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torocca!利用マニュアル	 

	 

機能:	 データベースバックアップ	 	 
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1. データベースへ登録・追加	 
	 

1.1	 データベースのプロファイル登録	 

『データベース』の項目の『データベースを追加』アイコンをクリックします。	 

	 

	 

1.2	 接続の詳細を設定	 

画面に表示されているバックアップサーバーの外部IPアドレスをネットワーク

管理者さまへお伝えの上、必要なネットワーク設定を行ってください。	 

バックアップするデータベースの接続情報を入力してください。	 

『次へ』をクリックし次の画面へ進みます。	 

	 

	 

1.3	 バックアップのスケジュールを設定	 

バックアップするデータベースの詳細やバックアップを行う間隔・時刻の設定、

バックアップアップ世代数を指定することができます。	 
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テーブル：	 先の画面で設定した接続先データベースから情報を取得したもの

が表示されます。	 

	 

バックアップ世代数：	 バックアップバージョンの保持数を指定できます。	 

	 

バックアップ間隔：	 自動バックアップの頻度を設定できます。	 

	 

開始時間：	 自動バックアップを行う時刻を設定できます。	 

	 

『次へ』をクリックします。	 

	 

1.4	 バックアップのプロファイルを登録	 

設定にプロファイル名を付けます。先に設定した内容通りに表示されているか

確認します。直ちにバックアップを実行するには、『今すぐバックアップをする』

にチェックを入れます。よろしければ、『保存』をクリックし設定完了です。	 
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2. データベースの内容設定・スケジュール項目の変更	 
2.1	 接続の編集	 

『データベース』の項目の『接続の編集』アイコンをクリックします。	 

	 

	 

バックアップしているデータベースの接続内容を変更できます。	 

内容を変更し、『次へ』をクリックしてプロファイルを保存します。	 
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2.2	 スケジュールの編集	 

『データベース』の項目の『スケジュール編集』アイコンをクリックします。	 

	 

	 

データベースバックアップのスケジュール編集画面では、バックアップを行う

間隔・時刻の設定、バックアップ世代数を指定することができます。ご希望の

状態に設定してください。	 
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バックアップ世代数：	 バックアップバージョンの保持数を指定できます。	 

	 

バックアップ間隔：	 自動バックアップの頻度を設定できます。	 

	 

開始時間：	 自動バックアップを行う時刻を設定できます。	 

	 

『次へ』をクリックします。	 

	 

	 

3. データベースバックアップの履歴確認・削除	 
3.1	 データベースバックアップの履歴	 

『データベース』の項目の『履歴』アイコンをクリックします。	 
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3.2	 履歴の閲覧・削除	 

履歴ページでは、取得中のバックアップの履歴を確認する事ができます。不要

なバックアップを削除する事もできます。	 

	 

推定行数:	 データベースの推定行数が表示されます。	 

利用量:	 データベースの合計利用料が表示されます。	 

開始時間:	 バックアップを開始した時刻が表示されます。	 

終了時間:	 バックアップの処理が終了した時間が表示されます。	 

状況:	 	 バックアップ処理の結果が表示されます。	 

削除:	 	 消したいバックアップ履歴の『削除』ボタンを押すと、そのバッ

クアップ履歴を削除することができます。	 

履歴を消すと、その履歴の時刻のバックアップファイルのダウンロード・復元

はできなくなりますのでお気をつけ下さい。	 

	 

	 

4. データベースバックアップからファイルをダウンロード	 
4.1	 データベースバックアップのダウンロード	 

『データベース』の項目の『ダウンロードする』アイコンをクリックします。	 

	 

	 

4.2	 ダウンロードしたいバックアップ日時を選択	 	 

『バックアップの日時』から、いつの時点のバックアップをダウンロードする

かを選択します。『ダウンロード』をクリックします。	 
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ダウンロード処理が開始されるので、そのままお待ちください。	 

	 

	 

4.3	 ダウンロードの完了	 

ダウンロード処理が完了すると、自動的にお客さま端末へ ZIP ファイルのダウ

ンロードが開始されます。	 

自動的にダウンロードされない場合は、以下のリンクをクリックしてください。	 
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5. データベースバックアップから復元	 
5.1	 復元ページ	 

『データベース』の項目の『データベースの復元』アイコンをクリックします。

	 

	 

5.2 復元したいバックアップの日時を選択	 
『バックアップの日時』から、いつの時点のバックアップを復元するかを選択

します。	 
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5.3	 復元内容を確認・実行	 

復元の前に、復元するフォルダ・ファイルを再確認してください。復元してよ

ければ確認のチェックを入れ、『復元』をクリックします。	 

サーバー内にある既存のデータベースは、復元した際に置き換えられます。復

元間違いに十分にお気をつけください。	 

また、FTP アクセス制限をしている場合は復元を行えません。復元の際には一時

的に制限解除をお願いいたします。	 
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『復元』をクリックすると、以下のように復元が始まります。	 

	 

ウインドウを閉じても完了まで継続します。	 

	 

5.4	 復元の完了	 

復元が完了すると、以下のように『完了』と表示されます。	 
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6. データベースを今すぐバックアップする	 
6.1	 『今すぐバックアップ』をクリック	 

『データベース』の項目の『今すぐバックアップする』アイコンをクリックし

ます。	 

	 

	 

6.2	 バックアップするデータベースの確認	 

バックアップしてよければ、『はい』をクリックします。	 

	 

バックアップの処理が始まります。	 	 
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ウインドウを閉じても完了まで継続します。	 

	 

6.3	 バックアップの完了	 

完了のメッセージが出ます。これでバックアップ完了です。	 

	 

	 

	 

7. データベースのプロファイルを削除	 
7.1	 『削除』をクリック	 

『データベース』の項目の『削除』アイコンをクリックします。	 
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7.2	 削除するデータベースの確認	 

削除してよろしければ、『はい』をクリックします。	 

削除するとバックアップデータは消失しますので、ご注意ください。	 

	 

	 

データベースのプロファイルは画面から消えますが、システム内の削除処理に

最大 24 時間かかる場合があります。また、処理が完了するまで利用可能な容量

は変わりません。	 

	 

	 

8. データベースのプロファイル名を検索	 
データベースのプロファイル登録数が増えて探すのが困難になった際には、検

索ボックスにプロファイル名を入力して検索できます。

	 

	 


