはオープンされて
いる間は、制御ファイルは常に書込み可能になっている必要がある。
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「制御ファイルのバックアップ（backup control file）」、「カレントの制御ファイル（current 
control file）」も参照。

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（backup control file））））

制御ファイルのバックアップ。このバックアップは次の方法で作成する。

� Recovery Managerのbackupコマンドまたは copyコマンドを使用する。 バックアップ制
御ファイルの作成にはオペレーティング・システム・コマンドを使用しないこと。

� SQLのコマンドである ALTER DATABASE BACKUP CONTROLFILE TO 'filename'を使
用する。

バックアップ制御ファイルは、通常、カレントの制御ファイルのコピーがすべて破損した場
合にリストアするが、ある種の Point-in-Timeリカバリの実行前にリストアすることもある。

「制御ファイル（control file）」も参照。

全体エクスポート（全体エクスポート（全体エクスポート（全体エクスポート（full export））））

データベース全体のエクスポート。

全体バックアップ（全体バックアップ（全体バックアップ（全体バックアップ（full backup））））

RMANによる非増分バックアップ。この場合の "全体 "とは、データベースのバックアップ
割合を示しているのではなく、バックアップが増分バックアップではないことを示してい
る。したがって、1つのデータ・ファイルの全体バックアップをとることは可能である。 

全体バックアップとレベル 0の増分バックアップの唯一の違いは、全体バックアップは、そ
れ以降に行われる増分バックアップのブロックの数に影響を与えないことである。

「増分バックアップ（incremental backup）」も参照。

増分バックアップ（増分バックアップ（増分バックアップ（増分バックアップ（incremental backup））））

修正されたブロックのみがバックアップされる RMANによるバックアップ。増分バック
アップをレベルによって分類する。レベル 0の増分バックアップと全体バックアップは、使
用済のブロックすべてのバックアップをとるという点で、同じ機能である。ただし、全体
バックアップでは、それ以降に行われる増分バックアップでも、バックアップされるブロッ
クに影響はないが、増分バックアップでは、それ以降に行われる増分バックアップで、バッ
クアップされるブロックに影響が及ぶという違いがある。 

レベル 1以上の増分バックアップの場合は、前回の増分バックアップ以降に変更されたブ
ロックのみバックアップされる。前回の増分バックアップ以降変更されていないブロックは
バックアップされない。

増分バックアップは、差分と累積の 2つのタイプに分類される。差分では、レベル n以下の
最新のバックアップ以降に変更されたブロックがすべてバックアップされる。たとえば、レ
ベル 2の差分バックアップでは、レベル 2、レベル 1、レベル 0のバックアップのうち、最
も新しいバックアップ以降に修正された全ブロックをバックアップする。累積バックアップ
は、最新のレベル n-1以下のバックアップ移行に使用された全ブロックをバックアップす
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る。たとえば、レベル 2の累積バックアップでは、レベル 1、レベル 0のバックアップのう
ち、最も新しいバックアップ以降に修正された全ブロックをバックアップする。

「累積バックアップ（cumulative backup）」、「増分バックアップ（incremental backup）」も
参照。

多重化（多重化（多重化（多重化（multiplexing））））

� オンラインオンラインオンラインオンライン REDOログログログログ

同じ内容の複数のオンライン REDOログのコピーを、自動的にメンテナンスすること。
オンライン・ログを多重化するには、各 REDOログ・グループ内に複数のメンバーを
作成する。多重化の程度は、各グループのメンバー数に直接関係する。

� 制御ファイル制御ファイル制御ファイル制御ファイル

同じ内容の複数のデータベース制御ファイルのコピーを、自動的にメンテナンスするこ
と。制御ファイルを多重化するには、CONTROL_FILESの初期化パラメータに複数の
エントリを作成する。

� バックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セットバックアップ・セット

同じ RMANバックアップ・セット内のデータ・ファイルのブロックは多重化（つまり
混合）される。バックアップ・セット内の全データ・ファイルのブロックは、セット内
の他のデータ・ファイルのブロックとともに分散される。 

� アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ REDOログログログログ

Oracleプロセス ARCnでは、REDOログの複数のコピーをアーカイブできる。アーカ
イブ REDOログを多重化するには、LOG_ARCHIVE_DEST_n （nには 1～ 5の整数で、
最大 4つの追加コピーが作成可能）か、LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST（追加コピー
を 1つ作成可能）を、INIT.ORAファイルに設定する。

「ミラー化（mirroring） 」も参照。

正しい停止（正しい停止（正しい停止（正しい停止（clean shutdown））））

SHUTDOWNコマンドで、IMMEDIATE、TRANSACTIONALまたはNORMALオプショ
ンを指定して停止したデータベース。正しく停止されたデータベースは、すでに一貫性のあ
る状態なので、リカバリする必要はない。

妥当性チェック（妥当性チェック（妥当性チェック（妥当性チェック（validation））））

バックアップ・セットまたはバックアップ・コピーが、リストア可能かどうかをチェックす
るテスト。RMANは、指定したバックアップ・セットのコピーまたはバックアップ・ピー
スをすべて走査し、チェックサムを参照してこれらの内容が正しくリストアしたかどうかを
検証する。

バックアップ・セット内の、1つ以上のコピーまたはバックアップ・ピースが、消失あるい
は破損したと考えられるときは、restore ... validateまたは validate backupsetコマンドを
使用する。restore ... validateと validate backupsetは、ファイルがリストア可能かどうか
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を実際にテストするが、change  ... crosscheckと crosscheckの方は、ファイル・ヘッダーを
調べるのみであることに注意すること。

「クロスチェック（crosscheck）」、「メディア・マネージャ（media manager）」、「リカバリ・
カタログ（recovery catalog）」も参照。

登録（登録（登録（登録（registration））））

RMANで、register databaseコマンドを実行し、ターゲット・データベースの存在をリカ
バリ・カタログに記録すること。

取消しベースのリカバリ（取消しベースのリカバリ（取消しベースのリカバリ（取消しベースのリカバリ（cancel-based recovery））））

不完全メディア・リカバリの一種。UNTIL CANCEL句を指定して RECOVERコマンドを使
用する。リカバリ処理は、CANCELコマンドを発行するまで継続する。 

「不完全リカバリ（incomplete recovery）」、「メディア・リカバリ（media recovery）」も参
照。

読取り専用データベース（読取り専用データベース（読取り専用データベース（読取り専用データベース（read-only database））））

ALTER DATABASE OPEN READ ONLYコマンドでオープンされるデータベース。その名
称が示すとおり、読取り専用データベースは問合せ専用で、修正はできない。Oracleでは、
スタンバイ・データベースを、読取り専用モードで実行できる。つまり、プライマリ・デー
タベースの最新かつ緊急の代用として機能していても、問合せを行うことができる。

読取り専用表領域（読取り専用表領域（読取り専用表領域（読取り専用表領域（read-only tablespace））））

更新禁止の状態に変更された表領域。表領域は、SQL文の ALTER 
TABLESPACE<tablespace>READ ONLYを実行することで読取り専用モードになる。バッ
クアップの回数を減らす場合は、通常、表領域を読取り専用モードにする。これにより、た
とえば表領域のバックアップ回数を毎晩 1回ではなく、毎月 1回にできる。

 

破損データ・ファイル（破損データ・ファイル（破損データ・ファイル（破損データ・ファイル（corrupt datafile））））

1つ以上の破損ブロックを含むデータ・ファイル。

「破損ブロック（corrupt block）」も参照。

破損ブロック（破損ブロック（破損ブロック（破損ブロック（corrupt block））））

Oracle形式で認識されない、または内容に一貫性がない Oracleブロック。Oracleは、破損
ブロックを、次のいずれかのタイプに識別する。

� 論理破損 : REDOの適用によって破損したブロック。

注意注意注意注意 : 表領域のバックアップをとる間隔が長くなると、（バックアップの
回数が減るため）バックアップ・メディアを占有する時間も長くなり、さ
らにバックアップ・メディアが破損するリスクも大きくなる。
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� メディア破損 : 形式が正しくないブロック。このようなブロックは、次のような状態に
なっていると考えられる。 

– 形式が無効な状態

– データ・ブロック・アドレスが不正な状態

– ブロック・タイプが無効な状態

 メディアが破損したブロックは、次の方法でしか修復できない。

� ブロックを置き換えて、リカバリを実行する。ブロックの置換えは、データ・ファイル
をリストアするか、または増分バックアップを適用することによって行われる。

� ブロックを再生する。ブロックを再生するには、破損したブロックを含む表（またはそ
の他のデータベース・オブジェクト）を削除する。再生されたブロックは他のオブジェ
クトで再使用される。

メディア破損の原因がハードウェア故障の場合は、前述のいずれの解決策も、そのハード
ウェアの故障を直さなければ効果がない。

「データ・ブロック（data block）」、「分裂ブロック（fractured block）」も参照。

非アクティブ非アクティブ非アクティブ非アクティブ REDOログ（ログ（ログ（ログ（inactive redo log））））

REDOレコードに含まれた変更が、データベースに適用済となっているため、インスタン
ス・リカバリでは必要とされない REDOログ・ファイル。カレントの REDOログ・ファイ
ルが非アクティブとなることはない。ARCHIVELOGモードでデータベースを使用している
場合は、ARCnプロセスによって、非アクティブ REDOログ・ファイルはアーカイブされ
る。

「カレントのオンライン REDOログ（current online redo log）」、「オンライン REDOログ
（online redo log）」、「REDOログ（redo log）」、「REDOログ・バッファ（redo log buffer）」、
「REDOログ・グループ（redo log groups）」も参照。

非一貫性バックアップ（非一貫性バックアップ（非一貫性バックアップ（非一貫性バックアップ（inconsistent backup））））

バックアップの一部のファイルに、それらのファイルのチェックポイント以降の変更が含ま
れるようなバックアップ。このタイプのバックアップを一貫性のあるものにするには、リカ
バリ処理が必要である。一貫性のないデータベースのバックアップは、通常、オープン状態
のデータベースのバックアップ取得時に作成される。それは、ファイルのバックアップ中、
そのデータベースがオープンされていた場合である。非一貫性バックアップは、データベー
スがクローズ状態でも、次のようなときに作成される。

� Oracleインスタンス（または Oracle Parallel Serverクラスタ内のすべてのインスタン
ス）がクラッシュした直後

� SHUTDOWN ABORTによってデータベースを停止した後

非一貫性バックアップが有効なのは、データベースが ARCHIVELOGモードの場合のみであ
ることに注意すること。
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「一貫性バックアップ（consistent backup）」、「オープン状態のバックアップ（open 
backup）」、「システム変更番号（system change number: SCN）」、「データベース全体のバッ
クアップ（whole database backup）」も参照。

非循環再使用レコード（非循環再使用レコード（非循環再使用レコード（非循環再使用レコード（non-circular reuse records））））

RMANで必要となる重要な情報が含まれる制御ファイル・レコード。 これらのレコードは、
頻繁に変更せず、上書きはできない。 非循環再使用レコードの情報例は、次のとおり。

� データ・ファイル

� オンライン REDOログ

� REDOスレッド

「循環再使用レコード（circular reuse records）」も参照。

表領域（表領域（表領域（表領域（tablespace））））

データベースは、表領域と呼ばれる 1つ以上の論理記憶域単位に分割される。各表領域に
は、その表領域にのみ対応付けられたデータ・ファイルが 1つ以上格納される。

「データ・ファイル（datafile） 」も参照。

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（tablespace point-in-time recovery: TSPITR））））

1つ以上の非 SYSTEM表領域を、データベースとは異なる時点の状態までリカバリするこ
と。 TSPITRは、RMAN方式またはオペレーティング・システム方式のいずれを使用しても
実行できる。

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（incomplete recovery））））

リストア・バックアップの作成以降に生成された変更のうち、一部を適用しないままデータ
ベースをリカバリすること。

 不完全リカバリは、通常、次のような場合に行う。 

� ハードウェア障害のため、オンライン・ログが消失した場合。この場合は、データベー
スを障害前に生成された最新のアーカイブ・ログまでリカバリする。

� ユーザーのエラーが原因で、エラー発生の直前の状態までリカバリする必要がある場
合。

データベースで不正なアクションが発生する前のある時点までリカバリする必要があ
る。たとえば、給与支払いのトランザクションを給与支払機関に送る前に、ユーザーが
誤って削除したとする。このような場合、DBAは、データベース全体をリストアして、
ユーザーがトランザクションを削除する直前の時点の状態まで不完全リカバリを実行す
る必要がある。

� リカバリに必要なアーカイブ REDOログが紛失している場合。
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完全リカバリに必要なアーカイブ・ログのバックアップが作成されなかったか、アーカ
イブ REDOログの内容が破損している場合。この場合は、ログを紛失した時点までリ
カバリするしか方法はない。

いずれの場合も、メディア・リカバリを実行した後、RESETLOGSオプションを指定して
データベースをオープンする。リカバリ・カタログで RMANを使用する場合は、データ
ベースのリセットも必要である。

「完全リカバリ（complete recovery）」、「メディア・リカバリ（media recovery）」、「リカバ
リ（recovery）」、「REDOレコード（redo record）」も参照。

部分再同期化（部分再同期化（部分再同期化（部分再同期化（partial resync））））

「再同期化（resynchronization）」を参照。

複数複数複数複数 ARCn処理（処理（処理（処理（multiple ARCn processing））））

複数 ARCn処理を使用して、オンライン REDOログを 1つ以上の位置にアーカイブするこ
と。LGWRによるオンライン REDOログへの書込みが、単独のアーカイブ・プロセスによ
るアーカイブ宛先への書込みより速い場合、発生するボトルネックを、複数 ARCn処理を行
うことにより防ぐことができる。初期化パラメータ LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESS = n 
（nは 1～ 10の整数）を設定すると、起動時または実行時にこの機能が使用可能になる。

複製データベース（複製データベース（複製データベース（複製データベース（duplicate database））））

RMANの duplicateコマンドを使用して、ターゲット・データベースのバックアップから作
成したデータベース。

「補助データベース（auxiliary database）」も参照。

物理スキーマ（物理スキーマ（物理スキーマ（物理スキーマ（physical schema））））

ある時点でデータベースに存在しているデータ・ファイル、表領域、REDOスレッドおよび
REDOログ。表領域とデータ・ファイルのリストを取得するには、RMANの report schema
コマンドを発行する。 

リカバリ・カタログの完全再同期化では、物理スキーマ情報も含め、リポジトリ内にある変
更された RMANメタデータがすべて更新される。ターゲット・データベースがオープンし
ている場合は、RMANはロールバック・セグメントの情報収集も行う。リカバリ・カタロ
グを部分再同期化した場合は、物理スキーマもロールバックも更新される。

「再同期化（resynchronization）」も参照。

物理バックアップ（物理バックアップ（物理バックアップ（物理バックアップ（physical backups））））

ある場所から別の場所にコピーされた物理データベース・ファイル。このファイルは、デー
タ・ファイル、アーカイブ REDOログまたは制御ファイルのいずれでも構わない。 物理バッ
クアップを作成するには、Recovery Managerを使用するか、または UNIX における ddな
どのオペレーティング・システム・コマンドを指定する。
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分割ブロック（分割ブロック（分割ブロック（分割ブロック（split block））））

「分裂ブロック（fractured block）」を参照。

分裂ブロック（分裂ブロック（分裂ブロック（分裂ブロック（fractured block））））

メディア破損の 1タイプで、オペレーティング・システムのユーティリティがバックアップ
するブロックを読込み中に、DBWnによってブロックの書込みが行われると発生する場合が
ある。 オペレーティング・システムによって読み込まれたブロックが、分割されている可能
性がある。つまり、ブロックの先頭が書き込まれる時点と、ブロックの最後が書き込まれる
時点が異なる場合である。分裂ブロックが含まれたファイルをリストアして、Oracleがその
ブロックを読み込んだ場合、このブロックは破損しているとみなされる。

分裂ブロックが発生する可能性があるため、オペレーティング・システムのオンライン・
バックアップを行う前に、表領域をホット・バックアップ・モードにしておく必要がある。
データベースをホット・バックアップ・モードにすると、変更しようとする Oracleデータ・
ブロック全体が REDOログに書き込まれる。その結果、バックアップ時にブロックが分割
されても、REDOを使用して修復できる。Recovery Managerではこの問題は発生しない。
これは、バックアップまたはコピーを行うサーバーは、各ブロックを読み込んでそれが分割
されているかどうかを判断し、一貫性のあるバージョンが得られるまでブロックの再読込み
を行うためである。 

「破損ブロック（corrupt block）」、「破損データ・ファイル（corrupt datafile）」、「ホット・
バックアップ・モード（hot backup mode）」も参照。

変更ベースのリカバリ（変更ベースのリカバリ（変更ベースのリカバリ（変更ベースのリカバリ（change-based recovery））））

不完全メディア・リカバリの一種で、指定した SCNまでをリカバリする。CANCELコマン
ドを発行するまでリカバリを行う取消しベースのリカバリ、および指定した時間までリカバ
リを行う時間ベースのリカバリを実行することも可能。

「取消しベースのリカバリ（cancel-based recovery）」、「不完全リカバリ（incomplete 
recovery）」、「メディア・リカバリ（media recovery）」、「システム変更番号（system change 
number: SCN）」、「時間ベースのリカバリ（time-based recovery）」も参照。

補助セット（補助セット（補助セット（補助セット（auxiliary set））））

TSPITRの場合に、リカバリ・セットにはないファイルの集合。ただし、TSPITRセットが正
しく作動するためには、これらのファイルをクローン・データベースでリストアする必要が
ある。補助セットのファイルには、次のファイルがある。

� バックアップ制御ファイル

� SYSTEM表領域

� ロールバック・セグメントを含んだデータ・ファイル

� 一時表領域（オプション）

「補助データベース（auxiliary database）」、「リカバリ・セット（recovery set）」、「TSPITR」
も参照。
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補助データベース（補助データベース（補助データベース（補助データベース（auxiliary database））））

(1) RMANの duplicateコマンドを使用して、ターゲット・データベースのバックアップか
ら作成したデータベース。 

(2) 新しい位置にリストアされ、表領域の Point-in-Timeリカバリ（TSPITR）時に新しいイ
ンスタンス名で起動される一時データベース。TSPITR補助データベースは、リカバリ・
セットと補助セットで構成される。

「TSPITR」、「リカバリ・セット（recovery set）」、「補助セット（auxiliary set）」も参照。

累積バックアップ（累積バックアップ（累積バックアップ（累積バックアップ（cumulative backup））））

増分バックアップの 1つで、n-1またはそれ以下のレベルの最新のバックアップ以降に変更
された全ブロックをバックアップすること。たとえば、累積レベル 2のバックアップでは、
レベル 1とレベル 0のバックアップのいずれが新しいかを RMANが判断し、新しい方の
バックアップ以降に変更された全ブロックをバックアップする。

「データ・ブロック（data block）」、「差分バックアップ（differential backup）」、「増分バッ
クアップ（incremental backup）」、「マルチレベル増分バックアップ（multi-level 
incremental backups）」も参照。

論理バックアップ（論理バックアップ（論理バックアップ（論理バックアップ（logical backups））））

Exportユーティリティが SQLを使用してデータベースのデータを読み込み、このデータを
オペレーティング・システム・レベルのバイナリ・ファイルにエクスポートするバックアッ
プ方式。このデータを再びデータベースにインポートするには、Importユーティリティを
使用する。

Exportユーティリティによるバックアップは、RMANバックアップとは次のような点で異
なる。

� データベースの論理オブジェクトのエクスポートは、論理オブジェクトを含んだファイ
ルとは別に行われる。

� 論理バックアップは、別のデータベース、さらに別のプラットフォームへもインポート
できる。RMANバックアップは、データベース間、プラットフォーム間で、移動は不
可能。

「物理バックアップ（physical backups）」も参照。
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