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SSTTEEPP  11..  デデーータタベベーースス  ミミララーーリリンンググのの概概要要  

とと自自習習書書をを試試すす環環境境ににつついいてて  

この STEP では、データベース ミラーリングの概要と自習書を試す環境について

説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 データベース ミラーリングの概要 

 自習書を試す環境について 

 

 



 

 

1.1 データベース ミラーリングの概要 

 データベース ミラーリングの概要 

データベース ミラーリングは、SQL Server 2005 の SP1（Service Pack 1）以降から提供され

たデータベースの複製（ミラーリング）が行える機能です。データベース ミラーリングを利用す

れば、マスタ マシンに障害が発生しても、わずか数秒での複製先へのフェールオーバー（切り替

え）が実行されるので、可用性を大幅に向上させることができます。 

データベース ミラーリングは、次のように 3 台の SQL Server（プリンシパルとミラー、ミラー

リング監視サーバー）を利用するのが典型的な構成です。 

  

プリンシパル（Principal）は、マスタとなるデータを保持するサーバー、ミラー（Mirror）は複製

データを保持する待機サーバー、ミラーリング監視サーバーは「ウゖットネス」（Witness）とも

呼ばれ、プリンシパルとミラーの状態を監視するためのサーバーです。 

 データベース複製時の動作 

データベース ミラーリングでは、プリンシパルからミラーへのデータベースの複製時に、次のよ

うに動作します。 

 

データベース ミラーリングは、トランザクション ログ（更新履歴）をベースとしたテクノロジー

クラゕント

・プリンシパルとミラーを監視
・自動フェールオーバーを提供

・ミラーはプリンシパルと同期
・待機サーバー

・マスタを保持
・クラゕントが接続

クラゕント

プリンシパル
（Principal）

ミラー
（Mirror）

ミラーリング監視
サーバー

（ウゖットネス）

クラゕント

プリンシパル
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ミラー
（Mirror）
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ログ
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受け取り完了

ログの転送
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処理の完了

データ フゔル
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で、プリンシパルはログの情報をミラーへ転送し、ミラーはログを受け取ったことをプリンシパル

へ伝えます。プリンシパルがこれを受け取って、はじめて処理が完了（トランザクションが完了）

になります。このようにミラーへのログの転送が完了するのを待っているので（同期をとっている

ので）、この動作は「同期モード」とも呼ばれます。 

なお、データベース ミラーリングには、ミラーがログを受け取ったことを確認せずに、処理を完

了とする「非同期モード」（パフォーマンスを重視したモード）もあります（後述します）。 

 自動フェールオーバー 

データベース ミラーリングでは、ミラーリング監視サーバー（ウゖットネス）がプリンシパルと

ミラーの状態を監視することで、自動フェールオーバー（プリンシパル障害時にミラーへ自動的に

切り替わる動作）を実現しています。データベース ミラーリングでの自動フェールオーバーは、5

秒～20 秒程度で完了するので、障害時のダウンタムを非常に短くすることができます。 

Note： MSCS（Microsoft Cluster Service）との違い 

もう 1 つの SQL Server の可用性を向上させる機能である「MSCS」（Microsoft Cluster Service：クラスタ サービス）

と、データベース ミラーリングの違いは、MSCS がフェールオーバーにかかる時間が 30秒～数分であるのに対して、

データベース ミラーリングでは、5秒～20秒程度でフェールオーバーが完了する点です（データベースの使用状況やハ

ードウェゕ環境によって、フェールオーバー時間に誤差がありますが、ほとんどの場合は、MSCS よりもデータベース ミ

ラーリングのほうがフェールオーバー時間を短縮することができます）。 

また、MSCS では、専用のハードウェゕ（クラスタ利用が可能と認定を受けたハードウェゕ）と、2 台のマシンから共

有するストレージが必要になるのに対して、データベース ミラーリングでは、専用のハードウェゕは必要ありません。

通常の SQL Server 2008 が動作するハードウェゕが 3 台あれば、データベース ミラーリングを構成することができ

ます。また、共有ストレージも必要ありません。 

パフォーマンスに関しては、データベース ミラーリングよりも MSCS のほうが良い結果を得られます。データベース 

ミラーリングでは、データの複製の際に、ネットワークを介したデータ転送が発生するからです。したがって、データベ

ース ミラーリングを採用するか、MSCS を採用するかは、性能要件（および可用性要件）を満たせるかどうかについて、

本番導入前に入念なテストと検証を行っておくことが重要です。 

 

 データベース ミラーリングの動作モード 

データベース ミラーリングには、次の 3 つの動作モードが用意されています。 

 

いままでの説明（データベース複製時の動作と自動フェールオーバー）が当てはまるのは、1 つ目

のモードの「自動フェールオーバーを伴う高い安全性」です。このモードを利用するには、ミラー

リング監視サーバーが必須で、3 つの SQL Server ンスタンスが必要になります。 

1 つ目と ２つ目のモードは、どちらも「同期モード」へ分類され、両者の違いは、自動フェール

オーバーができるかどうかです。また、自動フェールオーバーは、ミラーリング監視サーバーによ

動作モード 同期 / 非同期 ミラーリング監視サーバー

自動フェールオーバーを伴う高い安全性
同期

必要

自動フェールオーバーを伴わない高い安全性 必要ない

高パフォーマンス 非同期 必要ない



 

 

って実装されているため、このサーバーがある場合が 1 つ目のモード「自動フェールオーバーを伴

う高い安全性」、サーバーがない場合が 2 つ目のモード「自動フェールオーバーを伴わない高い安

全性」になります。 

3 つ目の「高パフォーマンス モード」は、「非同期モード」へ分類され、パフォーマンスを重視し

たモードです。このモードでは、ミラーのコミットをまたずに処理を完了（トランザクションを完

了）することで、パフォーマンスを向上させています。その代わりに、プリンシパルで障害が発生

した場合には、プリンシパルではコミットされていて、ミラーには反映されていないデータが存在

してしまう可能性があります（パフォーマンスと可用性のトレード オフがあります）。 

 SQL Server 2008 からの新機能 

SQL Server 2008 では、データベース ミラーリングの新機能として、次のものが追加されまし

た。 

 転送するログ データを圧縮することでパフォーマンス向上を実現 

 破損ページの自動修復機能（プリンシパル上のページが破損しても、ミラーへ複製済みの

ページを利用して修復が可能） 

 

 



 

 

1.2 自習書を試す環境について 

 必要な環境 

この自習書で実習を行うために必要な環境は次のとおりです。 

 

OS 

Windows Server 2003 SP2（Service Pack 2） 以降 または 

Windows XP Professional SP2 以降 または 

Windows Vista または 

Windows Server 2008  

 

ソフトウェゕ 

SQL Server 2008 Enterprise / Developer / Standard / Workgroup Edition 

（3 つのンスタンスが必要） 

Visual Basic 2005 / 2008 または Visual Studio 2005 / 2008 

この自習書内での画面やテキストは、OS に Windows Server 2003 SP2、ソフトウェゕに 

SQL Server 2008 Enterprise Edition を利用して記述しています。SQL Server 2008 は、次

の 3 つのンスタンスを利用しています。 

 BAMBOO（プリンシパル用） 

 BAMBOO\MIRROR（ミラー用） 

 BAMBOO\WITNESS（ミラーリング監視サーバー用） 

 

そのほか 

この自習書で使用するスクリプトの完成版は、サンプル スクリプト内へ含まれています。 

 

  



 

 

SSTTEEPP  22..  デデーータタベベーースス  ミミララーーリリンンググ  

のの設設定定とと基基本本操操作作  

この STEP では、データベース ミラーリングの設定方法と、手動フェールオーバ

ーやゕプリケーション（Visual Basic 2005 / 2008）からの接続、スナップショッ

ト データベースの作成などの基本操作を説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 データベース ミラーリングの前提条件 

 データベース ミラーリングの設定 

 手動フェールオーバー 

 ゕプリケーションからの接続 

 スナップショット データベースによるミラー データの参照 

 

 



 

 

2.1 データベース ミラーリングの前提条件 

 データベース ミラーリングの前提条件 

データベース ミラーリングを設定するための前提条件は、以下のとおりです。 

 自動フェールオーバー モードで動作させる場合には 3台の SQL Server 2008 ンス

タンスが必要 

 プリンシパルとミラーは、同じエデゖションの SQL Server 2008 であること（ミラー

リング監視サーバーは、Express Edition でも可能） 

 データベース ミラーリングを構成するすべてのンスタンスが、同じバージョンの SQL 

Server を実行していること 

 データベースの復旧モデルが「完全」であること 

 すべてのンスタンスが同じ照合順序を利用していること 

 SQL Server のサービス ゕカウントが以下の条件を満たしていること 

 すべてのサーバーで同一のサービス ゕカウントを利用していること 

 Active Directory ドメン環境では、ドメン ユーザーを利用していること 

 ワークグループ環境では、同じ名前 / 同じパスワードのローカル ユーザーを利用し

ていること 

 

 



 

 

2.2 データベース ミラーリングの設定 

 データベース ミラーリングの設定 

データベース ミラーリングを設定する際のおおまかな流れは次のとおりです。 

 

データベース ミラーリングを構成するには、プリンシパルからミラーへの最初のデータベースの

複製（コピー）は、通常のバックゕップと復元機能を利用して、手動で行う必要があります。また、

完全バックゕップだけでなく、その後にログ バックゕップも実行して、それを含めてミラー側で

リストゕします（データベース ミラーリングは、ログをベースとしたゕーキテクチャなので、ロ

グのバックゕップを復元することで、プリンシパルとミラーで同じログの状態を作成します）。 

ミラー側へリストゕする際は、「NORECOVERY」オプションを指定して、復旧中のデータベース

として復元しておく必要があります。 

 Let's Try 

それでは、実際にデータベース ミラーリングを設定してみましょう。まずは、ミラーを構成する 3

つの SQL Server ンスタンスへ Management Studio から接続します。 

1. スタート メニューから Management Studio を起動し、［サーバーへの接続］ダゕログで、

［サーバー名］へプリンシパルへ設定するサーバーの SQL Server ンスタンス名（画面は 

BAMBOO）を入力して、［接続］ボタンをクリックします。 

 

2. 次に、オブジェクト エクスプローラの［接続］をクリックして、［データベース エンジン］

をクリックします。 

プリンシパル側の作業 ミラー側の作業

1. ミラーを構成する 3つの SQL Server ンス
タンスへ Management Studio から接続

2． データベースの完全バックゕップを実行

3． データベースのログバックゕップを実行

4．手順２で取得した完全バックゕップをリストゕ

5．手順３で取得したログバックゕップをリストゕ

6. ミラーリング構成ウゖザードを実行

7． ミラーリングの開始

1 

2 

↓



 

 

 

［サーバーへの接続］ダゕログでは、［サーバー名］へミラーへ設定するサーバーの SQL 

Server ンスタンス名（画面は BAMBOO\MIRROR）を入力して、［接続］ボタンをクリ

ックします。 

3. 続いて、もう一度、オブジェクト エクスプローラの［接続］の［データベース エンジン］を

クリックして、ミラーリング監視サーバーへ接続します。 

 

［サーバー名］へミラーリング監視サーバーへ設定する SQL Server ンスタンス名（画面

は BAMBOO\WITNESS）を入力して、［接続］ボタンをクリックします。 

4. 接続後、次のようにオブジェクト エクスプローラで 3 つのンスタンスへの接続が作成され

たことを確認します。 

 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

プリンシパルへ設定する
SQL Server ンスタンス

ミラーへ設定する
SQL Server ンスタンス

ミラーリング監視サーバーへ設定する
SQL Server ンスタンス



 

 

 テスト用データベースの作成 

次に、データベース ミラーリングをテストするためのデータベースを作成します。 

5. まずは、ツール バーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、プリンシパルへ

設定する SQL Server ンスタンス（BAMBOO）へ接続します。 

 

［データベース エンジンへの接続］ダゕログでは、［サーバー名］で「BAMBOO」を選択

して、［接続］ボタンをクリックします。 

6. クエリ エデゖタが起動したら、次のようにデータベース「MirrorTest」を作成し、その中へ

「t1」テーブルを作成します。 

-- データベース「MirrorTest」の作成 

CREATE DATABASE MirrorTest 

go 

 

-- テーブル「t1」の作成 

USE MirrorTest 

CREATE TABLE t1 (a int) 

 

-- データの追加 

INSERT INTO t1 VALUES(1) 

SELECT * FROM t1 

 

 

1 

2 

3 



 

 

 

7. 次に、オブジェクト エクスプローラで［データベース］フォルダを右クリックして［最新の

情報に更新］をクリックし、作成した MirrorTest データベースが追加されていることを確認

します。 

 

8. 続いて、「MirrorTest」データベースを右クリックして［プロパテゖ］をクリックし、データ

ベースのプロパテゖ画面を表示します。 

 

［復旧モデル］が「完全」へ設定されていることを確認したら、［キャンセル］ボタンをクリ

ックしてダゕログを閉じます。データベース ミラーリングを構成するには、復旧モデルが

2 

クエリを記述
1

結果を確認
3

1 

↓

2 

1 

2

3



 

 

完全モデルであることが必要です。 

 データベースの完全バックゕップとログ バックゕップの取得 

9. 次に、MirrorTest データベースの完全バックゕップとログ バックゕップを取得します。 

-- DB 完全バックアップ 

BACKUP DATABASE MirrorTest 

 TO DISK='C:\MirrorTest.bak' 

 

-- DB ログバックアップ 

BACKUP LOG MirrorTest 

 TO DISK='C:\MirrorTestLog.bak' 

 

 

 ミラー側でバックゕップのリストゕ 

次の作業は、ミラーとして設定する SQL Server ンスタンスに対して実行します。 

10. まずは、ツール バーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、ミラーとして設

定する SQL Server ンスタンス（BAMBOO\MIRROR）へ接続します。 

 

［サーバー名］で「BAMBOO\MIRROR」を選択して、［接続］ボタンをクリックします。 

11. クエリ エデゖタが起動したら、次のように記述して、完全バックゕップとログ バックゕップ

をリストゕします。 

1 

2 

3 



 

 

-- 完全バックアップのリストア（同じマシンで試すので、mdf とldf の場所を変更） 

RESTORE DATABASE MirrorTest 

 FROM DISK='C:\MirrorTest.bak' 

  WITH MOVE 'MirrorTest' TO 'C:\MirrorTest.mdf' 

      ,MOVE 'MirrorTest_log' TO 'C:\MirrorTest.ldf' 

      ,NORECOVERY 

go 

 

-- ログ バックアップのリストア 

RESTORE LOG MirrorTest 

 FROM DISK='C:\MirrorTestLog.bak' 

  WITH NORECOVERY 

go 

 

 

リストゕの際は、NORECOVERY を付けることに注意してください。データベース ミラー

リングを構成するには、ミラー側のデータベースを NORECOVERY 状態で用意しておく必要

があります。 

12. リストゕが完了したら、オブジェクト エクスプローラで［データベース］フォルダを右クリ

ックして［最新の情報に更新］をクリックして、リストゕしたデータベースが次のように表示

されることを確認します。 

 

NORECOVERY（復旧中）を指定してリストゕしているので、データベースの状態が「復元し

ています..」と表示されていることを確認できます。 

 

NORECOVERY
を必ず付けること

ミラー側は、NORECOVERY を付けたの
で「復元しています」と表示される



 

 

 データベース ミラーリング セキュリテゖ構成ウゖザード 

次に、データベース ミラーリング セキュリテゖ構成ウゖザードを利用して、データベース ミラ

ーリングを GUI ベースで構成します（Transact-SQL を利用してデータベース ミラーリングを

構成する方法は、Step 4 で説明しています）。 

この作業は、プリンシパルとして設定する SQL Server ンスタンス側から実行することに注意

してください。 

13. まずは、オブジェクト エクスプローラで、プリンシパルとして設定する SQL Server ンス

タンスの［データベース］フォルダを展開し、「MirrorTest」データベースを右クリックして

［タスク］メニューの［ミラー］をクリックします。 

 

これにより、［データベースのプロパテゖ］ダゕログの［ミラーリング］ページが開きます。

このページでは、［セキュリテゖの構成］ボタンをクリックします。 

14. すると、［データベース ミラーリング セキュリテゖ構成ウゖザード］が起動するので、［次へ］

ボタンをクリックします。 
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15. 次の［ミラーリング監視サーバーを含める］画面では、ミラーリング監視サーバーをデータベ

ース ミラーリング構成へ含めるかどうかを尋ねられるので［はい］をチェックします。 

 

［次へ］ボタンをクリックして、次のページへ進みます。 

16. ［構成するサーバーを選択する］画面では、すべてのサーバーがチェックされていることを確

認して、［次へ］ボタンをクリックします。 

 

17. 次の［プリンシパル サーバー ンスタンス］画面では、プリンシパルとして設定する SQL 

Server ンスタンスに関する設定を行います。 

2 

1 

1 



 

 

 

［プリンシパル サーバー ンスタンス］でプリンシパルとして設定する SQL Server ン

スタンス（画面は、BAMBOO）が選択され、［リスナ ポート］（データの複製やサーバー間

の通信などで内部使用されるポート番号）へ「5022」が入力されていることを確認します。

［このエンドポントから送られるデータを暗号化する］をチェックしている場合（デフォル

トはチェックあり）は、通信データを暗号化することができます。 

［次へ］ボタンをクリックして、次のページへ進みます。 

18. ［ミラー サーバー ンスタンス］画面では、ミラーとして設定する SQL Server ンスタ

ンスを指定します。 

 

［ミラー サーバー ンスタンス］でミラーとして設定したい SQL Server ンスタンス（画

面は BAMBOO\MIRROR）を選択して、［接続］ボタンをクリックします。［サーバーへの

接続］ダゕログが表示されたら、［接続］ボタンをクリックします。 

［ミラー サーバー ンスタンス］画面へ戻ったら、［リスナ ポート］へ「5023」と入力さ

れ、［このエンドポントから送られるデータを暗号化する］がチェックされていることを確

認します。 
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［次へ］ボタンをクリックして、次のページへ進みます。 

19. ［ミラーリング監視サーバー ンスタンス］画面では、ミラーリング監視サーバーとして設

定する SQL Server ンスタンスを指定します。 

 

［ミラーリング監視サーバー ンスタンス］では BAMBOO\WITNESS を選択し、［サー

バーへの接続］ダゕログが表示されたら、［接続］ボタンをクリックします。 

20. ［ミラーリング監視サーバー ンスタンス］画面へ戻ったら、［リスナ ポート］へ「5024」

と入力され、［このエンドポントから送られるデータを暗号化する］がチェックされている

ことを確認します。 
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［次へ］ボタンをクリックして、次のページへ進みます。 

21. ［サービス ゕカウント］画面では、データベース ミラーリングを構成するサーバー間でサー

ビス ゕカウントの設定が異なる場合に、サービス ゕカウント名を指定できるようになってい

ます。 

 

今回は、すべてのサーバーで同じサービス ゕカウントを利用しているので、［次へ］ボタンを

クリックして、次のページへ進みます。 

22. 次の［ウゖザードの完了］画面では、［完了］ボタンをクリックします。 
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［完了］ボタンをクリックすると、［エンドポントを構成しています］画面へ進行状況が表

示されます。 

 

すべての状態が「成功」へ変更されたら、データベース ミラーリングの設定が完了です。 

［閉じる］ボタンをクリックして、ウゖザードを終了します。 

23. すると、次の［データベースのプロパテゖ］画面が表示されて、データベース ミラーリング

を開始するかどうかを尋ねられます。 

 

ここでは、［ミラーリングの開始］ボタンをクリックして、データベース ミラーリングを開始

します。 

24. 続いて、「完全修飾ドメン名（FQDN）を指定していない」という主旨のメッセージが表示
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されますが、LAN 環境ではこのままでも問題ないので、［はい］をクリックします。 

 

25. データベース ミラーリングが開始されると、［データベースのプロパテゖ］ダゕログで、状

態が次のように表示されます。 

 

［状態］へ「同期完了： データベースは完全に同期されています」と表示されていれば、デ

ータベース ミラーリングが正常に動作しています。 

［動作モード］では、ウゖザードでミラーリング監視サーバーを含めるように設定したので、

［自動フェールオーバーを伴う高い安全性（同期）］が選択されてます。ウゖザードでミラー

リング監視サーバーを含めなかった場合は、［自動フェールオーバーを伴わない高い安全性（同

期）］が選択されます。 

設定を確認後、［OK］ボタンをクリックしてダゕログを閉じます。 

以上で、データベース ミラーリングの設定が完了です。これでプリンシパルとミラー間で、

MirrorTest データベース内のデータが随時複製されるようになり、障害が発生した場合には、

フェールオーバー（プリンシパルとミラーの切り替わり）が自動実行されるようになります。 
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2.3 データベース ミラーリング設定後の動作確認 

 動作確認 

次に、データベース ミラーリングが正しく動作しているかどうかを確認してみましょう。 

1. まずは、オブジェクト エクスプローラでのデータベースの状態を確認します。 

 

プリンシパル（画面は BAMBOO ンスタンス）上のデータベースは、「MirrorTest（プリ

ンシパル、同期済み）」と表示されます（表示されない場合は、［データベース］フォルダを右

クリックして、［最新の情報に更新］をクリックしてください）。 

2. 次に、ミラー ンスタンス（画面は BAMBOO\MIRROR）の［データベース］フォルダを

右クリックして、［最新の情報に更新］をクリックします。 

 

「MirrorTest（復元しています..）」と表示されていることを確認します。これがデータベー

ス ミラーリングが正しく動作しているときの状態です。 

 データの更新 

次に、プリンシパル上のデータを更新してみましょう。 

3. ツール バーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、プリンシパル（BAMBOO）

へ接続します。 
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4. クエリ エデゖタでは、次のように入力して、「MirroTest」データベース内の「t1」テーブル

へデータを 2 件追加します。 

USE MirrorTest 

 

INSERT INTO t1 VALUES(2) 

INSERT INTO t1 VALUES(3) 

 

SELECT * FROM t1 

 

 

5. 続いて、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、ミラー サーバー

（BAMBOO\MIRROR）へ接続します。 
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6. クエリ エデゖタでは、次のように入力して、「MirroTest」データベースへ接続してみます。 

USE MirrorTest 

 

 

結果は、エラーとなり、データベースへ接続することはできません。データベース ミラーリ

ングでは、後述のデータベース スナップショットを作成した場合を除いて、ミラー サーバー

のデータベースを参照することができません。 

 



 

 

2.4 ADO.NET からの接続（Failover Partner 句） 

 ADO.NET からの接続 

VB や C# などのゕプリケーションから ADO.NET を利用して、データベース ミラーリングを

構成した SQL Server へ接続する場合は、次のように接続文字列を記述します。 

"Data Source=プリンシパルのインスタンス名;" _ 

   & "Failover Partner=ミラーのインスタンス名;" _ 

   & "Initial Catalog=データベース名;" _ 

   & "Integrated Security=SSPI"   ' Windows 認証で接続する場合 

 

Failover Partner 句でミラーの SQL Server ンスタンス名を指定しているところがポントで

す。そのほかの記述は、通常の接続文字列と変わりません。FailoverPartner 句を記述することで、

自動フェールオーバーが発生した場合（ミラーがプリンシパルへ切り替わった場合）にも、問題な

く接続できるようになります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、Visual Basic 2005（Visual Studio 2005）か

ら ADO.NET 2.0 を利用して、「MirroTest」データベースへ接続してみましょう。次のようにボ

タン（Button1）をクリックすると、SQL Server へ接続し、「t1」テーブルのデータを取得して、

リストボックス（ListBox1）へ結果を表示するようにします。 

    

1. まずは、Visual Basic 2005 または Visual Studio 2005 を起動します（Visual Basic 2008 

または Visual Studio 2008 でも同様に試すことができます）。 

2. 起動後、［フゔル］メニューの［新しいプロジェクト］をクリックして、新しいプロジェク

トを作成します。 

Button1

ListBox1



 

 

 

［新しいプロジェクト］ダゕログでは、［Visual Basic］の［Windows］を選択し、［テン

プレート］から「Windows ゕプリケーション」を選択、［プロジェクト名］には、任意の名

前（Windows Application１ など）を入力して、［OK］ボタンをクリックします。 

3. 次に、ツールボックスから［Button］と［ListBox］をドラッグ＆ドロップして、フォーム

上へ配置します。 

 

配置後、ボタン（Button1）をダブル クリックして、コード エデゖタを開きます。 

4. コード エデゖタでは、コードの先頭へ以下を記述します。 

Imports System.Data.SqlClient 
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5. 次に、ボタン（Button1）のクリック ベント ハンドラへ次のように記述して、「MirrorTest」

データベースへ接続し、「t1」テーブルのデータを取得します（コード入力が面倒な方は、サ

ンプル スクリプト内の完成版のフゔル（WindowsApplication1 フォルダ内の ～.sln 

フゔル）を開いてください。 

  Private Sub Button1_Click(..) 

        ListBox1.Items.Clear() 

        Dim cnstr As String 

        cnstr = "Data Source=localhost;" _ 

                & "Failover Partner=localhost\MIRROR;" _ 

                & "Initial Catalog=MirrorTest;" _ 

                & "Integrated Security=SSPI" 

        Using cn As New SqlConnection(cnstr) 

            Using cmd As New SqlCommand() 

                cmd.CommandText = "SELECT * FROM t1" 

                cmd.Connection = cn 

                Try 

                    cn.Open() 

                    Using dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

                        While dr.Read 

                            ListBox1.Items.Add( dr("a") ) 

                        End While 

                    End Using 

                Catch ex As Exception 

                    Debug.Print(ex.Message) 

                Finally 

                    cn.Close() 

                End Try 

            End Using 

        End Using 

  End Sub 

 

Failover Partner 句へ指定するミラー ンスタンスの名前は、皆さんの環境に合わせて変更

してください。 

6. コードを記述後、［デバッグ］メニューから［デバッグ開始］をクリックして、実行します。

ボタンをクリックすると、「t1」テーブルのデータ 3 件がリストボックスへ表示されることを

確認します。 

コードの先頭
へ記述



 

 

 

7. 正しくデータを取得できたことを確認したら、ゕプリケーションを終了して、デバッグを停止

します。 

このゕプリケーションは、フェールオーバーが実行された後（ミラーがプリンシパルへ切り替

わった後）でも正しく動作します。次の Step 2.5 では、手動フェールオーバーを試すので、

この動作を確認することができます。 
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2.5 手動フェールオーバー 

 手動フェールオーバー 

次に、手動フェールオーバーを実行して、プリンシパルとミラーの役割を切り替えてみましょう。

手動フェールオーバーは、現在のプリンシパル側からのみ実行することができます。 

1. 手動フェールオーバーを実行するには、プリンシパル側で該当データベース「MirrorTest」

を右クリックして、［タスク］メニューの［ミラー］をクリックし、データベース ミラーリン

グ構成時に利用した［データベースのプロパテゖ］の［ミラーリング］ページを表示します。 

 

2. ［ミラーリング］ページでは、次のように［フェールオーバー］ボタンをクリックします。 

 

「フェールオーバー中は、クラゕントからのゕクセスができなくなることと、フェールオー
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バー時には、現在データベースへ接続しているユーザーの接続が閉じられる」という主旨のメ

ッセージが表示されます。［はい］をクリックして、手動フェールオーバーを実行します。 

3. 手動フェールオーバーが成功したことを確認するには、元プリンシパル側（BAMBOO）の［デ

ータベース］フォルダを右クリックして［最新の情報に更新］をクリックします。 

 

状態が「MirrorTest（プリンシパル、同期済み）」から「MirrorTest（復元しています..）」

へ変更されて、ミラーへ役割が切り替わったことを確認できます。 

4. 次に、元ミラー側（BAMBOO\MIRROR）の［データベース］フォルダを右クリックして［最

新の情報に更新］をクリックし、最新の状態を確認します。 

 

「MirrorTest（復元しています...）」から「MirrorTest（プリンシパル、同期済み）」へ変更

されて、プリンシパルへ役割が切り替わったことを確認できます。 

5. 次に、新プリンシパル（元ミラー）へ接続して、データベースが利用できることを確認してみ

ましょう。ツールバーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして接続します。 

↓
1 

↓



 

 

 

6. クエリ エデゖタでは、「t1」テーブルのデータを参照します。 

USE MirrorTest 

SELECT * FROM t1 

 

 

結果を取得できることから、正しくプリンシパルとして動作していることを確認できます。 

7. 次に、前の Step で Visual Basic 2005 で作成した Windows ゕプリケーションを実行し

て、正しく結果を取得できることを確認します。 

 

接続文字列で Failover Partner 句へミラー（現在のプリンシパル）のンスタンス名を指

定していることで、フェールオーバー後でも、何の問題もなくゕプリケーションを実行できた

ことが確認できます。 
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 SQL Server ログの参照 

次に、SQL Server ログを参照して、フェールオーバーが実行された際に記録されるメッセージを

確認してみましょう。 

1. ログを参照するには、オブジェクト エクスプローラで［管理］フォルダの［SQL Server ロ

グ］を展開して、「現在 ～」と表示されるログをダブル クリックします。 

 

記録されたメッセージの中に「The mirrored database "MirrorTest" is changing roles 

from "PRINCIPAL" to "MIRROR" ～」（ミラー化されたデータベース「MirrorTest」で、

プリンシパルからミラーへ役割が切り替わった）と記述されたものがあることを確認できます。

これが、フェールオーバーの際に記録されたベントです。 

なお、ミラーからプリンシパルへ切り替わった場合（ミラー側のログ）は、「"PRINCIPAL" to 

"MIRROR"」の部分が「"MIRROR" to "PRINCIPAL"」に変わります。 

 コマンド（Transact-SQL）で手動フェールオーバー 

手動フェールオーバーは、Transact-SQL ステートメントから実行することもできます。これは 

ALTER DATATABASE ステートメントを次のように利用します。 

USE master 

ALTER DATABASE データベース名 

  SET PARTNER FAILOVER 

 

「SET PARTNER FAILOVER」と指定することで、手動フェールオーバーを実行することができ

ます。また、このステートメントは、GUI から実行したときと同様、現在のプリンシパル側から

のみ実行することできます。 

それでは、これを試してみましょう。 
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1. 現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）へ接続して、クエリ エデゖタを開き、次のよ

うに実行します。 

USE master 

ALTER DATABASE MirrorTest 

  SET PARTNER FAILOVER 

 

 

「コマンドは正常に完了しました」と表示されれば、手動フェールオーバーの実行が完了して

います。 

Note： ミラー側から手動フェールオーバーを実行した場合 

ミラー側から手動フェールオーバーを実行した場合は、次のエラーが表示されます。 

 

 

2. 次に、フェールオーバーが成功したことを確認するために、元プリンシパルで、現在のミラー 

サーバーとなった BAMBOO\MIRROR 上で、データベースへ接続してみましょう。 

USE MirrorTest 

 

 

前の Step で確認したように、ミラー側のデータベースへ接続することはできませんので、

「データベース "MirrorTest" を開けません」というエラーが発生します。このことから、手

動フェールオーバーが正しく成功したことを確認できます。 

次の Step 2.6 では、データベース スナップショットを作成して、ミラー側のデータを参照

できるようにする方法を説明します。 

 



 

 

2.6 データベース スナップショットによるミラー データの参照 

 データベース スナップショットによるミラー データの参照 

ミラー側のデータベースは、データベース スナップショットを作成すると参照できるようになり

ます（この機能は、Enterprise Edition でのみ利用できます）。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. 現在のミラー サーバー（BAMBOO\MIRROR）へ接続し、クエリ エデゖタから次のように入

力してデータベース スナップショットを作成します。 

--ミラーデータベース側に DB スナップショットを作成 

CREATE DATABASE snap1 

ON 

( NAME = MirrorTest 

 ,FILENAME = 'C:\snap1.ss' ) 

AS SNAPSHOT OF MirrorTest 

go 

 

 

これで、「snap1」という名前のデータベース スナップショット（実体は C:\snap1.ss フ

ゔル）を作成することができました。 

2. 次に、「snap1」へ接続して、「t1」テーブルを参照してみましょう。 

USE snap1 

SELECT * FROM t1 

 

 

結果を取得できることが確認できます。このように、データベース スナップショットを利用

すると、ミラー側のデータを参照できるようになります。 



 

 

 プリンシパル側でデータの追加 

3. 次に、プリンシパル側（BAMBOO）でデータを追加してみましょう。ツールバーの［データ

ベース エンジン クエリ］をクリックして、BAMBOO へ接続します。 

 

4. クエリ エデゖタが開いたら、次のように INSERT ステートメントを実行します。 

-- プリンシパル側でデータの追加 

USE MirrorTest 

INSERT INTO t1 VALUES(4) 

SELECT * FROM t1 

 

 

 ミラー側で確認 

5. 次に、追加したデータがミラーへ反映されたかどうかを確認してみましょう。ミラー

（BAMBOO\MIRROR）へ接続して、クエリ エデゖタで次のように入力します。 

USE snap1 

SELECT * FROM t1 
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プリンシパル側で追加したデータは、反映されていないことを確認できます。データベース ス

ナップショットは、あくまでも作成した時点でのスナップショット（コピー データ）である

ことに注意する必要があります。最新のデータを参照したい場合は、別途 2 つ目のデータベ

ース スナップショットを作成しなければなりません。 

 2つ目のデータベース スナップショットの作成 

6. では、2 つ目のデータベース スナップショットを作成してみましょう。「snap2」という名前

で次のように作成します（このステートメントは、ミラー側で実行します）。 

-- 2つ目の DB スナップショットを作成 

CREATE DATABASE snap2 

ON 

( NAME = MirrorTest 

 ,FILENAME = 'C:\snap2.ss' ) 

AS SNAPSHOT OF MirrorTest 

go 

 

USE snap2 

SELECT * FROM t1 

 

 

今度は、プリンシパル側で追加されたデータ「4」を参照することができました。このように、

データベース スナップショットは、ミラー側のデータを参照できる便利な機能ですが、あく

までもデータベース スナップショットを作成した時点でのスナップショットであることを意

識して利用する必要があります。 

 



 

 

 データベース スナップショットの削除 

最後に、作成したデータベース スナップショットを削除しておきましょう。 

7. 削除は、次のように DROP DATABASE ステートメントで行うことができます。 

USE master 

DROP DATABASE snap1 

DROP DATABASE snap2 

 

 

 

 

  



 

 

SSTTEEPP  33..  障障害害ののシシミミュュレレーートト  

この STEP では、データベース ミラーリング環境で障害が発生した場合をシミュ

レートし、障害時の動作や障害からの復旧方法、監視方法について説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 プリンシパル障害時の動作 

 2 台のサーバーが障害発生した場合の動作 

 ミラー障害時の動作 

 実行中のトランザクションがロールバックされることの確認 

 データベース ミラーリング モニタによる監視 

 警告の設定 

 



 

 

3.1 プリンシパル障害時の動作 

 プリンシパル障害時の動作 

まずは、プリンシパルに障害が発生した場合の動作を確認してみましょう。プリンシパルに障害が

発生した場合は、次のように自動フェールオーバーが発生し、ミラーがプリンシパルへ切り替わり

ます。 

  

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、プリンシパル側（BAMBOO）へ接続して、データを 1 件追加しておきます。ツール

バーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、BAMBOO へ接続します。 

 

2. クエリ エデゖタが開いたら、次のように INSERT ステートメントを実行します。 

-- プリンシパル側でデータの追加 

USE MirrorTest 

INSERT INTO t1 VALUES(5) 

SELECT * FROM t1 

プリンシパル ミラー

ミラーリング監視
サーバー

MirrorTest（復元しています）MirrorTest（プリンシパル、同期済み）

プリンシパル

ミラーリング監視
サーバー

MirrorTest（プリンシパル、同期済み）

プリンシパルに障害！

MirrorTest（プリンシパル、接続解除）

ミラー

プリンシパル

自動フェールオーバー

1 

2 

3 



 

 

 

 

3. 続いて、SHUTDOWN ステートメントを次のように実行して、プリンシパルを強制停止しま

す。 

-- プリンシパルを強制停止 

SHUTDOWN WITH NOWAIT 

 

 

サービスが停止されると、自動フェールオーバーが内部実行されます。自動フェールオーバー

にかかる時間はわずか数秒です。 

 自動フェールオーバーの確認 

4. 次に、自動フェールオーバーが実行されたことを確認するために、オブジェクト エクスプロ

ーラで元ミラー側のンスタンス（BAMBOO\MIRROR）の［データベース］フォルダを右

クリックして、［最新の情報に更新］をクリックし、データベースの状態を最新にします。 

 

状態が「MirrorTest（プリンシパル、接続解除）」へ変更されたことから、プリンシパルへ切

り替わったことを確認できます。また、「同期済み」から「接続解除」へ変更されることで、

プリンシパルとミラーの接続が切れていることを確認できます。 

↓

1 



 

 

5. 次に、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、BAMBOO\MIRROR

（現在のプリンシパル）へ接続します。 

 

6. クエリ エデゖタが開いたら、「t1」テーブルの中身を確認します。 

USE MirrorTest 

SELECT * FROM t1 

 

 

元のプリンシパル（BAMBOO）側で追加したデータ「5」が反映されていることを確認できま

す。 

 元プリンシパルの起動 

次に、元プリンシパル（BAMBOO）のサービスを開始した場合の動作を確認してみましょう。元

プリンシパルを起動すると、次のようにミラーとして動作するようになります。 

  

1 

2 

3 

プリンシパル

ミラー

ミラーリング監視
サーバー

MirrorTest（プリンシパル、同期済み）

プリンシパル

ミラーリング監視
サーバー

MirrorTest（プリンシパル、同期済み）

プリンシパル

MirrorTest（復元しています）

MirrorTest（プリンシパル、接続解除）

ミラー
プリンシパル

プリンシパルの復帰



 

 

それでは、これを試してみましょう。 

7. オブジェクト エクスプローラで、元プリンシパル（BAMBOO）を右クリックして［開始］

をクリックします。 

 

「サービスを開始しますか」と尋ねられるので［はい］をクリックして、サービスを開始しま

す。 

8. サービスが開始されたら、［データベース］フォルダを右クリックして、［最新の情報に更新］

をクリックし、データベースの状態を最新にしてみましょう。 

 

元プリンシパルがミラーとして、復帰していることを確認できます。 

 

1 

2 

↓

↓

データベースの復旧が完了するまでは
「復旧中」と表示され、復旧が完了す
ると、「復元しています..」と表示さ

れてミラーとして復帰します



 

 

3.2 2台のサーバーで障害発生した場合の動作 

 2台のサーバーで障害発生した場合の動作 

次に、データベース ミラーリングを構成する ３つの SQL Server ンスタンスのうち、2 つに

障害が発生した場合の動作を確認してみましょう。結論から言うと、データベース ミラーリング

では、3 台のうち、組み合わせに関係なく、いずれかの 2 台に障害が発生すると、データベース ミ

ラーリング機能が停止します（データベースが利用できなくなります）。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、まず現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）

を停止して、その後、ミラーリング監視サーバー（BAMBOO\WITNESS）を停止してみましょう。 

1. まずは、オブジェクト エクスプローラで、現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）を

右クリックして、［停止］をクリックし、サービスを停止します。 

 

プリンシパルのサービスが停止することにより、自動フェールオーバーが発生し、数秒後にミ

ラー（BAMBOO）がプリンシパルへ切り替わります。 

2. 自動フェールオーバーが発生したことを確認するには、オブジェクト エクスプローラで、［デ

ータベース］フォルダを右クリックして、［最新の情報に更新］をクリックし、データベース

の状態を最新にします。 

 

状態が「MirrorTest（プリンシパル、接続解除）」へ変更されたことから、プリンシパルへ切

り替わったことを確認できます。 

2 

↓

↓

1 



 

 

3. 次に、ミラーリング監視サーバー（BAMBOO\WITNESS）を停止します。オブジェクト エ

クスプローラで、BAMBOO\WITNESS を右クリックして、［停止］をクリックします。 

 

サービスの停止が完了したら、プリンシパルの［データベース］フォルダを右クリックして、

［最新の情報に更新］をクリックし、データベースの状態を最新にします。すると、「MirrorTest

（復旧中）」と表示されることを確認できます。これは、データベース ミラーリングが停止し

て、データベースが利用できない状態です。 

4. これを確認するために、ツールバーの［データベース エンジン クエリ］をクリックして、

BAMBOO へ接続し、クエリ エデゖタを開きます。 

 

5. クエリ エデゖタでは、MirrorTest へ接続します。 

USE MirrorTest 

 

 

1 

↓

ミラー停止

ミラーリング監視
サーバーも停止

復旧中と表示
される

1 

2 

3 



 

 

結果は、エラーとなり、データベースへ接続することができません。データベース ミラーリ

ングでは、3 台のうちの、いずれかの 2 台に障害が発生すると、データベース ミラーリング

が停止してしまうのです。プリンシパルだけが残っていても、データベースが利用できなくな

ってしまうことに注意する必要があります。この状態からすぐにデータベースを利用できるよ

うにするには、データベース ミラーリングをいったん解除しなければなりません。 

Note： クォーラム（Quorum）とは 

エラー メッセージには、「クォーラムが足りない」と記述されています。クォーラムは、クラスタ（Cluster）シス

テム（複数のサーバーを 1 台のサーバーのように利用して、障害対策を行う機能）で利用される機能で、「スプリ

ット ブレン」を回避するために利用されます。スプリット ブレンは、次のような状態です。 

 

マスタ機（プリンシパル）が 2 台のままでは、データの整合性が取れなくなってしまうので、この状況を回避する

ための機能がクォーラムです。クォーラム（Quorum）は、「議決などを成立させるために必要な定足数」という

意味の英単語で、クラスタ システムでは、「クラスタとして成立させるために必要なゕクテゖブなノード数」とい

う意味で利用されます。データベース ミラーリングの場合は、このクォーラム値が「2」へ設定されているので、

データベース ミラーリングを構成する 3 台のうちの、2 台以上がゕクテゖブでない場合（2 台以上で障害が発生

した場合）、データベース ミラーリングが停止するようになっています。 

 

 ミラーを再開した場合 

次に、ミラーを再開した場合の動作を確認してみましょう。 

6. オブジェクト エクスプローラでミラー（BAMBOO\MIRROR）を右クリックして、［開始］

をクリックして、SQL Server サービスを開始します。 

 

7. サービスの開始が完了して、数秒経過すると、データベース ミラーリングが正常に動作する

ことを確認できます。 

Switch

障害
ミラー

ミラーリング
監視サーバー

プリンシパル プリンシパル↓
ネットワーク障害でプリンシパルと通信できないと、

プリンシパルに障害が発生したと思い、
自分がプリンシパルになってしまう

＝2台のプリンシパル（スプリットブレン）

クォーラム機能がないと、2台のサーバーがプリンシパルになってしまう

スプリット ブレン（Split Brain）は、
マスタ機（Brain：脳、中枢）が

2つ存在する（Split：分割、分裂）状態

1 



 

 

 

それぞれの［データベース］フォルダを右クリックして［最新の情報に更新］をクリックして、

状態を更新すると、プリンシパルの状態が「復旧中」から「プリンシパル、同期済み」へ変更

され、ミラーの状態が「復元しています..」へ変更されることから、データベース ミラーリ

ングが復活したことを確認できます。 

なお、データベース ミラーリングが復活するまでは、次のように状態が「復旧中」と表示さ

れます。 

 

8. ミラーリング監視サーバーは、まだ開始していないので、この状態では自動フェールオーバー

は実行されませんが、手動でのフェールオーバーは実行可能です。次のようにプリンシパル側

（BAMBOO）からステートメントを実行して、手動フェールオーバーを試してみましょう。 

USE master 

ALTER DATABASE MirrorTest 

  SET PARTNER FAILOVER 

 

実行完了後、それぞれのデータベースの状態を更新し、役割が切り替わったことを確認します。 

 



 

 

 ミラーリング監視サーバーを再開した場合 

次に、ミラーリング監視サーバーを再開した場合の動作を確認してみましょう。 

9. オブジェクト エクスプローラでミラーリング監視サーバー（BAMBOO\WITNESS）を右ク

リックして、［開始］をクリックして、SQL Server サービスを開始します。 

 

10. サービスが開始されたら、自動フェールオーバーが正しく動作することを確認しておきましょ

う。現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）を右クリックして、［停止］をクリックし

て、SQL Server サービスを停止します。 

 

11. BAMBOO（元ミラー）のデータベースの状態を更新すると、「プリンシパル / 接続解除」へ

変更されて、自動フェールオーバーが実行されたことを確認できます。 

 

1 

1 



 

 

3.3 ミラー障害時の動作 

 ミラー障害時の動作 

次にミラー障害時の動作を確認してみましょう。 

1. 現在は、前の手順によってミラー（BAMBOO\MIRROR）が停止している状態なので、この

状態で INSERT ステートメントを実行して、データを更新できることを確認してみましょう。

プリンシパル側（BAMBOO）から次のようにステートメントを実行します。 

USE MirrorTest 

INSERT INTO t1 VALUES(6) 

SELECT * FROM t1 

 

 

2. 次に、ミラー（BAMBOO\MIRROR）を再開します。 

 

3. データベース ミラーリングが復旧したら、ミラーへ接続して、データベース スナップショッ

トを作成して、ミラーを停止していた間に追加されたデータが複製されていることを確認しま

す。 

-- DB スナップショットを作成 

CREATE DATABASE snap3 

ON 

( NAME = MirrorTest 

 ,FILENAME = 'C:\snap3.ss' ) 

AS SNAPSHOT OF MirrorTest 

go 

1 



 

 

USE snap3 

SELECT * FROM t1 

 

 

データ「6」が正しく複製されていることを確認できます。このように、ミラーが停止してい

ても、プリンシパルに対して何の問題もなくトランザクションを実行することができ、ミラー

の復活後は、正しく複製が行われます。 

4. 確認後、データベース スナップショットを削除しておきましょう。 

USE master 

DROP DATABASE snap3 

 

 



 

 

3.4 実行中のトランザクションがロールバックされることの確認 

 実行中のトランザクションがロールバックされることの確認 

データベース ミラーリングでは、障害発生時に実行されていたトランザクションは、ロールバッ

クされます（これは、ほかのクラスタ システムでも同様の動作で、障害が発生したときに、まさ

に実行されているトランザクションを引き継ぐことはできず、失敗（ロールバック）として扱われ

ます）。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、Visual Basic 2005 / 2008（Visual Studio 2005 

/ 2008）から ADO.NET 2.0 を利用して、トランザクションを実行するゕプリケーションを作成

して、障害時の動作を確認してみましょう。次のようにボタン（Button1）をクリックすると、SQL 

Server へ接続し、「t1」テーブルへデータを INSERT するようにし、ラベル（Label1）へ何件目

まで INSERT が実行されたかを表示するようにします。 

    

1. まずは、Visual Basic 2005 / 2008 または Visual Studio 2005 / 2008 を起動します。 

2. 起動後、［フゔル］メニューの［新しいプロジェクト］をクリックして、新しいプロジェク

トを作成します。 

 

［新しいプロジェクト］ダゕログでは、［Visual Basic］の［Windows］を選択し、［テン

Button1

Label1

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

プレート］から「Windows ゕプリケーション」を選択、［プロジェクト名］には、任意の名

前（Windows Application2 など）を入力して、［OK］ボタンをクリックします。 

3. 次に、ツールボックスから［Button］と［Label］をドラッグ＆ドロップして、フォーム上

へ配置します。 

 

配置後、ボタン（Button1）をダブル クリックして、コード エデゖタを開きます。 

4. コード エデゖタでは、コードの先頭へ以下の 2 行を記述します。 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data 

 

 

5. 次に、ボタン（Button1）の Click ベント ハンドラへ次のように記述して、SqlTransaction 

クラスを利用して、1 つのトランザクションとして、15 回のループ（t1 テーブルへの 15 件

のデータ追加）を実行するようにします（コード入力が面倒な方は、サンプル スクリプト内

の完成版のフゔル（WindowsApplication2 フォルダ内の ～.sln フゔル）を開いてく

ださい。 

  Private Sub Button1_Click(..) 

        Dim cnstr As String 

        cnstr = "Data Source=localhost;" _ 

                & "Failover Partner=localhost\MIRROR;" _ 

                & "Initial Catalog=MirrorTest;" _ 

                & "Integrated Security=SSPI" 

        Using cn As New SqlConnection(cnstr) 

            Using cmd As New SqlCommand() 

                cn.Open() 

                cmd.Connection = cn 

 

1 

貼り付けた後、
Button1 を

ダブルクリック

3

2 

コードの先頭
へ記述



 

 

                '' トランザクションの開始 

                Dim tx As SqlTransaction = cn.BeginTransaction() 

                Dim i As Integer 

                Try 

                    cmd.Transaction = tx 

                    '' 15回ループ（INSERT を 15回実行） 

                    For i = 1 To 15 

                        Label1.Text = "現在の i の値は：" & i.ToString() 

                        Application.DoEvents() 

 

                        '' INSERT ステートメント。i の値を挿入 

                        cmd.CommandText = "INSERT INTO t1 VALUES(@p1)" 

                        Dim p1 As SqlParameter = cmd.Parameters.Add("@p1", SqlDbType.Int) 

                        p1.Value = i 

                        cmd.ExecuteNonQuery() 

                        cmd.Parameters.RemoveAt("@p1") 

                        '' 1 秒Sleep 

                        System.Threading.Thread.Sleep(1000) 

                    Next 

                   '' トランザクションのコミット 

                    tx.Commit() 

                    Label1.Text = Label1.Text & vbCrLf & "正常に終了しました" 

                Catch ex As Exception 

                    MessageBox.Show(ex.Message & vbCrLf & "現在の i の値は：" & i.ToString()) 

                    'tx.Rollback()  '' 実際には付けるが、自動ロールバックを確認するために外す 

                Finally 

                    cn.Close() 

                End Try 

            End Using 

        End Using 

  End Sub 

 

6. コードを記述後、［デバッグ］メニューから［デバッグ開始］をクリックして、実行します。

ゕプリケーションが起動したら、ボタン（Button1）をクリックして、トランザクションを実

行します。 

 

ループしている回数（i の値）がラベルへ表示されて、15 回のループ（15 件のデータの 

1 

2 

↓

3



 

 

INSERT： 1 秒ごとに 1 件の追加）が行われることを確認します。 

7. 次に、プラマリ側（BAMBOO）でクエリ エデゖタから、追加されたデータを確認します。 

USE MirrorTest 

SELECT * FROM t1 

 

 

1～15 のデータが追加されていることを確認できます。 

 障害発生時の動作 

次に、障害発生時にこのトランザクションがどうなるかを試してみましょう。障害のシミュレート

には、プリンシパル側（BAMBOO）の SQL Server サービスを SHUTDOWN ステートメント

で停止します。 

8. まずは、Visual Basic 2005（Visual Studio 2005）の［デバッグ］メニューから［デバッグ

開始］をクリックして、ゕプリケーションを起動します 

9. 次に、ボタン（Button1）をクリックして、ゕプリケーションを実行し（15 回のループによ

る INSERT を実行し）、実行している 15 秒間の間に、プリンシパル側（BAMBOO）で

「SHUTDOWN WITH NOWAIT」ステートメントを実行して、SQL Server サービスを停

止します。 

 

追加されたデータ
1～ 15

1 

ゕプリケーションが実行され
ている間にプリンシパルの

サービスを強制停止

2



 

 

サービスが停止されると、ゕプリケーション側では、次のエラーがキャッチされます。 

 

このエラーでは、ループの i の値が 7 まで進んでいたことを確認できます。 

10. サービスの停止が完了したら、ミラー（BAMBOO\MIRROR）がプリンシパルへ切り替わっ

ていることを確認します。 

 

11. 切り替わったプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）へ接続してクエリ エデゖタを開いて、

データを確認します。 

USE MirrorTest 

SELECT * FROM t1 

 

 

今度は、新しいデータが追加されていないことを確認できます。ループの i の値は 7 まで進

んでいましたが、7 件のデータは追加されずに、ロールバック（取り消し）されています。 

このように、データベース ミラーリングでは、障害が発生した時に実行されていたトランザ

クションは、ロールバックされ、失敗として扱われます。これは、ほかのクラスタ システム

を利用する場合でも同様の動作です。 

 

21件目のデータ「15」は前回追加した
データで、今回実行したデータは追加さ

れていないことを確認できる。



 

 

3.5 データベース ミラーリング モニタによる監視 

 データベース ミラーリング モニタによる監視 

データベース ミラーリングは、「データベース ミラーリング モニタ」ツールを利用して監視する

ことができます。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、現在のプリンシパル側（BAMBOO\MIRROR）から、次のように MirrorTest デ

ータベースを右クリックして、［タスク］メニューの［データベース ミラーリング モニタの

起動］をクリックします。 

 

これにより、データベース ミラーリング モニタが起動します。 

 

このモニタは、30 秒ごとに、プリンシパルとミラー、ミラーリング監視サーバーの 3 台へ接

1 

2 

30秒ごとに
状態がチェック

される

ミラーリング監視サーバーと
接続できているかどうか

ミラーの状態現在の役割



 

 

続してデータベース ミラーリングの状態をチェックしています。現在は、BAMBOO が停止

しているので、「BAMBOO に接続していません」と表示されていることを確認できます。 

以降の操作では、随時データベース ミラーリング モニタを利用して状態の変化を確認します

ので、データベース ミラーリング モニタを終了せずに、この Step 3.5 が終わるまで起動

しておいてください。 

2. 次に、現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）を停止します。 

 

3. これにより、プリンシパルとミラーの両方が停止し、ミラーリング監視サーバーのみが起動し

ている状態になります。このときのデータベース ミラーリング モニタは、次のように表示さ

れます。 

 

全体として「切断」と警告が表示され、プリンシパルとミラーへの接続は、どちらも「接続し

ていません」と表示されていることを確認できます。このモニタは、30 秒ごとに更新される

ので、この画面と同じように表示されない場合は、少しの間待ってください。 

4. 確認したら、次は、現在のミラーの BAMBOO を開始します。 

1 

「切断」と警告
が表示される



 

 

 

開始後の状態は、次のようになります。 

 

ミラーとミラーリング監視サーバーだけでは、データベース ミラーリングとしての機能がま

だ開始されていないことを確認できます。 

5. 次に、現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）を開始します。 

 

開始が完了すると、次のように「同期済み」と表示されて、正常に動作していることを確認で

きます。 

 

繰り返しになりますが、このモニタは、30 秒ごとに更新されるので、この画面と同じように

表示されない場合は、少しの間待ってください。 

Note： データベース ミラーリング モニタの手動更新 

30 秒を待たずに、データベース ミラーリング モニタを手動で更新したい場合は、次のようにデータベース名を

右クリックして［最新の情報に更新］をクリックします。 

1 

まだ が表示されてミラーリングが
停止していることを確認できる

1 

「同期済み」と表示されてミラーリン
グが正常に動作していることが分かる

現在の役割 同期済みと表示
される



 

 

 

データベース ミラーリング モニタで表示している状態は、内部的には、msdb 内のシステム テーブルへ書き込

まれ、履歴として保持されています（30 秒ごとにデータが INSERT されています）。［最新の情報に更新］をクリ

ックした場合は、このタミングでも INSERT が実行されます。 

ただし、状態のチェックには、3 つのサーバーへ接続する必要があり、時間が数秒かかる処理なので、何度も連続

で［最新の情報に更新］をクリックした場合は、結果には反映されません。15 秒間は、INSERT が連続実行でき

ないように作られているので、状態が反映されない場合は、少し待ってから実行してみてください。 

■ データベース ミラーリング モニタのジョブ（1分ごとに動作） 

SQL Server Agent サービスを実行している場合は、「データベース ミラーリング モニタのジョブ」によって、1

分に 1 回 データベース ミラーリングの状態がチェックされて、前述の履歴テーブルへの INSERT が実行されて

います。このジョブは、次のように確認することができます。 

 

 

Note： sp_dbmmonitorresults による監視 

sp_dbmmonitorresults システム ストゕド プロシージャは、データベース ミラーリング モニタのコマンド版

として用意されています。これは次のように利用できます。 

 

第 1 引数には「データベース名」を指定し、第 2 引数には「返す行の量」（デフォルトは最新のみ、1 を指定した

場合は過去 2 時間、2 を指定した場合は過去 4 時間の履歴を取得可能）を指定できます。また、第 3 引数へ「1」

を指定した場合は、履歴テーブルを更新することも可能です（デフォルトは 0 で更新なし）。 

 

6. 次に、現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）へ接続して、手動フェールオーバーを実

行してみましょう。 

USE master 

ALTER DATABASE MirrorTest 

  SET PARTNER FAILOVER 

1 



 

 

 

 

これにより、状態が次のように変わります。 

 

 ミラー停止中のトランザクションの監視（未送信のログ） 

次に、ミラーが停止しているときに実行されたトランザクションを監視してみましょう。 

7. まずは、ミラー（BAMBOO\MIRROR）を停止します。 

 

 

8. 次に、プリンシパル（BAMBOO）へ接続して、クエリ エデゖタから INSERT ステートメン

トを実行します（1 万件のデータを WHILE ループで追加します）。 

USE MirrorTest 

DECLARE @i int = 1 

WHILE @i <= 10000 

BEGIN 

 INSERT INTO t1 VALUES(@i) 

 SET @i += 1 

END 

役割が入れ替わった

1 



 

 

 

 

9. 実行が完了したら、データベース ミラーリング モニタを参照します。 

 

「プリンシパル ログ」セクションの［未送信のログ］へ「5012 KB」（約 5 MB）と表示さ

れていることを確認できます。これは、ミラーへ複製できていない（まだ送信されていない）

ログの量という意味です。 

10. モニタを起動したまま、1 分程度待ちます。すると、次のように状態が変化します。 

 

［最も古い未送信のトランザクション］の時間が「00:02:00」（2 分）へ増えていることを

確認できます（この値は、30 秒ごとのモニタの更新のタミングで、30 秒ずつ増えていきま

す）。この値を参照することで、トランザクションが実行されてから、何分間ミラーへデータ

を複製できていないかどうかを確認することができます。 

 

1 

1 



 

 

11. 次に、ミラーを開始して、未送信のログがなくなることを確認してみましょう。 

 

 

［未送信のログ］が「0 KB」、［最も古い未送信のトランザクション］の時間も「00:00:00」

となり、ミラーへデータが複製されたことを確認できます。 

なお、モニタの更新のタミングによっては、「同期中」（データの転送中）と表示されること

もあります。 

このように「データベース ミラーリング モニタ」ツールを利用すると、データベース ミラ

ーリングの現在の状態を容易に把握することができるので、大変便利です。また、履歴の「...」

ボタンをクリックすれば、過去の状態を参照することも可能です（前述の Note へ記載した

ように、SQL Server Agent サービスを開始している場合は、1 分ごとに状態が記録されてい

ます）。 

 

1 

1 



 

 

3.6 警告の設定 

 警告の設定 

データベース ミラーリング モニタの［警告］タブでは、ベントのしきい値を設定して、しきい

値を超えた場合に、ベント ビューゕのゕプリケーション ログへ記録できるようになります。ま

た、SQL Server Agent サービスの「警告」機能を利用すれば、しきい値を超えた場合にオペレー

タへ通知することもできるようになります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。ここでは、前の Step で試した「未送信のログ」に対して、

しきい値を設定して、しきい値を超えた場合にゕプリケーション ログへベントを記録してみま

しょう。 

1. まずは、データベース ミラーリング モニタを起動します。 

2. 起動後、［警告］タブを開き、［しきい値の設定］ボタンをクリックします。 

 

3. ［警告のしきい値の設定］ダゕログが開いたら、「未送信のログがしきい値を超えた場合に

警告する」の「BAMBOO で有効」をチェックします。 

 

1 

2 

1 

2 



 

 

「BAMBOO でのしきい値」へは「1024」と入力して、［OK］ボタンをクリックします。こ

れで、未送信のログが 1024 KB を超えた場合に、ゕプリケーション ログへベントを記録

できるようになります（ベント ID は 32042 が記録されます）。 

 SQL Server Agent サービスの「警告」機能の設定 

次に、SQL Server Agent サービスの「警告」機能の設定して、未送信のログが 1024 KB を超

えた場合に、オペレータ（Administrator）へ net send メッセージを送信するようにしてみまし

ょう。 

4. まずは、SQL Server Agent サービスを開始します。 

 

5. 次に、［警告］フォルダを右クリックして［新しい警告］をクリックします。 

 

［新しい警告］ダゕログでは、［名前］へ任意の名前（未送信ログ用の警告など）を入力し、

［エラー番号］へ「32042」を入力します。 

続いて、［応答］タブをクリックして、［オペレータに通知する］をチェックし、［新しいオペ

レータ］ボタンをクリックします。 

1 

1 

2 

3 



 

 

 

6. ［新しいオペレータ］ダゕログが表示されたら、［名前］へ任意の名前（testAdmin など）

を入力し、［Net Send ゕドレス］へ「Administrator」と入力します。 

 

［OK］ボタンをクリックして、ダゕログを閉じます。 

7. ［新しい警告］ダゕログへ戻ったら、作成した「testAdmin」オペレータの［Net Send］

をチェックします。 

1 

2 

3 

1 

2 

3 



 

 

 

［OK］ボタンをクリックすれば、警告の作成が完了です。これで、未送信のログが 1024 KB 

を超えた場合（ベント ID は 32042 が発生した場合）に、Administrator（オペレータ）

へ net send メッセージを送信できるようになります。 

8. 作成後は、警告が次のように表示され、ダブル クリックして、設定を変更することができま

す。 

 

Note： net send メッセージを受け取る設定（Messenger サービスの起動） 

net send メッセージを受け取るには、Messenger サービスを起動しておく必要があります。このサービスは、デ

フォルトでは［スタートゕップの種類］が「無効」に設定されているので、まず「自動」または「手動」へ変更し

て、そのあとサービスを開始する必要があります。 

 

1 

2 

1 

2

3 



 

 

 未送信ログを発生させる 

次に、前の Step と同じようにミラーを停止して、プリンシパルに対して INSERT を 1 万件ル

ープ実行し、未送信ログを溜めてみましょう。 

9. まずは、ミラー（BAMBOO\MIRROR）を停止します。 

 

10. 次に、プリンシパル（BAMBOO）へ接続して、クエリ エデゖタから INSERT ステートメン

トを実行します（1 万件のデータを WHILE ループで追加します）。 

USE MirrorTest 

DECLARE @i int = 1 

WHILE @i <= 10000 

BEGIN 

 INSERT INTO t1 VALUES(@i) 

 SET @i += 1 

END 

 

11. 実行完了後、数秒間待つと、以下の net send メッセージが届くことを確認することができ

ます。 

 

これが SQL Server Agent サービスの「警告」機能によって送信されたメッセージです。 

12. 次に、データベース ミラーリング モニタを参照して、［未送信のログ］が溜まっていること

を確認しましょう。 

1 



 

 

 

しきい値として設定した「1024」KB を超えていることを確認できます 

13. 次に、［スタート］メニューの［管理ツール］から［ベント ビューゕ］を起動して、［ゕプ

リケーション ログ］を参照します。 

 

ベント ID「32042」のメッセージが記録されていることを確認できます。このように、デ

ータベース ミラーリング モニタの「警告」機能を利用すると、しきい値を超えた場合にゕプ

リケーション ログへ記録できるようになるので、大変便利です。 

  

1 

2 

3 



 

 

 そのほかのベント ID 

データベース ミラーリング モニタの「警告」機能でしきい値を設定できるのは、次の 4 つ

のベントです。 

 

しきい値を設定したことでゕプリケーション ログへ記録されるベント ID は、次のとおり

です。 

 

Note： ミラー コミットのオーバーヘッド（Transaction Delay） 

ミラー コミットのオーバーヘッドは、Transaction Delay（トランザクションの遅延）と呼ばれ、ミラーでコミッ

トされたのを待っている時間（遅延）です。Step１ の「データベース ミラーリングの動作」で説明したように、

同期モードでは、ミラーのコミットを待ってから、トランザクションのコミットとなるので、その遅延を知ること

は、パフォーマンス面で非常に重要になります（遅延時間が長いということは、トランザクション数が多くて、パ

フォーマンスが悪くなっているという指針になります）。 

データベース ミラーリングのパフォーマンスについては、SQL Server 2005 での情報になりますが、以下の 2

つのホワト ペーパーで詳しく記載されていますので、参照されることをお勧めします。 

日本 HP、マクロソフト SQL Server 2005 データベース ミラーリング共同検証レポート 

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx 

徹底検証シリーズ「SQL Server 2005 データ ベース ミラーリング検証」 

http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx 

なお、SQL Server 2008 では、ミラーへ転送するログ データを圧縮することで、パフォーマンス向上を図ってい

るので、自社の環境での SQL Server 2008 でのテストを実施されることを併せてお勧めします。もし、テストの

結果、同期モードでは性能要件を満たせないという場合は、「非同期モード」（高パフォーマンス モード）を採用

するという選択肢もあります。非同期モードでは、ミラーのコミットを待たずに、コミット完了とすることができ

るので、同期モードよりもパフォーマンスが上がります。その分、障害時にはミラーでコミットされていないデー

タが失われるリスクが伴いますが、それを許容できるのであれば（失ったデータを再入力させるなど、運用でカバ

ーできる場合は）、積極的に活用してほしいと思います。 

また、パフォーマンスを考慮するなら、MSCS（Microsoft Cluster Serivce：クラスタ サービス）を利用するとい

う選択肢もあります。可用性やパフォーマンスに関しては、本番前に入念なテストを実施して、適用可能なソリュ

ーションを見定めていくことが非常に重要です。 

 

警告名 ベントID

未送信のログ 32042

復元されていないログ 32043

最も古い未送信のトランザクションの経過時間 32040

ミラー コミットのオーバーヘッド 32044

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx
http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx


 

 

3.7 その他の障害について 

 その他の障害について 

本自習書では、サービス停止を例に、SQL Server が停止した場合を想定した障害のみをシミュレ

ートしましたが、実際の運用では、以下の障害も考慮していく必要があります。 

 ネットワーク障害 

 データベース障害（データ、ログ、tempdb） 

 ストレージ パス障害 

また、これらの障害が発生した場合には、そこからの復旧方法についても把握しておくことが、実

際の運用では重要です。そのほか、障害時のフェールオーバー時間を見積っておくことや、その他

のテクノロジー（Microsoft Cluster Service やレプリケーション、ログ配布など）を利用して

いる場合は、それらのテクノロジーとの組み合わせについても把握しておくことが重要です。 

これらについては、SQL Server 2005 ベースの情報になりますが、以下の 2 つのホワト ペー

パーに詳しく記載されていますので、ぜひ参考にしてみてください。SQL Server 2008 でも、ほ

とんどのことが当てはまります。 

日本HP、マクロソフト SQL Server 2005 データベース ミラーリング共同検証レポート 

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx 

徹底検証シリーズ「SQL Server 2005 データ ベース ミラーリング検証」 

http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx 

 

  

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx
http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx


 

 

SSTTEEPP  44..  そそのの他他  

この STEP では、ログン ゕカウントの複製方法とデータベース ミラーリング

で複製されるオブジェクト、データベース  ミラーリングの削除方法、

Transact-SQL ステートメントを利用したデータベース ミラーリングの構成方法

を説明します。 

 

この STEP では、次のことを学習します。 

 ログン ゕカウントの複製 

 データベース ミラーリングで複製されるオブジェクト 

 データベース ミラーリングの削除 

 Transact-SQL によるデータベース ミラーリングの構成 

 



 

 

4.1 ログン ゕカウントの複製 

 ログン ゕカウントの複製 

データベース ミラーリングでは、データベース内のオブジェクトは、すべてミラーへ複製するこ

とができますが、システム データベースへ含まれるもの（SQL Server の環境設定オプションなど）

はミラーへ複製することはできません。あくまでもミラーを設定した該当データベース内のオブジ

ェクトのみが複製されることを意識しておく必要があります。 

したがって、システム データベース（master データベース）へ含まれる「ログン ゕカウント」

は、ミラーへは複製されないので、手動で複製する必要があります。 

 Let's Try 

それでは、これを試してみましょう。 

1. まずは、プリンシパル（BAMBOO）へ接続し、クエリ エデゖタからログン ゕカウント

「testLogin1」を作成して、それに対応したデータベース ユーザーを MirrorTest データ

ベース内へ作成します。 

-- SQL Server 認証用のログインアカウントの作成 

CREATE LOGIN testLogin1 

 WITH PASSWORD = 'P@ssword' 

  

-- データベースユーザーの作成 

USE MirrorTest 

CREATE USER testLogin1  

 FOR LOGIN testLogin1 

 

2. 次に、オブジェクト エクスプローラで、作成したデータベース ユーザーを確認しておきまし

ょう。 

 

3. 続いて、プリンシパル（BAMBOO）へ接続したクエリ エデゖタから、手動フェールオーバー
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を実行します。 

USE master 

ALTER DATABASE MirrorTest 

  SET PARTNER FAILOVER 

 

4. フェールオーバーが完了したら、新しいプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）へ testlogin1 

ログン ゕカウントを作成します（データベース ミラーリングでは、ログン ゕカウント

は複製されないので手動で作成する必要があります）。 

-- 新プリンシパル側（旧ミラー）側で実行 

CREATE LOGIN testLogin1 

 WITH PASSWORD = 'P@ssword' 

 

 

5. 次に、データベース ミラーリングによって、現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）

へデータベース ユーザーが複製されたことを確認します。オブジェクト エクスプローラでデ

ータベースを展開します。 

 

データベース ユーザーは複製されていますが、プロパテゖを参照すると、「ログン名」が空

になっていることを確認できます。これは、ログン ゕカウントに対応付けられていない「不

明なデータベース ユーザー」と呼ばれ、使用することができないユーザーです（testlogin1 

は MirrorTest データベースへ接続することができません）。 

6. 不明なデータベース ユーザーは、sp_change_users_login システム ストゕド プロシー

1 

ログン名が
空になっている
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ジャを利用してリストゕップすることができます。 

USE MirrorTest  

EXEC sp_change_users_login 'Report' 

 

 

ログン ゕカウントとデータベース ユーザーの関連付け（マッピング）は、ログン ゕカ

ウントの SID（内部的な Security ID）を利用して行われていますが、SID は、ンスタン

スが異なると、違うものが割り当てられるので、プリンシパルとミラーでは異なる SID が割

り当てられてしまっています。 

sp_change_users_login がリストゕップしているのは、SID の対応付けがうまくいってい

ないユーザーで、そのユーザーが対応付けられている SID が出力されます。 

7. CREATE LOGIN ステートメントは、SID を指定して作成することもできるので、上記の 

sp_change_users_login が出力した SID を指定して、ログン ゕカウントを作成するこ

とが可能です。 

-- 新プリンシパル側（旧ミラー：BAMBOO\MIRROR）側で実行 

-- ログインを削除して、コピーした SID を張り付けて、ログイン作成 

DROP LOGIN testLogin1 

go 

CREATE LOGIN testLogin1 

 WITH PASSWORD = 'P@ssword' 

  ,SID = 0xD2FB5F4BA3BD1147925B42270ABE980F 

 

SID は、皆さんの環境によって異なるものが割り当てられるので、sp_change_users_login 

で取得した SID へ置き換えて実行してください。 

8. このように、プリンシパルとミラーで同じ SID のログン ゕカウントを作成した場合は、

次のように対応付けがきちんと設定されて、正しく利用できるユーザーになります。 

 

9. sp_change_users_login システム ストゕド プロシージャを再度実行すると、不明なデータ

ベース ユーザーが消えていることを確認できます。 
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Note： 新しい SID への再マッピング 

手順では、sp_change_users_login で取得した SID を CREATE LOGIN ステートメントへ貼り付けて実行しま

したが、SID が異なるログン ゕカウントの場合でも、次のように sp_change_users_login を実行することで

不明なデータベース ユーザーを解消することができます。 

USE データベース名 

EXEC sp_change_users_login 'Update_One', '不明なデータベースユーザー名', '新しいログインアカウント名' 

第 1 引数へ 'Update_One' を指定することで、新しいログン ゕカウントの SID へ再マッピングすることが

できます。 

 

 同じパスワード/SID のログン ゕカウントの作成： sp_help_revlogin 

SID を指定した CREATE LOGIN ステートメントや、sp_change_users_login によるログン 

ゕカウントの再マッピングは、データベース ユーザーの数が多い場合には、大変な作業です。こ

れを解決するには、同じパスワードで、かつ同じ SID のログン ゕカウントを作成することで

す。これを行うには、マクロソフトのサポート技術情報 (KB: Knowledge Base) の文書番号 

918992 で提供されている「sp_help_revlogin」というストゕド プロシージャを使用します。 

KB 918992: SQL Server 2005 のンスタンス間でログンおよびパスワードを転送する方法 

http://support.microsoft.com/kb/918992/ja 

この文書で提供されるスクリプトを丸ごとコピーし、Management Studio のクエリ エデゖタへ

貼り付けて実行すると、sp_help_revlogin ストゕド プロシージャを作成することができます。

作成後は、以下のように実行すれば、同一のパスワード/SID のログン ゕカウントを作成するた

めのスクリプト (CREATE LOGIN ステートメント) が生成されます。 

 

後は、生成された CREATE LOGIN ステートメントをミラー側で実行すれば、同一のパスワード / 

SID のログン ゕカウントを作成できようになります（不明なユーザーを解消できます）。 

http://support.microsoft.com/kb/918992/ja


 

 

4.2 データベース ミラーリングで複製可能なオブジェクト 

 データベース ミラーリングで複製可能なオブジェクト 

前述したように、データベース ミラーリングで複製できるオブジェクトは、該当データベース内

へ作成したオブジェクトで、システム データベース内へ含まれるものは複製されません。したが

って、複製可能なオブジェクトは、以下のとおりです。 

 

また、以下の定期メンテナンス作業もミラーへ複製可能です。 

 

複製できないものは、master や msdb などシステム データベースへ格納されるオブジェクト

とレジストリへ記録される情報で、主なものは次のとおりです。 

 

そのほかの動作検証については、前述の以下の 2 つのホワト ペーパーへ詳しく記載されていま

すので、ぜひ参考にしてみてください（SQL Server 2005 ベースの情報ですが、SQL Server 2008 

でも、ほとんどのことが当てはまります）。 

日本HP、マクロソフト SQL Server 2005 データベース ミラーリング共同検証レポート 

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx 

徹底検証シリーズ「SQL Server 2005 データ ベース ミラーリング検証」 

http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx 

 

複製可能なオブジェクト

・ テーブル ・ ストゕド プロシージャ

・ 制約 ・ ユーザー定義関数

・ ンデックス ・ ユーザー定義データ型

・ トリガ ・ SQLCLR オブジェクト
ストゕド プロシージャ
ユーザー定義関数
ユーザー定義データ型
集計関数

・ ビュー

・ シノニム

・ データベース ユーザー

・ スキーマ ・ データ パーテゖション

・ データベース ロール ・ フルテキスト ンデックス

・ ゕプリケーション ロール ・ データベース対称キー / 非対称キー / 証明書

複製可能な定期メンテナンス作業

・ バックゕップ（完全、差分、ログ）

・ ンデックスの再構築

・ ンデックスのデフラグ

・ 統計の更新

master msdb レジストリ

・ログン ゕカウント
・環境設定オプション（sp_configure）
・リンク サーバー設定
・ユーザー定義エラー

・ジョブ
・警告
・オペレータ
・Integration Services パッケージ

・セキュリテゖ モード（認証モード）
・TCP ポート番号

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx
http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx


 

 

4.3 データベース ミラーリングの削除 

 データベース ミラーリングの削除 

次に、データベース ミラーリングの削除を試してみましょう。 

1. データベース ミラーリングを削除するには、現在のプリンシパル（BAMBOO\MIRROR）

から、オブジェクト エクスプローラで［MirrorTest］データベースを右クリックして、［タ

スク］メニューの［ミラー］をクリックします。 

 

［データベースのプロパテゖ］ダゕログでは、［ミラーリングの削除］ボタンをクリックし

ます。確認ダゕログが表示されたら［はい］をクリックします。 

削除が完了すると、次のように表示されます。 

 

1 

2 

1 

削除が完了すると
グレーゕウトする



 

 

データベースの状態は、次のように変わります。 

 

プリンシパル側（BAMBOO\MIRROR）のデータベースは、そのまま利用することができ、

ミラー側（BAMBOO）のデータベースは、NOREVOERY モードで復元中の状態と同じにな

っています（BACKUP ステートメントを WITH RECOVERY オプションを付けて実行すると

利用できるようになります）。 

 データベース ミラーリング モニタ ジョブの削除 

データベース ミラーリング モニタ ジョブ（1 分ごとに動作）は、上の手順だけでは削除されな

いので、手動で削除する必要があります。 

 

1. 削除するには、sp_dbmmonitordropmonitoring システム ストゕド プロシージャを次

のように実行します。 

-- データベースミラーリングモニタジョブの削除 

EXEC msdb..sp_dbmmonitordropmonitoring  

 

 

これをプリンシパルとミラーの両方で実行します。 

 



 

 

 エンドポントの削除（DROP ENDPOINT） 

データベース ミラーリングでは、プリンシパルとミラー、ミラーリング監視サーバー間の内部的

な通信に「エンドポント」という機能を利用しています。このエンドポントも、上の手順だけ

では削除されないので、手動で削除する必要があります。 

作成されているエンドポントを確認するには、次のように sys.endpoints ビューを参照します。 

-- エンドポイントの一覧 

SELECT * FROM sys.endpoints 

 

 

エンドポントの名前は、データベース ミラーリング設定時のセキュリテゖ構成ウゖザードによ

って、「ミラー化」という名前が付けられています。 

1. エンドポントを削除するには、次のように DROP ENDPOINT ステートメントを実行しま

す。 

-- エンドポイントの削除 

DROP ENDPOINT ミラー化 

 

 

これをプリンシパルとミラー、ミラーリング監視サーバーの 3 つのンスタンスすべてで実

行します。 

 

以上で、データベース ミラーリングの削除が完了です。ジョブとエンドポントを手動で削除す

ることに注意してください。 

 



 

 

4.4 Transact-SQL でのデータベース ミラーリングの作成 

 Transact-SQL でのデータベース ミラーリングの作成 

最後に、Transact-SQL ステートメントを利用してデータベース ミラーリングを作成する手順を

試してみましょう。プリンシパルとミラーのどちらで実行するかに注意して試してみてください

（スクリプトの完成版は、サンプル スクリプト内の「Step4_03_T-SQLcreateMirror.sql」フ

ゔルにあります）。 

/*------------------------------------------------------------ 

 プリンシパル側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- ミラーリング テスト用のデータベース MirrorTest2 の作成 

CREATE DATABASE MirrorTest2 

go 

USE MirrorTest2 

 

-- t1 テーブルの作成とデータの追加 

CREATE TABLE t1 (a int) 

INSERT INTO t1 VALUES(1) 

SELECT * FROM t1 

go 

 

-- 完全バックアップとログ バックアップ 

BACKUP DATABASE MirrorTest2 

 TO DISK ='C:\MirrorTest2.bak' 

BACKUP LOG MirrorTest2 

 TO DISK ='C:\MirrorTest2Log.bak' 

go 

 

/*------------------------------------------------------------ 

 ミラー側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- リストア 

RESTORE DATABASE MirrorTest2 

 FROM DISK ='C:\MirrorTest2.bak' 

  WITH MOVE 'MirrorTest2' TO 'C:\MirrorTest2.mdf' 

      ,MOVE 'MirrorTest2_log' TO 'C:\MirrorTest2.ldf' 

      ,NORECOVERY 

go 

RESTORE LOG MirrorTest2 

 FROM DISK ='C:\MirrorTest2Log.bak' 

  WITH NORECOVERY 

go 

 

/*------------------------------------------------------------ 

 プリンシパル側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- エンドポイントの作成 

CREATE ENDPOINT [ミラー化] 

 STATE = STARTED 



 

 

  AS TCP ( LISTENER_PORT = 5022 ) 

   FOR DATABASE_MIRRORING ( ROLE=PARTNER ) 

go 

 

/*------------------------------------------------------------ 

 ミラー側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- エンドポイントの作成 

CREATE ENDPOINT [ミラー化] 

STATE = STARTED 

AS TCP ( LISTENER_PORT = 5023 ) 

FOR DATABASE_MIRRORING ( ROLE=PARTNER ) 

go 

 

/*------------------------------------------------------------ 

 ミラーリング監視サーバー側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- エンドポイントの作成 

CREATE ENDPOINT [ミラー化] 

STATE = STARTED 

AS TCP ( LISTENER_PORT = 5024 ) 

FOR DATABASE_MIRRORING ( ROLE=WITNESS ) 

go 

 

/*------------------------------------------------------------ 

 ミラー側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- プリンシパルをパートナーへ指定 

ALTER DATABASE MirrorTest2 

 SET PARTNER='TCP://BAMBOO:5022' 

go 

 

-- 「データベースミラーリングモニタのジョブ」を作成 

EXEC msdb..sp_dbmmonitoraddmonitoring  

 

/*------------------------------------------------------------ 

 プリンシパル側で実行 

------------------------------------------------------------*/ 

-- ミラーをパートナーへ指定 

ALTER DATABASE MirrorTest2 

 SET PARTNER='TCP://BAMBOO:5023' 

go 

 

-- ミラーリング監視サーバーの指定 

ALTER DATABASE MirrorTest2 

 SET WITNESS='TCP://BAMBOO:5024' 

go 

 

-- 「データベースミラーリングモニタのジョブ」を作成 

EXEC msdb..sp_dbmmonitoraddmonitoring  

 

以上でデータベース ミラーリングの設定が完了です。正しく構成されたことを確認するには、次

のようにデータベースの状態と［データベースのプロパテゖ］ダゕログを参照します。 



 

 

 

以上ですべての操作が完了です。 

 

 おわりに 

最後までこの自習書の内容を試された皆さま、いかがでしたでしょうか？  

SQL Server 2008 のデータベース ミラーリングを利用すると、わずか数秒でのフェールオーバ

ーを実現できることが確認できたのではないでしょうか。今回は「入門編」ということで、データ

ベース ミラーリングの基本的な操作方法のご紹介のみになりましたが、より具体的な障害からの

復旧方法や、パフォーマンスについては、前述の以下の 2 つのホワト ペーパーへ詳しく記載さ

れていますので、ぜひ参考にしてみてください（SQL Server 2005 ベースの情報ですが、SQL 

Server 2008 でも、ほとんどのことが当てはまります）。 

日本HP、マクロソフト SQL Server 2005 データベース ミラーリング共同検証レポート 

http://www.microsoft.com/japan/sql/partners/hp/default.mspx 

徹底検証シリーズ「SQL Server 2005 データ ベース ミラーリング検証」 

http://www.microsoft.com/japan/sql/bible/cqi.mspx 
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