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DocAve アーカイバ for SharePoint について 

DocAve アーカイバ for SharePoint は、Microsoft SharePoint のための業界最先端のビジネス ルール

に則ったシームレスできめの細かいアーカイブ ソリューションで、全文インデックス、横断検索、階層ストレージ管

理およびバックアップ & リカバリーがサポートされています。 

SharePoint のデータ量が急速に増加する中で、階層ストレージ システムを活用して、データの拡大を抑え、

長期保持を管理し、経費を節減するソリューションが企業には必要です。アーカイバを使用することで、企業は

多額のライセンス料を節減することができ、エンドユーザーは SharePoint からアーカイブしたコンテンツをシーム

レスに検索したり表示することができます。  

補完的な製品 

DocAve 6 プラットフォームでは多くの製品および製品群はお互いに連携して実行されます。アーカイバと次の

製品を合わせて使用することをお勧めします。 

 DocAve コネクタ: 移行を行わずに、SharePoint を直接経由させて、ネットワーク ファイル共有や

クラウド ストレージ リソースを共同で利用します。接続されたコンテンツは、通常の SharePoint コン

テンツのように表示され、あたかも SharePoint のドキュメント ライブラリの中に存在するコンテンツのよ

うに利用することができます。 

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint: SharePoint コンテンツを再構築または移動

するためのものです。 

 DocAve レポート ポイント for SharePoint: SharePoint 環境の障害点を調べ、SharePoi

nt ユーザーが行った操作と変更内容をレポートします。 

 DocAve データ保護: SharePoint ガバナンス ポリシーを調整する前にバックアップおよびリカバリー 

ポイントを設定します。 

 DocAve レプリケーター: レプリケーター イベントに対応した即時のレプリケーション、またはオフライン

環境での計画的なレプリケーションを実行します。すべてのコンテンツ、構成、およびセキュリティの設定

を、完全に忠実に同期し、管理します。 
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始める前に 

DocAve アーカイバインストールし、使用する前に、まずシステムとファームの必要な条件を確認してください。 

構成 

DocAve アーカイバを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストールし、正しく構

成しておく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、アーカイバを使用できません。 

エージェント 

DocAve エージェントは、DocAve ジョブの実行を担当し、SharePoint オブジェクト モデルと相互にやり取り

します。DocAve エージェントにより、DocAve マネージャーが該当のサーバーと通信することができ、アーカイバ 

コマンドが正常に機能することができます。  

*注意: インストールしたエージェントを実行すると、サーバーのシステム リソースの使用率が増加するため、サー

バー パフォーマンスに影響を与えることがあります。ただし、サーバーにインストールしたエージェントを使用しなけ

れば、システム リソースの使用率は低く抑えられるため、サーバー パフォーマンスへの影響はほとんどありません。  

DocAve プラットフォーム、DocAve マネージャー、DocAve エージェントのインストールについては、DocAve 

6 インストール ガイド を参照してください。 

必要な権限 

アーカイバを正しくインストールして適切に使用するためには、エージェント アカウントに以下の権限が設定されて

いなければなりません。  

1. ローカル システム権限:この権限は、インストール中に自動的に構成されます。インストール中に自動

的に構成される権限のリストについては、ローカル システム権限 を参照してください。適用可能な

権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウントをローカル管理者グループ

に追加するだけで、必要なすべての権限を設定することができます。 

*注意: アーカイバのソリューションを展開するには、ローカル管理者権限が必要です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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2. SharePoint 権限: DocAve 6 アーカイバを使用する前にこれらの権限を手動で構成する必要があ

ります。これらの権限は自動的に構成されません。 

 ユーザーは、ファーム管理者グループのメンバーです。アーカイバは、ファーム間、そして Share

Point のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、最適かつ最も完全な品質のサー

ビスを提供するために、このアカウントが必要です。 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾ

ーンに対するフル コントロール 

 User Profile Service アプリケーションの権限: 

o 個人機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service – フル コントロール 

 Search Service – フル コントロール 

3. SQL 権限:DocAve 6 アーカイバを使用する前にこれらの権限を手動で構成する必要があります。こ

れらの権限は自動的に構成されません。  

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベ

ースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベースロール 

 SQL サーバーへの dbcreator ロールおよび securityadmin ロール (この権限は、 Wind

ows 認証方法を使用してアーカイバ データベースを作成する場合にのみ必要です。エージェ

ント アカウントがアーカイバ データベースの作成に使用されるためです。) 

*注意: アーカイバ データベースを作成する際に SQL 認証を使用する場合は、指定したユ

ーザーが SQL サーバーへの dbcreator ロールおよび securityadmin ロールを持っている

ことを確認してください。 

ローカル システム権限 

一部のローカル システム権限は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、次のロ

ーカル グループのメンバーとして設定されます: 

 IIS WPG (IIS 6.0 の場合) または IIS IUSRS (IIS 7.0 の場合) 
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 パフォーマンス モニター ユーザー 

 DocAve ユーザー (グループは自動的に作成され、そのグループは次の権限を持ちます): 

o HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリに対する

フル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog6 

レジストリに対するフル コントロール 

o 通信証明書のフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてのログオンの権限 ([コントロール パネル] > [管理ツール] > [ローカル セ

キュリティ ポリシー] > [セキュリティの設定] > [ローカル ポリシー] > [ユーザー権限の割り

当て] の順に進んでください。） 

o DocAve エージェント インストール ディレクトリのフル コントロール権限 
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はじめに 

アーカイバの起動に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

アーカイバの起動 

アーカイバを起動し、その機能にアクセスするには、[DocAve] タブをクリックして DocAve 6 のすべてのモジュ

ールを表示し、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve にログインします。既にログインしている場合、[DocAve] タブをクリックします。DocAve タ

ブのウィンドウの左側に、すべてのモジュールが表示されます。 

2. ストレージ最適化モジュールを表示するには [ストレージ最適化] を選択します。 

3. [アーカイバ] をクリックしてこのモジュールを起動します。  

 

 図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウです。 
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ユーザー インターフェイスの概要 

[アーカイバ] をクリックすると、ストレージ最適化パッケージのユーザー インターフェイスは アーカイバ タブがアク

ティブな状態で起動します。このタブに、お使いのファーム環境が表示され、ここからアーカイバの機能のリストに

簡単にアクセスすることができます。  

 

 

図 2: アーカイバ ツールのインターフェイス 

1. SharePoint ツリー (範囲 パネル) には、ファーム内のすべてのコンテンツが表示されます。このパネ

ルを使用して、アクションを実行するコンテンツを選択します。コンテンツを選択すると、リボンに新しいタ

ブおよび機能が表示されます。  

2. リボン には、選択されているノードについて実行可能なアクションとウィザードが表示されます。ShareP

oint ツリーでの選択によって、表示される内容が変わります。 

3. ワークスペース には、DocAve 製品で実行されるアクションの構成中に使用されるフォーム ベースの

コンテンツがすべて表示されます。 
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ファームおよびノードの選択 

ファームおよびノードを選択するには、以下の手順に従ってください: 

1. 左側の [範囲] パネルから、関連する SharePoint コンテンツを含むファームをダブルクリックします。 

2. コンテンツの左側のラジオボタンをクリックして、実行するコンテンツを選択して、次の操作を進めます。 

3. コンテンツを選択した後に、ガイドで説明されている手順を実行することができます。 

新しく作成された SharePoint オブジェクトがツリーに表示されない場合は、該当するノードを右クリックし、[最

新の情報に更新] をクリックしてツリーを更新します。 
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アーカイバ ジョブ前の構成 

以下のセクションでは、アーカイバ ジョブを設定する前に行う構成について説明します。アーカイバを構成するに

は、以下の順序に従って手順を実行する必要があります。 

1. デバイスの構成およびストレージ ポリシーの設定  

2. アーカイバ データベースの構成  

3. アーカイバ インデックス デバイスの構成    

4. 処理プールの構成   

*注意: この手順は必須ではありませんが、構成することをお勧めします。アーカイバには、既定の処理

プールがありますが、これらの設定はユーザーの要件に従って変更する必要があります。 

デバイスの構成およびストレージ ポリシーの設定 

アーカイバ ジョブを実行するには、まず論理デバイスおよびストレージ ポリシーを 1 つ以上構成する必要があり

ます。アーカイバでは、Net Share、FTP、TSM、EMC Centera、Cloud Storage、Dell DX Storage、

Caringo Storage、および HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム デバイスへの書き込みが可能です。 

DocAve では、アーカイブ済みのデータを保存する際に複数のストレージ デバイス (物理デバイス) を単一論

理ユニット (論理デバイス) として扱うことができます。大量の小さなドライブを組み合わせることができるため、大

容量アーカイブ プランに役立てることができます。ストレージ ポリシーは、それぞれのアーカイバ ジョブで使用する

論理デバイス、メディア サービス、および保持ポリシーを定義します。  

デバイスの定義およびストレージ ポリシーの設定の説明については DocAve 6 コントロール パネルのリファレン

ス ガイド を参照してください。  

アーカイバ データベースの構成 

ストレージ ポリシーを設定した後に、アーカイバ データベースを構成します。アーカイバ データベースには、DocA

ve アーカイバやガバナンス オートメーション製品で使用されるスキャン結果のテーブルが保存されます。アーカイ

バ データベースは、ファーム上のすべての SQL サーバーで構成することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ガバナンス オートメーション製品 (ガバナンス オートメーション固有の承認機能を使用する製品) は、スキャン

結果のテーブルを使用して、アーカイブするスキャン済みコンテンツを特定します。アーカイバ データベースに書き

込まれるスキャン結果や "レコード" は、承認済み としてマークされます。ガバナンス オートメーション製品は、ア

ーカイバ ジョブを開始する前にスキャン結果を読み取り、手動の承認プロセスで、アーカイブするオブジェクトを特

定します。アーカイバ ジョブが終了すると、該当するデータがアーカイブされ、対応するレコードがアーカイバ デー

タベースで アーカイブ済み としてマークされます。  

アーカイバ データベースを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1.    [アーカイバ] タブ > [全般設定] グループ > [アーカイバ データベース] の順に移動します。ア

ーカイバ データベース ページが表示されます。 

2. アーカイバ データベースを使用する SharePoint ファームを選択します。 

3. [アーカイバ データベース] タブ > [管理] グループで、[構成] をクリックし、選択した SharePoint 

ファームのデータベースを構成します。 

4. 構成ページにリダイレクトされた後、[アーカイバ データベースの構成] エリアで [データベース サーバ

ー] と [データベース名] を構成します。 

a. データベース サーバー – 選択したデータベース サーバーのホスト名または IP アドレスを入力

します。 

b. データベース名 – アーカイバ データベース名を入力します。 

5. 認証 エリアでは、既定で Windows 認証 が選択されています。必要に応じて、[SQL 認証] を選

択して SQL 認証を使用できます。指定した SQL サーバーへの接続に使用する [アカウント] と [パ

スワード] を指定します。  

6. [OK] をクリックして構成を適用します。 

アーカイバ インデックス デバイスの構成 

指定したノード上でアーカイバ ルールを設定するには、このノード用のアーカイバ インデックス デバイスを構成す

る必要があります。アーカイバ インデックス デバイスには、アーカイバ ジョブの実行中にアーカイブされたデータのイ

ンデックスが保存されます。このインデックスは、ファイル システムのアーカイブ済みデータを SharePoint へリスト

アするために必要となります。致命的なデータベース エラーの発生に備え、コンテンツの可用性を確保するため

に、アーカイバ インデックス デバイスを頻繁にバックアップすることを推奨します。 
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インデックスのサイズは、インデックスされたデータの複雑度に関係します。通常、アーカイバ インデックスのサイズ

が急激に増加することはありません。アーカイブ コンテンツはプルーニングされるため、インデックス内の関連するデ

ータが急激に増加することもありません。 

インデックス デバイスを構成するレベルに対して、特定の推奨事項はありませんが、ファーム レベルで構成するの

が最も有効です。  

アーカイバ インデックス デバイスを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [アーカイバ] タブ > [全般設定] グループ > [アーカイバ インデックス デバイス] の順に移動しま

す。アーカイバ インデックス デバイス ページが表示されます。 

2. ルート ファーム ノードをクリックしてツリー構造を展開します。[オブジェクト] 列から、アーカイバ インデッ

クス デバイスを適用するノードを選択します。DocAve エージェントがインストールされ、そしてアーカイ

バ モジュールが有効になっているすべてのファームが一覧表示されます。  

*注意: ファーム ノードを選択すると、アーカイバ インデックス デバイスはファーム内のすべての既存 We

b アプリケーションおよびサイト コレクションにのみ適用されます。アーカイバ インデックス デバイスは、新

しく作成された Web アプリケーションまたはサイト コレクションに対して構成されていません。新しく追加

された Web アプリケーションまたはサイト コレクションのアーカイバ インデックス デバイスを構成しない場

合、該当するノードは上位ノードのインデックス デバイスを継承します。 

3. 選択したオブジェクトのアーカイバ インデックス デバイスを構成するには、以下の 2 点を考慮します。 

 選択したノードおよびそのサブノードのインデックス デバイスを構成するには、[管理] グループ

の [構成] をクリックします。 

 選択したノードのインデックス デバイスのみを構成するには、選択したノードの右側にある [構

成] をクリックします。  

*注意: 選択したノード上で新しいアーカイバ ルールを作成する際に、DocAve はこのノード用のイン

デックス デバイスが構成されていることを確認します。構成されていない場合、DocAve は選択したノ

ードの親ノードなどのインデックス デバイスの構成を確認します。上位ノードから使用可能なアーカイバ 

インデックス デバイスを見つけた場合は、選択したノード上で構成された該当するルールおよび以降の

すべてのルールはこのインデックス デバイスを使用します。すべての上位ノードにアーカイバ インデックス 

デバイスが存在しない場合は、このノード用のアーカイバ ルールを作成するため、選択したノードのイン

デックス デバイスを手動で構成する必要があります。 
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4. [アーカイバ インデックス デバイス] エリアで、ドロップダウン メニューから選択したオブジェクトの [論理

デバイス] を 1つ指定します。  

5. アーカイバ ジョブの実行中に全文インデックスを生成するには、[全文インデックス] エリアの [全文イン

デックスを有効にする] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン リストから定義済みの全文インデック

ス プロファイルを選択します。インデックス プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルのリ

ファレンス ガイド の インデックス マネージャー  セクションを参照してください。  

全文インデックスをサポートしているファイル タイプの一覧については、以下のスクリーンショットを参照し

てください。 

 

 図 3: 全文インデックスをサポートしているファイル タイプ 

6. [OK] をクリックして設定を適用します。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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処理プールの構成 

処理プール機能を使用して、同時に実行できるアーカイブ ジョブの最大数を制限することができます。通常、ア

ーカイブ ジョブはリソースを大量に消費するため、複数のアーカイブ ジョブを同時に実行すると、サーバーのパフォ

ーマンスに影響を与える可能があります。この状況を避けるには、処理プール機能を構成します。  

処理プールに追加したアーカイブ ジョブはスレッドになります。処理プールで許可するジョブの数は、同時に実行

できるアーカイバ ジョブの最大数です。残りのアーカイブ ジョブはキューに入れられます。 

各 SharePoint ファームには、既定の処理プール構成が 1 つあります。Default_Farm(ファーム名)この

プールに設定されているスレッドの数は 5 です。  

選択したファームの新しい処理プールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [アーカイバ] タブ > [全般設定] グループの [処理プール] の順に移動します。 

2. [処理プール] タブの [管理] グループで [作成] をクリックします。処理プール ページが表示されます。 

3. 処理プール名 – 処理プールの [名前] および[説明] (オプション) を入力します。 

4. ファーム – ドロップダウン リストから [ファーム] を選択します。 

5. エージェント グループ – ドロップダウン リストから [エージェント グループ を選択します。選択したエー

ジェント グループのエージェントは、アーカイバ ジョブを実行するためにこの処理プールによって使用され

ます。エージェント グループの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイ

ド を参照してください。 

6. ジョブの最大数 – 同時に実行できるアーカイバ ジョブの [ジョブの最大数] を指定します。例えば、

8 を入力すると、8 つのアーカイバ ジョブを同時に実行できます。 

既存の処理プールを編集するには、以下の手順に従ってください。 

1. [アーカイバ] タブ > [全般設定] グループの [処理プール] の順に移動します。 

2. 処理プール ページからプールを選択します。 

3. [処理プール] タブで、[管理] グループの [編集] をクリックします。  

既存の処理プールを削除するには、以下の手順に従ってください。  

1. [アーカイバ] タブ > [全般設定] グループの [処理プール] の順に移動します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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2. 処理プール ページからプールを 1 つ以上選択します。 

3. [処理プール] タブで、[管理] グループの [削除] をクリックします。 
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アーカイバ ジョブの構成 

アーカイバ ジョブを実行するには、ノードに適用された 1 つ以上のアーカイバ ルールおよび構成済み設定が必

要です。アーカイバのルールと設定で、選択したノード内のアーカイブするコンテンツ、コンテンツの保存先、処理

プールの構成、通知の設定、およびジョブのスケジュールを定義します。 

アーカイバ ジョブは 2 つの方法で構成することができます。 

1. アーカイバ プロファイルを作成し、選択したノードに適用します。アーカイバ プロファイルは、ルールと設定

の構成を保存済みのプロファイルに統合します。アーカイバ プロファイルを作成した場合は、同じルール

と設定を繰り返して適用しなくても、このプロファイルを 1 つ以上のノードに適用することができます。ファ

ーム内の複数のノードに同じ構成やアーカイブ条件が必要な場合に、この方法を使用してください。 

2. 選択したノード上にルールを構成し、設定を手動で構成して、そのノードにルールと設定の両方を適用

します。この方法は、共通にできない構成または条件 (ファーム内の他の場所で再利用されない構成

または条件) が必要なノードに使用できます。 

選択した方法に関係なく、ジョブを実行するためは、アーカイバ ルールを 1 つ以上作成および保存し、適用す

る必要があります。プロファイルとルールの作成および構成の手順については、以下の説明を参照してください。 

プロファイル マネージャーを使用してアーカイバ プロファイルを作成 

プロファイル マネージャーを使用して、アーカイバ プロファイルを構成し、ルールと設定の構成を保存済みのプロフ

ァイルに統合します。この機能を使用すると、各ノードで同じ設定を繰り返して構成せずに、同じルールと設定を

複数のノードにすぐに適用することができます。 

アーカイバ データベースを作成し構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. アーカイバで、リボンの [プロファイル管理] グループの [プロファイル マネージャー] をクリックします。

プロファイル マネージャー ページが表示されます。 

2. リボンの [管理] グループの [作成] をクリックします。全般設定 の構成ページが表示されます。 

3. 以下の設定を構成してください。 

a. 名前 - プロファイルの 名前 を入力し、続けて [説明] (オプション) を入力します。 

b. ファーム - ドロップダウン リストからファームを選択して、プロファイルを作成します。 
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c. カテゴリ – このプロファイルをユーザーが容易に認識できるようにするために、オプションでカテゴ

リ名 (DocAve など) を入力することができます。 

4. 終了したら、ページ右下の [更新] グループの [次へ] をクリックします。ルール ページが表示されます。 

5. [ルール管理] グループの [作成] をクリックして新しいアーカイバ ルールを作成します。アーカイバ ルー

ルの詳細については、アーカイバ ルールの作成および構成 を参照してください。  

*注意: 複数のルールを作成し、1 つのプロファイルに含めることができます。 

6. 終了したら、ページ右下の [更新] グループの [次に] をクリックします。設定 ページが表示されます。 

7. プロファイルの設定を構成します。設定の構成の詳細については、設定の構成 を参照してください。  

8. 終了したら、ページ右下の [更新] グループの [次に] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

9. 概要 ページには、構成済みの設定が表示されます。構成済みルールまたは設定を変更するには、編

集したいページの隣にある [編集] をクリックします。 

10. 構成が終了したら、ページ右下の [更新] グループの [完了] をクリックします。プロファイル マネージ

ャー ウィンドウが表示されます。 

11. 作成したプロファイルは、プロファール マネージャー ウィンドウに表示されます。既存のプロファイルを表

示、編集、削除するには、プロファイルの左側にあるチェックボックスをオンにして、[管理] グループの 

[詳細の表示]、[編集]、または[削除] をクリックします。[閉じる] をクリックすると、このページから 

[アーカイバ] タブに戻ります。 

12. 作成したプロファイルの適用およびジョブの実行の手順については、選択したノードへのプロファ

イルの適用およびジョブの実行 を参照してください。 

アーカイバ ルールの作成および構成 

アーカイバ ルールは、選択したノードの条件、オブジェクト レベル、ストレージ ポリシー、およびデータ管理の構成

を定義します。アーカイバ ルールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルからノードを選択します。 

2. 以下のいずれかの方法で、アーカイバ ルール インターフェイスにアクセスします。 

 [アーカイバ] タブの [ルール管理] グループの [作成] をクリックします。アーカイバ ルール 

ウィンドウが表示されます。 
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 [ルールと設定] ワークスペースの [ルールと設定の構成] ウィンドウで、[自分のルールと設

定を作成する] を選択します。選択したノードにルールが定義されていない場合は、[ルールと

設定の構成] ウィンドウの上に、[作成] をクリックするように指示するメッセージが表示されま

す。アーカイバ ルール ウィンドウが表示されます。 

3. ルール名 – 以下のラジオ ボタンを 1 つ選択します。  

a. 既存のアーカイバ ルールを再利用する – ドロップダウン リストから既存のルールを選択しま

す。  

*注意: 既存のルールはこの画面で編集することができません。  

b. 既存のルールからコピーを作成する – ドロップダウン リストからコピーする既存のルールを選

択します。この選択を使用して既存のルールの設定を変更し、別のルール名で新しいルールと

して変更を保存します。 

c. 新しいルールを作成する– 新しいルールの [名前] を入力し、必要に応じて、[説明] を入

力します。 

4. オブジェクト レベル – ドロップダウン リストからこのアーカイバ ルールの [オブジェクト レベル] を指定

します。指定するオブジェクト レベルはノードのレベルより高く設定できません。  

*注意: オブジェクト レベルは 範囲 パネルで選択したノードより同等または下位のノードのみ選択でき

ます。各ルールについて選択できるオブジェクト レベルは 1 つだけです。  

5. アーカイブする条件 – 選択したオブジェクト レベルをアーカイブする条件を構成します。詳細について

は、付録 A: フィルター条件 を参照してください。 

*注意: 複数の条件を 条件 フィールドに追加することができますが、ルールを作成する場合、1 つ以

上の条件を追加する必要があります。 

a. 条件の設定が終了したら、[追加] をクリックして新しいフィルター条件を追加します。フィルタ

ー ルール間の論理関係を変更するには、ルールの後にある [AND] リンクをクリックします 

(既定の論理関係は AND です)。 

 And – すべてのルールを満たすコンテンツがアーカイブされます。 

 OR – いずれかのルールを満たすコンテンツがアーカイブされます。 

b. 基本フィルター条件 の下に、アーカイバ ルールの論理関係が表示されます。例えば、論理関

係が ((1 AND 2) OR 3) の場合、フィルター ルール 1 およびフィルター ルール 2 の両方

を満たすコンテンツ、またはフィルター 3 を満たすコンテンツがアーカイブされます。  
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6. ストレージ ポリシー – ドロップダウン リストからアーカイブ済みデータの構成済みストレージ ポリシーを 

1 つ選択するか、または [ストレージ ポリシーの新規作成] を選択して新しいストレージ ポリシーを作

成します。  

7. データの圧縮 – データの圧縮を有効にするには、[圧縮] のチェックボックスをオンにします。スライダで

圧縮レベルを選択し、DocAve メディア サーバー (メディア サービス) リソースまたは SharePoint 

サーバー (SharePoint エージェント) リソースを選択して圧縮します。  

*注意: 低い圧縮レベルの場合、圧縮速度は速くなりますが、データ セットが大きくなります。一方、

高い圧縮レベルの場合、圧縮速度は遅くなりますが、小さく高品質なデータ セットになります。小さい

データ セットでは、ジョブにかかる時間が長くなります。  

8. データの暗号化 – データの暗号化を有効にするには、[暗号化] チェックボックスをオンにして、以下の

オプションを構成します:  

*注意: データを暗号化すると、アーカイブの時間が長くなります。  

a. DocAve メディア サーバー (メディア サービス) リソース または SharePoint サーバー (Sh

arePoint エージェント) リソースを使用して暗号化します。  

b. [セキュリティ プロファイル] のドロップダウン リストからセキュリティ プロファイルを指定するか、

または、[セキュリティ プロファイルの新規作成] を選択して新しいセキュリティ プロファイルを

作成します。セキュリティ プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ルのリファレンス ガイド を参照してください。 

9. [OK] をクリックすると、構成を保存してこの新しいルールを作成します。[キャンセル] をクリックすると、

構成を保存せずにキャンセルします。  

10. [OK] をクリックすると、アーカイバ ルールが作成され、ルールと設定 ウィンドウが表示されます。ここに

は、ルールの基本情報 (順序、ルール名、オブジェクト レベル、ストレージ ポリシー、および 状態) 

が表示されます。詳細情報については、ルールをクリックして 詳細 ウィンドウを表示してください。  

11. 作成したルールの適用およびジョブの実行の手順については、選択したノードへのルールの適用

およびジョブの実行 を参照してください。 

設定の構成 

ルールの他に、選択したノードについて、ルールと設定 ウィンドウで設定が構成されている必要があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: [既定のプロファイルを再利用する] オプションを使用して選択したノードに対して、アーカイバ プロファ

イルを構成し、適用している場合は、プロファイルに定義された設定を参照することになるため、設定を編集する

ことはできません。 

アーカイバ ジョブの設定を構成するには、[設定] の下で以下の手順に従ってください。 

1. 処理プール – アーカイバ ルールの処理プールを指定するか、または、[処理プールの新規作成] をク

リックして新しいプールを作成します。詳細については、処理プールの構成 を参照してください。 

2. ワークフロー – 必要に応じて、チェックボックスを 1 つ、または両方をオンにして、アーカイブする Shar

ePoint オブジェクトのワークフローの管理方法を定義します。  

 ワークフロー定義を含む – 既存のアーカイブ元ワークフローの定義のみをアーカイブします。 

 ワークフロー インスタンスを含む – 既存のアーカイブ元のワークフローの定義と履歴をアーカ

イブします。 

3. 通知 - 実行したアーカイバ ジョブの通知方法を選択します。ドロップダウン ボックスから、希望の通知

プロファイルを選択します。通知プロファイルの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル

のリファレンス ガイド を参照してください。 

4. 以下のスケジュール オプションを 1 つ選択します。 

 スケジュールなし – このオプションを選択すると、アーカイバ ジョブをただちに実行します。  

 手動でスケジュールを構成する – カスタマ スケジュールを構成し、スケジュールに従ってアーカ

イバ ジョブを実行します。指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。アーカイバ ジ

ョブのスケジュールの構成を終了し、[カレンダー ビュー] をクリックすると、日、週、または月で

検索されたスケジュールが表示されます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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構成の適用およびアーカイバ ジョブの実行 

アーカイバ ジョブを実行するには、作成済みのルールまたは作成済みのプロファイルが選択したノードに適用され

ていなければなりません。選択したノードに適切な構成を適用し、アーカイバ ジョブを実行する方法については、

以下の説明を参照してください。  

選択したノードへのプロファイルの適用およびジョブの実行 

作成済みのプロファイルを選択したノードに適用し、ジョブを実行するには、以下の手順を参照してください。 

1. [範囲] パネルからノードを選択します。 

2. 右側の [ルールと設定の構成] ウィンドウで以下のオプションを選択して、ファーム ツリーから選択した

ノードにプロファイルを適用します。 

*注意: 変更されたルールも選択したプロファイルのルールに適用されますが、選択したプロファイルで構

成済みの元の設定には影響しません。  

 既存のプロファイルに基づいて、新しいルールと設定を作成するには、[既存のプロファイルに

基づいて新しいルールと設定を作成する] を選択して、ドロップダウン リストからプロファイルを

選択します。選択したプロファイルについて構成済みのルールと設定は、ルールと設定 ワークス

ペースに表示され、必要に応じて編集することができます。プロファイルを作成していない場合

は、ドロップダウン リストの [プロファイルの新規作成] リンクをクリックして、新しいプロファイル

を作成します。詳細については、プロファイル マネージャーを使用してアーカイバ 

プロファイルを作成 を参照してください。 

 既存のプロファイルを再利用するには、[既存のプロファイルを再利用する] をクリックして、ド

ロップダウン リストからプロファイル名を選択します。  

*注意: 既存のルールはこの画面で編集することができません。 

3. [ルール管理] グループで [適用] をクリックして、選択したプロファイルを適用します。選択したプロファ

イルが選択したノードに適用されると、選択したノード配下のノードはすべて適用するプロファイル ルール

および設定を継承します。継承の詳細については、継承の適用 / 停止 を参照してください。 

4. [ルール管理] から [すぐに実行] をクリックすると、ジョブをただちに実行します。実行中のジョブは、ジ

ョブ モニターで監視することができます。 
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*注意: または [適用して実行] をクリックすると、1 回のクリックで、プロファイルの適用とジョブの実行

の両方を行うことができます。 

選択したノードへのルールの適用およびジョブの実行 

選択したノードに作成済みのルールを適用し、アーカイバ ジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルからノードを選択します。特定のノードの作成済みルールは、ルールと設定 ワークスペー

スの ルールと設定の構成  セクションの下に表示されます。 

2. 必要に応じて、その他のアーカイバ ルールを作成するか、または、[順序] フィールドで番号を変更して

最初に実行するジョブを指定することができます。順序 を変更して、先に適用されるルールを確認しま

す。ルールの順序を変更するには、[順序] 列の値を変更します。 

3. [ルール管理] グループの [適用] をクリックすると、すべての構成済みのルールと該当する設定が適用

されます。構成済みルールと設定は、選択したノードとその下のすべてノードに適用されます。継承につ

いては、継承の適用 / 停止 を参照してください。 

4. [ただちに実行] をクリックして適用済みのルールと設定をただちに実行するか (実行中のジョブはジョブ 

モニターで確認することができます)、または、[適用して実行] をクリックしてルールを適用し、ジョブをた

だちに実行します。 

アーカイバ ジョブの実行状態 

実行中のアーカイバ ジョブを表示するには、[統計] グループの [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブの処

理中に、アーカイバ ジョブは以下の最初の 3 つのタスクを 1 つずつ実行します。アーカイバ インデックス デバイ

スの構成中に [全文インデックスを作成する] を選択した場合は、4 番目のタスクも実行します。 

1. スキャン – 最初のタスクは、該当するアーカイバ ルールに一致するデータのコンテンツを検索します。一

致するオブジェクトがない場合、次の 2 つのタスクは実行されません。エンドユーザー アーカイブ ジョブ

については、ユーザーが SharePoint からアーカイブするコンテンツを直接選択するため、スキャン ジョ

ブは実行されません。詳細については、エンドユーザー アーカイブ を参照してください。  

2. アーカイブ – 2番目のタスクは、ストレージ ポリシーおよびその他の構成済み設定に従って、スキャン 

ジョブで検知したデータをアーカイブします。該当するデータがない場合、以下のインデックスのマージ タ

スクは実行されません。 
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3. インデックスのマージ – 最後のタスクはインデックスのマージ タスクです。サイト コレクションにはメジャー 

インデックスがあり、各アーカイブ ジョブによって生成されたマイナー インデックスは、メジャー インデックス

にマージされなければなりません。アーカイブ済みデータのサイズの増加に伴い、メジャー インデックスのサ

イズも増加します。このため、インデックスのサイズが大きくなる可能性もあります。インデックスのマージ 

ジョブの状態が 失敗 / 完了 (実行中に例外あり) の場合、生成されたマイナー インデックスはメジャ

ー インデックスに再マージすることができます。ジョブ モニターの [開始] をクリックして、該当するインデッ

クスのマージ ジョブを再度開始します。 

4. アーカイバ全文インデックス – アーカイバ インデックス デバイス の構成ページで [全文インデックス

を作成する] オプションが選択されており、ファーム ツリーから選択したノードにアーカイバ インデックス デ

バイスが適用されている場合は、このノード上で実行するアーカイバ ジョブはアーカイブ コンテンツの全

文インデックスを生成します。  
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アーカイバ ルールの管理 

アーカイバ ルールを作成して適用すると、これを編集、削除、無効化、および削除することができます。また、継

承を適用あるいは中止することができます。アーカイバ ルールの管理の詳細については、以下の説明を参照し

てください。 

継承の適用 / 停止 

選択したノードにアーカイバ ルールを設定して適用した後に、そのサブノードは親ノードに適用されたルールを自

動的に継承します。継承の中止 オプションは、下位ノードで上位ノードからのルールを論理的に区切ります。こ

の規則は、特定のリスト内の頻繁に使用されるデータを誤ってアーカイブしないために役立てることができます。 

新しいルールを作成し、現在のノードまたは下位ノードに適用された既存のルールを編集するには、まず継承を

解除する必要があります。継承を解除するには、リボンの [ルール管理] グループの [継承の中止] をクリック

します。 

ノードにアーカイバ ルールの継承を手動で適用するには、以下の手順に従ってください。 

1. 親ノードのアーカイバ ルールを継承するノードを選択します。 

2. リボンの [ルール管理] グループの [継承] をクリックしてルールを継承します。このボタンは [継承の中

止] に変わります。  

継承の適用について 

アーカイバ ルールを管理する際の継承の適用について、以下の説明を参照してください。 

 既定では、上位レベルで構成済みのアーカイバ ルールは下位レベル ノードに継承されます。 

 上位レベル ノードからアーカイバ ルールを継承した場合は、ノードに新しいルールを作成することができ

ません。 

 継承したアーカイバ ルールを編集したり、削除することはできません。表示のみ可能です。 

 継承を解除した後、上位レベル ノードからのルールを再度継承すると、以下のノードから継承を解除し

た後に追加されたすべてのルールが削除されます。 

o 上位レベルのルールを再継承するノード。 
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o 前述のノードからルールを継承するノード。 

*注意: 選択したレベルに新しく追加されたルールは削除されません。これらのルールはアーカイバ ルー

ルのリストに引き続き存在し、必要に応じて再適用することができます。 

 複数のルールがアーカイバ プロファイルに作成されている場合は、選択したノードのレベル以下のレベル

のオブジェクトのルールのみ適用することができます。 

 上位レベル ノードから継承したルールのオブジェクトのレベルが、現在選択しているノードのレベルよりも

高い場合、このプロファイル内のルールは選択したノードに適用することはできず、実行できません。 

継承の解除について 

アーカイバ ルールを管理する際の継承の解除について、以下の説明を参照してください。 

 選択したレベルでルールの継承を解除する場合、継承はこのレベルでのみ解除されます。ルールの下

位レベルの継承は解除されません。 

 ルールの継承を解除した後に、下位レベルで新しいルールを適用し、該当するルール設定を編集する

ことができます。 

 ノードのルールの継承を解除してルールを無効にすると、このルールを上位レベルで使用することができ

ます。 

 ノードのルール継承を解除し、継承したルールを編集すると、変更された内容はこのルールを使用する 

SharePoint オブジェクトのすべてに影響します。 

 ノード上のルールの継承を解除してから上位レベルでアーカイバ ジョブを実行する場合、以下の 2 つの

条件があります: 

o 上位レベルのアーカイバ ジョブの オブジェクト レベル が選択したノードのレベルより高い場合、

アーカイバ ジョブの範囲に下位レベル ノードが含まれます。 

o 上位レベルのアーカイバ ジョブの オブジェクト レベル が選択したノードのレベル以下の場合、

アーカイバ ジョブの範囲に下位レベル ノードは含まれません。 

アーカイバ ルールの編集および削除 

既存のアーカイバ ルールを編集し、またはノードから削除することができます。以下の説明を参照してください。 
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既存のアーカイバ ルールの編集 

編集 機能を使用して、作成済みアーカイバ ルール設定を変更できます。説明、オブジェクト レベル、条件、ス

トレージ ポリシー、データの圧縮、およびデータの暗号化の設定はすべて編集可能です。ルール名 は固定され

ているため、編集 機能で変更することはできません。 

既存のアーカイバ ルールを編集するには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルで編集するルールを含むノードを選択します。  

2. ルールの左側にあるチェック ボックスをクリックして、[ルールと設定] ワークスペースからルールを選択しま

す。  

3. リボンの [ルール管理] グループの [編集] をクリックします。 

4. 必要に応じて、[更新] でグループの [続行] をクリックして編集を続けます。  

5. [アーカイバ ルール] ページが表示され、このルールに関連するオブジェクトが表示されます。詳細につ

いては、アーカイバ ルールの作成および構成 を参照してください。 
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ノードから既存ルールの削除 

ファーム ツリーのノードにもう使用しないルールがある場合、このルールをノードから削除することができます。削除 

機能を使用すると、ルールの管理を簡素化し、不要な作成済みルールを削除することができます。 

既存のアーカイバ ルールを削除するには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルで編集するルールを含むノードを選択します。  

2. [ルールと設定] ワークスペースから削除するルールの左側にあるチェックボックスを 1 つ以上選択しま

す。  

3. リボンの [ルール管理] グループの [編集] をクリックします。 

4. ルールは、ツリー上の選択したノードおよびサブノードから削除されます。 

*注意: 削除したルールはアーカイバ ルールのリストに引き続き存在するため、必要に応じて再適用することが

できます。 

*注意: 現在のノードが上位レベル ノードからルールを継承する場合は、作成、編集、または 削除 を実行す

る前に、このノードで継承を中止する必要があります。 

ルールの有効化と無効化 

ノードにルールを作成して適用した後に、必要に応じてルールを有効 (ジョブの実行に含まれます) または無効 

(ジョブの実行に含まれません) にすることができます。例えば、ルールの中には、特定のジョブで実行する必要は

ないものの、後で他のジョブで必要になるものがあり、無効化は、このような場合に有用です。アーカイバ ルール

のリストからルールを完全に削除するルールの削除とは対照的に、ルールの無効化は、ルールを削除するのでは

なく、特定の実行から省かれますが、後で使用できるようにアーカイバ ルールのリストに保存されます。 

ルールの有効化および無効化の詳細については、以下の 2 つセクションを参照してください。 

既存ルールの無効化 

ルールを作成し適用すると、ルールと設定 ウィンドウで、ルールの 状態 は既定では 有効 になっています。場

合によっては、特定のジョブに対して、ルールを無効にしたいことがあります。 
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有効なアーカイバ ルールを無効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルで無効にするルールを含むノードを選択します。  

2. ルールの左にあるチェックボックスを使用して、[ルールと設定] ワークススペースからルールを選択します。  

3. [ルール管理] グループの [無効] をクリックすると、選択したルールが無効になります。状態 列でルー

ルの状態が 無効 に変わります。 

無効なルールの有効化 

既存の無効なアーカイバ ルールを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルで有効にするルールを含むノードを選択します。  

2. ルールの左にあるチェックボックスを使用して、[ルールと設定] ワークススペースからルールを選択します。  

3. リボンの [ルール管理] グループの [有効] をクリックして、選択したルールを有効にします。状態 列で

ルールの状態が 有効 に変わります。 

ルール ビューアの使用 

ルール ビューアを使用して、作成済みのアーカイバ ルールを検索および管理します。基本的な操作は以下のと

おりです。 

 ルール ベース ビューを使用して、ルールを表示および検索する。 

 範囲ベース ビューを使用して、ルールを表示および検索する。 

 ファーム ツリー全体で不要なルールを削除する。 

 選択した範囲からルールを削除する。 

ルール ビューアを起動するには、リボンの [ルールの表示] グループの [ルール] をクリックします。アーカイバ ル

ール ページが表示されます。ルール ビューアの使用の詳細については、以下の説明を参照してください。 

ルール ベースの表示 

ルール ベース 表の 1 列目 (ルール名) に、すべてのルールがアルファベット順に表示されます。他に表示され

るのは、範囲 (指定したルールが適用された範囲)、プロファイル名 (指定したルールが所属するプロファイルの

名前)、および モジュール (ルールが所属するモジュール) です。  
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*注意: 列のリストから [モジュール] 列のみを選択解除できます。  アイコンをクリックし、[モジュール] の選

択を解除して [OK] をクリックします。マウスを [モジュール] 列の上に移動し、  アイコンをクリックして現在の

ビューからこの列を非表示にします。 

[ルール ベース] のビューでは、以下の機能を実行することができます。 

 すべてのページを検索 – キーワードを入力し、  をクリックして、最初のページから最後のページまで

関連するルールを検索します。 

 現在のページを検索 – キーワードを入力し、  をクリックして、選択したページ中の関連するルールを

検索します。 

*注意: キーワードの大文字と小文字は区別されず、一部を入力して検索することもできますが、ワイ

ルドカードは使用できません。 

 行の表示 - 既定では各ページに 15 のルールが表示されます。ドロップダウン リストから表示されるル

ールの数を再設定することができます。単一ページに表示できる数を超えたルールは、次のページに表

示されます。特定の 数字 を入力すると、直接該当するページへ移動します。または、 < あるいは > 

アイコンをクリックして、前のページまたは次のページに移動することができます。 

ルールの削除 

ファーム ツリー内のノードに不要なルールを削除します。アーカイバ ルールのリストからルールを永久に削除します。 

ルール ベース のビューでアーカイバ ルールを削除するには、以下の手順に従ってください。 

1. [アーカイバ] タブをクリックします。  

2. リボンの [ルールの表示] グループの [ルール] をクリックします。アーカイバ ルール タブが開きます。 

3. [表示] グループの [ルール ベース] をクリックします。 

4. 表内のルールの左にあるチェックボックスをオンして、削除するルールを選択します。  

5. [管理] グループの [削除] をクリックして、選択したルールを削除します。このルールはアーカイバ ルー

ルのリストから永久に削除されます。 

*注意: 削除操作を取り消すことはできないため、削除するノードが不要になっていることを確認してください。 
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範囲ベースの表示 

範囲ベース の表には最初に、1 列目 (範囲) にアルファベット順に並べられたすべてのルールに関連する URL 

が表示され、ノード レベル (指定したルールが適用されたノードのレベル)、ルール名 (ルールの名前)、および 

プロファイル名 (指定したルールが属するプロファイルの名前) の各列も表示されます。ルール名 には、範囲に

適用されているルールが同じ列に一覧表示されます。  

列のリストから [ノード名] 列を選択解除できます。  アイコンをクリックし、[ルール名] の選択を解除して、

[OK] をクリックします。 

範囲ベース のビューには、以下の機能があります。 

 すべてのページを検索 – キーワードを入力し、  をクリックして、最初のページから最後のページまで

関連するルールを検索します。 

 現在のページを検索 – キーワードを入力し、  をクリックして、選択したページ中の関連するルールを

検索します。 

 行の表示 - 既定では、各ページに 15 のルールが表示されます。ドロップダウン リストから表示される

ルールの数を再設定することができます。単一ページに表示できる数を超えたルールは、次のページに

表示されます。特定の 数字 を入力すると、直接該当するページへ移動します。または、 < あるいは 

> アイコンをクリックして、前のページまたは次のページに移動することができます。 

ルールの削除 

範囲ベース のビューでルールを削除するには、以下の手順に従ってください。 

1. [アーカイバ] タブをクリックします。  

2. リボンの [ルールの表示] グループの [ルール] をクリックします。 

3. ポップアップ ウィンドウで、[表示] グループの [範囲ベース] をクリックします。 

4. 範囲の左側にあるチェックボックスをオンにして、表内の削除するルールが属する範囲を選択します。 

5. [管理] グループの [削除] をクリックして、選択した範囲からすべてのルールを削除します。 

詳細については、ノードから既存ルールの削除 を参照してください。 
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アーカイブ済みデータのリストア 

DocAve のアーカイバを使用して、すべてのアーカイブ済みデータはアイテム / アイテム バージョン レベルまでリ

ストアすることができます。[リストア] グループの [アーカイバ リストア] をクリックして、アーカイブ済みデータをリ

ストアします。 

DocAve には 2 つのデータのリストアモードがあります。 

 全般モード – アイテム / アイテム バージョン レベルのデータをリストアすることができます。全般モードは、

高度検索機能と統合されており、アーカイブ ジョブの実行中に全文インデックスを生成するかどうかに関

係なく、指定したアーカイブ済みのデータをリストアします。このモードでは、以下の 2 つのアーカイバ リス

トアがあります。 

o 元の場所へリストア – 元の場所にアーカイブ済みデータをリストアします。 

o ファイル システムへリストア – ファイル システムにコンテンツを直接リストアする、別の場所への

リストアで使用します。 

 全文インデックス モード – 生成された全文インデックスが含まれているアーカイブ済みのデータに対し

て、[ファイル システムへリストア] ジョブを実行します。全文インデックス モードでは、指定した条件の

実際のドキュメント コンテンツを検索することができるため、きめの細かいリストアが可能です。利用可能

な範囲は、サイト コレクション レベル以上です。  

全般モード  

[元の場所へリストア] および [ファイル システムへリストア] の両方のモードについて、リストアするコンテンツの

選択の手順は同じです。以下の手順を完了してから、実行するリストアのタイプに関連するセクションに移動し

ます。  

1. [リストア] グループの [アーカイバ リストア] をクリックします。アーカイバ リストア ページが表示され

ます。リボンの [表示] グループの [全般モード] が既定で選択されています。 

2. データの選択 – ツリー構造からリストアするアーカイブ済みデータを選択します。 

*注意: SharePoint の各レベル内の特定のオブジェクトを検索するには、高度検索 機能を使用し

ます。詳細については、高度検索の使用 を参照してください。  
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a. [アーカイバ データ] ウィンドウで、ツリーを展開し、希望のノードを選択します。アーカイバ ル

ールの作成時に選択したオブジェクト レベルに関係なく、アイテム / アイテム バージョン レベル

までデータをリストアすることができます。 

b. 特定のノードを選択すると、[セキュリティ] および [プロパティ] チェックボックスが表示され、

既定では選択されています。 

 セキュリティ – SharePoint オブジェクトのセキュリティ設定をリストアします。 

 プロパティ – SharePoint オブジェクトのプロパティ設定をリストアします。 

セキュリティ設定およびプロパティ設定の詳細については、以下の表を参照してください。 

タイプ 
SharePoint オ

ブジェクト 

それぞれのタイプに属する SharePoint オブジェクト

属性 

セキュリテ

ィ 

サイト コレクション サイト コレクションのユーザーとグループ 

サイト ユーザーのマッピングと権限、アクセス許可レベル、グルー

プ、ユーザー 

リスト ユーザーのマッピングと権限、ユーザー、グループ 

フォルダー / アイテ

ム / ファイル 

ユーザーのマッピングと権限、ユーザー、グループ 

プロパティ サイト コレクション サイト コレクションを作成する基本情報、サイト コレクシ

ョン、サイト機能の情報 

サイト サイトを作成する基本情報、その他のサイト、サイトの

列、サイトのコンテンツ タイプ、ナビゲーション、サイト機

能の情報、およびサイト内でユーザーの操作のトリガー 

リスト リストを作成する基本情報、その他のリスト、リストの

列、リストのコンテンツ タイプの情報、およびリスト内でユ

ーザーの操作のトリガー、通知 

フォルダー / アイテ

ム / ファイル 

フォルダー / アイテム / ファイルのプロパティ、通知 

 

c. リストアするデータを選択します。詳細については、以下の表を参照してください。 

リストア レベル 手順 

サイト コレクションのみのリ

ストア 

1. サイト コレクションに移動し、データ ツリーを展開します。 

2. サイト コレクションの隣にあるチェックボックスをオンにして、

サイト コレクション全体を選択します。 
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サイトのリストア 1. サイトに移動します。  

2. サイトの隣にあるチェックボックスをオンにして、サイトおよび

そのコンテンツを選択します。  

リスト / ライブラリのリスト

ア 

1. リスト / ライブラリに移動します。  

2. リスト / ライブラリの隣にあるチェックボックスをオンにして、リ

スト / ライブラリおよびそのコンテンツを選択します。  

ファイル / アイテム 1. ファイル / アイテムを含むリスト / ライブラリのルート フォル

ダーに移動します。  

2. アイテム アイコンをクリックします。 

3. ファイル / アイテムの隣にあるチェックボックスをオンにしま

す。  

 

3. リストアするコンテンツを選択した後、[次へ] を選択します。リストア タイプ ウィンドウが表示されます。 

 ここ をクリックすると、元の場所へリストア の実行に関する詳細を参照することができます。 

 ここ をクリックすると、ファイル システムへリストア の実行に関する詳細を参照することができま

す。 

元の場所へリストアの実行 

元の場所へリストアのジョブは、アーカイブ済みデータを元の場所へリストアします。元の場所へのリストアを実行

するには、以下の手順に従ってください。 

1. リストアするコンテンツを選択した後、[リストア タイプ] を選択します。 

a. リストア タイプ – アーカイブ済みデータをリストアする場所を選択します。この場合、[元の場

所へリストア] を選択して、元の SharePoint 場所へデータをリストアします。 

b. エージェント グループ – ドロップダウン リストからリストア ジョブを実行するエージェント グルー

プを選択します。エージェント グループの詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリ

ファレンス ガイド を参照してください。 

2. [次へ] をクリックします。リストア設定 ウィンドウが表示されます。 

3. 以下の設定を構成してリストア設定を行います。  

a. 競合解決 – アーカイブ済みデータ内の SharePoint オブジェクト名がリストア先の既存オブ

ジェクト名と同じ場合、競合と判断されます。競合を処理するための次のオプションのいずれか

を選択します: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 上書きする – 元の同じ ID のアイテムまたは同じ名前のドキュメントを上書きすること

で、アーカイブ済みアイテム / ドキュメントを元の場所へコピーします。 

 上書きしない – 元のアイテム / ドキュメントを保持し、アーカイブ済みアイテム / ドキ

ュメントをリストアしません。 

b. ワークフロー – 必要に応じて、以下のチェックボックスの 1 つまたは両方をオンにして、Share

Point ワークフローのリストア方法を定義します。 

 ワークフロー定義を含む – リストア元のワークフローの定義を SharePoint へリスト

アします。 

 ワークフロー インスタンスを含む – 各アイテムの状態、履歴、およびタスクをリストア

します。 

c. 通知 - メール通知設定を構成します。ドロップダウン ボックスから、希望の通知プロファイルを

選択します。通知プロファイルの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリフ

ァレンス ガイド を参照してください。  

d. スケジュール – コンテンツを SharePoint へリストアする時間を選択します。 

 ウィザード完了時にリストアする – ウィザード完了後ただちにプランを実行します。 

 開始時間 – スケジュールを構成し、開始時刻を選択します。開始時刻の下のリンク

をクリックして、希望のタイム ゾーンに変更します。 

4. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

5. 概要 – プランの選択をレビューし編集します。編集する行の隣の [編集] をクリックして、該当する設

定ページを開きます。 

6. 編集すべての構成を確認し、[完了] をクリックします。  

ファイル システムへリストアの実行 

ファイル システムへのリストア ジョブは、ファイル システムに直接、アーカイブ済みのデータをリストアします。ファイ

ル システムへのリストアのジョブを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. リストアするコンテンツを選択した後に、以下の設定を構成します。 

a. リストア タイプ – アーカイブ済みデータをリストアする場所を選択します。この場合は、[ファイ

ル システムへリストア] を選択して、希望の場所へリストアします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 索引登録の形式を含む – このチェックボックスをオンにすると、サード パーティ ソフト

ウェア Concordance を使用してリストアするデータのメタデータを表示します。この

機能は、アーカイブ ジョブ中に生成された全文インデックスのメタデータを表示すること

もできます。 

ファイル システムへのリストアのジョブを完了したら、選択したアーカイブ済みデータは指

定した場所にリストアされます。この同じディレクトリには、以下の 3 つのファイルがあり、

Concordance を使用してメタデータを表示することができます。 

o MetaData.dat – このファイルはリストアしたデータのメタデータを記録しま

す。 

o CommonCreateConcordanceDB.cpl – Concordance に Met

aData.dat ファイルがインポートされると、この Concordance ファイルを

使用してリストアされたデータのメタデータが表示されます。 

o CommonCreateHyperlinks.cpl – Concordance に MetaDat

a.dat ファイルをインポートした後、このファイルを使用してリストアしたデータ

へのハイパーリンクが表示され、開くことができます。  

b. リストア先 – アーカイブ済みデータをリストアする場所を指定します。[UNC パス]、[ユーザ

ー名]、および [パスワード] を入力します。[テスト] ボタンをクリックして、入力した構成を検

証します。  

2. [次へ] をクリックします。リストア設定 ウィンドウが表示されます。 

3. リストア設定 を行います。 

a. 競合解決 – アーカイブ済みデータ内の SharePoint オブジェクト名がリストア先の既存オブ

ジェクト名と同じ場合、競合と判断されます。競合を処理するための次のオプションのいずれか

を選択します: 

 上書きする – 選択した場所の同じ ID のアイテムまたは同じ名前のドキュメントを上

書きすることで、アーカイブ済みアイテム / ドキュメントを選択した場所へコピーします。 

 上書きしない – 選択した場所のアイテム / ドキュメントを保持し、アーカイブ済みアイ

テム / ドキュメントをリストアしません。 

b. 通知 - メール通知設定を構成します。ドロップダウン ボックスから、希望の通知プロファイルを

選択します。通知プロファイルの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリフ

ァレンス ガイド を参照してください。 

c. スケジュール – コンテンツを SharePoint へリストアする時間を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 ウィザード完了時にリストアする – ウィザード完了後ただちにプランを実行します。 

 開始時間 – スケジュールを構成し、開始時刻を選択します。開始時刻の下のリンク

をクリックして、希望のタイム ゾーンに変更します。 

4. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

5. 概要 – プランの選択をレビュー、編集します。編集する行の隣の [編集] をクリックして、該当する設

定ページを開きます。 

6. 編集すべての構成を確認し、[完了] をクリックします。  

高度検索の使用 

高度検索を使用して、全般モードでのリストアで、SharePoint の各レベル (Web アプリケーションからアイテ

ム レベルまで) の特定のオブジェクトまたはデータを迅速に選択することができます。高度検索を使用するには、

以下の手順に従ってください。 

1. [アーカイバ リストア] ページ (アーカイブ済みデータのリストア を参照してください) から、検

索するノードを選択し、リボンの [詳細設定] グループの [高度検索] をクリックします。 

2. 高度検索 ページでは、アーカイバ リストア ツリーで選択したノードのレベルに等しいか、またはそのレベ

ル以下の SharePoint レベルが レベル ドロップダウン リストに一覧表示されます。この値は大文字と

小文字は区別されず、ワイルドカードがサポートされています。[フィルター レベル グループの追加] を

クリックしてフィルター グループを追加し、該当するドロップダウン リストからレベルを選択します。 

3. [条件の追加] をクリックして、フィルター グループに選択したレベルの新しいフィルターを追加します。

[ルール]、[条件]、および [値] の列で、ルール設定を変更します。ルールの後ろの論理アイコンをクリ

ックして、フィルター ルール間の論理関係を変更します。2 つの論理オプション、AND および OR があ

ります。 

 AND – すべてのルールを満たすコンテンツを検索します。 

 OR – ルールのいずれかを満たすコンテンツを検索します。 

基本フィルター条件 の下に、フィルター ルールの論理関係が表示されます。例えば、論理関係が 

((1 AND 2) OR 3) の場合、フィルター ルール 1 およびフィルター ルール 2 の両方を満たすコンテ

ンツ、またはフィルター ルール 3 を満たすコンテンツが検索結果に含まれます。  

4. [検索] をクリックして、検索を実行します。検索結果は [検索結果] (1) タブの下に表示されます。 
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全文インデックス モード 

リストアするコンテンツを選択する手順は、ファイル システムへリストア機能と同じです。全文インデックス モードで

は、ユーザーがフィルター レベル検索とキーワード検索を使用して検索できるように、検索機能が強化されてい

ます。全文インデックス モードでサポートされるレベルは、 ドキュメント、ドキュメント バージョン、アイテム、および

アイテム バージョンです。  

*注意: 全文インデックス モードを使用してコンテンツを検索するには、全文インデックスを生成する前に、全文

インデックスを生成するメディア サービスがインストールされているサーバーに該当するファイル形式に関連してい

る iFilter プラグインをインストールすることを推奨します。 

全文インデックス モードを使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. [リストア] グループの [アーカイバ リストア] をクリックします。アーカイバ リストア ページが表示され

ます。リボンの [表示] グループの [全文インデックス モード] をクリックしてモードを変更します。 

2. データの選択 – ファーム ツリーを展開し、[アーカイバ全文インデックス] ジョブが実行されたノードを

選択します。  

3. [フィルター レベル グループ] および [条件] を設定するか、または [検索] テキスト ボックスに特定

のコンテンツを入力して、リストアするアーカイブ済みデータを検索します。ここでキーワードおよび特殊文

字を入力することができます。これらの文字は大文字小文字を区別しません。検索するファイルを指定

するには、条件名と値を "=" でつなげます。[検索] をクリックして該当するファイルを検索します。 

*注意: + - && || !( ) { } [ ] ^ " ~ * ? などの文字の前にバックスラッシュ (\) を入力しま

す。     バックスラッシュを入力しない場合、アーカイブ済みデータが正しく検索されません。  

4. [次へ] をクリックします。リストア タイプ ウィンドウが表示されます。 

a. リストア タイプ – [全文インデックス モード] を選択します。  

*注意: 全文インデックス モードは [ファイル システムへリストア] のリストア タイプのみをサポ

ートしています。アーカイブ済みデータをリストアした後、Concordance 形式のファイルを生成

します。  

b. リストア先 – アーカイブ済みデータをリストアする場所を指定します。[UNC パス]、[ユーザ

ー名]、および [パスワード] を入力します。[テスト] をクリックして、入力した構成を検証しま

す。  

5. [次へ] をクリックします。リストア設定 ウィンドウが表示されます。 
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a. 通知 - メール通知設定を構成します。ドロップダウン ボックスから、希望の通知プロファイルを

選択します。通知プロファイルの設定方法については、DocAve 6 コントロール パネルのリファ

レンス ガイド を参照してください。 

b. スケジュール設定 – コンテンツをファイル システム内の指定した場所へリストアする時間を選

択します。  

 スケジュール ウィザード完了時にリストアする – ウィザード完了後ただちにプランを

実行します。 

 開始時間 – スケジュールを構成し、開始時刻を選択します。開始時刻の下のリンク

をクリックして、希望のタイム ゾーンに変更します。 

6. 終了したら、[次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。  

7. プランの選択をレビューおよび編集します。編集する行の隣の [編集] をクリックして、該当する設定ペ

ージを開きます。  

8. 編集すべての構成を確認し、[完了] をクリックします。  

 

ジョブ状態の確認 

アーカイバには、実行中ジョブの状態を表示できるジョブ モニター ボタンが含まれています。このモジュールを使

用して、ジョブを監査したり、エラーを処理することができます。 

詳細については、DocAve 6 ジョブ モニターのリファレンス ガイド を参照してください。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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エラー ページ ソリューションのアクティブ化  

ファイルを SharePoint からアーカイブすると、元の URL からそのファイルにアクセスすることができなくなります。

DocAve アーカイブ済みデータのエラー ページ 機能を有効にすると、DocAve は、データが SharePoint 

からアーカイブされたためアクセスできないことをユーザーに通知します。 

エラー ページ ソリューションをアクティブにするには、以下の手順に従ってください。 

1. [DocAve] > [コントロール パネル] > [ソリューション マネージャー] の順に移動します。ソリュー

ション マネージャー ウィンドウが表示されます。 

2. [ファーム] ドロップダウン リストから SharePoint ファームを選択します。SP2010ErrorPagefor

ArchivedData.wsp を選択し、[インストール] をクリックしてこのソリューションをインストールします。  

3. ソリューションをインストールした後、[展開] をクリックしてソリューションをファームへ展開します。 

4. 選択した Web アプリケーションでこの機能をアクティブにするには、SharePoint 2010 サーバーの全

体管理サーバー上で[アプリケーション構成の管理] > [Web アプリケーションの管理] の順に移

動します。ウィンドウに一覧表示されている Web アプリケーションを選択し、リボンの [管理] グループ

の [機能の管理] をクリックします。 

*注意: この機能を正常にアクティブにするには、サーバーの全体管理の Web サービス を有効にす

る必要があります。  

5. [Web アプリケーション機能の管理] ウィンドウで、DocAve アーカイブ済みデータのエラー ペー

ジという機能を探し、[アクティブ化] をクリックして、 Web アプリケーションでこの機能をアクティブにし

ます。 
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エンドユーザー アーカイブ 

エンドユーザー アーカイブ機能を使用して、必要な権限を持っているエンドユーザーは、サイト コレクション、サイ

ト、ライブラリ、リスト、フォルダー、ドキュメント、およびアイテム レベルで SharePoint コンテンツを手動でアーカ

イブすることができます。エンドユーザーがアーカイバ ジョブを開始した後に、ジョブ プロセスおよび詳細情報はジョ

ブ モニターで表示することができます。コンテンツをアーカイブすると、必要に応じてユーザーはアーカイブ済みコン

テンツを検索し、コンテンツをリストアすることができます。  

ジョブのアーカイブ中に、ジョブ レコードがジョブ モニターで生成されます。エンドユーザー アーカイブを頻繁に使

用する場合は、データベースがジョブ データで過負荷状態にならないようにするために、ジョブ プルーニング ポリ

シーを構成しておくことを強くお勧めします。ジョブ プルーニング ポリシーの定義の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

*注意: SharePoint の アーカイバ ツール ページでアーカイブ済みデータを検索するには、エンドユーザー ア

ーカイブ ジョブの実行中に全文インデックスを生成する必要があります。 

次のセクションでは、機能のアクティブ化およびエンドユーザー アーカイブの実行に関する詳細を説明します。 

エンドユーザー アーカイブ権限 

各オブジェクト レベルへのアーカイブ権限の詳細については、次の表を参照してください。 

オブジェクト レベル 必要な権限  説明 

サイト コレクション サイト コレクション管理者 サイト コレクション管理者のみページにアク

セスできます。 

サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイトのフル コントロール権限 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページの追加とカスタマイズ            

個人用 Web パーツの追加 / 削除 

アイテムの追加 

スタイル シートの適用 

テーマと枠線の適用 

アイテムの承認 

ディレクトリの参照 

ユーザー情報の参照 

チェックアウトを無視 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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オブジェクト レベル 必要な権限  説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知の作成 

グループの作成 

アイテムの削除 

バージョンの削除 

アイテムの編集 

個人のユーザー情報の編集 

権限の一覧 

通知の管理 

リストの管理 

権限の管理 

個人用ビューの管理 

サブサイトの管理 

Web サイトの管理 

開く 

アイテムを開く 

個人用 Web パーツの更新 

クライアント統合機能の使用 

リモート インターフェイスの使用 

アプリケーション ページの表示 

アイテムの表示 

ページの表示 

バージョンの表示 

Web Analytics データの表示 

ライブラリ / リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザイン権限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージョンの削除 

リストの管理 

チェックアウトを無視 

アイテムを開く 

アイテムの編集 

アイテムの表示 

アイテムの追加 

アイテムの削除 

アイテムの承認 

バージョンの表示 
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オブジェクト レベル 必要な権限  説明 

 

 

 

 

通知の作成 

アプリケーション ページの表示 

フォルダー / アイテム / ドキュ

メント 

投稿権限 アイテムの追加 

アイテムの編集 

アイテムの表示 

アイテムの削除 

 

エンドユーザー アーカイバのインストールおよび使用 

エンドユーザー アーカイバ機能をインストールして使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. 希望のノード上でアーカイブ インデックス デバイスを構成します。 

2. アーカイバ データベースを構成します。 

3. [DocAve] > [コントロール パネル] > [ソリューション マネージャー] の順に移動します。ソリュー

ション マネージャー ウィンドウが表示されます。 

4. [ファーム] ドロップダウン リストから SharePoint ファームを選択します。  

5. ソリューション リストから SP2010EndUserArchiver.wsp を選択し、[操作] グループの [イン

ストール] をクリックしてソリューションをインストールします。ソリューションをインストールした後、[操作] 

グループの  [展開] をクリックしてソリューションを SharePoint ファームへ展開します。 

6. ソリューションをインストールし、展開した後に、[アーカイバ] タブ > [全般設定] グループ > [エンド

ユーザー アーカイバ] の順に移動します。エンドユーザー アーカイバ ページが表示されます。  

7. [エンドユーザー アーカイブ] タブの [範囲] パネルにファーム ツリーを展開し、エードユーザー アーカ

イブ を実行するノードを選択します。[管理] グループの [構成] をクリックして、エンドユーザー アー

カイバ ルール を構成します。 

a. ストレージ ポリシー – ドロップダウン リストから論理デバイスを選択します。ストレージ ポリシー

の構成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド のストレージ 

ポリシー セクションを参照してください。 

b. ワークフロー – アーカイブする SharePoint オブジェクト内のワークフローの管理方法を選択

します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 ワークフロー定義を含む – 既存のアーカイブ元ワークフローの定義のみをアーカイブし

ます。 

 ワークフロー インスタンスを含む – 既存のアーカイブ元ワークフローの定義および履歴

をアーカイブします。 

c. 圧縮 – 必要に応じて [データの圧縮] 設定を選択します。[圧縮] チェック ボックスをオンに

するとデータが圧縮されます。スライダで圧縮レベルを調節します。低い圧縮レベルの場合、圧

縮速度は速くなりますが、データ セットが大きくなります。一方、高い圧縮レベルの場合、圧縮

速度は遅くなりますが、小さく高品質なデータ セットになります。  

*注意: 小さいデータ セットでは、ジョブにかかる時間が長くなります。圧縮に、メディア サーバ

ー (メディア サービス) リソースを使用するか、または SharePoint サーバー (SharePoin

t エージェント) リソースを使用するかどうかを選択します。 

d. データの暗号化 – [暗号化] チェックボックスをオンにするとデータの暗号化が有効になります。

データを暗号化するため、ジョブにかかる時間が長くなります。圧縮に、メディア サーバー (メデ

ィア サービス) リソースを使用するか、または SharePoint サーバー (SharePoint エージ

ェント) リソースを使用するかどうかを選択します。[セキュリティ プロファイル] のダウンロード 

リストからセキュリティ プロファイルを指定します。[セキュリティ プロファイルの新規作成] をクリ

ックして新しいセキュリティ プロファイルを作成することもできます。セキュリティ プロファイルの作

成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。 

e. タグ – 検索のアーカイブ済みコンテンツを追跡します。複数の条件を追加して、追跡するアー

カイブ済みコンテンツの複数のトラッキング ポリシーを指定することができます。 

 リスト URL – 空白エリアに完全なリスト URL アドレスを入力して、このリストのアー

カイブ済みデータを追跡します。 

 列名 – 空白エリアに列名を入力して、この列のメタデータを追跡します。 

 表示名 – [列名] で指定した列の表示名を入力して、その列のメタデータを追跡し

ます。このフィールドには、タグの任意の名前を入力できます。コンテンツをアーカイブす

る際にこの名前が表示されます。  

8. 構成が終了したら、[適用] をクリックして選択したノードに構成を適用します。 

9. [操作] グループの [アクティブ化] をクリックして、選択したノードに対して エンドユーザー アーカイブ 

機能をアクティブ化にします。 

エンドユーザー アーカイブ 機能の状態、該当する範囲で使用されているストレージ ポリシー、および

該当する範囲で使用されているアーカイバ インデックス デバイスが、範囲 パネルに表示されます。指

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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定した範囲の上にマウス カーソルを移動し、[アクティブ化] をクリックすると、エンドユーザー アーカイ

ブ機能を有効にすることができ、[構成] をクリックすると、使用しているアーカイバ ルールを構成するこ

とができます。 

10. この機能をアクティブにすると、アクティブな機能が含まれる SharePoint サイトに移動し、選択したデ

ータに対して、エンドユーザー アクティブ を実行することができます。エンドユーザー アーカイバを使用

して以下のレベルをアーカイブすることができます。 

 サイト コレクションです。[サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの管理] 

> [このサイト コレクションをアーカイブ] の順に移動します。 

 サイトです。[サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイトの管理] > [このサイトをアーカ

イブ] の順に移動します。 

 ライブラリです。[ライブラリ ツール] > [ライブラリ] > [ライブラリの設定] > [このライブ

ラリをアーカイブ] の順に移動します。 

 リストです。[リスト ツール] > [リスト] > [リストの設定] > [このリストをアーカイブ] の

順に移動します。 

 フォルダー / ファイル / アイテム。オブジェクトを右クリックし、ドロップダウン メニューから [アーカ

イブ] を選択します。 

アーカイブ済みコンテンツの検索 

アーカイブ済みコンテンツを検索する場合には、アーカイバ ジョブ実行中に全文インデックスを生成する必要があ

ります。この機能を有効にする詳細については、アーカイバ インデックス デバイスの構成 を参照してください。 

アーカイバ ジョブ完了後、SharePoint サイトにアクセスして、[サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイト

の管理] > [サイトのアーカイブ済みコンテンツの表示] (サイトの場合 または [サイトの操作] > [サイトの

設定] > [サイト コレクションの管理] > [サイト コレクションのアーカイブ済みコンテンツの表示] (サイト 

コレクションの場合) の順に移動して、サイト / サイト コレクションのアーカイブ済みデータを表示できます。 

アーカイバ ツール ページには、アーカイブ済みコンテンツが含まれているライブラリ / リストが表示されます。選

択したライブラリ / リストを、SharePoint の元の場所にリストアすることができます。また、リストをクリックするとア

ーカイブ済みコンテンツの詳細が表示され、リストアするアーカイブ済みデータを指定するとプロパティが表示され、

指定したローカル パスへアーカイブ済みデータをダウンロードすることができます。 
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また、アーカイバ ツール ページの 検索 機能を使用してアーカイブ済みデータを検索することができます。リボン

の [検索] をクリックして検索ページにアクセスします。 

 

図 4: アーカイバ ツールのインターフェイス 
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アーカイバを使用してストレージ コストおよび SharePoi

nt SQL サーバー負荷を削減 

SharePoint の固定コンテンツや古いコンテンツの量が急激に増えると、ストレージ コストが上昇し、SharePo

int 総所有コスト (TCO) の増えることになります。ストレージ コストの上昇に加え、データが増えることで、利用

できるコンテンツの全体的な品質が低下し、システムの負荷を増大し、結果として全体のパフォーマンスに影響

を与えることになります。  

SharePoint 管理者のジョーは、こうした問題に直面しています。ジョーの会社は、SQL サーバーの過剰なコン

テンツのために、ストレージ コストの上昇に見舞われていました。ジョーは、DocAve プラットフォームの機能を知

っていたので、会社のファームにアーカイバを導入することにしました。 

最初に、ルールを作成して適用対象の Web アプリケーションを選択しました。選択した Web アプリケーション

には、コンプライアンス ポリシーの遵守が不要な会社のドキュメントも含まれています。ジョーは、6 ヶ月以上更

新のないコンテンツをアーカイブすることにしました。このようなドキュメントを非アクティブなものと見なし、これらのド

キュメントが SQL サーバー上の貴重なスペースを占有していることから、比較的安価なストレージにアーカイブし

たいと考えました。そこで、以下のようなルールとスケジュールを作成しました。 
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これらの設定によって、6 ヶ月間更新されていないすべてのドキュメントは （ストレージ ポリシーで指定した) N

et Share ストレージにアーカイブされることになりました。また、アーカイバを、定期的に実行するように設定し、

毎週、業務時間外に実行することにし、SharePoint のパフォーマンスがこのジョブの影響を受けないようにしま

した。 

特定のコンテンツをアーカイブする他にも、全体サイト コレクション、サイト、リスト / ライブラリもアーカイブすること

が重要だとジョーは考えていました。多くの部署がチーム サイトを使用してプロジェクトを実行しています。そこで、

プロジェクトの終了後に、アーカイバを使用してチーム サイト内のコンテンツをアーカイブし、関係のないコンテンツ

が SQL サーバーのスペースを取らないようにしました。 

また、ジョーは、ストレージ ポリシーの中で適切な論理デバイスを選択し、[保持ルール] を有効にして、ストレー

ジ ポリシー タイプとして [アーカイブ タイプ] を選択しました。この 保持ルール で、下図のように 6 ヶ月以上

前のデータをストレージから削除することにしました。 

 

DocAve アーカイバを使用して、一般的に高価な SQL サーバーに保存する SharePoint コンテンツを、比

較的安価な階層型ストレージ システムへ外部化することで、ジョーは SharePoint のストレージ コストを削減

しました。アーカイバは SharePoint にデータ スタブを残さないので、アーカイバ ジョブが SQL サーバー上のデ

ータのデータ量を下げ、システム パフォーマンスが向上しました （特にコンテンツ検索を実行する場合）。 

*注意: 既にノードに適用されている保持ルールを変更する場合、新しい保持ルールは既にアーカイブされてい

るデータには適用されません。既にアーカイブされたデータは、元の保持ルールに従ってプルーニングされます。 
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アーカイバを使用してコンプライアンス コンテンツを管理 

ストレージ コストを管理すると同時に、データの保持またはレコード管理のポリシーに従って、アーカイブ履歴を

効率的に保管する方法を見つける必要もあります。 

SharePoint 管理者のジョーは、コンプライアンス ポリシーに準拠するコンテンツを管理すべきであると考えてい

ました。ジョーは、特定のサイト上のすべてのコンプライアンス データをアーカイブしようと考えています。このデータ

は積極的に利用されていないものの、今後 3 年間は安価なストレージに保存して、アクセスできるようにしてお

く必要があります。この期間が過ぎたら、このデータをすぐに削除しなければなりません。ジョーはまず、その Web 

アプリケーションを選択し、以下のようなルールを作成しました。 

 

これらの設定によって、タイトルに「21CFR」を含むすべてのドキュメントを、コンプライアンス ストレージにアーカイ

ブされることになりました。ジョブを 1 度実行すれば良いので、スケジュールは設定しません。また、ストレージ ポ

リシーの中で保持ルールを設定して、36ヶ月 （3 年） が過ぎたら、データを削除するようにしました。 

 

このルールによって、DocAve を使用して、コンテンツの保存、修復、または保持に関するレコード管理ポリシー

に従ってコンテンツの管理に一貫性を持たせることができ、コンプライアンス リスクを低減することができました。 
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付録 A: フィルター条件 

以下の付録では、各オブジェクト レベルの条件フィルターの条件を示します。 

*注意: 複数の条件を [条件] 列に追加できます。ただし、正しくルールを作成するためには、少なくとも 1 列

の条件列が必要です。 

*注意: カスタム プロパティの条件でアーカイバ ルールを設定する前に、該当するプロパティはあらかじめリスト 

/ ライブラリ、サイト、サイト コレクションに追加する必要があります。  

サイト コレクション オブジェクト レベル 

1. URL – サイト コレクションの URL を入力します。 

*注意: 各オブジェクト レベルで [URL] / [タイトル] / [名前] を入力する場合、大文字と小文字

を区別しません。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力したタイトルと一致しないすべてのサイト コレクションをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力した URL を含むす

べてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – これを選択すると、入力した URL を含まないすべてのサイト コレクショ

ンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 完全なサイト コレクション URL を入力します。これを選択すると、入力し

た URL と一致するサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – 完全なサイト コレクション URL を入力します。入力した URL と一致す

るサイト コレクションを除くその他のサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用

できません。 

2. タイトル – サイト コレクションのタイトルを入力します。 
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 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力したタイトルと一致しないすべてのサイト コレクションをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力した URL を含むす

べてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでサイト コレクションのタイトルの一部を入力することができます。入

力したタイトルを含まないすべてのサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用

できません。  

 次の値と等しい – 完全なサイト コレクションのタイトルを入力します。入力したタイトルと一致

するサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。   

 次の値と異なる – 完全なサイト コレクションのタイトルを入力します。入力したタイトルと一致

するサイト コレクションを除くその他のサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使

用できません。 

3. 更新日時 – サイト コレクションの更新期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に更新されたすべてのサイト コレクションをアーカイブし

ます。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に更新されたすべてのサイト コレクションをアーカイブしま

す。  

 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのサイト コレクションをアーカイブします。 

4. 作成日時 – サイト コレクションの作成期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に作成されたすべてのサイト コレクションをアーカイブし

ます。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に作成されたすべてのサイト コレクションをアーカイブしま

す。  

 次の日付以後 – 作成時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのサイト コレクションをアーカイブします。 

5. プライマリ管理者 – 管理者の名前を入力します。 
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 次の値を含む – ここで管理者の名前の一部を入力することができます。プライマリ管理者の

名前に入力した値を含むサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用できませ

ん。 

 次の値と等しい – プライマリ管理者の完全な名前を入力します。プライマリ管理者の名前が

入力した値と一致するサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

6. サイト コレクション サイズのトリガー – サイト コレクションのデータ サイズの値を入力します。ドロップダ

ウン リストから選択できる値の単位は KB、MB、GB です。 

 ≧ – データ サイズが入力した値以上のすべてのサイト コレクションをアーカイブします。 

7. カスタム プロパティ (テキスト) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名およびテキスト コンテ

ンツを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、カス

タム プロパティが入力したテキストと一致しないすべてのサイト コレクションをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力した URL を含むす

べてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでサイト コレクションのプロパティ テキストの一部を入力することがで

きます。プロパティ名に入力したテキストを含むサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカ

ードは使用できません。  

 次の値と等しい – 完全なサイト コレクションのプロパティ テキストを入力します。プロパティ名

が入力したテキストと一致するサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは使用でき

ません。   

 次の値と異なる – 完全なサイト コレクションのプロパティ テキストを入力します。プロパティ名

が入力したテキストと一致するサイト コレクションを除くその他のサイト コレクションをアーカイブ

します。ワイルドカードは使用できません。  

8. カスタム プロパティ (数値) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名およびアラビア数字を入

力します。 

 ≧ – カスタム数値プロパティの値が入力した数値以上のすべてのサイト コレクションをアーカイ

ブします。 
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 ≧ – カスタム数値プロパティの値が入力した数値以下のすべてのサイト コレクションをアーカイ

ブします。  

 = – カスタム数値プロパティの値が入力した数値に等しいすべてのサイト コレクションをアーカ

イブします。 

9. カスタム プロパティ (はい / いいえ) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名を入力し、[は

い] または [いいえ] を選択します。 

 はい – カスタム プロパティ (はい / いいえ) の値が [はい] のサイト コレクションをアーカイブし

ます。 

 いいえ – カスタム プロパティ (はい / いいえ) の値が [いいえ] のサイト コレクションをアーカイ

ブします。 

10. カスタム プロパティ (日付と時刻) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名を入力し、日付

と時刻を設定します。 

 実施時間 – カスタム日付 / 時刻プロパティが選択した日付 / 時刻の期間内のサイト コレク

ションをアーカイブします。 

 次の日付以前 – カスタム日付と時刻プロパティが選択した日付 / 時刻期間以前のサイト 

コレクションをアーカイブします。 

 次の日付以後 – カスタム日付と時刻プロパティが現在の [日間] / [週間] / [ヶ月間] / 

[年間] 以降のサイト コレクションをアーカイブします。 
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サイト オブジェクト レベル 

1. URL – サイトの URL を入力します。 

*注意: 各オブジェクト レベルで [URL] / [タイトル] / [名前] を入力する場合、大文字と小文字

を区別しません。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した URL と一致しないすべてのサイトをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力した URL を含むす

べてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでサイト URL の一部を入力することができます。入力した URL を

含まないすべてのサイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 完全なサイト URL を入力します。入力した URL と一致するサイトをア

ーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – 完全なサイト URL を入力します。入力した URL と一致するサイトを除

くその他のサイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

2. タイトル – サイトのタイトルを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力したタイトルと一致しないすべてのサイトをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したタイトル

を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでサイトのタイトルの一部を入力することができます。入力したタイト

ルを含まないすべてのサイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。  

 次の値と等しい – 完全なサイトのタイトルを入力します。入力したタイトル と一致するサイト

をアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。   



 57 

 
DocAve 6: アーカイバ 

 

 次の値と異なる – 完全なサイトのタイトルを入力します。入力したタイトルと一致するサイトを

除くその他のサイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

3. 更新日時 – サイトの更新期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に更新されたすべてのサイトをアーカイブします。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に更新されたすべてのサイトをアーカイブします。 

 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのサイトをアーカイブします。 

4. 作成日時 – サイトの作成期間を設定します。  

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に作成されたすべてのサイトをアーカイブします。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に作成されたすべてのサイトをアーカイブします。  

 次の日付以後 – 作成時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのサイトをアーカイブします。 

5. 作成者 – サイトを作成したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 作成者の名前の一部を入力できます。作成者の名前に入力した値を含む

サイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 作成者の完全な名前を入力します。作成者の名前が入力した値と一致

するサイト をアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

*注意: ユーザー名は 2 つの形式 (ログオン名 と 表示名) で入力することができます。  

o ログオン名 - 次の値に等しい を使用して、ログオン名を Domain\Username 

形式で入力します。 

o 表示名 - 次の値に等しい を使用して表示名を入力すると、この名前が SharePoi

nt に表示される名前として使用されます。 

6. カスタム プロパティ (テキスト) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名およびテキスト コンテ

ンツを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 
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 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、カス

タム プロパティが入力したテキストと一致しないすべてのサイトをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したカスタム 

プロパティ テキストを含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでサイトのプロパティ テキストの一部を入力することができます。プロ

パティ名に入力したテキストを含まないサイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できませ

ん。  

 次の値と等しい – 完全なサイトのプロパティ テキストを入力します。プロパティ名が入力した

テキストと一致するサイトをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。   

 次の値と異なる – 完全なサイトのプロパティ テキストを入力します。プロパティ名が入力した

テキストと一致するサイトを除くその他のサイト コレクションをアーカイブします。ワイルドカードは

使用できません。  

7. カスタム プロパティ (数値) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名およびアラビア数字を入

力します。 

 ≧ – カスタム数値プロパティの値が入力した数値以上のすべてのサイトをアーカイブします。 

 ≧ – カスタム数値プロパティの値が入力した数値以下のすべてのサイトをアーカイブします。 

 = – カスタム数値プロパティの値が入力した数値に等しいすべてのサイトをアーカイブします。 

8. カスタム プロパティ (はい / いいえ) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名を入力し、[は

い] または [いいえ] を選択します。 

 はい – これを選択する場合、カスタム プロパティ (はい / いいえ) の値が [はい] のサイトを

アーカイブします。 

 いいえ – カスタム プロパティ (はい / いいえ) の値が [いいえ] のサイトをアーカイブします。  

9. カスタム プロパティ (日付と時刻) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名を入力し、日付

と時刻を設定します。 

 実施時間 – カスタム日付 / 時刻プロパティが選択した日付 / 時刻の期間内のサイトをアー

カイブします。 

 次の日付以前 – カスタム日付と時刻プロパティが選択した日付 / 時刻期間以前のサイトを

アーカイブします。 
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 次の日付以後 – カスタム日付と時刻プロパティが現在の [日間] / [週間] / [ヶ月間] / 

[年間] 以降のサイトをアーカイブします。 

リスト / ライブラリ オブジェクト レベル 

1. 名前 – リスト / ライブラリ名を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した名前と一致しないすべてのリスト / ライブラリをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力した名前を

含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでリスト / ライブラリ名の一部を入力することができます。入力した

名前と一致しないすべてのリスト / ライブラリをアーカイブします。ワイルドカードは使用できませ

ん。 

 次の値と等しい – 完全なリスト / ライブラリ名を入力します。入力した名前と一致するリスト 

/ ライブラリをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい  – 完全なリスト / ライブラリ名を入力します。入力した名前と一致するリス

ト / ライブラリを除くその他のリスト / ライブラリをアーカイブします。ワイルドカードは使用できま

せん。 

2. 更新日時 – リスト / ライブラリの更新期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に更新されたすべてのリスト / ライブラリをアーカイブし

ます。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に更新されたすべてのリスト / ライブラリをアーカイブしま

す。  

 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのリスト / ライブラリをアーカイブします。 

3. 作成日時 – リスト / ライブラリの作成期間を設定します。 
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 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に作成されたすべてのリスト / ライブラリをアーカイブし

ます。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に作成されたすべてのリスト / ライブラリをアーカイブしま

す。 

 次の日付以後 – 作成時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのリスト / ライブラリをアーカイブします。 

4. 作成者 – リスト / ライブラリを作成したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 作成者の名前の一部を入力できます。作成者の名前に入力した値を含む

リスト / ライブラリをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 作成者の完全な名前を入力します。作成者の名前が入力した値と一致

するリスト / ライブラリを除くその他のリスト / ライブラリをアーカイブします。ワイルドカードは使

用できません。 

5. カスタム プロパティ (テキスト) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名およびテキスト コンテ

ンツを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、カス

タム プロパティが入力したテキストと一致しないすべてのリスト / ライブラリをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したカスタム 

プロパティ テキストを含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでリスト / ライブラリのプロパティ テキストの一部を入力することがで

きます。プロパティ名に入力したテキストを含まないリスト / ライブラリをアーカイブします。ワイル

ドカードは使用できません。  

 次の値と等しい – 完全なリスト / ライブラリのプロパティ テキストを入力します。プロパティ名

が入力したテキストと一致するリスト / ライブラリをアーカイブします。ワイルドカードは使用でき

ません。   

 次の値と異なる – 完全なリスト / ライブラリのプロパティ テキストを入力します。プロパティ名

が入力したテキストと一致するサイト コレクションを除くその他のリスト / ライブラリをアーカイブし

ます。ワイルドカードは使用できません。  



 61 

 
DocAve 6: アーカイバ 

 

6. カスタム プロパティ (数値) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名およびアラビア数字を入

力します。 

 ≧ – カスタム数値プロパティの値が入力した数値以上のすべてのリスト / ライブラリをアーカイ

ブします。 

 ≧ – カスタム数値プロパティの値が入力した数値以下のすべてのリスト / ライブラリをアーカイ

ブします。 

 = – カスタム数値プロパティの値が入力した数値に等しいすべてのリスト / ライブラリをアーカイ

ブします。 

7. カスタム プロパティ (はい / いいえ) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名を入力し、[は

い] または [いいえ] を選択します。 

 はい – これを選択する場合、カスタム プロパティ (はい / いいえ) の値が [はい] のリスト / 

ライブラリをアーカイブします。 

 いいえ – これを選択する場合、カスタム プロパティ (はい / いいえ) の値が [いいえ] のリス

ト / ライブラリをアーカイブします。  

8. カスタム プロパティ (日付と時刻) – ユーザーによってカスタマイズされたプロパティ名を入力し、日付

と時刻を設定します。 

 実施時間 – カスタム日付 / 時刻プロパティが選択した日付 / 時刻の期間内のリスト / ライ

ブラリをアーカイブします。 

 次の日付以前 – カスタム日付と時刻プロパティが選択した日付 / 時刻期間以前のリスト / 

ライブラリをアーカイブします。 

 次の日付以後 – カスタム日付と時刻プロパティが現在の [日間] / [週間] / [ヶ月間] / 

[年間] 以降のリスト / ライブラリをアーカイブします。  

ドキュメント オブジェクト レベル 

1. 名前 - ドキュメント名を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 
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 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した名前と一致しないすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力した名前を

含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない - ここにはドキュメント名の一部を入力できます。入力した名前を含まない

すべてのドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全なドキュメント名を入力します。入力した名前と一致するドキュメント

をアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なドキュメント名を入力します。入力した名前と一致する添付ファ

イルを除くドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

2. ドキュメント サイズ – ドキュメントのデータ サイズの値を入力します。ドロップダウン リストから値の単位

として KB、MB、GB を選択します。 

 ≧ – データ サイズが入力したサイズ以上のすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 ≦ - 入力したサイズ以下のドキュメントが展開されます。 

3. 更新日時 - ドキュメントが更新された期間を設定します。 

 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に更新されたドキュメントをアーカイブします。 

 次の日付以前 - 選択した日付より前に更新されたドキュメントをアーカイブします。 

 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのドキュメントをアーカイブします。  

4. 作成日時 - ドキュメントが作成された期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に作成されたすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 次の日付以前 - 選択した日付より前に作成されたドキュメントをアーカイブします。 

 次の日付以後 – 作成時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのドキュメントをアーカイブします。 

5. 作成者 - ドキュメントを作成したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 作成者の名前の一部を入力できます。作成者の名前に入力した値を含む

ドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 



 63 

 
DocAve 6: アーカイバ 

 

 次の値に等しい - 作成者の完全な名前を入力します。作成者の名前が入力した値と一致

するドキュメントを除くその他のドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

6. 更新者 – ドキュメントの最終更新者の名前を入力します。 

 次の値を含む - 更新者の名前の一部を入力できます。更新者の名前に入力した値を含む

ドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 更新者の完全な名前を入力します。更新者の名前が入力した値と一致

するドキュメントを除くその他のドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

*注意: ユーザー名は 2 つの形式 (ログオン名 と 表示名) で入力することができます。  

o ログオン名 - 次の値に等しい を使用して、ログオン名を Domain\Username 

形式で入力します。 

o 表示名 - 次の値に等しい を使用して表示名を入力すると、この名前が SharePoi

nt に表示される名前として使用されます。 

7. コンテンツ タイプ - ドキュメント コンテンツ タイプの名前を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、コン

テンツ タイプ名が入力した名前と一致しないすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したコンテン

ツ タイプを含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない - ドキュメントのコンテンツ タイプ名の一部を入力できます。コンテンツ タイ

プ名が入力した名前を含まないドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できませ

ん。 

 次の値に等しい - 完全なコンテンツ タイプ名を入力します。コンテンツ タイプ名が入力した名

前と一致するアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なコンテンツ タイプ名を入力します。コンテンツ タイプ名が入力し

た名前と一致しないドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

8. 列 (テキスト) - ユーザーがカスタマイズして列名と、テキスト コンテンツを入力します。 
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 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した値と一致しないテキスト列の値を含むすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したテキスト

列を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – テキスト列に入力した値が含まれないすべてのドキュメントをアーカイブし

ます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全なテキスト列の値を入力します。テキスト列の値が入力した値と一致

するドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全な添付テキスト列の値を入力します。テキスト列の値が入力した

値と一致しないすべてのドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

9. 列 (数値) - 列の名前と、その後にアラビア数字を入力します。 

 ≧ – 数値列の値が入力した数値以上のアイテムをアーカイブします。 

 ≦ – 数値列の値が入力した数値以下のドキュメントをアーカイブします。 

 = – 数値列の値が入力した数値に等しいドキュメントをアーカイブします。 

10. 列 (はい / いいえ) – 列名を入力し、[はい] または [いいえ] を設定します。 

 はい – 列 (はい / いいえ) の値が [はい] のドキュメントをアーカイブします。 

 いいえ – 列 (はい / いいえ) の値が [いいえ] のドキュメントをアーカイブします。 

11. 列 (日付と時刻) - 列名を入力して、日付と時刻を設定します。 

 実施時間 – 日付 / 時刻列の値が選択した 2 つの日付の期間内のすべてのドキュメントを

アーカイブします。 

 次の日付以前 – 日付と時刻列の値が選択した日付よりも前であるドキュメントをアーカイブ

します。 

 次の日付以後 – 日付と時刻列の値がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、

[ヶ月間]、[年間] 以降のすべてのドキュメントをアーカイブします。 

12. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 
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 次の値と等しい – アイテムの親リストの ID の値を入力します。ID の番号が入力した値と一

致する指定したリスト内のドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – アイテムの親リストの ID の値を入力します。指定したリスト内の ID 番号

が入力した値と一致しないすべてのドキュメントをアーカイブします。ワイルドカードは使用できま

せん。 

13. 最終アクセス時刻 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化されたドキュメ

ントの最終アクセス時刻の期間を設定します。 

 実施時間 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、選択し

た 2 つの日付の間に最終アクセス時刻があるすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 次の日付以前 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、選

択した日付の前に最終アクセス時刻があるすべてのドキュメントをアーカイブします。 

 次の日付以後 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、最

終アクセス時刻がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] 以

降のすべてのドキュメントをアーカイブします。 

ドキュメント バージョン オブジェクト レベル 

1. タイトル - ドキュメント バージョンの [タイトル] を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力したタイトルと一致しないすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したタイトル

を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない - ドキュメント バージョンのタイトルの一部を入力できます。入力したタイト

ルを含まないすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できませ

ん。 

 次の値に等しい - 完全なドキュメント バージョン タイトルを入力します。入力したタイトルと一

致するドキュメント バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。   
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 次の値に等しくない - 完全なドキュメント バージョン タイトルを入力します。入力したタイトル

と一致するドキュメント バージョンを除くその他のドキュメント バージョンをアーカイブします。ワイ

ルドカードは使用できません。 

2. サイズ - ドキュメント バージョンのデータ サイズを入力します。ドロップダウン リストから値の単位として 

KB、MB、GB を選択します。 

 ≧ – データ サイズが入力したサイズ以上のすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。 

 ≦ – データ サイズが入力したサイズ以下のすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。 

3. 更新日時 - ドキュメント バージョンが更新された期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に更新されたすべてのドキュメント バージョンをアーカ

イブします。 

 次の日付以前 – 選択した日付以前に更新されたすべてのドキュメント バージョンをアーカイ

ブします。 

 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。  

4. 更新者 - ドキュメント バージョンを最後に更新したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 更新者の名前の一部を入力できます。更新者の名前に入力した値を含む

ドキュメント バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 更新者の完全な名前を入力します。更新者の名前が入力した値と一致

するドキュメント バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

5. 最新バージョンを保持 – テキスト ボックスに設定したドキュメント バージョンの数 (メジャー / マイナ

ー) は SharePoint に残ります。その他のバージョンをアーカイブします。 

6. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値と等しい – リストの完全な ID の値を入力します。ID の番号が入力した値と一致す

る指定したリスト内のキュメント バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なリストの ID 番号を入力します。指定したリスト内の ID 番号

が入力した値と一致しないすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは

使用できません。 
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7. 最終アクセス時刻 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化されたドキュメ

ント バージョンの最終アクセス時刻の期間を設定します。 

 実施時間 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、選択し

た 2 つの日付の間に最終アクセス時刻があるすべてのドキュメント バージョンをアーカイブしま

す。 

 次の日付以前 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、選

択した日付の前に最終アクセス時刻があるすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。 

 次の日付以後 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、最

終アクセス時刻がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] 以

降のすべてのドキュメント バージョンをアーカイブします。 

アイテムのオブジェクト レベル 

1. タイトル – アイテムのタイトルを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。  

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力したタイトルと一致しないすべてのアイテムをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したタイトル

を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでアイテムのタイトルの一部を入力することができます。入力したタイ

トルを含まないすべてのアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 完全なアイテムのタイトルを入力します。入力したタイトルと一致するアイテ

ムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – 完全なアイテムのタイトルを入力します。入力した名前と一致する添付フ

ァイルを除くアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

2. 更新日時 – アイテムの更新期間を設定します。 

 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に更新されたアイテムをアーカイブします。 

 次の日付以前 - 選択した日付より前に更新されたアイテムをアーカイブします。  
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 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのアイテムをアーカイブします。  

3. 作成日時 – アイテムの作成期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に作成されたすべてのアイテムをアーカイブします。 

 次の日付以前 - 選択した日付より前に作成されたアイテムをアーカイブします。  

 次の日付以後 – 作成時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのアイテムをアーカイブします。 

4. 作成者 - アイテムを作成したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 作成者の名前の一部を入力できます。作成者の名前に入力した値を含む

アイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 作成者の完全な名前を入力します。作成者の名前が入力した値と一致

するアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

5. 更新者 – アイテムの最終更新者の名前を入力します。 

 次の値を含む - 更新者の名前の一部を入力できます。更新者の名前に入力した値を含む

アイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 更新者の完全な名前を入力します。更新者の名前が入力した値と一致

するアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

6. コンテンツ タイプ - アイテムのコンテンツ タイプの名前を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。  

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、コン

テンツ タイプ名が入力した名前と一致しないアイテムをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したコンテン

ツ タイプを含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – ここでアイテムのコンテンツ タイプ名の一部を入力することができます。コ

ンテンツ タイプ名が入力した名前を含まないすべてのアイテムをアーカイブします。ワイルドカー

ドは使用できません。 
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 次の値に等しい - 完全なコンテンツ タイプ名を入力します。コンテンツ タイプ名が入力した名

前と一致するアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なコンテンツ タイプ名を入力します。コンテンツ タイプ名が入力し

た名前と一致しないアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

7. 列 (テキスト) – ユーザーによってカスタマイズされた列名およびテキスト コンテンツを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。  

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した値と一致しないテキスト列の値を含むすべてのアイテムをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したテキスト

列を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない – テキスト列に入力した値が含まれないすべてのアイテムをアーカイブしま

す。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全なテキスト列の値を入力します。テキスト列の値が入力した値と一致

するアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全な添付テキスト列の値を入力します。テキスト列の値が入力した

値と一致しないすべてのアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

8. 列 (数値) - 列の名前と、その後にアラビア数字を入力します。 

 ≧ – 数値列の値が入力した数値以上のアイテムをアーカイブします。 

 ≦ – 数値列の値が入力した数値以下のアイテムをアーカイブします。 

 = – 数値列の値が入力した数値に等しいアイテムをアーカイブします。 

9. 列 (はい / いいえ) – 列名を入力し、[はい] または [いいえ] を設定します。 

 はい – これを選択する場合、列 (はい / いいえ) の値が [はい] のアイテムをアーカイブしま

す。 

 いいえ – これを選択する場合、列 (はい / いいえ) の値が [いいえ] のアイテムをアーカイブ

します。 

10. 列 (日付と時刻) - 列名を入力して、日付と時刻を設定します。 
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 実施時間 – 日付 / 時刻列の値が選択した 2 つの日付の期間内のすべてのアイテムをアー

カイブします。 

 次の日付以前 – 日付と時刻列の値が選択した日付よりも前であるアイテムをアーカイブしま

す。 

 次の日付以後 – 日付と時刻列の値がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、

[ヶ月間]、[年間] 以降のすべてのアイテムをアーカイブします。 

11. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値と等しい – リストの完全な ID の値を入力します。ID の番号が入力した値と一致す

る指定したリスト内のアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – リストの完全な ID の値を入力します。指定したリスト内の ID 番号が入

力した値と一致しないすべてのアイテムをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

アイテム バージョン オブジェクト レベル 

1. タイトル – アイテム バージョンの [タイトル] を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力したタイトルと一致しないすべてのアイテム バージョンをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したタイトル

を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない - アイテム バージョンのタイトルの一部を入力できます。入力したタイトルを

含まないすべてのアイテム バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全なアイテム バージョン タイトルを入力します。入力したタイトルと一致

するアイテム バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。   

 次の値に等しくない - 完全なアイテム バージョン タイトルを入力します。タイトルが入力した

値と一致するアイテム バージョンを除くその他のアイテム バージョンをアーカイブします。ワイルド

カードは使用できません。 

2. 更新日時 – アイテム バージョンの更新期間を設定します。 
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 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に更新されたアイテム バージョンをアーカイブします。 

 次の日付以前 - 選択した日付より前に作成されたアイテム バージョンをアーカイブします。 

 次の日付以後 – 更新時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべてのアイテム バージョンをアーカイブします。   

3. 更新者 – アイテム バージョンの最終更新者の名前を入力します。 

 次の値を含む - 更新者の名前の一部を入力できます。更新者の名前に入力した値を含む

アイテム バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と等しい – 更新者の完全な名前を入力します。更新者の名前が入力した値と一致

するアイテム バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

4. 最新バージョンを保持 – テキスト ボックスに設定したアイテム バージョンの数 (メジャー / マイナー) 

は SharePoint に残ります。その他のバージョンをアーカイブします。 

5. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値と等しい – リストの完全な ID の値を入力します。ID の番号が入力した値と一致す

る指定したリスト内のアイテム バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – リストの完全な ID の値を入力します。指定したリスト内の ID 番号が入

力した値と一致しないすべてのアイテム バージョンをアーカイブします。ワイルドカードは使用で

きません。 

添付ファイル オブジェクト レベル 

1. 名前 - 添付ファイル名を入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した名前と一致しないすべての添付ファイルをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力した名前を

含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない - 添付ファイル名の一部を入力できます。入力した名前を含まないすべて

の添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 
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 次の値に等しい - 完全な添付ファイル名を入力します。入力した名前と一致する添付ファイ

ルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全な添付ファイル名を入力します。入力した名前と一致する添付フ

ァイルを除くその他の添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

2. サイズ - 添付ファイル のデータ サイズを入力します。ドロップダウン リストから値の単位として KB、M

B、GB を選択します。 

 ≧ – データ サイズが入力したサイズ以上のすべての添付ファイルをアーカイブします。 

 ≦ - データ サイズが入力したサイズ以下のすべての添付ファイルをアーカイブします。 

3. 作成日時 - 添付ファイルが作成された期間を設定します。 

 実施時間 – 選択した 2 つの日付の間に作成されたすべての添付ファイルをアーカイブします。 

 次の日付以前 - 選択した日付より前に作成された添付ファイルをアーカイブします。 

 次の日付以後 – 作成時間がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、

[年間] 以降のすべての添付ファイルをアーカイブします。 

4. 作成者 - 添付ファイルを作成したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 作成者の名前の一部を入力できます。作成者の名前に入力した値を含む

添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 作成者の完全な名前を入力します。作成者の名前が入力した値と一致

する添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

5. 列 (テキスト) - 列名とテキスト コンテンツを入力します。 

 次の値に一致する – "*" や "?" などのワイルドカードは、 次の値に一致する で使用できま

す。これはアーカイブするオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一

致するコンテンツがアーカイブされます。 

 次の値に一致しない - 次の値に一致する と同じようにワイルドカードを使用できますが、入

力した値と一致しないテキスト列の値を含むすべての添付ファイルをアーカイブします。 

 次の値を含む – このフィールドにワイルドカードを使用することはできません。入力したテキスト

列を含むすべてのオブジェクトがアーカイブされます。 

 次の値を含まない - テキスト列に入力したテキストが含まれない添付ファイルをアーカイブしま

す。ワイルドカードは使用できません。 
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 次の値に等しい - 完全なテキスト列の値を入力します。テキスト列の値が入力した値と一致

する添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全な添付テキスト列の値を入力します。テキスト列の値が入力した

値と一致しないすべての添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

6. 列 (数値) - 列の名前と、その後にアラビア数字を入力します。 

 ≧ – 数値列の値が入力した数値以上の添付ファイルをアーカイブします。 

 ≦ - 数値列の値が入力した数値以下の添付ファイルをアーカイブします。 

 = – 数値列の値が入力した数値に等しい添付ファイルをアーカイブします。 

7. 列 (はい / いいえ) – 列名を入力し、[はい] または [いいえ] を設定します。 

 はい – 列 (はい / いいえ) の値が [はい] の添付ファイルをアーカイブします。 

 いいえ – 列 (はい / いいえ) の値が [いいえ] の添付ファイルをアーカイブします。 

8. 列 (日付と時刻) - 列名を入力して、日付と時刻を設定します。 

 実施時間 – 日付 / 時刻列の値が選択した 2 つの日付の期間内のすべての添付ファイルを

アーカイブします。 

 次の日付以前 – 日付と時刻列の値が選択した日付よりも前である添付ファイルをアーカイブ

します。 

 次の日付以後 – 日付と時刻列の値がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、

[ヶ月間]、[年間] 以降のすべての添付ファイルをアーカイブします。 

9. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値と等しい – リストの完全な ID の値を入力します。ID の番号が入力した値と一致す

る指定したリスト内の添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値と異なる – リストの完全な ID の値を入力します。指定したリスト内の ID 番号が入

力した値と一致しないすべての添付ファイルをアーカイブします。ワイルドカードは使用できませ

ん。 

10. 最終アクセス時刻 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化された添付フ

ァイルの最終アクセス時刻の期間を設定します。 

 実施時間 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、選択し

た 2 つの日付の間に最終アクセス時刻があるすべての添付ファイルをアーカイブします。 
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 次の日付以前 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、選

択した日付の前に最終アクセス時刻があるすべての添付ファイルをアーカイブします。 

 次の日付以後 – リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーによって外部化され、最

終アクセス時刻がドロップダウン リストから選択した [日間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] 以

降のすべての添付ファイルをアーカイブします。 
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付録 B: サポートされる / サポートされない Web パーツ 

アーカイブでサポートされる / サポートされない  Web パーツは、次の表のとおりです。 

Web パーツ サポート状況 

ビジネス データ 

 

ビジネス データ アクション ○ 

Business Data Connectivity フィルター ○ 

ビジネス データ アイテム ○ 

ビジネス データ アイテム ビルダー ○ 

ビジネス データ リスト ○ 

グラフ Web パーツ ○ 

Excel Web Access ○ 

インジケーターの詳細 ○ 

ステータス リスト ○ 

Visio Web Access ○ 

お勧めのコンテンツ 

 

カテゴリ ○ 

コンテンツ クエリ ○ 

関連ドキュメント ○ 

RSS ビューア ○ 

サイトの集合表示 ○ 

カテゴリに属するサイト ○ 

概要リンク ○ 

目次 ○ 

Web Analytics の Web パーツ ○ 

WSRP ビューア ○ 

XML ビューア ○ 

フィルター 

 

[フィルターの適用] ボタン ○ 

フィルターの選択 ○ 

現在のユーザーによるフィルター ○ 

日付フィルター × 

ページ フィルター ○ 

クエリ文字列 (URL) フィルター ○ 

SharePoint リスト フィルター ○ 

SQL Server Analysis Service フィルター ○ 
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Web パーツ サポート状況 

テキスト フィルター ○ 

フォーム 

 

HTML フォームの Web パーツ ○ 

InfoPath フォーム Web パーツ ○ 

メディアおよびコンテンツ 

 

コンテンツ エディター ○ 

イメージ ビューア ○ 

メディアの Web パーツ ○ 

ページ ビューア ○ 

画像ライブラリ スライド ショーの Web パーツ ○ 

Silverlight の Web パーツ × 

Outlook Web App 

 

予定表 ○ 

連絡先 ○ 

受信トレイ ○ 

メール フォルダー ○ 

タスク ○ 

検索 

 

高度な検索のボックス ○ 

中国語のデュアル検索 ○ 

フェデレーション検索結果 ○ 

ひとの絞り込みパネル ○ 

ひとの検索ボックス ○ 

ひとの検索の主要結果 ○ 

絞り込みパネル ○ 

関連するクエリ ○ 

検索操作リンク ○ 

検索のおすすめコンテンツ ○ 

検索ボックス ○ 

主要な検索結果 ○ 

検索ページ ○ 

検索の統計 ○ 

検索結果 ○ 

ビジュアルおすすめコンテンツの検索 ○ 

上位フェデレーション検索結果 ○ 

イベントのグループ作業 連絡先詳細 ○ 

注記掲示板 ○ 
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Web パーツ サポート状況 

組織のブラウザ ○ 

サイトのユーザー ○ 

タグ クラウド ○ 

ユーザー タスク ○ 
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付録 C: ホット キー モードへのアクセス 

DocAve ではホット キー モードがサポートされているため、キーボードのみを使用し、アクションを実行することが

できます。ホット キー モードにアクセスするには、アーカイバのインターフェイスから、キーボードの Ctrl +Alt + 

Z キーを押します。 

次の表は、アーカイバ タブのホット キーのリストです。下位レベルのインターフェイスにアクセスした後にトップ レベ

ルに戻るには、Ctrl + Alt + Z キーを (同時に) 押ながら H キーを押すと、ストレージ最適化 のホーム ペ

ージに戻ります。 

操作インターフェイス ホット キー 

ストレージ最適化ホーム ページ H 

アーカイバ プラン マネージャー A 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オフィシャル Web サイト 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

ホット キーによるアーカイバ ページへのアクセス 

ホット キーを使用してアーカイバにアクセスするには、まず [ストレージ 最適化] ホーム ページにアクセスします。

キーボード上の Ctrl + Alt + Z キーを押してホット キー モードにアクセスしてから、A を押せば ホーム ペー

ジにアクセスします。次の表は、アーカイバのリボンの機能のホット キーのリストです。 

機能名とホット キー 

継承 I 

継承の中止 S 

作成 C 

編集 E 

削除 M 



 

 79 

 
DocAve 6: アーカイバ 

 

有効化 L 

無効 Q 

適用 A 

適用して実行 W 

ただちに実行 R 

ルール U 

アーカイバ リストア V 

アーカイバ データベース B 

アーカイバ インデックス デバイス H 

ストレージ ポリシー T 

処理プール P 

エンドユーザー アーカイブ G 

プロファイル マネージャー X 

ジョブ モニター J 

アーカイバ インデックス デバイス 

機能名とホット キー 

アーカイバ インデックス デバイス ページ I 

構成 C 
OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

アーカイバ データベース 

機能名とホット キー 

アーカイバ データベース ページ D 

構成 C 
OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

処理プール 

機能名とホット キー 

処理プール ページ P 

作成 N OK O 
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キャンセル C 

編集 E 
OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 

エンド ユーザー アーカイブ 

機能名とホット キー 

エンド ユーザー アーカイブ ページ G 

非アクティブ化 D 

アクティブ化 A 

構成 C 
適用 A 

キャンセル C 

アーカイバ インデックス デ

バイス 
I 

構成 C 
OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

閉じる C 

プロファイル マネージャー 

機能名とホット キー 

プロファイル マネージャー ページ M 

プロファイルの作成ページ N 

作成 N 

作成 M 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

編集 E 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

削除 R 

有効化 P 

無効化 Q 

戻る B 

次へ N 
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完了 F 

キャンセル C 

詳細の表示 V 
編集 E 

作成 M 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

編集 E 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

削除 R 

有効化 P 

無効化 Q 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

キャンセル C 

編集 E 

作成 M 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

編集 E 

続行 T 

OK O 

キャンセ

ル 
C 

キャンセ

ル 
C 

削除 R 

有効化 P 

無効化 Q 

OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる C 
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プラン ビルダー 

機能名とホット キー 

作成 C OK O 

キャンセル C 

編集 E 続行 T OK O 

キャンセル C 

キャンセル C 

ルール 

機能名とホット キー 

アーカイバ ルール ページ Z 

ルール ベース R 

範囲ベース S 

削除 D 

閉じる X 

アーカイバ リストア 

機能名とホット キー 

アーカイバ リストア ページ U 

全般モード G 

全文インデックス モード T 

高度検索 S 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

キャンセル C 
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付録 D: カスタマイズ サポート表 

√ はリストアがそのレベルでサポートされることを意味し、空白はリストアがそのレベルでサポートされないことを意味します。 

リストア レベル 

/ リストア内容 

リストア レベル 

注記 リストアする場合の選択 
サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

リスト 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

バージョン 

レベル 

添付ファイル 

レベル 

サイト コレクショ

ン 
√ √ √ √ √ √  

 

サイト  √ √ √ √ √  
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リストア レベル 

/ リストア内容 

リストア レベル 

注記 リストアする場合の選択 
サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

リスト 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

バージョン 

レベル 

添付ファイル 

レベル 

リスト   √ √ √ √  

 

ライブラリ   √ √ √ √  
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リストア レベル 

/ リストア内容 

リストア レベル 

注記 リストアする場合の選択 
サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

リスト 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

バージョン 

レベル 

添付ファイル 

レベル 

フォルダー    √ √ √  

 

アイテム、ドキュ

メント、添付ファ

イル 

   √ √ √  

 

コンテンツ タイプ  √ √ √   

コンテンツ タイプはサイト 

/ リスト / ライブラリと一

緒にリストアすることがで

きます。 

なし 
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リストア レベル 

/ リストア内容 

リストア レベル 

注記 リストアする場合の選択 
サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

リスト 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

バージョン 

レベル 

添付ファイル 

レベル 

SharePoint D

esigner カスタ

マイズ 

√ √ √ √ √ 

 カスタマイズが選択した

コンテンツと共にリストア

することができます。 

なし 

Web パーツ √ √ √ √ √ 

 

 なし 

ユーザー √ √ √   

 

 なし 

SharePoint ワ

ークフロー 
 √ √ √ √ 

 アイテム レベルでワーク

フローをリストアするに

は、ツリーからワークフロ

ーに関連付けられている 

SharePoint オブジェク

トを選択し、[ワークフロ

ー定義を含む] / [ワー

クフロー インスタンスを

含む] の前のチェック ボ

ックスをオンにします。 

SharePoint Design
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リストア レベル 

/ リストア内容 

リストア レベル 

注記 リストアする場合の選択 
サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

リスト 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

バージョン 

レベル 

添付ファイル 

レベル 

er ワークフロー がサポー

トされています。 

Nintex 2010 Workfl

ow がサポートされてい

ます。Nintex 2010 

Workflow をリストア

先にインストールする必

要があります。 

管理されたメタ

データを含むリス

トとアイテム 

√ √ √ √ √ √ 

メタデータ用語セットを

含むアイテムをリストアす

るには、リストア先に Ma

naged Metadata Se

rvice を開始しているこ

とを確認します。 

用語セットをリストアする

には、アイテム レベルを

使用して、リストア先の 

なし 
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リストア レベル 

/ リストア内容 

リストア レベル 

注記 リストアする場合の選択 
サイト コレ

クション レ

ベル 

サイト 

レベル 

リスト 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

レベル 

ドキュメント 

/ アイテム 

バージョン 

レベル 

添付ファイル 

レベル 

Managed Metadata 

Service が開始してい

る必要があります。 
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付録 E: 構成ファイルの詳細設定 

AgentCommonWrapperConfig.config 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを構成し、SharePoint プロパティ バッグのカスタム 

プロパティをリストアするかどうかを指定します。  

DocAve エージェントがインストールされているコンピューターにアクセスします。"… \AvePoint\DocAve6

\Agent\bin" ディレクトリを開き、"AgentCommonWrapperConfig.config" ファイルを探します。 

指定 Web プロパティのリストア 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを開き、WrapperCommon ノードを探します。

このノードで、<RestoredAllWebProperties>False</RestoredAllWebProperties> ノード

と <SpecialWebPropertyNames></SpecialWebPropertyNames> ノードを探します。アー

カイバ リストア ジョブを初めて実行すると、これらの 2 つのノードが構成ファイルに自動的に追加されます。  

 プロパティ バッグ内のカスタム プロパティをリストアしない場合は、既定値 "False" を使用します。"F

alse" 値を使用する場合、"SpecialWebPropertyNames" ノードに特定のカスタム プロパテ

ィを追加することができます。指定するカスタム プロパティをリストアします。それぞれのカスタム プロパティ

をセミコロンで区切ってください。なお、プロパティ バッグの build-in プロパティはすべてリストアされます。 

 カスタム プロパティおよび Built-in プロパティなどのすべてのプロパティをリストアするには、"False" か

ら "True" に変更します。"True" 値を使用する場合、"SpecialWebPropertyNames" ノ

ードに特定のプロパティを追加することもできます。指定したプロパティは、リストアされません。 
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