
Proprietary and Confidential 
 

 

  

 

 

 

 

torocca!利用マニュアル 

 

機能: Webサイトバックアップ 

  



 
2 

目次 

1. WEBサイトバックアップへ登録・追加 .................................... 3 

1.1 WEBサイトのプロファイル登録 .......................................... 3 

1.2 接続の詳細を設定 ..................................................... 3 

1.3 バックアップのスケジュールを設定 ..................................... 4 

1.4 バックアップのプロファイルを登録 ..................................... 5 

2. WEBサイトの内容設定・スケジュール項目の変更 .......................... 5 

2.1 接続の編集 ........................................................... 5 

2.2 スケジュールの編集 ................................................... 6 

3. WEBサイトバックアップの履歴確認・削除 ................................ 8 

3.1 バックアップの履歴 ................................................... 8 

3.2 履歴の閲覧・削除 ..................................................... 8 

3.3 ファイル変更履歴の確認 ............................................... 9 

4. WEBサイトバックアップからファイルをダウンロード...................... 10 

4.1 バックアップのダウンロード .......................................... 10 

4.2 ダウンロードしたいバックアップ日時を選択 ............................ 10 

4.3 ダウンロードするフォルダを選択 ...................................... 11 

4.4 ダウンロードするファイルの名称 ...................................... 12 

4.5 ダウンロードの完了 .................................................. 13 

5. WEBサイトバックアップからファイルを復元 ............................. 13 

5.1 復元ページ .......................................................... 13 

5.2 復元したいバックアップの日時を選択 .................................. 13 

5.3 復元するフォルダを選択 .............................................. 14 

5.4 復元内容を確認・実行 ................................................ 15 

5.5 復元の完了 .......................................................... 16 

6. WEBサイトを今すぐバックアップする ................................... 16 

6.1 『今すぐバックアップ』をクリック .................................... 16 

6.2 バックアップする WEBサイトの確認 ..................................... 16 

6.3 バックアップの完了 .................................................. 17 

7. WEBサイトバックアップのプロファイルを削除 ........................... 17 

7.1 『削除』をクリック .................................................. 17 

7.2 削除する WEBサイトの確認 ............................................. 18 



 
3 

 

1. Webサイトバックアップへ登録・追加 

 

1.1 Webサイトのプロファイル登録 

『Webサイト』の項目の『Webサイトを追加』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。 

バックアップするファイル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。 
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1.3 バックアップのスケジュールを設定 

バックアップするフォルダ、ファイルの指定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調整することができます。 

 

フォルダ： ここにお客さまのサーバー上にあるフォルダが表示され、バック

アップしたいフォルダを指定する事ができます。すべてのフォルダをバックア

ップしたい場合は、上の画像のように一番上のチェックボックスにチェックを

入れることでフォルダを全選択できます。 

もし表示された内容が最新でない場合は、右上の『最新の状態に更新』をクリ

ックしてください。 

 

バックアップしないファイル： バックアップをしたくないファイルがある場

合、そのファイル名、拡張子を入力することができます。枠内の白い部分をク

リックすると、項目を入力・追加できる状態になります。また、パスを指定し

てファイルを入力すると、その特定のファイルが除外されます。フォルダにも

対応しています。 

ワイルドカード( * )も使用可能です。 

その文字列が含まれるファイルはすべてバックアップされなくなりますのでご
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注意ください。 

 

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。 

 

 

 

2. Webサイトの内容設定・スケジュール項目の変更 

2.1 接続の編集 

『Webサイト』の項目の『接続の編集』アイコンをクリックします。 
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バックアップしている Webサイトの接続内容を変更できます。 

内容を更新しましたら、『次へ』をクリックしてプロファイルを保存し直します。 

 

 

 

 

2.2 スケジュールの編集 

『Webサイト』の項目の『スケジュール編集』アイコンをクリックします。 

 

 

スケジュール編集画面では、バックアップするフォルダの指定やバックアップ

を行う間隔・時刻の設定、バックアップ世代数を調整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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フォルダ： ここにお客さまのサーバー上にあるフォルダが表示され、バック

アップしたいフォルダを指定する事ができます。すべてのフォルダをバックア

ップしたい場合は、上の画像のように一番上のチェックボックスにチェックを

入れることでフォルダを全選択できます。 

もし表示された内容が最新でない場合は、右上の『最新の状態に更新』をクリ

ックしてください。 

 

バックアップしないファイル： バックアップをしたくないファイルがある場

合、そのファイル名、拡張子を入力することができます。枠内の白い部分をク

リックすると、項目を入力・追加できる状態になります。また、パスを指定し

てファイルを入力すると、その特定のファイルが除外されます。フォルダにも

対応しています。 

ワイルドカード( * )も使用可能です。 

その文字列が含まれるファイルはすべてバックアップされなくなりますのでご

注意ください。 

 

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。 
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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. Webサイトバックアップの履歴確認・削除 

3.1 バックアップの履歴 

『Webサイト』の項目の『履歴』アイコンをクリックします。 

 

 

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。 

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。 
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3.3 ファイル変更履歴の確認 

各バックアップ履歴のファイル変更履歴を確認することができます。 

確認したいバックアップ履歴の列をクリックしてください。 

 

変更確認の画面に遷移し、新規追加ファイルの一覧が表示されます。 

この画面では、以前のバックアップ以降、その回のバックアップまでの間に、

新規に追加されたファイルを確認することができます。 

 

『編集済みファイル』タブをクリックすると、その回のバックアップまでの間

に編集・修正されたファイルを確認することができます。 

 

『変更箇所を表示』ボタンをクリックすると、そのファイルの変更内容を確認

することができます。 
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UTF-8 以外の文字コードでファイルが保存されている場合、日本語が正しく表

示されません。ご了承ください。 

 

 

4. Webサイトバックアップからファイルをダウンロード 

4.1 バックアップのダウンロード 

『Webサイト』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。 
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4.3 ダウンロードするフォルダを選択 

選択した日付のバックアップの全ファイルをダウンロードする場合、『すべて選

択』にチェックが入っている事を確認し、『ダウンロード』をクリックします。 

 

【特定のフォルダやファイルだけをダウンロードしたい場合】 

フォルダやファイルを個別にダウンロードする事もできます。ダウンロードし

たいフォルダ・ファイルにチェックを入れ、『ダウンロード』をクリックしまし

ょう。フォルダの深い階層にあるファイルを選択する事も可能です。 
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4.4 ダウンロードするファイルの名称 

ダウンロードするファイルは、データをひとまとめにした ZIP ファイルとして

ダウンロードされます。ZIP ファイルの名前を付けていただき、『作成』をクリ

ックします。 

名前として入力できるのは英数字のみです。 

 
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。 
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4.5 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。 

 

 

 

5. Webサイトバックアップからファイルを復元 

5.1 復元ページ 

『Webサイト』の項目の『復元する』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 

『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 復元するフォルダを選択 

選択した日付のバックアップの全ファイルを復元する場合、『すべて選択』にチ

ェックが入っている事を確認し、『復元する』をクリックします。 

 

【特定のフォルダ・ファイルだけを復元したい場合】 

フォルダやファイルを個別に復元する事もできます。復元したいフォルダ・フ

ァイルにチェックを入れ、『復元する』をクリックしてください。フォルダの深

い階層にあるファイルを選択する事も可能です。 
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5.4 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フォルダ・ファイル類は、復元内容と同階層・同名の

もの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。  

 

 

『復元』をクリックすると、以下のように復元が始まります。 
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ウインドウを閉じても完了まで継続します。 

 

5.5 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。 

 

 

 

6. Webサイト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 

『Webサイト』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 Webサイトの確認 

バックアップしてよければ、『はい』をクリックします。 
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バックアップの処理が始まります。  

 

ウインドウを閉じても完了まで継続します。 

 

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. Webサイトバックアップのプロファイルを削除 

7.1 『削除』をクリック 

『Webサイト』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 Web サイトの確認 

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。 

 

 

 

Webサイト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。 
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