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1. 基本設定  
PostgreSQL は、オープンソースのデータベースで、SQL92/SQL99 やその

他の 新の機能をサポートしている本格的な RDBMS(Relational Database 
Management System)です。 

HDE Controller の PostgreSQL 管理では、データベースのパスワード認証

による運用環境を容易に構築することができます。また、ユーザーやデータベ

ースを追加・削除したり、データベースやクラスタのバックアップ、リストアなど

を行うことができます。 

「PostgreSQL 管理-基本設定」をクリックします。 

ここでは、データベース管理用ユーザー(postgres)の設定を行います。 

データベース管理用ユーザーのパスワードとして設定する文字列を入力しま

す。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 

 

 
「設定する」をクリックすると unix ドメインソケット経由のデータベー

ス認証は全てパスワード認証となります。PostgreSQL 管理を使

用する以前から PostgreSQL を運用している場合はデータベース

に接続できなくなることがありますのでご注意ください。 
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2. ユーザー管理  
ここでは、データベースサーバーに接続する時のユーザーアカウントの新規

追加、削除、編集を行います。 

 
 

 
このユーザーはデータベースを利用するためだけのもので Linux
のユーザーアカウントとの関連性はありません。 

なお、データベースの所有者は削除できません。(「削除」ボタンは

表示されません) 

また、postgres ユーザーは自動的に追加され、削除/編集はでき

ません。 

ユーザーを新規追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 
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ユーザー名、DB 接続時のパスワード、DB 作成権限、ユーザー作成権限の

有無を選択します。 

既に登録されているユーザー名を指定することはできません。 

 

ユーザーの編集を行う場合には、ユーザー情報画面で「編集」ボタンをクリッ

クします。 
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編集画面では、DB 接続時のパスワード、DB 作成権限、ユーザー作成権限

の有無を変更することができます。 

DB 接続時のパスワードを変更する場合は、「パスワードを変更する」にチェッ

クをし、変更を行ってください。 

 

ユーザーを削除する場合は、ユーザー情報画面で「削除」ボタンをクリックしま

す。 

「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 
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3. データベース管理  
ここでは、データベースの追加、削除、編集(所有者の変更)を行います。 
template で始まるデータベースは追加、削除、編集できません。 

 
 

データベースを新規追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 

 

データベース名を入力し、所有者を選択し、「OK」ボタンをクリックします。既に

登録されているデータベース名を指定することはできません。 
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データベースの編集を行う場合は、データベース情報画面で「編集」ボタンを

クリックします。 

編集においても、新規追加の内容と同様に設定を行います。 

データベースを削除する場合は、データベース情報画面で「削除」ボタンをクリ

ックします。 

 

後に「設定する」ボタンをクリックして内容を反映します。 
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4. バックアップ  
ここでは、データベースのバックアップを行います。 

 

バックアップの対象がデータベースもしくは、クラスタの一方を選択します。 

データベースをバックアップする場合は、データベースを選択します。既存の

データベースが存在しない場合は選択できません。 

保存先の、ディレクトリ名、ファイル名 を指定します。 

「実行」ボタンをクリックしてバックアップを行います。 

 

 
バックアップした内容でリストアを行う場合は、バックアップ時と同

一の PostgreSQL バージョンでリストアを行ってください。 

 

 
OID とラージオブジェクトはバックアップしないのでご注意くださ

い。 

 

 
PostgreSQL パッケージが提供する pg_dump 及び pg_dumpall
コマンドでデータベース及びクラスタのバックアップを行うため、

pg_dump 及び pg_dumpall コマンドの制約により手作業でダンプ

順序を変更するなどをしなければリストアできない場合がありま

す。 
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5. リストア  
ここでは、データベースのリストアを行います。 

リストア方法を選択します。 

 既に存在するデータベースをクリアにし、リストアする場

合 
既存のデータベースの内容は削除されますのでご注意ください。 

またバックアップのデータの所有者が存在しない場合、バックアップが正常に

行われません。バックアップデータのデータベースの所有者、テーブルの所有

者が 存在することを確認し、存在しない場合は、「データベースユーザー管理」

において、ユーザーを作成後、リストアの実行を行ってください。  

なお、既存のデータベースが存在しない場合は選択できません(表示されませ

ん)。 

 新しいデータベースを作成しリストアする 
新しいデータベースを作成し、バックアップデータをリストアします。またバック

アップのデータの所有者が存在しない場合、バックアップが正常に行われま

せん。 

バックアップデータのデータベースの所有者、テーブルの所有者が存在するこ

とを確認し、存在しない場合は、「データベースユーザー管理」において、ユー

ザーを作成後、リストアの実行を行ってください。 
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 クラスタをリストアする 
バックアップデータをクラスタへリストアします。既存の内容は削除されますの

でご注意ください。 

またバックアップのデータの所有者が存在しない場合、バックアップが正常に

行われません。バックアップデータのデータベースの所有者、テーブルの所 
有者が存在することを確認し、存在しない場合は、「データベースユーザー管

理」において、ユーザーを作成後、リストアの実行を行ってください。 

「バックアップ」で作成したファイルを指定します。 

「実行」ボタンをクリックしてリストアを行います。 

 

 
バックアップ時の PostgreSQL と同一のバージョンでリストアを行

ってください。 

 

 
PostgreSQL パッケージが提供する pg_dump 及び pg_dumpall
コマンドでデータベース及びクラスタのバックアップを行うため、

pg_dump 及び pg_dumpall コマンドの制約により手作業でダンプ

順序を変更するなどをしなければリストアできない場合がありま

す。 

 

 
クラスタのリストアの際に/var/lib/pgsql/data ディレクトリが削除さ

れるため、postgresql.conf ファイルなどで固有の設定を行ってい

る場合はリストア後再設定してください。 
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