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コントロール パネルの概要 

DocAve コントロール パネルは DocAve 動作、および DocAve と SharePoint 環境間での相互コミュニケーション方

法を管理する中央インターフェースです。  

コントロール パネルは他の DocAve 製品内とも連携することで、使用中のモジュールのインターフェースを終了することなく

関連設定を構成することができます。 

前提条件 

コントロール パネルのシステム要件については、以下のセクションをご参照ください。 

構成 

コントロール パネルを使用するには、お使いのファーム内で DocAve 6 プラットフォームが正常にインストール･構成されて

いる必要があります。DocAve 6 がファーム内に存在しない場合、コントロール パネルは機能しません。 

エージェント 

DocAve エージェントは DocAve ジョブの実行および SharePoint オブジェクト モデルとの相互コミュニケーションに使用

します。DocAve エージェントにより DocAve マネージャーは該当サーバーと正常に通信を実行し、コントロール パネル コ

マンドは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が何らかのアクションを実行すると、サーバーのシステム リソースの使用率が増加する

ため、サーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。サーバーにインストールされたエージェントを使用しない

場合、システム リソースの使用率を低く抑えることができるため、サーバー パフォーマンスへの影響は減少します。  

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 をご参照ください。 

  

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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はじめに 

コントロール パネルの開始までの操作については、以下のセクションをご参照ください。 

コントロール パネルの起動 

コントロール パネルの起動および使用については、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。 

2. [コントロール パネル] をクリックしてコントロール パネルを起動します。 

または、DocAve ソフトウェア上から画面左上のコントロール パネル アイコン (  ) をクリックすることもできます。 

 

 

画面 1: DocAve ホーム ページのコントロール パネル アイコン 
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画面 2: DocAve モジュール ウィンドウ 

コントロール パネルの構成 

コントロール パネルには、メインとなる 3 つのコンポーネント グループがあります。 

 システム設定 - DocAve 設定、マネージャー、エージェント、認証、ライセンス、製品バージョンの表示や管理が

実行できます。これら機能はすべてコントロール パネル上で実行可能なので、現在作業を行っている DocAve 

インターフェースを終了しないままで簡単にアクセスすることができます。 

 アプリケーション設定 - DocAve 全製品によるタスクに共通する設定を構成することができます。これら設定はす

べてコントロール パネル上で構成可能なので、現在作業を行っている DocAve インターフェースを終了しないま

まで簡単にアクセスすることができます。  

 製品ごとの設定 - DocAve 製品ごとに、事前に構成した特定の機能を使用します。これらの設定はすべての 

DocAve 製品に影響するということはありませんが、各設定は複数の製品に使用されることがあるため、コントロ

ール パネルで構成します。 
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コントロール パネルへのアクセス 

コントロール パネル内の機能は多くの製品と連携しているため、簡単にアクセスできるだけでなく、現在のタスクに影響を与

えないことが必要となります。このため、コントロール パネルへは多くのアクセス方法が設定されています。コントロール パネル

のインターフェースはポップアップ ウィンドウで開くため、使用中のページを閉じて移動する必要はありません。コントロール パ

ネル設定の構成が完了すれば、ポップアップ ウィンドウを閉じるだけで元のページに戻ることができます。 

コントロール パネルへのアクセス方法:  

1. [DocAve] タブをクリックし、画面左側の [コントロール パネル] をクリックしてコントロール パネルを起動します。 

2. DocAve のどのページからでも、画面左上のコントロール パネル アイコン ( ) をクリックすることでコントロール 

パネルを起動できます。 

3. 特定の製品のインターフェース上で、使用している製品がコントロール パネルの機能を使用する場合、製品ペー

ジのリボン上で該当の機能をクリックすると、該当タブが開いた状態でコントロール パネルのポップアップ ウィンドウ

が表示されます。  

4. コントロール パネル上で設定の構成を完了すると、ウィンドウを閉じるだけで前の画面に戻ることができます。 

システム設定 

システム設定では、DocAve と SharePoint 環境間での疎通の方法をカスタマイズすることができます。ここでは DocA

ve マネージャーおよびエージェントの管理、DocAve 設定の構成、DocAve 管理タスクの実行ができます。 

 モニター - マネージャー モニターとエージェント モニターが含まれています。ここでは SharePoint 環境にインスト

ールされている DocAve マネージャーおよびエージェントを制御することができます。 

 システム オプション - 全体設定、セキュリティ設定を構成することができます。  

 マネージャー - 認証マネージャーと DocAve マネージャーの 2 種類に分けられます。認証マネージャーには認証

マネージャーとアカウント マネージャーが含まれ、DocAve へアクセス可能なユーザー DocAve で実行できる操

作などを制御できます。DocAve マネージャーにはライセンス マネージャーおよび更新マネージャーが含まれ、ユー

ザーがアクセス権限を持つ DocAve 製品や使用している DocAve のバージョンを表示、管理することができま

す。 
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モニター 

ここでは、DocAve マネージャー サービスおよび DocAve エージェントを表示、管理することができます。 

 マネージャー モニター - 現在 SharePoint 環境にインストールされている DocAve マネージャー サービスを表

示、構成します。マネージャー モニターを使用すると、マネージャー サービスが反応しなくなったり問題が発生した

場合に基本的なメンテナンス操作を実行することができます。またサーバー メンテナンスなどを実行する際には D

ocAve マネージャー サービスを一時無効にすることもできます。 

 エージェント モニター - 現在 SharePoint 環境にインストールされている DocAve エージェントを表示、構成

します。この機能は、例えば人事異動などが発生した際に、エージェントが SharePoint と連携する際に使用さ

れる SharePoint アカウントを変更する場合などに使用します。エージェント モニターを使用すると、エージェント

が反応しなくなったり問題が発生した場合に基本的なメンテナンス操作を実行することができます。またサーバー 

メンテナンスなどを実行する際には DocAve エージェント サービスを一時無効にすることもできます。 

マネージャー モニター 

マネージャー モニターへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [モニター] セクション配下の [マネージャー 

モニター] をクリックします。  

マネージャー モニターでは、現在 DocAve コントロール サービスに登録されているマネージャー サービスのリストが表示さ

れます。次の方法を使用すると、マネージャー サービスの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているマネージャー サービスをフィルターすることができます。このキ

ーワードは列値に含まれているものを使用する必要があります。マネージャー モニター表示パネルの上部左側に、

表示したいマネージャー サービスのキーワードを入力します。ここでは [すべてのページを検索] もしくは [現在の

ページを検索] を選択することができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターしたい列上で  アイコンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスをオンにすると、

選択したアイテムがリストに表示されます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

指定のマネージャー サービスが表示されたら、サービス名の隣のチェックボックスをオンにしてマネージャー サービスを選択し、

次のボタンをクリックしてください。 

 構成 - このボタンはメディア サービスのみを選択した場合のみ使用可能になります。リボン上で [構成] をクリック

すると、メディア サービスの構成インターフェイスへアクセスします。ここではキャッシュ保存先設定の構成および空き

容量の閾値を調整することができます。メディア サービス用のキャッシュ保存先を1つ以上構成すると、DocAve 
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ではここに一覧表示されているキャッシュ保存先の順序に従ってキャッシュ データが保存されていきます。[順序] 

列配下の該当ドロップダウン メニューから順番を選択することで、キャッシュ保存先の表示順序を変更することが

できます。すべてのキャッシュ保存先がいっぱいになると、新しいデータの保存容量を確保するため古いデータから

削除されていきます。メディア サービスでは、次の設定を構成することも可能です。 

o キャッシュ保存先の追加 - キャッシュ保存先にはバックアップ データのインデックスを保存するインデックス 

データベースが保存されます。既定のキャッシュ保存先は "…\AvePoint\DocAve6\Manager\M

edia\Cache" です。 

[キャッシュ保存先の追加] をクリックすると、新しいキャッシュ保存先を作成することができます。新しいウ

ィンドウが表示されたら、[デバイス タイプ] を選択します。デバイス タイプには [ローカル パス]、[UNC 

パス] の 2 種類があります。[ローカル パス] を選択する場合、キャッシュ保存先フィールドの [ローカル 

パス] テキスト ボックスにローカル パスを入力します。[UNC パス] を選択する場合、キャッシュ保存先

のテキスト ボックスに UNC パス、ユーザー名、パスワードをそれぞれ入力します。  

o [テスト] をクリックすると、入力した情報で該当パスへのアクセスに問題がないかどうかを確認することが

できます。[OK] をクリックして新しいキャッシュ保存先を追加します。[キャンセル] をクリックすると構成を

保存せずにこのページを終了します。 

o 閾値 - 別のキャッシュ保存先 (構成してある場合) が使用されるかデータが削除される前にキャッシュ

保存先が保持できる空き容量の最小値です。閾値 を設定するには、該当テキスト ボックスに MB を

単位とする数値を入力します。 

*注意: 既定の閾値は 1024 MB です。キャッシュ保存先がシステム ディスク内に存在する場合、オ

ペレーティング システムのパフォーマンスに影響を与えないため 1024 MB 以上の空き容量が必要です。 

o 更新 - キャッシュ保存先を選択し、リボン上で [更新] をクリックすると、選択したキャッシュ保存先の空

き容量数を更新します。 

o 削除 - キャッシュ保存先を選択し、リボン上で [削除] をクリックすると、選択したキャッシュ保存先を削

除します。 

*注意: メディア サービスにはキャッシュ保存先が 1 つ以上必要です。メディア サービス用に構成された

キャッシュ保存先が 1 つのみの状態で、このキャッシュ保存先を削除しようとしても、エラー メッセージが

表示され、選択したキャッシュ保存先を削除することはできません。 

メディア サービスの構成が完了したら、[OK] をクリックして構成を保存し、マネージャー モニター インタ

ーフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずにマネージャー モニター インターフェ

イスに戻ります。 

 詳細の表示 - リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、選択したマネージャー サービスについての詳細情報が

表示されたページに移動します。 

 通知の選択 - リボン上で [通知の選択] をクリックすると、メール通知設定を構成できます。マネージャー サービ

スが非アクティブになると、選択した通知プロファイル内の指定の受取人が通知メールを受信します。ここでは、ド
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ロップダウン メニューから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] を選択して新

しいメール通知プロファイルを設定します。通知の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド内の ユーザー

通知設定 セクションをご参照ください。 

 再起動 - リボン上で [再起動] をクリックすると、選択したマネージャー サービスを再起動します。この機能は、マ

ネージャーのパフォーマンスが遅い場合や実行中のジョブで切断が発生するような場合に有効です。マネージャー 

サービスを再起動して再度試すことができます。 

*注意: マネージャー サービスを再起動すると、実行中のジョブはすべて失敗となります。 

 削除 - リボン上で [再起動] をクリックすると、選択したマネージャー サービスをマネージャー モニターから削除し

ます。削除されたマネージャー サービスは、コントロール サービスで使用することができなくなります。削除は、[状

態] 列に  が表示されているマネージャー サービスに対してのみ実行できます。この操作では、マネージャー サ

ービスはアンインストールされないことに注意してください。 

 非アクティブ化 - リボン上で [非アクティブ化] をクリックすると、選択したマネージャー サービスを非アクティブ化し

ます。マネージャー サービスが非アクティブ化されると [非アクティブ] と表示され、現在のコントロール サービスで

使用されなくなりますが、サービスとしては正常に実行し続けます。この機能は、指定の DocAve マネージャー 

サーバー上でメンテナンスを実行する場合などに有効です。 

*注意: マネージャー サービスを非アクティブ化すると、実行中のジョブはすべて失敗となります。 

 アクティブ化 - リボン上で [アクティブ化] をクリックすると、選択したマネージャー サービスをアクティブ化します。マ

ネージャー サービスがアクティブ化されると [アクティブ] と表示され、現在のコントロール パネルで使用されます。 

マネージャー サービスの表示および管理が完了したら、リボン上で [閉じる] をクリックしてマネージャー モニター タブを閉じ、

コントロール パネルのメイン ページに戻ります。 

エージェント モニター 

エージェント モニターへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [モニター] セクション配下の [エージェント 

モニター] をクリックします。  

エージェント モニターでは、現在 DocAve コントロール サービスに登録されている DocAve エージェントのリストが表示さ

れます。次の方法を使用すると、エージェントの表示方式をカスタマイズすることができます:  

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているエージェントをフィルターすることができます。このキーワードは

列値に含まれているものを使用する必要があります。エージェント モニター表示パネルの上部左側に、表示したい

エージェントのキーワードを入力します。ここでは [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選

択することができます。  

  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名の隣

のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 
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  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

 - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターしたい列上で  アイコンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスをオンにすると、

選択したアイテムがリストに表示されます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

指定の DocAve エージェントが表示されたら、サービス名の隣のチェックボックスをオンにしてエージェントを選択し、次のボ

タンをクリックしてください。 

 構成 - このボタンはエージェントのみを選択した場合のみ使用可能になります。リボン上で [構成] をクリックする

と、エージェントの構成インターフェイスへアクセスします。ここではエージェント用 SharePoint アカウントおよびエ

ージェント タイプを構成することができます。 

o SharePoint アカウント - SharePoint アカウントは DocAve エージェントで使用され、SharePoi

nt 環境へのアクセスおよびコントロールを提供します。ここで構成するアカウントは、有効な DocAve 

製品に対して必要な権限を持っている必要があります。SharePoint アカウントを構成するには、該当

のテキスト ボックスに指定のアカウントの ユーザー名 および パスワード を入力します。 

o エージェント タイプ構成 - 一部の製品では、使用する際にまず該当エージェント タイプを構成する必

要があります。製品を選択する前に、製品に必要なエージェントをインストールしておく必要があります。

詳細については、DocAve 6_インストール ガイド をご参照ください。 

エージェントのエージェント タイプを構成するには、該当の製品の隣のチェックボックスをオンにします。製品カテゴリ

名をクリックすると、使用可能な別の製品カテゴリに移動することができます。[オンプレミス] タブを使用すると、ロ

ーカル環境でエージェント タイプを構成します。[SharePoint サイト] タブに切り替えると、SharePoint Onlin

e 環境のエージェント タイプを構成します。SharePoint Online でサポートされている製品は、最小単位バック

アップ、管理センター、コンテンツ マネージャー、レプリケーター です。 

o ジョブの制限 - [同時に実行中のジョブ数を制限する] オプションをオンにし、テキスト ボックスに正の整

数を入力すると、このエージェント上で同時に実行できるジョブの最大数を制限します。 

*注意: プラットフォーム バックアップ & リストアでは、ジョブの制限機能には未対応です。 

エージェントの構成が完了したら、[OK] をクリックして構成を保存し、エージェント モニター インターフェイスに戻り

ます。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずにエージェント モニター インターフェイスに戻ります。 

 構成ファイル - エージェント構成ファイルをマネージャー サーバーにアップロードすることで、特定のエージェントに合

わせて構成ファイルを変更します。エージェント モニター上で DocAve エージェントを選択し、リボン上で [構成フ

ァイル] をクリックして構成ファイルを変更します。ポップアップ ウィンドウで構成についての注意事項を確認し、[O

K] をクリックすると、構成ページにリダイレクトされます。構成ファイルを変更するには、以下の説明をご参照くださ

い。  

*注意: エージェント構成ファイルの更新は不具合の発生するリスクがあるため、エンド ユーザーによる実行はお

勧めしません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Granular_Backup_and_Restore_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Granular_Backup_and_Restore_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Content_Manager_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Replicator_User_Guide.pdf
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o エージェント情報 - 選択したエージェントが表示されます。 

o 構成ファイルの参照 - 構成ファイルをマネージャー サーバーにアップロードします。[参照] をクリックして

アップロードする .config ファイルを指定し、[開く] をクリックしてアップロードします。複数の構成ファイル

もアップロードすることが可能です。構成ファイルを移動先へ適用するため、アップロードする構成ファイル

の名前は既存のファイルの名前と同じである必要があります。 

o 移動先パス - 構成ファイルをアップロードする場所を入力します。構成ファイルの変更については、Doc

Ave でサポートするパスは Agent\Bin および Agent\Data です。 

o 競合解決 - 2つの構成ファイルが同じ名前を使用している場合の解決方法を選択します。  

 マージする - 新規にアップロードした構成ファイル内のコンテンツは既存の構成ファイルにマージ

されます。  

 置き換える - 新規にアップロードした構成ファイルが既存の構成ファイルに置き換わります。 

[OK] をクリックして構成ファイルの変更を適用します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずにインターフ

ェイスを終了します。[OK] をクリックする場合エージェント サービスの再起動が必要です。[自動] をクリックして

今すぐエージェント サービスを自動的に再起動するか、[手動] をクリックして後でエージェント サービスを手動で

再起動します。  

 詳細の表示 - リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、選択した DocAve エージェントについての詳細情報

が表示されたページに移動します。 

 通知の選択 - リボン上で [通知の選択] をクリックすると、メール通知設定を構成できます。エージェント サービ

スが非アクティブになると、選択した通知プロファイル内の指定の受取人が通知メールを受信します。ここでは、ド

ロップダウン メニューから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] を選択して新

しいメール通知プロファイルを設定します。通知の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド内の ユーザー

通知設定 セクションをご参照ください。 

 再起動 - リボン上で [再起動] をクリックすると、選択した DocAve エージェントを再起動します。この機能は、

エージェントのパフォーマンスが遅い場合や実行中のジョブで切断が発生するような場合に有効です。エージェント

を再起動して再度実行することができます。 

*注意: エージェントを再起動すると、実行中のジョブはすべて失敗となります。 

 削除 - リボン上で [削除] をクリックすると、選択した DocAve エージェントをエージェント モニターから削除しま

す。削除されたエージェントは、コントロール サービスで使用することができなくなります。削除は、[状態] 列に  

が表示されているエージェントに対してのみ実行できます。この操作ではエージェントはアンインストールされないこと

に注意してください。 

*注意: エージェントを 1 つのみ持ったファームで、残った最後のエージェントを削除すると、関連するファームやプ

ランも DocAve データベースから削除されます。 

https://www.avepoint.net/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx#_User_Notification_Settings
https://www.avepoint.net/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx#_User_Notification_Settings
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 非アクティブ化 - リボン上で [非アクティブ化] をクリックすると、選択した DocAve エージェントを非アクティブ化

します。エージェントが非アクティブ化されると [非アクティブ] と表示され、現在のコントロール サービスで使用され

なくなりますが、サービスとしては正常に実行し続けます。この機能は、指定の DocAve エージェント上でメンテナ

ンスを実行する場合などに有効です。 

*注意: エージェントを非アクティブ化すると、実行中のジョブはすべて失敗となります。 

 アクティブ化 - リボン上で [アクティブ化] をクリックすると、選択した DocAve エージェントをアクティブ化します。

エージェントがアクティブ化されると [アクティブ] と表示され、現在のコントロール パネルで使用されます。 

DocAve エージェントの表示および管理が完了したら、リボン上で [閉じる] をクリックしてエージェント モニター タブを閉じ、

コントロール パネルのメイン ページに戻ります。 

システム オプション 

システム オプションでは、DocAve 全体設定およびセキュリティ設定をカスタマイズすることができます。 

 全体設定 - この操作は外観の設定や SharePoint ファーム設定などを含めた DocAve インターフェイス全体

に影響を与えます。これにより、DocAve を優先設定の言語で表示したり、適切な日付と時刻の形式を使用で

きるだけでなく、レポートやメール テンプレートにオリジナル ロゴを挿入したり、SharePoint ファームを簡単に認識

するためにファーム名を変更することができるようになります。 

 セキュリティ設定 - これらの設定は DocAve へのアクセスに影響を与えます。ここにはシステム セキュリティ ポリシ

ーおよびシステム パスワード ポリシーが含まれます。これにより、DocAve へアクセスできるユーザーを制御するこ

とができます。  

全体設定の構成 

DocAve 全体設定へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [システム オプション] セクション配下の 

[全体設定] をクリックします。 

ここでは、次の設定が構成できます。 

 言語の優先設定  - DocAve の表示言語を直接指定したり、翻訳エンジンを使用することでブラウザの言語で 

DocAve を表示することができます。 

o すべてのユーザーは ...で表示する  - このオプションを選択すると、DocAve 上のすべての表記がここ

で指定した言語で表示されます。表示言語を変更するには、ドロップダウン メニューをクリックして指定の

言語を選択します。 

o エンド ユーザーのブラウザで使用されている言語に変更する - このオプションを選択すると、DocAve 

上の表記がユーザーのブラウザの言語で表示されます。この際、[言語が正しくない場合、次の既定言

語を使用します] ドロップダウン メニューから DocAve 既定言語を選択する必要があります。DocAve 

がユーザーのブラウザ言語で正しく表示されない場合にここで指定した言語で表示されます。 
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 日付と時刻の形式 - [地域 (国名)] ドロップダウン メニューから場所を選択します。[日付の形式] ドロップダウ

ン メニューから日付の形式を選択し、[時刻の形式] ドロップダウン メニューから時刻の形式を選択すると、Doc

Ave に表示されるすべての日付および時刻の形式を設定することができます。 

 ロゴの変更 - DocAve システム レポートおよびメール テンプレートのロゴを変更します。[参照] をクリックしてポ

ップアップ ウィンドウで使用したいロゴを指定し、 [開く] をクリックして開きます。[プレビュー] をクリックすると、[プレ

ビューを表示] エリアでロゴを表示することができます。[プレビューを表示] エリアを隠すには、[プレビューを隠す] 

をクリックします。 

表示フィールドでロゴをクリックし、その状態でドラッグすると位置を変更することができます。  をクリックすると拡大

でき、  をクリックすると縮小できます。  をクリックすると新しいロゴの設定をリセットできます。[既定設定にリス

トア] ボタンをクリックすると、既定のロゴにロールバックできます。 

 ファーム名マッピング - DocAve 上でのファームの表示名をカスタマイズします。ファームを検索する場合は、検

索テキスト ボックスにファーム名を入力して、検索アイコン  をクリックします。この検索機能では大文字小文字

の区別はありません。各ファームごとに、該当の [表示名] テキストフィールドに指定の表示名を入力します。 

DocAve 全体設定の構成が完了したら、[保存] をクリックしてすべての変更を保存します。保存せずに [閉じる] をクリッ

クすると、すべての変更が失われます。 

セキュリティ設定の構成 

DocAve セキュリティ設定へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [システム オプション] セクション配下

の [セキュリティ設定] をクリックします。セキュリティ設定の配下には、[システム セキュリティ ポリシー] と [システム パスワー

ド ポリシー] の 2 つのタブがあります。 

システム セキュリティ ポリシー 

[システム セキュリティ ポリシー] タブでは次のオプションを構成することができます:  

 最大ユーザー セッション - DocAve で許可する同時ログオン数を構成します。セッション数が指定の数を超える

と、はじめのセッションから終了されていきます。 

 セッション タイムアウト - ユーザーが自動的にログオフされるまで非アクティブでいられる時間を構成します。[ログ

オン自動切断までの待ち時間: ]テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから [分間] もしくは 

[時間] を選択します。 

 ログオン失敗時の制限 - 1 日にログオンに失敗できる最大回数を指定します。指定のアカウントが 1 日のうち

に正しいログイン情報の入力に失敗すると、アカウントがロックされます。指定のアカウントのロックを解除するには、

本ユーザーガイド内の アカウント マネージャー セクションをご参照ください。  

*注意: この設定で影響を受けるのは、既定の  admin ユーザー以外のローカル ユーザーのみです。DocAve 

に追加した Active Directory ユーザーおよび Windows ユーザーは、制限による影響はありません。 
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 非アクティブ期間 - アカウントが自動的に無効になるまで非アクティブ状態でいられる期間を構成します。[非ア

クティブ期間が次の値に到達する場合アカウントを非アクティブ化: ]テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダ

ウン メニューから [分間] もしくは [時間] を選択します。非アクティブ化されてしまうと、DocAve 管理者がアカ

ウントをアクティブ化するまでユーザーは DocAve にログオンすることができません。 

 ネットワーク セキュリティ - 特定の DocAve へのアクセス レベルを持つ IP アドレスを構成します。この設定を

構成するには、[ネットワーク セキュリティを有効にする] チェックボックスをオンにして、次のオプションを選択してくだ

さい。 

o 信頼済みネットワーク - このオプションを選択すると、このフィールドに追加されている IP アドレスのみに 

DocAve へのアクセスを許可します。IP アドレスを信頼済みネットワークとして追加するには、[次の値

に等しい] テキスト ボックスに IP アドレスを入力して、[追加] をクリックします。複数の IP アドレスを追

加する場合は、これらの手順を繰り返します。 

o 制限付きネットワーク - このオプションを選択すると、このフィールドに追加されている IP アドレスは Do

cAve へのアクセスが禁止されます。IP アドレスを制限付きネットワークとして追加するには、[次の値に

等しい] テキスト ボックスに IP アドレスを入力して、[追加] をクリックします。複数の IP アドレスを追

加する場合は、これらの手順を繰り返します。 

システム パスワード ポリシー 

[システム パスワード ポリシー] タブでは次のオプションを構成することができます:  

 既定パスワード設定 - パスワードを保存する際に、パスワードに適用するルールを指定します。アカウントを使用

する前に手動でアクティブ化するには、[アカウントが非アクティブ状態である] を選択します。 

このフィールドでオプションを選択しない場合は、はじめてのログイン時にパスワードを編集する必要がないため、有

効期限が切れることはありません。 

 パスワードの最大 および最小文字数 - パスワードで許可される最大および最小文字数を整数で指定します。 

 パスワード ルール - パスワードのルールを構成します。 

o 文字の最小数 - ここでは正の整数を入力してください。パスワードはここで指定した文字数を超える長

さを持つ必要があります。  

o 数字の最小数 - ここでは正の整数を入力してください。パスワードはここで指定した数を超える数字の

数を持つ必要があります。  

o 特殊文字の最小数 - ここでは正の整数を入力してください。パスワードはここで指定した数を超える特

殊文字の数を持つ必要があります。特殊文字には !、@、#、$、%、^、&、* が含まれます。 

o パスワードにユーザー ID を含むことができない - このオプションを選択すると、パスワードにユーザー

名を含めることができなくなります。 

o パスワードには空白を含むことができない - このオプションを選択すると、パスワードに空白を含めること

ができなくなります。 
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 パスワード有効期限の警告 - ユーザーのパスワードがここで指定した期間内に失効する場合、警告を送信しま

す。[日間] もしくは [ヶ月間] の隣のテキスト ボックスに正の整数を入力して期間を設定します。[ポップアップ メ

ッセージ] もしくは [メール通知] を選択すると、警告の形式を選択することができます。 

セキュリティ情報の表示 

DocAve 6 では、パスフレーズを使用して DocAve データベースを保護することで、セキュアな通信をサポートします。Do

cAve エージェントをインストールする際に DocAve マネージャーへ接続する前に、パスフレーズを入力してアクセスを確認

する必要があります。 

マネージャーのインストール中にパスフレーズを構成します。パスフレーズを管理するには、[システム オプション] タブ上で [セ

キュリティ情報] をクリックします。ここでは次のアクションを実行することができます。 

 バックアップ - このボタンをクリックすると、パスフレーズを次のパス: "…\AvePoint\DocAve6\Manager\K

eysBak" へバックアップします。 

この場合、セキュリティ キーのバックアップおよび安全な場所での保存を強く推奨します。 

 パスフレーズの管理 - このボタンをクリックすると、パスフレーズを表示、編集することができます。ここでは次のオプ

ションが表示されます。 

o 編集 - 既定では、パスワードは編集できません。このボタンをクリックすると、既定パスワードの編集が有

効になります。  

該当のテキスト ボックスに新しいパスフレーズを入力し、 [OK] をクリックして保存します。 

*注意: パスフレーズを編集する権限を持っているのは Administrator グループ内のユーザーのみです。Admi

nistrator グループにユーザーを追加する際の詳細については、ユーザーの管理 セクションをご参照ください。  

認証マネージャー・アカウント マネージャー 

認証マネージャーとアカウント マネージャーでは、DocAve へアクセス可能なユーザーおよびユーザー グループをカスタマイズ

することができます。認証の方法は Windows 認証、AD 統合、ADFS 統合などの既存の方法を使用するか、手動で

指定のユーザーを追加してからアクセス許可レベルを設定することができます。 

*注意: Windows 認証、AD 認証、ADFS 認証などの認証方法を使用して指定のユーザーをアカウント マネージャー

に追加するには、まず認証マネージャーで認証統合を設定する必要があります。 

認証マネージャー 

認証マネージャーでは、DocAve で使用できる統合認証方法を表示、管理することができます。これにより、DocAve へ

のアクセスに使用する既存の認証方法を使用し、カスタマイズすることができるようになります。認証方法には以下のタイプ

が含まれています。 
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 Windows 認証 - Windows 認証証明書を使用して DocAve にログオンします。 

 AD 統合 - AD 統合証明書を使用して DocAve にログオンします。 

 ADFS 統合 - ADFS 証明書を使用してローカル マシンにログインすることのできるユーザーに対して DocAve 

へのアクセスを許可します。 

DocAve 認証マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [認証マネージャー] セクション配下

の [認証マネージャー] をクリックします。リボン上で [閉じる] をクリックすると、認証マネージャーのインターフェイスを閉じま

す。 

認証マネージャー インターフェイスで認証方法を選択し、[既定に設定] 列の [既定に設定] をクリックすると、指定の認

証方法を既定の認証方法 に設定することができます。  

Windows 認証の構成 

Windows 認証証明書を使用した DocAave へのアクセスについては、以下の説明に従ってください:  

1. 認証マネージャー インターフェイスから、リボン上で [Windows 認証] をクリックします。  

2. [認証の種類] ドロップ ダウン メニューから認証を選択します。 

 NTLM 

 ネゴシエート (Kerberos)  

*注意: Windows 認証との統合を有効にする際に [Negotiate (Kerberos)] オプションを選択す

る場合、Kerberos 認証方法が事前にオペレーティング システム上で構成済みである必要があります。

Kerberos が構成されていない場合、NTLM 認証方法が有効になります。 

3. [OK] をクリックしてすべての変更を保存して Windows 認証インターフェイスを閉じます。[キャンセル] をクリック

すると、すべての変更を保存しないまま Windows 認証インターフェイスを終了します。 

AD 統合の構成 

AD 認証証明書を使用して DocAve へアクセスするには、まず AD 統合インターフェイスで Active Directory を構成

してください。  

AD 統合構成へアクセスするには、認証マネージャー インターフェイスから、リボン上で [AD 統合] をクリックします。AD 

統合構成インターフェイスに構成済み Active Directory のリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用して Acti

ve Directory の表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている Active Directory をフィルターすることができます。このキ

ーワードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい Active 

Directory のキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページ

を検索] を選択することができます。  
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  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターしたい列上で  アイコンをクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスをオンにすると、

選択したアイテムがリストに表示されます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

統合した Active Directory を管理するには、次のアクションを実行することができます。 

 追加 - 新しい Active Directory を追加するには、リボンの [追加] をクリックして、ドメイン、ユーザー名、パス

ワード を入力します。[テスト] をクリックすると、入力した値が正しいかどうかを表示することができます。[OK] を

クリックして、新しい Active Directory の構成を保存して AD 統合インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を

クリックすると構成を保存せずに AD 統合インターフェイスに戻ります。 

 編集 - 構成済み統合 Active Directory を変更する場合、該当の Active Directory チェックボックスをを

選択してから、リボン上で [編集] をクリックします。編集が完了したら、[OK] をクリックして変更を保存し、 AD 

統合インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに AD 統合インターフェイスに戻り

ます。 

 削除 - 構成済み統合 Active Directory を変更する場合、該当の Active Directory チェックボックスをを

選択してからリボン上で [編集] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示され、[このドメインに関連するユー

ザーは無効になります。ユーザーを再度有効にするにはこのドメインに改めて追加する必要があります。本当に続

行しますか？] という通知メッセージが表示されます。ここでは、選択した Active Directory に関連するすべて

のユーザーを DocAve から削除するオプションもあります。この操作を実行するには、[このドメインに関連するす

べてのユーザーを削除する] チェックボックスを選択します。[OK] をクリックすると削除を実行します。[キャンセル] 

をクリックすると、選択した Active Directory を削除せずに AD 統合インターフェイスに戻ります。  

 有効化 - [有効化] をクリックすると、該当の Active Directory による証明書を使用した DocAve へのアク

セスを許可します。 

 無効化 - [無効化] をクリックすると、該当の Active Directory による証明書を使用した DocAve へアクセ

スを許可しません。このオプションは ドメイン コントローラ マシンのメンテナンス中に有効です。これによりメンテナン

スするドメインとの統合をいったん無効化し、メンテナンス後に再び統合を有効化することができます。 

Active Directory の DocAve への統合が完了すると、DocAve ログイン ページの [ログオン場所] ドロップダウン リス

トから [AD 統合] を選択すると、[ドメイン] テキスト ボックスに Active Directory が表示されるようになります。ドメイン

が親ドメイン、サブドメイン、信頼済みドメインを持つ場合、これらのドメインからのユーザーが DocAve に追加されると、該

当のドメインも DocAve に追加され、DocAve ログイン ページ上で表示することができます。 
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ADFS 統合の構成 

Active Directory フェデレーション サービス (ADFS) 認証証明書を使用して DocAve へアクセスするには、ADFS 統

合インターフェイスで ADFS 統合を構成する必要があります。  

ADFS 統合構成へアクセスするには、認証マネージャー インターフェイスからリボン上で [AD 統合] をクリックし、ドロップダ

ウンメニューから [ADFS 統合] を選択します。これにより ADFS 統合ウィザードに移動します。次の手順に従って ADFS 

統合を設定してください。 

1. ADFS 情報 - 統合する ADFS の全体情報を設定します。 

a. ADFS 統合方法 - [手動] を選択すると自分で設定を構成できます。[自動] を選択すると、フェデレ

ーション メタデータ トラスト XML ファイルを使用して必須情報を自動取得します。 

 手動構成 - [ADFS イシュアー] テキスト ボックスに、セキュリティ トークン サービス (STS) 

のURL を次の形式で入力してください:  

https: //full qualified domain name/adfs/ls 

 自動構成 - [フェデレーション メタデータ トラスト] テキスト ボックスに、フェデレーション メタデ

ータ トラスト XML ファイルの URL を次の形式で入力してください:  

https: //full qualified domain name/FederationMetadata/2007-06/Federat

ionMetadata.xml 

b. 依存パーティ ID - [依存パーティ ID] テキスト ボックスに、DocAve の依存パーティ ID を入力してく

ださい。この依存パーティ ID は ADFS で構成済みである必要があります。 

ADFS 情報の構成が完了したら、[次へ] をクリックしてセキュリティ トークン設定を構成します。 

2. セキュリティ トークン設定 - ADFS 統合で使用する証明書を構成します。 

a. トークン署名 - [選択] をクリックします。[証明書の選択] ポップアップ ウィンドウが新しく表示されるの

で、ADFS と通信するトークン署名証明書を指定します。この証明書は ADFS で構成したものと同じ

である必要があります。[証明書の検索] をクリックして任意の証明書を検索することもできます。ドロッ

プダウン メニューから [検索範囲: ]パラメータを選択し、[次の値を含む: ]テキスト ボックスにキーワード

を入力します。ドロップ ダウン メニューから [検索条件: ]パラメータを選択し、[すぐに検索] をクリックし

て検索を開始します。[停止] をクリックすると検索を停止します。証明書を選択したら、[OK] をクリック

して保存し、証明書の選択インターフェイスを終了します。[キャンセル] をクリックすると、証明書の指定

を保存せずに証明書の選択インターフェイスを終了します。 

*注意: ここで指定する証明書は ADFS で構成したものと同じである必要があります。 

b. トークン復号化 (必須ではない) - [選択] をクリックします。[証明書の選択] ポップアップ ウィンドウが

新しく表示されるので、ADFS と DocAve 間の通信を保護するトークン複合化証明書を指定します。

この証明書は ADFS で構成したものと同じである必要があります。[証明書の検索] をクリックして任

意の証明書を検索することもできます。ドロップダウン メニューから [検索範囲: ]パラメータを選択し、
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[次の値を含む: ]テキスト ボックスにキーワードを入力します。ドロップ ダウン メニューから [検索条

件: ]パラメータを選択し、[すぐに検索] をクリックして検索を開始します。[停止] をクリックすると検索

を停止します。証明書を選択したら、[OK] をクリックして保存し、証明書の選択インターフェイスを終了

します。[キャンセル] をクリックすると、証明書の指定を保存せずに証明書の選択インターフェイスを終

了します。 

セキュリティ トークンの構成が完了したら、[次へ] をクリックしてクレーム構成設定を構成します。 

3. クレーム構成 - DocAve で表示するクレーム名と ADFS で表示するクレーム タイプのマッピングを構成します。

ここでは、クレームに対して次のアクションを実行することができます。 

a. 表の [順序] 列でクレームの順序を変更できます。複数のクレームでユーザーを識別することができる場

合、DocAve はここに表示されているクレームの最初のクレーム名を各関連ユーザーの表示名として使

用します。 

b.  をクリックすると、選択したクレームを削除します。 

c. [自動] をクリックすると、[クレーム名] ドロップダウン メニューからクレーム名を選択するだけでクレーム タ

イプが自動的に指定されます。[手動入力] をクリックすると、クレームを手動で追加できます。[自

動] をクリックすると、既定オプションに切り替わります。  

4. 概要 - 上の手順で構成した設定をレビューします。該当セクションの [編集] をクリックすると、関連手順に戻っ

て変更することができます。 

5. 完了 - 依存パーティ トラストの追加ウィザード を使用する ADFS 内の依存パーティ データを DocAve へイン

ポートするオプションが 3 つ提供されます。   

a. オプション 1 - ローカル ネットワーク フェデレーション メタデータ アドレスからオンラインで発行された依存

パーティ データをインポートします。  

b. オプション 2 - フェデレーション メタデータ XML ファイルをダウンロードして ADFS サーバーへアップロード

します。ウィザードに従ってその他の設定を構成します。 

c. オプション 3 - ADFS 構成ウィザードで依存パーティ データと依存パーティ ID を手動で入力します。 

リボン上で [エクスポート] をクリックすると、現在の ADFS 構成情報を指定の場所へエクスポートし、XML ファイ

ルの保存先を検索することができます。 

[完了] をクリックして、構成を保存して認証マネージャー インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構成を

保存せずに認証マネージャー インターフェイスに戻ります。  

ADFS 統合の構成が完了すると、[フェデレーション トラストの追加] オプションが使用可能になります。[フェデレーション ト

ラストの追加] オプションでは、 DocAve 用に構成した ADFS を別のトラスト ADFS と統合することができます。 
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別の トラスト ADFS との統合を追加するには、認証マネージャー インターフェイスからリボン上で [ADFS 統合] をクリッ

クし、ドロップダウン メニューから [フェデレーション トラストの追加] を選択します。フェデレーション トラストの追加インターフ

ェイスで次の情報を入力します。 

 名前 - ここに入力した名前はログイン ページの [サーバー] ドロップダウン メニューに表示されます。該当の名前

を選択することで、トラスト ADFS を使用して DocAve にログオンすることができます。 

 URL - トラスト ADFS の URL を入力します。 

[追加] をクリックして新しいレコードを追加します。  をクリックすると、選択した ADFS トラストを削除します。 

アカウント マネージャー 

アカウント マネージャーでは、DocAve のユーザーの表示･管理をはじめ、カスタム アクセス許可レベルを持つユーザー グル

ープの構成などを行うことができます。これにより、ユーザーやグループに対して DocAve へのアクセス レベルを割り当てるこ

とができます。 

アカウント マネージャーでは、 DocAve ユーザーに対するセキュリティ トリミングを行うことができます。これは、ユーザーがア

クセス可能な DocAve モジュールや特定の DocAve ユーザーのみがアクセス可能なファームやリモート サイト コレクション

を制限する機能です。各ユーザーはシステム グループ ユーザーもしくはテナント グループ ユーザーとして追加できます。ユー

ザーは複数のグループに属することができますが、システム グループとテナント グループに関しては両方に追加することはでき

ません。ユーザーがシステム グループに追加された場合、テナント グループへの変更はできません。逆の場合も同様です。

ユーザーをシステム グループ ユーザーからテナント グループ ユーザーに変更したい場合は、一度ユーザーを削除してから新

しいユーザーとして再度追加する必要があります。 

 テナント グループ ユーザー - 自分で作成した SharePoint オブジェクトのみを表示、編集することができ、特定

のモジュールへのアクセス権限のみ設定できます。 

 システム グループ ユーザー (既定の Administrators グループ内のユーザーを含む) - 他のシステム ユーザー

が作成した SharePoint オブジェクトの表示、編集を行うことができます。 

セキュリティ トリミングの対象となるユーザーは、親ノードもしくは上位レベル ノードすべてに対して次の権限を持つ必要があ

ります。ディレクトリの参照 - SharePoint Designer および Web DAV インターフェイスを使用して、Web サイトのファ

イルおよびフォルダーをカウントします。既定では、SharePoint の [閲覧] アクセス許可レベルにはこの権限はありません。

この権限を持つのは、[投稿] / [デザイン] / [フル コントロール] アクセス許可レベルです。 

セキュリティ トリミングの詳細については、本ガイド内の セキュリティ トリミング セクションをご参照ください。 

*注意: Windows 認証や AD、ADFS などからの認証証明書を使用する場合、まず 認証マネージャー 上で関連の

統合設定を構成する必要があります。 
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DocAve アカウント マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [アカウント マネージャー] セク

ション配下の [アカウント マネージャー] をクリックします。リボン上で [閉じる] をクリックすると、アカウント マネージャーのイン

ターフェイスを閉じます。 

 

セキュリティ トリミング ユーザー 

*注意: DocAve ガバナンス オートメーションと DocAve 6 を同時に使用する場合、テナント ユーザーを使用せずに既

定のシステム グループのみを使用することをお勧めします。 

DocAve 6 SP  1 では、最小単位バックアップ & リストア、管理センター、コンテンツ マネージャー、レプリケーターでのセ

キュリティ トリミング ルールがサポートされています。テナント グループ ユーザーおよびシステム グループ ユーザーでの権限

制御の詳細については、以下の情報をご参照ください。 

 テナント グループのユーザー:  

o テナント グループ ユーザーは自分で作成した DocAve プラン、プロファイル、ジョブのみを表示、編集す

ることができます。プラン、プロファイル、ジョブが異なるグループにある場合でも処理が可能です。 

o テナント グループ ユーザーは、システム グループ ユーザーにより作成されたオブジェクトを表示する権限

がありません。 

o テナント グループ ユーザーをグループから削除すると、このユーザーが作成した DocAve プラン、プロファ

イル、ジョブも削除されます。  

 システム グループのユーザー:  

o システム グループ ユーザーは、同じグループ内の他のユーザーにより作成された DocAve プラン、プロフ

ァイル、ジョブを表示、編集することができます。システム グループ ユーザーは、データや情報を共有する

ことができます。システム グループ ユーザーは、テナント グループ ユーザーにより作成されたプラン、プロ

ファイル、ジョブは表示できません。 

o システム グループ内のユーザーは、権限を持つモジュールのプラン、プロファイル、ジョブのみを表示するこ

とができます。 

 異なるユーザーが同じ名前を使用してプランを作成することはできません。 

 ユーザーは同じタイプのグループのみに存在することができ、異なるタイプのグループには存在することができません。 

 SharePoint Online 環境のセキュリティ トリミング ルールについては、本ユーザー ガイド内の SharePoint サ

イト をご参照ください。最小単位バックアップ & リストア、管理センター、コンテンツ マネージャー、レプリケーターに

おけるセキュリティ トリミング ルールについては、該当のユーザー ガイドをご参照ください。 
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アクセス許可レベルの管理 

アクセス許可レベルでは、ユーザー グループもしくはユーザーへの適用が可能な構成済み権限を作成することができます。

これにより、共通の権限構成を複数のユーザーに対して簡単に適用することができます。 

DocAve のアクセス許可レベルを構成するには、アカウント マネージャー インターフェイスからリボン上で [アクセス許可レベ

ル] をクリックします。アクセス許可レベル インターフェイスに、構成済みのアクセス許可レベルが一覧表示されます。  

ここでは、次の方法を使用してアクセス許可レベルの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているアクセス許可レベルをフィルターすることができます。このキー

ワードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいアクセス許

可レベルのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを

検索] を選択することができます。  

  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェックボ

ックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェッ

クボックスをオンにしてこのアイテムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] 

をクリックします。 

アクセス許可レベルを管理するには、次のアクションを実行することができます。 

 追加 - 新しいアクセス許可レベルを作成するには、リボン上で [追加] をクリックし、[システム権限の追加] もしく

は [テナント権限の追加] のいずれかを選択します。対応のアクセス許可レベルの追加を選択すると構成ページ

にリダイレクトされます。そこでは次の設定を行うことができます。 

o システム権限の追加 - システム グループおよびシステム ユーザーのシステム権限を作成することができ

ます。  

 名前と説明 - 新しいシステムアクセス許可レベルの名前とオプションの 説明 を入力します。 

 モジュール - このアクセス許可レベルを使用するすべてのグループおよびユーザーに対して権限

を付与するモジュールを選択します。 

o テナント権限の追加 - テナント権限は、テナント グループおよびテナント ユーザーへ適用するアクセス

許可レベルです。 

 名前と説明 - 新しいテナント権限の名前とオプションの 説明 を入力します。 

 モジュール - このアクセス許可レベルを使用するすべてのグループおよびユーザーに対して権限

を付与するモジュールを選択します。 
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[OK] をクリックして構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずにアクセス許可レ

ベル インターフェイスに戻ります。  

 編集 - 構成済みアクセス許可レベルを編集する場合、該当のアクセス許可レベル チェックボックスを選択してリボ

ン上で [編集] をクリックします。アクセス許可レベルの編集インターフェイスでは、アクセス許可レベルの 名前 と 

説明 を編集することができます。モジュール セクションでは、このアクセス許可レベルがアクセスすることのできるモ

ジュールを選択できます。製品パッケージ名をクリックしてモジュールへのアクセスを編集します。矢印をクリックする

と、現在のビューに表示されていない製品パッケージ タブへスクロールすることができます。ライセンスのない製品に

ついては、タブがグレーアウトされ、構成することができません。[OK] をクリックして、アクセス許可レベルの編集を

保存してアクセス許可レベル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、編集を保存せずにアクセ

ス許可レベル インターフェイスに戻ります。 

 削除 - 構成済みアクセス許可レベルを削除する場合、削除したいアクセス許可レベルのチェックボックスを選択し、

リボン上で [削除] をクリックします。確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したア

クセス許可レベルを削除し、アクセス許可レベル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、選択し

たアクセス許可レベルを削除せずにアクセス許可レベル インターフェイスに戻ります。 

アクセス許可レベルの管理が完了したら、リボンの [キャンセル] をクリックしてアカウント マネージャー インターフェイスに戻り

ます。 

ユーザー グループの管理 

ユーザー グループでは、同一ユーザー グループ内のすべてのユーザーへ同じアクセス許可レベルを適用することができます。

これにより、ユーザー毎にアクセス許可レベルを構成するのではなく、ユーザー グループ単位でアクセス許可レベルを編集す

ることで複数のユーザーのアクセス許可レベルを一括で変更することができます。アクセス許可レベルが既に構成されている

グループにユーザーが所属している場合、グループを変更することでユーザーのアクセス許可レベルを変更することも可能で

す。  

ユーザー グループ構成へアクセスするには、アカウント マネージャー インターフェイスから、リボン上で [グループ] をクリックし

ます。グループ構成インターフェイスに構成済みユーザー グループのリストが表示されます。Administrators グループは既

定で構成済みのグループです。このグループに所属するユーザーはすべてのモジュールのフル コントロール権限を持っていま

す。 

ここでは、次の方法を使用してユーザー グループの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているユーザー グループをフィルターすることができます。このキーワ

ードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいユーザー グル

ープのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] 

を選択することができます。  

  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェックボ

ックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 
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  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

ユーザー グループを管理するには、次のアクションを実行します。 

 グループの追加 - 新しいグループを追加するには、リボン上で [グループの追加] をクリックし、[システム グループ

の追加] もしくは [テナント グループの追加] のいずれかを選択します。対応のグループの追加を選択すると構成

ページにリダイレクトされます。そこでは次の設定を行うことができます。 

o システム グループの追加 - 新しいシステム グループを追加します。 

 グループ情報 - 新しいシステム グループのグループ名 とオプションの説明 を入力します。 

 グループ権限 - [グローバル権限] を選択すると、ここで構成したアクセス許可レベルを使用

してすべてのファームへのアクセス権限をシステム グループ内のユーザーへ付与します。[異なる

ファームの権限] を選択すると、ここで構成したシステム アクセス許可レベルを使用して指定の

ファームへのアクセス権限をシステム グループ内のユーザーへ付与します。グローバル権限 を選

択する場合、このシステム グループと関連づけたいシステム アクセス許可レベルを選択します。

異なるファームの権限 を選択する場合、このシステム グループと関連づけたいシステム アクセ

ス許可レベルをファーム毎に選択する必要があります。新しいグループに対しては 1 つ以上の

アクセス許可レベルを割り当てる必要があります。  

o テナント グループの追加 - 新しいテナント グループを追加します。 

 グループ情報 - 新しいテナント グループのグループ名 とオプションの説明 を入力します。 

 グループ権限 - 該当のチェックボックスを使用してこのグループへ適用する定義済みのテナント

アクセス許可レベルを選択します。新しいグループに対しては 1 つ以上のアクセス許可レベル

を割り当てる必要があります。  

新しいグループの設定の構成が完了したら、[OK] をクリックして保存し、アカウント マネージャー インターフェイス

に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずにアカウント マネージャー インターフェイスに戻ります。 

 グループの編集 - グループを編集するには、該当のチェックボックスからグループを選択してリボン上で [グループ

の編集] をクリックするか、グループの名前を直接クリックします。これによりグループの編集インターフェイスに移動

します。ここではグループの説明、権限範囲、アクセス許可レベルを変更することができますが、保存済みのグルー

プのタイプ (システム グループもしくはテナント グループ) を変更することはできません。 

*注意: DocAve 6.0 で構成したフル コントロール権限を持つグループがある場合、DocAve 6 SP 1 へのア

ップグレード後もこのグループはフル コントロール権限を保持していますが、既定ではインターフェイスに表示されま

せん。このグループを編集し権限を変更すると、このグループの フル コントロール 権限 新規に付与される権限に

置き換えられることを伝える警告メッセージが表示されます。[OK] をクリックし、変更を保存します。[キャンセル] 
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をクリックすると操作がキャンセルされます。DocAve 6 SP 1 では、フル コントロール権限を持つのは Administ

rators グループのユーザーのみです。 

グループの変更が完了したら、[OK] をクリックして保存し、アカウント マネージャー インターフェイスに戻ります。

[キャンセル] をクリックすると、構成下変更を保存せずにアカウント マネージャー インターフェイスに戻ります。 

 ユーザーの表示 - グループ内のユーザーを表示、管理するには、該当のチェックボックスからグループを選択し、リ

ボン上で [ユーザーの表示] をクリックします。これによりユーザーの表示インターフェイスに移動します。このグルー

プに属するすべてのユーザーのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用してこれらのユーザーの表示方

式をカスタマイズすることができます。 

o 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているユーザーをフィルターすることができます。このキーワ

ードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいユー

ザーのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のペー

ジを検索] を選択することができます。  

o  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣

のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

o  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

o  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフ

ィルターすることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオ

ンにしてこのアイテムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をク

リックします。 

グループのユーザーに対しては、次のアクションを実行することができます。 

o ユーザーをグループに追加 - リボン上で [ユーザーをグループに追加] をクリックすることで、グループへ

ユーザーを追加することができます。これにより [ユーザーをグループに追加] インターフェイスに移動しま

す。追加したいユーザーのユーザー名を入力します。  をクリックすると入力したユーザー名が有効であ

るかどうかを確認できます。または  をクリックして指定のユーザーを検索することもできます。表示され

るポップアップ ウィンドウの [検索] テキスト ボックスに検索する値を入力し、  をクリックします。指定

のユーザーを選択して [追加] をクリックします。[OK] をクリックしてユーザーを追加します。[キャンセル] 

をクリックすると、ユーザーを追加せずにウィンドウを閉じます。 

*注意: 同一ユーザーは、異なるタイプ (システム グループおよびテナント グループ) のグループに追加

することはできません。 

o ユーザーをグループから削除 - 該当のチェックボックスをオンにして指定のユーザーを選択し、リボンの 

[ユーザーをグループから削除] をクリックすると、このグループからユーザーを削除することができます。削

除アクション確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択するとユーザーを削

除します。[キャンセル] をクリックすると、ユーザーを削除せずにユーザーの表示インターフェイスに戻りま

す。 
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完了したら、[キャンセル] をクリックして定義済みユーザーをこのグループに追加し、アカウント マネージャー インタ

ーフェイスに戻ります。 

o グループの削除 - グループを削除する場合、該当のグループ チェックボックスをしてからリボン上で [グル

ープの削除] をクリックします。グループを削除するとグループ内のユーザー権限も同時に削除されてしま

うことを確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックするとグループを削除します。[キ

ャンセル] をクリックすると、グループを削除せずにアカウント マネージャーの表示インターフェイスに戻りま

す。グループを削除する前に、グループ内のユーザーをすべて削除する必要があります。 

ユーザーの管理 

*注意: ドメインが DocAve と統合されており、親ドメイン、サブドメイン、トラスト ドメインからのユーザーがDocAve アカ

ウント マネージャーに追加されている場合、該当の親ドメイン、サブドメインもしくはトラスト ドメインは DocAve に統合さ

れ、DocAve ログイン ページの [ログオン場所] ドロップダウン リストに追加されます。  

ユーザーを表示および管理するには、アカウント マネージャー インターフェイスから、リボン上で [ユーザー] をクリックします。

ユーザー インターフェイスに追加済みユーザーのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用してこれらのユーザーの

表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているユーザーをフィルターすることができます。このキーワードは列

値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいユーザーのキーワードを

入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択することが

できます。  

   - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェック

ボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

ユーザーを管理するには、次のアクションを実行します。 

 ユーザーの追加 - DocAve ユーザーを追加するには、リボン上で [ユーザーの追加] をクリックします。これにより 

[ユーザーの追加] インターフェイスに移動します。ユーザー タイプ を選択して認証方法を構成します。 

o ローカル ユーザー - [ローカル ユーザー] を選択する場合、ユーザーの認証証明書を手動で入力しま

す。ローカル ユーザーを追加するには次の設定を構成します。 

1. 追加するユーザーの ユーザー名、Eメール、必要な場合はさらに 説明 を入力します。  
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2. [パスワード] および [パスワードの確認] テキスト ボックスに任意のパスワードを入力して、パ

スワードの設定を構成します。ここで入力するパスワードは システム パスワード ポリシー を満

たす必要があります。詳細については システム パスワード ポリシー セクションをご参照ください。 

[既定] パスワード設定を選択するか、[カスタム] をクリックして手動でパスワード設定を構成

します。該当のチェックボックスから、[次回ログオン時にパスワードを変更する]、[ユーザーはパ

スワードを変更できない]、[パスワードを無期限に有効にする]、[アカウントが非アクティブ状態

である] を有効にすることができます。 

3. ユーザーを構成済み DocAve ユーザー グループに追加して権限を設定するか、ユーザーの

アクセス許可レベルを手動で構成します。 

 グループにユーザーを追加する - ドロップダウン メニューから指定のユーザー グルー

プを選択します。ユーザーは指定グループの権限をすべて持ちます。 

o Active Directory ユーザー / グループ - [Active Directory ユーザー / グループ] を選択する

ことで、新規ユーザーに対し Active Directory 認証証明書を適用することができます。Active Dir

ectory ユーザーを追加するには、次の設定を構成します。 

 [AD ユーザー / グループ名] フィールドに追加するユーザーもしくはグループの名前を入力しま

す。  をクリックすると入力したユーザー名が有効であるかどうかを確認できます。または  

をクリックして指定のユーザーおよびグループを検索することもできます。表示されるポップアップ 

ウィンドウの [検索] テキスト ボックスに検索する値を入力し、  をクリックします。指定のユ

ーザーを選択して [追加] をクリックします。[OK] をクリックしてユーザーを追加します。[キャン

セル] をクリックすると、ユーザーを追加せずにウィンドウを閉じます。 

必要に応じて説明を入力します。 

 ユーザーを構成済み DocAve ユーザー グループに追加して権限を設定するか、ユーザーの

アクセス許可レベルを手動で構成します。 

 グループにユーザーを追加する - ドロップダウン メニューから指定のユーザー グルー

プを選択します。ユーザーは指定グループの権限をすべて持ちます。 

o Windows ユーザー / グループ - [Windows ユーザー / グループ] を選択することで、新規ユーザ

ーに対し Windows 認証証明書を適用することができます。Windows ユーザーを追加するには次の

設定を構成します。 

1. [Windows ユーザー / グループ名] フィールドに追加するユーザーもしくはグループの名前を

入力します。  をクリックすると入力したユーザー名が有効であるかどうかを確認できます。Do

cAve コントロール サーバーと同じドメインにいるユーザーおよびループは DocAve に追加で

きます。または  をクリックして指定のユーザーおよびグループを検索することもできます。表

示されるポップアップ ウィンドウの [検索] テキスト ボックスに検索する値を入力し、  をクリ

ックします。指定のユーザーを選択して [追加] をクリックします。[OK] をクリックしてユーザーを
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追加します。[キャンセル] をクリックすると、ユーザーを追加せずにウィンドウを閉じます。 

必要に応じて説明を入力します。 

*注意: 追加したユーザーを使用して DocAve にログオンする場合、該当のユーザーは Do

cAve コントロール サービスがインストールされているマシンへのアクセス権限を持つ必要があり

ます。 

2. ユーザーを構成済み DocAve ユーザー グループに追加して権限を設定するか、ユーザーの

アクセス許可レベルを手動で構成します。 

 グループにユーザーを追加する - ドロップダウン メニューから指定のユーザー グルー

プを選択します。ユーザーは指定グループの権限をすべて持ちます。 

o ADFS クレーム - [ADFS クレーム] を選択することで、新規ユーザーに対し ADFS 認証証明書を

適用することができます。ADFS ユーザーを追加するには、次の設定を構成します。 

1. ドロップダウン メニューから クレーム名 を選択します。クレームは認証マネージャーで構成でき

ます。[クレーム値] テキスト ボックスにユーザー名を入力します。[クレーム値] テキスト ボック

スに入力した値は DocAve のユーザーのログオン名として表示されます。 

2. ユーザーを構成済み DocAve ユーザー グループに追加して権限を設定するか、ユーザーの

アクセス許可レベルを手動で構成します。 

 グループにユーザーを追加する - ドロップダウン メニューからユーザー グループを選

択します。これにより、ユーザーは指定グループのすべての権限を持つことができます。 

完了したら、[OK] をクリックし、ユーザーを追加してユーザー インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックす

ると、新しいユーザーの構成を保存せずにユーザー インターフェイスに戻ります。 

 ユーザーの編集 - DocAve ユーザーを編集するには、該当のチェックボックスからグループを選択してリボン上で 

[ユーザーに編集] をクリックするか、ユーザーの名前を直接クリックします。これにより [ユーザーの編集] インターフ

ェイスに移動します。ここでは次の設定を構成することができます。 

o 情報の編集 - 現在のユーザーのユーザー情報を編集します。  

 Eメール - 現在ログオンしているユーザーのメール アドレスを入力します。 

 説明 - 必要に応じて説明を入力します。 

o パスワード - ユーザー パスワードを変更し、ログオンしているユーザーのセキュリティ設定を構成します。

[新規パスワード] および [新規パスワードの確認] フィールドに新規パスワードを入力します。また、チェ

ックボックスからセキュリティ設定を選択できます。必要に応じて、パスワードの非アクティブ方法を選択す

ることもできます。 

 なし  - パスワードの有効期限を設定しません。 

 __ 日間 - パスワードの有効期間を日単位で入力します。 
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 指定日 __  -  をクリックし、パスワードの期限を指定します。 

o グループ - ログオンしているユーザーが属するグループを変更します。ドロップダウン メニューから指定のグ

ループを選択します。ユーザーは指定グループの権限をすべて持ちます。ユーザーは、同じタイプの別のグ

ループへのみ追加および移動することができます。 

完了したら、[OK] をクリックし、変更を保存してユーザー インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、

変更を保存せずにユーザー インターフェイスに戻ります。 

 ユーザーの削除 - 構成済みユーザーを削除する場合、該当のチェックボックスからユーザーを選択し、リボン上で 

[ユーザーの削除] をクリックします。削除の確認のためのポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリック

してユーザーを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザーを削除せずにアカウント マネージャー 

インターフェイスに戻ります。 

 アクティブ化 - 非アクティブユーザーをアクティブ化するには、該当のチェックボックスをオンにしてユーザーを選択し、

リボン上で [アクティブ化] をクリックします。 

*注意: ユーザーが DocAve にログインする際に正しい証明書を持っていない場合、『ログイン ID またはパスワ

ードが正しくありません』 という通知を受信します。ユーザーがこの通知を受信する回数が システム セキュリティ ポ

リシー で指定した [失敗したログイン試行の回数] の値を超えてしまうと、ユーザー アカウントは非アクティブにな

ります。 

 非アクティブ化 - アクティブユーザーを非アクティブ化するには、該当のチェックボックスをオンにしてユーザーを選択

し、リボンの [非アクティブ化] をクリックします。 

現在のログオン アカウントのモニター 

[アカウント マネージャー] インターフェイス画面のリボン上で [現在のログオン アカウント] をクリックすると、現在 DocAve 

にログオンしているユーザーを表示、管理することができます。ここでは最大ユーザー セッションに達してしまうような場合やセ

キュリティ上の理由からユーザーをログオフする必要がある場合などに、DocAve アクセスのモニターや制御を行うことができ

ます。ユーザーを DocAve からログオフするには、該当のチェックボックスからユーザーを選択し、リボン上で [ログオフ] をクリ

ックします。場合によってログオフ ユーザーへ送信するメッセージの入力が求められることもあります。[キャンセル] をクリックす

ると、アカウント マネージャー インターフェイスに戻ります。 

個人設定 

DocAve では、アカウント マネージャーへ移動する権限を持っていないユーザーがいる場合があります。個人設定ではこの

ような際にそれぞれのアカウント情報を自分で編集することができます。  

DocAve GUI にログインすると、DocAve インターフェイス画面の右上に現在のログオンユーザーが表示されます。ユーザ

ー名をクリックするとドロップダウン リストが表示されます。リストから [個人設定] をクリックします。[個人設定] 画面では現

在ログオン ユーザーの詳細情報および所属する DocAve グループが表示されます。リボン上で [編集] をクリックすると、
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設定を構成することができます。設定の構成方法の詳細については、本チャプターの ユーザーの管理 セクションをご参照く

ださい。また、以下の詳細情報もご参照いただけます。 

 パスワード フィールドでは、ユーザーがパスワードを変更する権限を持っていない場合、パスワード フィールドがグ

レーアウトされます。ここでは 現在のパスワード を提供する必要があります。 

 グループ フィールドでは、以下の情報をご参照ください。 

o 所属する DocAve グループを変更する権限を持っているのは、管理者 グループのユーザーのみです。

ユーザーが 管理者 グループと他のグループに同時に所属している場合、このユーザーも自らが所属する 

DocAve グループを変更する権限を持つことになります。ユーザーが自らを 管理者 グループから削除し

た場合、このアクションは再度ログイン時移行から反映されます。 

o このときユーザーが admin (DocAve の既定ユーザー) の場合、管理者 グループに所属することを確

認することはできますが、グループ設定の編集は行えなくなります。 

o 管理者 グループに所属していないユーザーの場合、所属するグループ名の表示は可能ですが、グルー

プ 設定を編集することはできません。 

編集を保存したら、[閉じる] をクリックして [個人設定] 画面を終了し、 DocAve インターフェイスに戻ります。  
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ライセンス マネージャー 

DocAve ライセンスはお使いの SharePoint インフラストラクチャの構成によって様々な種類があります。製品はすべて異

なる条件に基づいてライセンスされています。 

 データ保護、管理、ストレージ最適化、レポート ポイント、コンプライアンス、ガバナンス オートメーション - Share

Point サーバー (SharePoint 2007 環境の場合ライセンス時に Web フロントエンド サーバー数およびアプリ

ケーション サーバー数が計算されます。SharePoint 2010 および SharePoint 2013 環境の場合ライセンス

時に SharePoint サーバーの全体管理 > このファームのサーバーの管理 セクションの インストール済み S

harePoint 製品 列に次の値: Microsoft SharePoint Server 2010、Microsoft SharePoint Foun

dation 2010、Microsoft SharePoint Server 2013、Microsoft SharePoint Foundation 2013 

があるサーバーのみが計算されます) 数を基準としたライセンスが必要です。 

 移行 - 移行したデータ クォータを基準としたライセンスが必要です。 

 リモート ファーム - ユーザー シートおよび時間を基準としたライセンスが必要です。 

*注意: DocAve 6.0.2 およびそれ以降のバージョンのライセンス マネージャーでは Governance Automation ライ

センスを管理することができます。 

ライセンス マネージャーでは、 DocAve ライセンスに関する情報を提供します。ここではライセンス ファイルのインポートおよ

びエクスポート、ライセンス レポートの生成、有効期限通知の設定、ライセンス期限切れの SharePoint サーバー数の監

視などを行うことができます。 

DocAve ライセンス マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ライセンス マネージャー] セク

ション配下の [ライセンス マネージャー] をクリックします。リボン上で [閉じる] をクリックすると、ライセンス マネージャーのイン

ターフェイスを閉じます。 

ライセンス情報の表示 

ライセンス マネージャー画面では、ライセンスの詳細セクションに次の情報が表示されます。 

 ライセンス タイプ - お持ちのライセンスに合わせて [トライアル] もしくは [エンタープライズ] のいずれかが表示さ

れます。 

 サーバー ホスト / IP - DocAve コントロール サービスのインストール先となるサーバーのホスト / IP です。 

 メンテナンス有効期限の詳細 - 購入した DocAve メンテナンス サービスの有効期限です。 

 ライセンスの詳細 - 各モジュールごとの詳細なライセンス情報を表示します。ライセンスを持つモジュールおよび合

計クォータの一部を使用している過去に使用したモジュールを表示することができます。 

データ保護、管理、ストレージ最適化、レポート ポイント、コンプライアンス、移行、リモート ファーム、ガバナンス 

オートメーションなど、各モジュールのタブをクリックしてライセンス情報を確認してください。 
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o モジュール - DocAve 製品のモジュール名です。 

o ライセンス タイプ - 購入した製品のライセンス タイプです。 

o サーバー数 - 購入したサーバー数です。 

o 登録済みサーバー数 - 使用しているサーバー数です。 

o 有効期限 - このモジュール用のライセンスの有効期限です。 

o 状態 - 正しくライセンスされている製品の現在の状態です。 

o [移行] タブをクリックすると、以降データの残量および合計量の情報や、各移行製品でどれ程のデータ

が移行されたかなどの情報を表示することもできます。  

o リモート ファームはオンラインの SharePoint サイトに使用されるもので、管理センター、コンテンツ マネ

ージャー、最小単位バックアップ & リストア、レプリケーターのみがサポートされています。また、ここで表

示される表ではユーザー シートの数を確認することができます。 

ライセンス レポートの生成 

ライセンス情報は PDF ファイルとしてエクスポートすることができます。この PDF ファイルは保存やメールでの送信が可能で

す。ライセンス レポートをエクスポートするには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、さらに [ライセンス レポート] をクリッ

クします。PDF ファイルを開くか保存するかを指定します。[ファイルを開く] をクリックしてファイルをそのまま表示するか、[保

存] をクリックして指定の場所へ保存します。 

*注意: ライセンス ファイルおよびライセンス レポートをダウンロードする前に、ダウンロード設定が構成済みであることを確

認してください。 

 

画面 3: ダウンロード設定の構成 
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ライセンス ファイルのインポートおよびエクスポート 

ライセンス マネージャーでは、ライセンス ファイルをインポートすることで新しいライセンスを適用することができます。DocAve 

製品はすべて単一プラットフォームとしてインストールされるため、製品のアクティブ化および新しいライセンス ファイルの適用

は簡単に実行することができます。 

ライセンス ファイルをインポートするには、リボン上で [インポート] をクリックします。[ライセンスのインポート] 画面で [参照] 

をクリックします。指定の LIC ファイルを指定して [開く] をクリックします。ライセンスのサマリー ビューが表示されます。[O

K] をクリックしてこのライセンスを適用します。[キャンセル] をクリックすると、このライセンスを適用せずに前のページに戻りま

す。 

*注意: 新しいライセンスを使用する場合再度ログインする必要があるため、アクセスは自動的にログオフされます。 

ライセンス更新通知の構成 

DocAve では、ライセンスやメンテナンスの有効期限が切れる前の通知を構成することができます。ここでは、有効期限の

切れる何日前に通知するかや通知間隔、通知方法などを設定できます。 

ライセンス更新通知を構成するには、リボン上で [設定] をクリックします。これにより [ライセンス更新通知の設定] 画面

に移動します。ここでは通知スケジュールについて次の設定を構成することができます。 

 有効期限を基準とする - ライセンス用の有効期限通知の設定を構成します。 

o [どのモジュールでもライセンス有効期限が切れる __ 前に通知します。] でテキスト ボックスに正の整

数を入力し、ドロップダウン メニューから [日]、[週]、[月] を選択します。 

o [間隔] チェックボックスを選択すると、指定の間隔で通知を繰り返します。テキスト ボックスに正の整数

を入力し、ドロップダウン メニューから [日]、[週]、[月] を選択します。 

 メンテナンスの有効期限を基準とする - メンテナンス用の有効期限通知の設定を構成します。 

o [ライセンス保守の有効期限が切れる __ 前に通知します] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ド

ロップダウン メニューから [日]、[週]、[月] を選択します。 

o [間隔] チェックボックスを選択すると、指定の間隔で通知を繰り返します。テキスト ボックスに正の整数

を入力し、ドロップダウン メニューから [日]、[週]、[月] を選択します。 

 サーバー数を基準とする - 各モジュールにおける使用可能なサーバー残数を通知するための設定を構成します。 

o テキスト ボックスに正の整数を入力します。DocAve モジュールで残りサーバー数がここで指定する値

未満となった際に通知を送信します。 

o [間隔] チェックボックスを選択すると、指定の間隔で通知を繰り返します。テキスト ボックスに正の整数

を入力し、ドロップダウン メニューから [日]、[週]、[月] を選択します。  
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次に、通知の方法を構成します (ライセンス更新通知を使用するには1つ以上のオプションを選択する必要があります)。 

 ログイン時にメッセージ ボックスをポップアップ表示する - このオプションをオンにすると、ライセンスもしくはメンテ

ナンスの有効期限が近づいた際にメッセージ ボックスがポップアップ表示されます。 

 メール通知 - このオプションをオンにすると、ライセンスもしくはメンテナンスの有効期限が近づいた際に、上記で構

成した通知スケジュールに基づいてメール通知が送られます。このオプションを選択するとドロップダウン メニューが

表示されるので、構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] を選択して新しいメ

ール通知プロファイルを設定することができます。通知プロファイルの構成方法の詳細については、本ユーザー ガイ

ド内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

ライセンス更新の通知設定の構成を完了したら、[OK] をクリックして保存し、ライセンス マネージャー インターフェイスに戻

ります。[キャンセル] をクリックすると、新しい構成を保存せずにライセンス マネージャー インターフェイスに戻ります。 

SharePoint サーバーの利用状況の構成 

SharePoint サーバーの利用状況では、製品ライセンス登録の詳細情報の表示、新しいファームの登録、登録済みファ

ームの削除などを実行することができます。 

リボン上で [SharePoint サーバーの利用状況] をクリックするか、[ライセンスの詳細] エリアの [登録済みサーバー数] 

列でサーバー数をクリックし、[SharePoint サーバーの利用状況] 画面に進みます。[登録済みサーバー数] 列内の数

値リンクをクリックすると、該当のサーバー利用状況情報のみが表示されている SharePoint サーバーの利用状況インタ

ーフェイスに移動されます。設定を構成するには、以下の説明をご参照ください。 

*注意: [SharePoint サーバーの利用状況] で管理できるモジュールは、データ保護、管理、コンプライアンス、レポート 

ポイント、ストレージ最適化、ガバナンス オートメーションのみです。リモート ファームおよび移行はサーバー数による登録で

はありません。 

画面左側で製品カテゴリ タブをクリックして展開し、カテゴリ内で購入済みの DocAve 製品を表示します。製品を選択し、

登録済みファーム ボックスで編集を実行します。ここでは次のアクションを実行することができます。 

 ファームを登録 - [未登録のファーム] リストから登録するファームを選択し、[追加>>] ボタンをクリックします。こ

れによりファームが [登録済みファーム] リストに登録されます。 

 ファームの登録を解除 - [登録済みファーム] リスト上で登録を解除したいファームを選択し、[<<削除] ボタン

をクリックします。これによりファームが [未登録のファーム] リストに登録されます。 

 ファームの詳細登録情報を表示 - 上記のリストからファームを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。

SharePoint トポロジーを表示することのできる レポート ポイント インターフェイスに移動します。詳細については、

DocAve 6 レポート ポイント ユーザー ガイド をご参照ください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
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*注意: [登録済みファーム] リスト内のサーバー数が購ライセンスで許可される最大サーバー数を超えると、それ以上のフ

ァームの登録が禁止され、  アイコンがモジュール名の左側に表示されます。  

[適用] をクリックして変更を保存します。[キャンセル] をクリックすると、操作をキャンセルしてライセンス マネージャー インタ

ーフェイスにリダイレクトされます。  

更新マネージャー 

DocAve 更新マネージャーでは、DocAve バージョンに関する情報を提供します。ここでは、お使いのDocAve もしくは 

DocAve ガバナンス オートメーションが最新バージョンであるかどうかの確認、更新のダウンロード、ダウンロード履歴および

インストール履歴の表示、ダウンロード設定および更新設定の構成などを実行することができます。更新マネージャーを使

用することで、DocAve GUI 上で DocAve もしくはガバナンス オートメーションの現在のバージョンを更新することができ

るため、手動更新の時間やリスクを削減することができます。 

更新を実行する前に、次のことにご注意ください。 

 Windows ネットワーク ロードバランス環境内に複数の DocAve コントロール サービスがインストールされている

場合、更新操作を実行する前に [ダウンロード先] を構成する必要があります。 

 DocAve をアップグレードする前に、DocAve インストール先パス "…\AvePoint\DocAve6\Shell " 内の 

SDK および管理シェルのファイルが使用中でないことを確認する必要があります。  

DocAve およびガバナンス オートメーションの更新マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで 

[更新マネージャー] セクション配下の [更新マネージャー] をクリックします。リボン上で [閉じる] をクリックすると、更新マネ

ージャーのインターフェイスを閉じます。 

更新設定の構成 

更新マネージャーでは、更新のダウンロード先となるカスタム場所の設定や更新の自動ダウンロード・確認、DocAve 更新

をダウンロードするプロキシ サーバーの構成などを実行することができます。上記の操作を実行するには、リボン上で [更新

設定] をクリックします。更新設定インターフェイスに移動し、次の設定を構成することができます。 

 ダウンロード先 - DocAve 更新をダウンロードするネットシェア パスを指定します。この機能を使用するには、

[更新ストレージの場所としてネットシェア パスを使用する] チェックボックスを選択し、該当のテキスト ボックスに U

NC パス、ユーザー名、パスワード を入力します。UNC パスは、次の形式で入力する必要があります。 

"\\admin-PC\c$\data" もしくは "\\admin-PC\c$\shared folder" 

[テスト] をクリックすると、指定のパスへのアクセスに問題がないかどうかを確認することができます。 
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ダウンロード先を新しい場所に変更する際、旧パス先にダウンロード済みの更新に対して次の2つのアクションを実

行することができます。  

o インストールされていない更新を新しい場所へ移動する - 現在の DocAve バージョン以上の未イン

ストールの更新はすべて新しい場所へ移動されます。移動に伴い、元の場所にあった更新ファイルは削

除されます。 

o インストール済み更新を削除する - インストール済みの更新ファイルはすべて旧パスから削除されます。 

 自動更新 - 自動更新を構成する場合、次からオプションを選択します。 

*注意: 自動更新設定は DocAve のメンテナンスを購入している場合にのみ構成することができます。 

o 更新をダウンロードするが、インストールのタイミングは手動で設定する - 使用可能な更新を自動

的にダウンロードし、既定のインストール先パスもしくはカスタム ネットシェア パスへ保存します。この方法

を使用することで、すべての更新の準備ができた後に自分の判断でインストールすることができます。 

o 新しい更新の通知のみ受け取る - 使用可能な更新を以下で構成するユーザーに通知し、ダウンロー

ドは実行しません。このオプションを選択するためには、メンテナンス ライセンスが適用されている必要が

あります。  

 ドロップダウン リストから構成済みのメール通知プロファイルを選択するか、[通知の新規作成] 

をクリックして新しいメール通知を設定します。通知の構成方法の詳細については、本ユーザ

ー ガイド内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

o 自動更新を無効にする - 自動更新機能を無効にして、DocAve 更新についての通知は実行されま

せん。 

 プロキシ - DocAve 更新をダウンロードする際に使用するプロキシ サーバーの設定を構成します。 

o 更新ポート - DocAve コントロール サービスを更新する場合に使用するプロキシ ポートを [更新ポー

ト] テキスト ボックスに入力します。既定のポート番号は 14007 です。 

o プロキシの選択 - [プロキシ タイプ] ドロップダウン メニューから使用するプロキシ プロトコルを選択しま

す。 

 プロキシなし (既定) - プロキシ サーバーを使用しません。 

 HTTP プロキシ - HTTP プロキシを使用します。このオプションを選択する場合、次の設定

の構成が必要です。 

o プロキシ ホスト - プロキシ サーバーのホスト名もしくは IP アドレスです。 

o プロキシ ポート - プロキシ サーバーへアクセスする際に使用するポートです。 

o ユーザー名 - プロキシ サーバーにログオンするユーザー名です。 

o パスワード - プロキシ サーバーへアクセスする際に使用するパスワードです。 
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 SOCKS5 プロキシ - このオプションを選択する場合、次の設定の構成が必要です。 

o プロキシ ホスト - プロキシ サーバーのホスト名もしくは IP アドレスです。 

o プロキシ ポート - プロキシ サーバーへアクセスする際に使用するポートです。 

o ユーザー名 - プロキシ サーバーにログオンするユーザー名です。 

o パスワード - プロキシ サーバーへアクセスする際に使用するパスワードです。 

更新の確認 

最新の更新を確認するには、[更新の確認] をクリックします。更新の確認は、DocAve のメンテナンスを購入した場合の

み実行可能です。 

使用可能な新しい更新がある場合、次の情報が画面右側に表示されます。 

 更新名 - 更新の名前です。 

 製品名 - DocAve もしくは ガバナンス オートメーションのいずれかが表示されます。  

 タイプ - 更新のタイプです。 

 サイズ - 更新のサイズです。サイズの単位は MB です。 

 状態 - 更新のインストールの状態です。 

 バージョン - 更新のバージョンです。 

更新の管理 

使用可能な更新を管理するには、リボン上で [更新の管理] をクリックします。[更新の確認] 機能によって検出された使

用可能な更新がこのページに表示されます。 

これらの更新に対しては、次のアクションを実行することができます。 

 履歴の表示 - リボン上で [履歴の表示] をクリックすると、インストール済み DocAve もしくは ガバナンス オート

メーション更新のリストを表示します。次の方法を使用してリストの表示方式をカスタマイズすることもできます。 

o 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている更新をフィルターすることができます。このキーワード

は列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい更新の

キーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検

索] を選択することができます。  

o  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

o  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 
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o  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフ

ィルターすることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオ

ンにしてこのアイテムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をク

リックします。 

更新についての詳細情報を表示するには、該当のチェックボックスから更新を選択し、リボン上で [詳細

の表示] をクリックします。表示されるポップアップ ウィンドウから、次のアクションを実行することができます。 

o アンインストール - [アンインストール] をクリックすると、選択した更新をアンインストールします。表示さ

れるポップアップ ウィンドウでは、次のオプションを構成することができます。 

*注意: アンインストールすることができるのは、修正パッチもしくは機能パックのみです。サービス パックお

よび異なるバージョン間の重要な変更を含む累積更新についてはアンインストールすることができません。  

 [マネージャー] タブ内にインストール済みマネージャー サービスがすべて表示されます。使用可

能なマネージャー サービスはすべて同時に更新する必要があるため、DocAve マネージャー 

サービスから更新をアンインストールする際は [以下の全マネージャーから更新をアンインストー

ルする] を選択します。 

 [エージェント] タブでファームを選択し、ファーム内のすべての DocAve エージェントから更新

を削除します。  

 参照 - リボンの [参照] をクリックすると、ローカル サーバーの更新を検索します。指定の更新を選択し、［開く］ 

をクリックして DocAve 内の更新ファイルを読み込みます。修正パッチは [更新設定] で指定した UNC パス内

に保存されます。UNC パスを構成していない場合、修正パッチは既定パス: "…\AvePoint\DocAve6\Ma

nager\Work\patchFolder" に保存されます。 

*注意: ガバナンス オートメーション修正パッチについては、新しい更新を適用する際にのみこの機能を使用する

ことができます。  

 ダウンロード - [ダウンロード］ をクリックすると、DocAve 更新サーバーから選択した更新をダウンロードします。 

 停止 - [停止] をクリックして選択したダウンロード中の更新を中断します。この時、ダウンロード処理は 0% にリ

セットされます。 

 インストール - [インストール] をクリックすると、選択した更新をインストールします。表示されるポップアップ ウィン

ドウでは、次のオプションを構成することができます。 

o [マネージャー] タブ配下にインストール済みのマネージャー サービスがすべて表示されます。使用可能な

マネージャー サービスはすべて同時に更新する必要があるため、DocAve マネージャー サービスの更新

をインストールする際は [以下のすべてのマネージャーに更新をインストールする] を選択します。 

o [エージェント] タブでファームを選択し、ファーム内のすべての DocAve エージェントを更新します。 

 削除 - [削除] をクリックすると、選択した更新を DocAve から削除します。 ダウロード済み・参照済みの更新

ファイルは同時に削除されます。 
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更新のインストール履歴のレビュー 

DocAve 更新もしくはガバナンス オートメーション更新のインストール履歴をレビューするには、リボン上で [履歴の表示] 

をクリックします。これによりインストール済みの DocAve 更新もしくはガバナンス オートメーション更新がすべて表示されま

す。次の方法を使用してリストの表示方式をカスタマイズすることもできます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている更新をフィルターすることができます。このキーワードは列値に

含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい更新のキーワードを入力し

ます。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択することができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

更新についての詳細情報を表示するには、該当のチェックボックスから更新を選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリック

します。表示されるポップアップ ウィンドウから、次のアクションを実行することができます。 

 アンインストール - [アンインストール] をクリックすると、選択した更新をアンインストールします。表示されるポップ

アップ ウィンドウでは、次のオプションを構成することができます。 

*注意: アンインストールすることができるのは、修正パッチもしくは機能パックのみです。サービス パックおよび異な

るバージョン間の重要な変更を含む累積更新についてはアンインストールすることができません。  

o [マネージャー] タブ内にインストール済みマネージャー サービスがすべて表示されます。使用可能なマネ

ージャー サービスはすべて同時に更新する必要があるため、DocAve マネージャー サービスから更新を

アンインストールする際は [以下の全マネージャーから更新をアンインストールする] を選択します。 

o [エージェント] タブでファームを選択し、ファーム内のすべての DocAve エージェントから更新を削除しま

す。 

完了したら、[閉じる] をクリックしてポップアップ ウィンドウを閉じます。[キャンセル] をクリックすると更新マネージャー インタ

ーフェイスに戻ります。  

アプリケーション設定 

アプリケーション設定では、DocAve プラットフォーム内のすべての製品に影響する構成をカスタマイズすることができます。  
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エージェント グループ 

エージェント グループでは、エージェントごとに特定のジョブを割り当てることができます。これにより各エージェントの作業ロー

ドバランスを維持することができ、エージェントごとのパフォーマンスのばらつきを防ぐことができます。 

DocAve のエージェント グループへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [エージェント グループ] セクシ

ョン配下の [エージェント グループ] をクリックします。 リボン上で [閉じる] をクリックすると、更新マネージャーのインターフェ

イスを閉じます。 

1 つのエージェント タイプで複数のエージェントを有効にしている場合、各エージェント タイプは [使用可能モジュール] の

表に異なる色で表示されます。  

エージェント グループの管理 

エージェント グループ インターフェイスには構成済みのエージェント グループのリストが表示されます。ここでは、次の方法を

使用してエージェント グループの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているエージェント グループをフィルターすることができます。このキー

ワードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいエージェント 

グループのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検

索] を選択することができます。  

  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェックボ

ックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列名に表示される  をクリックすると、列を隠すことができます。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

各 オンプレミス / SharePoint サイト ファームには既定のエージェント グループが設定されています。 それぞれの既定エー

ジェント グループには各モジュールの使用可能なエージェントが含まれています。 SharePoint 2010 および SharePoin

t 2013 サイト エージェントを含め、SharePoint サイト エージェントはすべて同一 SharePoint サイト エージェント グル

ープに追加することができます。 

表示されるエージェント グループ インターフェイスでは、次の設定を構成することができます。 

 作成 - リボン上で [作成] をクリックすると、新しいエージェント グループを作成します。[作成] では次の設定を

構成することができます:  

o エージェント グループ名 - 新しいエージェント グループのグループ名とオプションの説明を入力します。  
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o ファーム タイプ - ここでは、ローカル SharePoint ファーム用の [オンプレミス] とホスティング ShareP

oint サイト用の [SharePoint サイト] の 2 つのファーム タイプを選択することができます。エージェント 

グループを設定する前に、エージェント モニターでエージェント タイプを構成する必要があります。構成済

みエージェント タイプのみ [使用可能エージェント] エリアで選択することができます。 

o ファーム (オンプレミス ファーム用のみ) - 新しいエージェント グループを作成するファームを選択します。  

o 使用可能エージェント - 下位パネルに使用可能なエージェントが表示されます。このパネルでは使用

可能エージェント数が各製品パッケージ名左上に表示され、各エージェントで使用可能な製品は青色

で表示されます。該当のチェックボックスをオンにして指定のエージェントを選択し、[追加] をクリックして

エージェントをエージェント グループに追加します。エージェント グループからエージェントを削除するには、

該当のチェックボックスを選択して [グループ内エージェント] 列内の指定のエージェントを選択し、[削

除] をクリックします。  

完了したら、[OK] をクリックしてこれらの構成を保存し、エージェント グループ インターフェイスに戻ります。 [キャ

ンセル] をクリックすると、新しいエージェント グループを保存せずにエージェント グループ インターフェイスに戻ります。 

 詳細の表示 - 該当のチェックボックスを選択してエージェント グループを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリ

ックすると、エージェント グループの詳細情報を表示することができます。[詳細の表示] 画面のリボン上で [編

集] をクリックすると、エージェント グループの構成を変更できます。エージェント グループの編集については、次の

説明に従ってください。 

 編集 - 該当のチェックボックスを選択してエージェント グループを選択し、リボン上で [編集] をクリックすると、この

エージェント グループの構成を変更します。[エージェント グループの編集] 画面でエージェント グループの新しい

グループ名とオプションの説明を入力します。[ファーム] ドロップダウン メニューからエージェント グループを作成する

先となるファームを選択します。下位パネルに使用可能なエージェントが表示されます。この列では使用可能エー

ジェント数が各製品パッケージ名左上に表示され、各エージェントで使用可能な製品は青色で表示されます。

該当のチェックボックスをオンにして指定のエージェントを選択し、[追加] をクリックしてエージェントをエージェント グ

ループに追加します。エージェント グループからエージェントを削除するには、該当のチェックボックスを選択して [グ

ループ内エージェント] 列内の指定のエージェントを選択し、[削除] をクリックします。 

完了したら、[保存] をクリックしてこのエージェント グループの構成への変更をすべて保存します。[名前を付けて

保存] をクリックすると、新しい構成を新しいエージェント グループとして保存できます。[キャンセル] をクリックする

と、変更を保存せずにエージェント グループ インターフェイスに戻ります。 

 削除 - 該当のチェックボックスを選択してエージェント グループを選択し、[削除] をクリックして選択したエージェン

ト グループを削除します。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択したエージェント 

グループを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したエージェント グループを削除せずにエージェント グ

ループ インターフェイスに戻ります。 
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ユーザー通知設定 

一部の DocAve 製品では、特定のトリガー イベントが発生する際にメール レポートや通知という形で情報を提供します。

現在、DocAve 通知は DocAve 内のポップアップ ウィンドウもしくは指定の受取人へのメールとして提供されています。

今後さらなる通知のオプションが [統合設定] インターフェイスから構成可能となる予定です。通知統合機能がアクティブ

化されると、リボン上で [統合設定] ボタンが使用可能になります。 

DocAve ユーザー通知設定へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ユーザー通知設定] セクション配

下の [ユーザー通知設定] をクリックします。リボン上で [閉じる] をクリックすると、ユーザー通知設定インターフェイスを閉じ

ます。 

メールの送信設定の構成 

DocAve からメール通知を送信する際、事前にメール送信サーバー設定を構成する必要があります。メール送信サーバー

を構成するには以下の説明に従ってください。 

1. [送信メール サーバー設定を有効にする] チェックボックスを選択してメール サーバー設定をアクティブ化します。 

2. メール送信サーバー (SMTP) - メール送信サーバーのアドレスを入力します。  

3. パスワード認証 - メール アカウント構成でこのオプションを有効にしている場合はこのチェックボックスを選択します。 

4. ポート - SMTP ポートを入力します。既定の SMTP ポートは 25 です。SSL 認証の場合は、既定ポートは 5

87 です。 

5. 差出人 - すべての DocAve メールの送信元メール アドレスを入力します。 

6. SMTP 上のユーザー名 - SMTP サーバー上の差出人のユーザー名を入力します。 

7. SMTP 上のパスワード - SMTP サーバーにログオンする差出人のパスワードを入力します。 

8. SSL 認証 - メール設定に合わせてこのオプションを構成します。 

9. [テスト] ボタンをクリックすると、入力した情報を確認することができます。入力した情報が正常に確認できると、

構成した差出人に対してテスト メールが送信されます。 

10. [保存] をクリックして構成を保存します。[閉じる] をクリックするとインターフェイスを終了します。 

メールの受信設定の構成 

メールの受信インターフェイスには、構成済みメール通知プロファイルのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用し

て通知プロファイルの表示方式をカスタマイズすることができます。 
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 検索 - キーワードを使用して表示されている通知をフィルターします。このキーワードは列値に含まれている必要

があります。表示パネルの上部右側に、表示したい通知のキーワードを入力します。ここではオプションとして [す

べてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択することができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

メール通知の受信の構成 

メール通知の受信プロファイルでは、DocAve プランおよびサービスからのレポートを受信するためのメール アドレスを指定

することができます。メール通知の受信プロファイルを構成するには以下の説明に従ってください。 

1. 通知名 - メール通知の受信プロファイルの名前とオプションの説明を入力します。 

2. タイプ - メール通知プロファイルで生成したレポートのタイプを選択します。 

a. グローバル レポート - グローバル レポート メール通知プロファイルは通知オプションを使用可能なモジ

ュールで使用できます。これらのプロファイルは各モジュールで通知を構成する際に選択することができま

す。 

b. サービス レポート - サービス レポート メール通知プロファイルはマネージャー モニターおよびエージェント 

モニターの場合にのみ使用されます。サービス レポート プロファイルで入力したメール アドレスは、DocA

ve マネージャー サービスやエージェント サービスが非アクティブになった際にメール通知を受信します。 

3. 通知アドレス - 通知の受取人を構成します。[通知アドレスの追加] をクリックし、以下の手順に従って受取人

を追加します。 

a. (グローバル レポートのみ) [レポート] 列内のドロップダウン メニューから通知の詳細レベルを選択します。

[要約レポートの受取人] もしくは [詳細レポートの受取人] を選択します。 

b. [受取人] 列に通知の受取人のメール アドレスを入力します。  

c. 複数の受取人を追加する場合は上記の手順を繰り返します。 

4. レポート設定 - レポート レベルに含める情報タイプを選択します。レポート レベルを構成する前に該当のレポー

ト タイプの受取人が存在している必要があります。 

a. グローバル レポートをレポート タイプとして選択する場合、以下の設定を構成します。 

 要約レポート レベル - 要約レポートの送信条件を設定します。既定では、成功、失敗、警告

の条件がすべて選択されています。ジョブが完了、失敗、あるいは完了 (実行中に例外あり) 

である場合、要約レポートが受取人に送信されます。  
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 詳細レポート レベル - 詳細レポートの送信条件を設定します。既定では、成功、失敗、警告

の条件がすべて選択されています。ジョブが完了、失敗、あるいは完了 (実行中に例外あり) 

である場合、詳細レポートが受取人に送信されます。  

 状態に合わせてすべてのログを受取人に送信 - 受取人へ送信するログの種類を選択します。

ここでは、成功、失敗、警告の選択肢から選択することができます。既定では失敗が選択され

ています。 

 メッセージ形式 - メッセージの送信形式を選択します。送信形式は HTML もしくは テキスト 

です。  

b. タイプで [サービス レポート] を選択する場合、レポート設定 で以下の設定を構成します。 

 すべてのログを受取人に送信 - [はい] を選択すると、DocAve マネージャー サービスもしくは

エージェント サービスが非アクティブになった場合すべてのログを受取人に送信します。[いいえ] 

を選択するとログは送信されません。  

 メッセージ形式 - メッセージの送信形式を選択します。送信形式は HTML もしくは テキスト 

です。  

リボン上で [OK] をクリックして設定を保存します。[キャンセル] をクリックすると、プロファイルを保存せずにメールの受信設

定インターフェイスに戻ります。 

メール通知の受信の管理 

通知プロファイルの構成を表示するには、通知プロファイルを選択してリボン上で [詳細の表示] をクリックします。通知プロ

ファイルの構成詳細が表示されます。  

通知プロファイルの構成を変更するには、構成済み通知プロファイルのリストから通知プロファイルを選択し、リボン上で [編

集] をクリックします。通知構成の編集の詳細については、本ガイド内の メール通知の受信の構成 セクションをご参照くだ

さい。 

通知プロファイルを既定のプロファイルとして設定するには、構成済み通知プロファイルのリストから通知プロファイルを選択し、

リボン上で [既定プロファイルとして設定] をクリックします。既定では、DocAve マネージャー サービスやエージェント サービ

スのプランまたは通知設定を構成する場合、既定の通知プロファイルが選択されています。 

不要な通知プロファイルを削除するには、構成済み通知プロファイルのリストから通知プロファイルを選択し、リボン上で [削

除] を選択します。[OK] をクリックして削除を実行します。[キャンセル] をクリックすると操作をキャンセルします。 

ジョブ プルーニング 

ジョブ プルーニングでは、お使いのファーム間でのすべてのジョブ レコードのプルーニング ルールを設定することができます。ジ

ョブ レコードはプルーニングされると、ジョブ モニターおよび DocAve コントロール データベースから削除されます。  
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*注意: バックアップを頻繁に実行する場合は、ジョブ プルーニング ポリシーの構成を強くお勧めします。これにより、ジョブ 

データによるデータベースへの負荷を最小限に抑えることができます。 

ジョブ プルーニングでは、各 DocAve モジュールのジョブ プルーニング ルールを構成してジョブの数や期間を保持すること

ができます。モジュールのジョブ プルーニング ルールを構成すると、[設定] タブ上でスケジュールを構成し、使用する通知や

時間を指定した形で DocAve プルーニング ジョブを実行することができます。該当のチェックボックスからモジュールを選択

し、リボン上で [すぐにプルーニングを実行] をクリックすると、各モジュールのジョブを各モジュール用に構成したジョブ プルー

ニング ルールに従って手動でプルーニングします。 

ジョブ プルーニングでは、同一インターフェイス内にジョブ モニターが統合されています。プルーニング ジョブの進行状況を表

示するには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの詳細情報については DocAve 6 ジョブ モニタ

ー ユーザー ガイド をご参照ください。 

DocAve ジョブ モニターへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ジョブ プルーニング] セクション配下の 

[ジョブ プルーニング] をクリックします。リボン上で [保存] をクリックすると、ジョブ プルーニングでの変更を保存します。リボ

ン上で [閉じる] をクリックすると、ジョブ プルーニング インターフェイスを閉じます。 

プルーニング ルールの構成 

[ルール] タブで該当のチェックボックスから DocAve モジュールを選択し、リボン上で [構成] をクリックするか、各モジュー

ル用のジョブ プルーニング ルールをクリックします。構成画面がポップアップ ウィンドウで開きます。ここでは次のオプションを構

成することができます。 

 プルーニングなし - このオプションを選択すると、モジュールのジョブ レコードはプルーニングされません。 

 プルーニング ルールを構成するモジュールによって異なるオプションが表示されます。 

o 最新の__つのジョブを保持する - モジュールの最新ジョブを指定した数の分だけ保持します。表示され

るテキスト ボックスに正の整数を入力して、保持するジョブ数を設定します。例えば、テキスト ボックスに 

"5" と入力すると、このモジュールの最新 5 つ分のジョブが保持され、その他のジョブ レコードはすべて削

除されます。 

o 最新の ＿ 日間 / 週間 / ヶ月間のジョブを保持する - このオプションを選択すると、指定の期間内の

ジョブのみを保持します。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから [日間]、[週

間]、[ヶ月間] を選択して保持するジョブの期間を設定します。例えば、テキスト ボックスに "7" と入力

して [日間] を選択すると、このモジュールで過去 7 日間以内に実行したジョブのみが保持され、それ以

前のジョブ レコードはすべて削除されます。 

o 最新の__つのジョブ グループを保持する - このオプションを選択すると、指定した数の最新ジョブ グル

ープのみを保持します。表示されるテキスト ボックスに正の整数を入力して、保持するジョブ グループ数

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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を設定します。例えば、テキスト ボックスに "5" と入力すると、このモジュールの最新 5 つ分のジョブ グル

ープが保持され、その他のジョブ レコードはすべて削除されます。  

o 最新の ＿ 日間 / 週間 / ヶ月間のジョブ グループを保持する - このオプションを選択すると、指定の

期間内のジョブ グループのみを保持します。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン メニュ

ーから [日間]、[週間]、[ヶ月間] を選択して保持するジョブ グループの期間を設定します。例えば、テ

キスト ボックスに "7" と入力して [日間] を選択すると、このモジュールで過去 7 日間以内に実行した

ジョブ グループのみが保持され、それ以前のジョブ レコードはすべて削除されます。 

o 最新の__つのジョブもしくはジョブ グループを保持する - このオプションを選択すると、指定した数の

最新ジョブまたはジョブ グループのみを保持します。表示されるテキスト ボックスに正の整数を入力して、

保持するジョブまたはジョブ グループ数を設定します。例えば、テキスト ボックスに "5" と入力すると、この

モジュールの最新 5 つ分のジョブまたはジョブ グループが保持され、その他のジョブ レコードはすべて削除

されます。  

o 最新の ＿ 日間 / 週間 / ヶ月間のジョブもしくはジョブ グループを保持する - このオプションを選択

すると、指定の期間内のジョブまたはジョブ グループのみを保持します。テキスト ボックスに正の整数を入

力し、ドロップダウン メニューから [日間]、[週間]、[ヶ月間] を選択して保持するジョブまたはジョブ グル

ープの期間を設定します。例えば、テキスト ボックスに "7" と入力して [日間] を選択すると、このモジュ

ールで過去 7 日間以内に実行したジョブまたはジョブ グループのみが保持され、それ以前のジョブ レコー

ドはすべて削除されます。 

完了したら、[OK] をクリックして構成を保存し、ジョブ プルーニング インターフェイスにもどります。[キャンセル] をクリックする

と、変更を保存せずにジョブ プルーニング インターフェイスに戻ります。 

設定の構成 

DocAve モジュールのジョブ プルーニング ルールを構成すると、DocAve プルーニング ジョブを実行するスケジュールを設

定し、プルーニング ジョブに関するレポートを使用してユーザーへ通知することができるようになります。[ジョブ プルーニング] 

画面上の [設定] タブから次の設定を構成します。 

1. スケジュールの選択 - DocAve プルーニング ジョブを実行するスケジュールを設定するか、手動でプルーニング 

ジョブを実行します。 

 スケジュールなし - 手動でプルーニング ジョブを実行する場合、このオプションを選択します。 

 手動でスケジュールを構成する - このオプションで設定した時刻に DocAve プルーニング ジョブを実

行します。このオプションが選択されると、[スケジュール設定] 構成画面が表示されます。ここには構成

済みのスケジュールのリストが表示されます。新しいスケジュールを追加するには [スケジュールの追加] 

をクリックします。構成済みスケジュールを編集するには、サマリー列のテキストをクリックします。スケジュー

ルを削除するには  をクリックします。カレンダー上のスケジュールをプレビューするには [カレンダー ビュ
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ー] をクリックします。スケジュールの追加および編集の詳細については、本ガイド内の スケジュールの構

成 セクションをご参照ください。 

2. 通知 - 構成済みメール通知プロファイルを選択するか、ドロップダウンから [通知の新規作成] をクリックして新し

いメール通知を設定することができます。通知プロファイルの構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド内の 

ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

スケジュールの構成 

スケジュールを追加、編集するには以下の説明に従ってください。 

1. タイプ - このスケジュールの間隔の時間単位を選択します。 

 時間毎 - 時間毎のスケジュールを構成します。 

 日毎 - 日毎のスケジュールを構成します。 

 週毎 - 週毎のスケジュールを構成します。 

 月毎 - 月毎のスケジュールを構成します。 

2. スケジュール設定 - テキスト ボックスに正の整数を入力してスケジュールの頻度を構成します。より詳細なスケジ

ュールを設定する場合は、[詳細設定] チェックボックスを選択します。手順 1 で選択した タイプ に合わせて複

数のオプションが表示されます。 

 [時間毎] を選択した場合、次のオプションから 1 つを選択して設定を構成してください。 

o 業務時間の指定: 開始時刻: __ 終了時刻: __ - ここで指定した業務期間内にジョブ プ

ルーニングを実行します。この期間内に開始したプルーニング ジョブは、終了時間に達すると完

了します。 

o 時刻を選択 - ジョブ プルーニングを実行する時刻を指定します。複数の実行時刻を追加する

には [追加] をクリックします。 

 [週毎] を選択した場合、次の設定を構成してください。 

o 実行間隔 __ 週間 - テキスト ボックスに実行の頻度を週単位で入力します。 

o 指定日: __ - ジョブ プルーニングを実行する週の日程を指定します。 

 [月毎] を選択した場合、次のオプションから 1 つを選択して設定を構成してください。  

o 指定日: __ __ 日 - プルーニング ジョブを実行する月の日程を選択します。例えば、1月 お

よび 7月3日 と設定すると、プルーニング ジョブは 1 月 3 日と 7 月 3 日に実施されます。 

o 指定日: __ヶ月毎の __ 日 - プルーニング ジョブを実行する月の日程と頻度を選択します。

例えば 3 ヶ月毎の 3 日 と設定すると、プルーニング ジョブは 3 ヶ月毎の 3 日に実行します。 
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o 指定日: __ __ヶ月毎の __ - プルーニング ジョブを実行する月の曜日と頻度を指定します。

例えば、3ヶ月毎の1番目の月曜日を選択すると、プルーニング ジョブは 3 ヶ月毎の第一月曜

日に実行されます。 

o 指定日: __ __ の __ - プルーニング ジョブを何月の何日に実行するかを指定します。例え

ば、1月 および 7月 の 1番目の月曜日 を選択すると、プルーニング ジョブは 1 月と 7 月の

第一月曜日に実行します。 

3. 再実行期間 - プルーニング ジョブの 開始時刻 を指定します。次のオプションを選択して終了時刻を設定します。 

 終了時刻なし - プルーニング ジョブを手動で終了するまで構成済みスケジュール通りに実行し続けま

す。 

 __ 回後に終了 - ここで指定した回数に達するとプルーニング ジョブの実行を停止します。 

 終了時刻 __ - プルーニング ジョブがここで指定した日時に終了します。 

4. 新しいスケジュールの構成が完了したら、[OK] をクリックして保存します。[キャンセル] をクリックすると、保存せず

に [スケジュールの追加] 画面を閉じます。 

ログ マネージャー 

ログ マネージャーでは DocAve サービスのログを管理することができます。ログは DocAve サポート メンバーがトラブルシ

ューティングを行う際に重要な情報となります。 

ログ マネージャーでは、同一インターフェイス内にジョブ モニターが統合されています。ログ コレクション ジョブの進行状況を

表示するには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの詳細情報については DocAve 6 ジョブ モニ

ター ユーザー ガイド をご参照ください。 

*注意: DocAve コントロール サービス スタンバイ センターを実施する場合、ログ マネージャーおよびジョブ モニターを使

用する前に レポートのエクスポート先 をジョブ モニター上で構成する必要があります。詳細については DocAve 6 ジョブ 

モニター ユーザーガイド をご参照ください。 

DocAve ログ マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ログ マネージャー] セクション配下

の [ログ マネージャー] をクリックします。リボン上で [閉じる] をクリックすると、[アカウント マネージャー] 画面を閉じます。 

ログ設定の構成 

ログ設定を構成するには、[ログ マネージャー] 画面のリボン上で [ログ設定] をクリックします。各タブでは、次のサービスの

ログ設定を構成することができます。  

 コントロール サービス 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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 メディア サービス 

 レポート サービス 

 エージェント 

 

各タブ配下にサービス名が表示されます。それぞれのサービスごとに、次のオプションを構成することができます。 

 ログ レベル - ログは次の各レベルでの生成が設定できます。 

o 情報 (既定) - このレベルのログでは、実行したジョブ、実行した操作、ジョブの重要なプロセスなど Do

cAve の基本情報を記録します。情報レベルのログにはすべての警告およびエラー レベルのログが含ま

れています。 

o デバッグ - このレベルのログでは、DocAve マネージャーと DocAve エージェント間の通信、データベー

ス内の操作、データの出力メッセージなどの内部操作に関する詳細情報を記録します。  

このレベルのログはすべてのジョブの詳細情報を検出する場合に使用します。トラブルシューティングの前

にはログ レベルを [デバッグ] レベルに設定することをお勧めします。デバッグ レベルのログにはすべての

情報、警告、エラー レベルのログが含まれています。 

o エラー - このレベルのログでは、ジョブのエラー メッセージを記録します。エラーはすべてがジョブの失敗を

意味するというわけではなく、既に解決したエラーも含まれています。また、ログには詳細な情報が記録さ

れます。 

o 警告 - このレベルのログでは、例外処理となったジョブを記録します。警告レベルのログにはすべてのエラ

ー レベルのログが含まれています。 

 各ログのサイズ - 既定では、ログのサイズは 5 MB です。必要に応じてテキスト ボックスに数値を入力すること

でサイズを調整することができます。 

 ログの合計数 - 各マネージャー サービスのインストール先フォルダー配下の [Logs] フォルダー内に含まれるすべ

てのログ ファイルの最大数です。各エージェント サーバーでは、ログの合計数は各 .exe ファイルにより生成された

すべてのログ ファイルの最大数となります。エージェント ログは各エージェントのインストール先フォルダー配下の [L

ogs] フォルダーに保存されます。 

ログ ファイル数が閾値を超える場合、古いログ ファイルから削除されていきます。 

ログ設定の構成が完了したら、[OK] をクリックしてすべての変更を保存し、ログ マネージャー インターフェイスに戻ります。

[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずにログ マネージャー インターフェイスに戻ります。 
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ログの取得 

ログを取得するには、まずログ マネージャー インターフェイスのログ コレクション セクションで取得対象となるマネージャー サ

ービスもしくはエージェントを指定する必要があります。リボン上で [取得] をクリックすると、選択したサービスもしくはエージェ

ントのログの取得を開始します。 

レポートによるメール通知を受信するには、ドロップダウン リストから構成済みメール通知を選択するか、[通知の新規作

成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを設定します。メール通知プロファイルの構成方法の詳細については、本ユ

ーザー ガイド内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

SharePoint サイト 

SharePoint サイトでは、SharePoint Online サイトをマッピング アウトします。DocAve ではマッピング アウトしたオブ

ジェクト内のサイト コレクションを管理することができます。 

*注意: SharePoint サイト 設定を構成する場合、DocAve マネージャーはインターネットへアクセス可能である必要が

あります。 

DocAve の SharePoint サイト へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [SharePoint サイト] セク

ション配下の [SharePoint サイト] をクリックします。リボンの [閉じる] をクリックすると、[SharePoint サイト] 画面を閉

じます。 

SharePoint Online サイト コレクション URL の管理 

SharePoint サイト インターフェイスでは、構成済みの SharePoint サイト グループ、関連エージェント グループ、説明、

更新日時などの情報がメイン表示パネルに表示されます。以下の説明に従って新しい SharePoint サイト グループを作

成します。 

*注意: SharePoint サイト グループの作成および編集は、システム グループ ユーザーのみ実行可能です。システム グ

ループ ユーザーは SharePoint サイトをサイト グループに登録することもできます。また同じシステム グループ内のユーザ

ーであれば、同じ SharePoint サイト グループ配下に作成されたサイトを表示、管理することができます。さらに、システム 

グループのユーザーは他のシステム グループのユーザーにより作成された SharePoint サイト グループおよび登録済みサイ

ト コレクションを表示、編集することも可能です。テナント グループ ユーザーは、 SharePoint サイト グループの作成、設

定の編集などを実行することはできません。テナント グループ ユーザーが実行できるのは SharePoint サイト グループ内

でのサイト コレクションの作成および管理のみです。また、テナント グループ ユーザーは自分で登録したサイト コレクションと

所属する SharePoint サイト グループのみを表示、管理することができます。[管理センター] 、[最小単位バックアップ & 

リストア]、[レプリケーター]、[コンテンツ マネージャー] を使用してサイト コレクションを管理する場合、テナント グループ ユ

ーザーはローカル ファームを表示することができません。 
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SharePoint サイト グループを追加するには、リボン上で [作成] をクリックし、次の設定を構成します。 

1. SharePoint サイト グループ - [SharePoint サイト グループ名] テキスト ボックスに SharePoint サイト 

グループ名とオプションの説明を入力します。ここでは任意のサイト グループ名を入力することができますが、こ

のグループに関連付ける SharePoint サイトのタイプなどの情報が分かりやすい名前をお勧めします。 

2. エージェント グループ - SharePoint サイトで DocAve ジョブを実行するエージェント グループを指定しま

す。エージェント グループの構成の詳細については、本ガイド内の エージェント グループ セクションをご参照く

ださい。 

[OK] をクリックして、これらの構成を保存して SharePoint サイト インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックする

と、これらの構成を保存せずに SharePoint サイト インターフェイスに戻ります。 

構成済みの SharePoint サイト グループについての情報を表示するには、SharePoint サイト グループを選択し、リボン

上で [詳細の表示] をクリックします。構成済みの SharePoint サイト グループの説明を編集するには、SharePoint サ

イト グループを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。構成済みの SharePoint サイト グループを削除するには、S

harePoint サイト グループを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。 

サイト コレクションの管理 

DocAve に追加する SharePoint サイト グループを管理するには、各サイト コレクションを構成する必要があります。Sh

arePoint サイト グループのサイト コレクションを構成するには、SharePoint サイト グループを選択し、リボン上で [サイ

ト コレクション管理] をクリックします。これにより、[サイト コレクション管理] インターフェイスに構成済みサイト コレクションの

リストが表示されます。  

構成済みサイト コレクションについての情報を表示するには、サイト コレクションを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリ

ックします。構成済みサイト コレクションを編集するには、サイト コレクションを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。

構成済みサイト コレクションを削除するには、サイト コレクションを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。 

サイト コレクションの構成 

サイト コレクションを追加するには、リボン上で [追加] をクリックします。 

[サイト コレクションの追加] 画面もしくは [サイト コレクションの編集] 画面で、次の設定を構成します:  

 サイト コレクションの URL - SharePoint サイト グループ内に存在するサイト コレクションの URL を入力しま

す。 

 サイト コレクションのユーザー - サイト コレクションへのアクセス権限を持つユーザーを指定します。 

o ユーザー名 - サイト コレクションの管理ユーザー名を入力します。 

o パスワード - 指定のアカウントのパスワードを入力します。 
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[OK] をクリックして、これらの構成を保存してサイト コレクション管理インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックする

と、これらの構成を保存せずにサイト コレクション管理インターフェイスに戻ります。 

サイト コレクションを構成する場合、サイト コレクションの URL はこのサイト コレクションの SharePoint サイトに含まれた 

SharePoint サイト グループ内のすべてのエージェントでテストされます。  は、すべてのエージェントがサイト コレクション

の URL に接続していることを意味します。  は、一部のエージェントがサイト コレクションの URL に接続していることを

意味します。  は、サイト コレクションの URL に接続しているエージェントがないことを意味します。既定では、エージェン

トとサイト コレクションの URL の接続状況は 100 秒毎に確認されます。  

プロファイル マネージャー 

プロファイル マネージャーではアプリケーションのプロファイルを管理することができます。 

セキュリティ プロファイル 

セキュリティ プロファイルは暗号化方式により生成されたセキュリティ キーを使用して、バックアップ データを保護することがで

きます。セキュリティ プロファイルでは、最小単位バックアップ、プラットフォーム バックアップ、コンテンツ マネージャー、レプリケ

ーター、アーカイバ、ストレージ マネージャー等のモジュールにおける DocAve ジョブ データ セキュリティを管理するインター

フェイスを提供します。セキュリティ プロファイル パネルには、既定で 既定セキュリティ プロファイルという名前のセキュリティ プ

ロファイルがあります。このプロファイルは DocAve 5 (DocAve 5.7 もしくはそれ以上) または DocAve 6から DocAve 

6 SP 1 もしくはそれ以降のバージョンへのデータ アップグレードを実行する場合に必要なため削除できません。このプロファ

イルに限らず、既定プロファイルは編集、削除などを行うことができません。また、既定プロファイルを表示できるのはシステム 

ユーザーのみです。 

プロファイル設定 

新しいセキュリティ プロファイルを作成するには、リボン上で [作成] をクリックして、次の設定を構成します。 

 名前 - プロファイルの名前とオプションの説明を入力します。異なる DocAve モジュールでプランを作成する際に

暗号化方式を構成する場合はセキュリティ プロファイル名の一覧が表示されるので、その中から選択することが

できます。  

 暗号化方式 - 暗号化で使用する暗号化方式および暗号文字数を選択します。 

o [暗号化方式を指定してください] ドロップダウン リストから AES、DES、Blowfish のいずれかの暗号化

方式を選択します。環境内で FIPS を使用している場合、暗号化方式として使用することができるのは A

ES のみです。 

o 暗号文字数 - 暗号の文字数を指定します。 
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 暗号化キー - 暗号化キーを生成する方法を選択します。 

o 自動的に暗号化キーを生成する - DocAve でランダムのキーが生成されます。 

o シードから暗号化キーを生成する - ここで入力するシードに基づいてキーを生成します。この方法を選択

する場合、[シード] および [シードの確認] テキスト ボックスにシードの値を入力します。  

[OK] をクリックして、構成を保存してセキュリティ プロファイル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、こ

れらの構成を保存せずにセキュリティ プロファイル インターフェイスに戻ります。セキュリティ プロファイルの暗号化方法もしくは

文字数は、プロファイルの作成後の編集はできません。 

セキュリティ プロファイル インターフェイスで構成済みセキュリティ プロファイルの説明および構成を編集するには、編集するプ

ロファイルを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。構成済みセキュリティ プロファイルを削除するには、削除するプロフ

ァイルを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。削除しようとしているセキュリティ プロファイルが使用中の場合は、削

除することはできません。 

セキュリティ プロファイルのインポートおよびエクスポート 

作成したセキュリティ プロファイルは、今後の使用のためにエクスポートすることができます。セキュリティ プロファイルをエクスポ

ートするには、エクスポートするプロファイルを選択し、リボン上で [エクスポート] をクリックします。このとき、選択したセキュリ

ティ プロファイル用にパスワードを作成する必要があります。[パスワード] および [パスワードの確認] テキスト ボックスに希

望のパスワードを入力して、[OK] をクリックします。リボン上で [OK] をクリックすると、パスワードを保存し、プロファイルを指

定の場所へエクスポートします。  

セキュリティ プロファイルをインポートするには、リボン上で [インポート] をクリックします。プロファイルのエクスポートの際に作

成したパスワードを入力し、リボン上で [OK] をクリックします。セキュリティ プロファイルをインポートすると、セキュリティ プロフ

ァイル インターフェイス内のセキュリティ プロファイルのリストに表示されます。 

プロファイル マネージャー インターフェイスを終了するには、リボン上で [閉じる] をクリックしてコントロール パネル インターフェ

イスに戻ります。 
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製品ごとの設定 

ここでは、製品ごとの関連設定を構成します。 

ソリューション マネージャー 

ソリューション マネージャーはすべての DocAve ソリューションを管理するインターフェイスを提供します。  

DocAve のソリューション マネージャーへアクセスするには、コントロール パネルで [ソリューション マネージャー] セクション配

下の [ソリューション マネージャー] をクリックします。リボンの [閉じる] をクリックすると、 [ソリューション マネージャー] 画面

を閉じます。 

*注意: ここではすべての Web アプリケーションのすべてのゾーンでフル コントロールを保持している必要があります。Shar

ePoint 権限内の Web アプリケーションのユーザー ポリシーで確認してください。 

*注意: 監査マネージャーを使用しており、DocAve  6.0 を DocAve 6 SP1 もしくはそれ以降のバージョンへアップグレ

ードする場合、DocAve 6 監査データを DocAve 6 SP 1 もしくはそれ以降のバージョンへアップグレードする前に以下

の説明を参照してください。 

1. SharePoint へ移動して DocAve 6 ソリューション SP2010RCAuditorSiteCreationMonitor.wsp 

を削除します。 

2. DocAve 6 監査マネージャー モジュールでサイト コレクションの削除のモニターを有効にしており、DocAve 6 S

ervice Pack 1 もしくはそれ以降のバージョンでこの機能を使用し続ける場合、DocAve エージェント サーバー

へ移動して、パス ”…/windows/assembly” を確認し、 SP2010RCAuditorSiteDeletion.dll を削

除します。DocAve 6 レポート ポイントで SharePoint アクションをモニターする方法の詳細については、DocA

ve 6 レポート ポイント ユーザー ガイドを参照してください。 

3. DocAve 6 ソリューション マネージャーへ移動し、SP2010AuditorMonitor.wsp および SP2010Doc

umentAuditing.wsp を展開します。 

ソリューションの管理 

初めてソリューション マネージャーへアクセスすると、DocAve ソリューションの一覧が表示されます。これらのソリューションの

情報を表示する場合、もしくはこれらのソリューションへ特定のアクションを実行する場合、まずファームを選択する必要があ

ります。 

ファームの選択 

[ファーム] ドロップダウン メニューからファームを選択します。選択したファームの情報が以下の表にに表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
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 フロントエンド Web サーバー数 - Microsoft SharePoint Foundation Web Application サービスを有

効にしているサーバー数です。 

 使用可能エージェント数 - 状態がアクティブ ( ) である DocAve エージェント数です。  

 展開方法 - 現行バージョンでは、ソリューションはローカルでの展開のみ可能です。ソリューション ファイルを展開

すると DocAve エージェント サーバーへのみ展開されます。 

 

ソリューションの情報の表示 

以下の表ではソリューションの次の情報を表示します。 

 ソリューション - DocAve ソリューションの名前です。 

 モジュール - このソリューションの対象モジュールの名前です。 

次の情報はファームを選択した時にのみ表示されます。 

 バージョン - ソリューションのバージョンです。 

 状態 - ソリューション ファイルの展開状態です。  

o 該当なし - ソリューションがインストールされていません。 

o 未展開 - ソリューションはインストールされていますが、展開されていません。 

o 展開済み - ソリューションがすべてのエージェント サーバーに展開されています。 

o 部分的に展開済み - ソリューションが一部のエージェント サーバーに展開されています。 

 最終更新日時 - ソリューションの最終更新日時です。 

 メッセージ - ソリューション展開の詳細情報を表示します。 

ソリューション上の操作 

該当するチェックボックスから表内のソリューションを選択します。ここでは次のアクションを実行することができます。 

*注意: SharePoint 2010 テンプレートを使用して作成した SharePoint 2013 サイト コレクションに対し

ては、SharePoint 2010 で使用されるコネクタ ソリューションをインストール・展開する必要があります。 

 インストール - リボン上で [インストール] をクリックすると、ファーム構成データベース内のファームのソリューション 

ストアにソリューション パッケージを追加します。ソリューションを指定のファームに追加するのみで展開したくない場

合にこのボタンを使用します。 

 展開 - リボンの [展開] をクリックすると、ソリューション パッケージを解凍してエレメントを指定の場所へコピーしま

す。ソリューションが指定のファームにインストールされていない場合にもこのボタンを使用することができます。この

場合、ソリューションは指定のファームにインストールされてから展開されます。 
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 取り消し - ファーム ソリューションのコンポーネントの展開を取り消します。ソリューションはソリューション ストアに保

管されるので、後で再展開することができます。 

 削除 - ソリューション ストアからソリューション パッケージを削除します。ソリューションが指定のファームで取り消さ

れていない場合にもこのボタンを使用することができます。その場合、ソリューションは指定のファームで取り消され

てから削除されます。 

 

ソリューションのインストール完了後にソリューションの情報を表示するには、該当のチェックボックスからソリューションを選択し、

リボン上で [ソリューション プロパティ] をクリックします。これにより [ソリューション プロパティ] ページに移動します。既定では、

まず [サマリー] タブに移動します。このタブには指定のソリューションの概要が表示されています。[詳細] タブをクリックする

と、各 Web アプリケーション上のソリューションの展開状態および他の詳細情報を表示することができます。[詳細] タブで

は、該当のチェックボックスを選択して Web アプリケーションを選択することもできます。[展開] もしくは [取り消し] をクリッ

クするとソリューションを展開・取り消しを実行することができます。完了したら、リボン上で [キャンセル] をクリックしてソリュー

ション マネージャー インターフェイスに戻ります。 

ソリューションの保持 

ソリューション マネージャーでは DocAve ソリューションのバージョンを最新に保持するため、ソリューション バージョンの確認、

既存ソリューションのアップグレード、展開済みソリューションの修復などを実行できるツールが提供されています。これらのア

クションを実行するには、該当のチェックボックスからソリューションを選択し、次のボタンをクリックします。 

 リボン上で [バージョン取得] をクリックし、選択したソリューションに関するバージョン情報を取得します。[バージョ

ン]、[状態]、[メッセージ] の各列に表示される情報が更新されます。 

 リボン上で [アップグレード] をクリックすると、選択したソリューションを最新バージョンにアップグレードします。ソリュ

ーションをアップグレードできるのは、ソリューション バージョンが現在のエージェント バージョンより低い場合のみです。 

 リボン上で [修復] をクリックすると、選択したソリューションを修復します。修復はソリューションが現在のエージェン

ト バージョンと異なる場合に行うことが可能です。 

ソリューション説明 

すべての DocAve 6 ソリューションの概要を取得するには、以下の説明をご参照ください。 

SP2010EndUserArchiver.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境でのアーカイバ モジュール で使

用します。このソリューションを展開すると、アーカイバ内でエンドユーザー アーカイバを使用することができます。またエンドユ

ーザーは SharePoint 2010 内の該当のオブジェクトを直接操作してデータをアーカイブすることができるようになります。

この機能の使い方の詳細については アーカイバ_ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
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SP2010ErrorPageforArchivedData.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境でのアーカイバ モ

ジュールで使用します。この機能を有効にすると、ユーザーが元の URL を使用してアーカイブ済みアイテムを開く際に、アイ

テムが既にアーカイブされているかどうかを確認します。アイテムがアーカイブ済みの場合ポップアップ メッセージが表示されま

す。この機能の使い方の詳細については アーカイバ_ユーザー ガイド を参照してください。 

SP2010ConnectorContentLibrary.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境でのコネクタ モジュ

ールで使用します。このソリューションを展開すると、サイト コレクション レベルで該当の機能を有効化することができます。こ

れにより SharePoint 2010 上でファイルシェア ライブラリを作成することができるようになります。この機能の使い方につい

ては コネクタ ユーザー ガイド を参照してください。 

SP2010ConnectorMediaLibrary.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境でのコネクタ モジュール

で使用します。このソリューションを展開すると、サイト コレクション レベルで該当の機能を有効化することができます。これに

より SharePoint 2010 上でメディアシェア ライブラリを作成することができるようになります。この機能の使い方については 

コネクタ ユーザー ガイド を参照してください。 

SP2010DocumentAuditing.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境でのレポート ポイント モジュ

ール で使用します。このソリューションの展開後、[レポート ポイント] > [設定] > [機能の管理] に移動し、サイト コレク

ション レベルで該当の機能をアクティブ化します。もしくは SharePoint 上でもこの機能をアクティブ化できます。これにより、

指定のサイト コレクション内のすべてのドキュメントを監査したり、ドキュメントの監査履歴を表示することができるようになり

ます。この機能を使い方については レポート ポイント ユーザー ガイド を参照してください。 

SP2010AuditorMonitor.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境でのレポート ポイント モジュールで

使用します。このソリューションの展開後、[レポート ポイント] > [設定] > [監査コントローラ] に移動し、[監査アクショ

ン] フィールドで [サイト コレクション削除] もしくは [サイト作成] チェックボックスを選択するとこの機能をアクティブ化するこ

とができます。この機能を使い方については レポート ポイント ユーザー ガイド を参照してください。 

SP2010SecurityManagement.wsp - このソリューションは SharePoint 2010 環境での管理センター モジュ

ールで使用します。ソリューションの展開後、SharePoint 内の指定のサイト コレクションで該当の機能をアクティブ化しま

す。これにより、[DocAve セキュリティ管理機能]、[DocAve セキュリティ管理リボン]、[DocAve セキュリティ検索履歴

機能]、[DocAve セキュリティ検索結果機能] をアクティブ化し、SharePoint 上で該当機能を使用することができるよ

うになります。詳細情報については 管理センター ユーザー ガイド を参照してください。 

 SP2013ConnectorContentLibrary.wsp – このソリューションは  SharePoint 2013 環境でのコネ

クタ モジュールで使用します。このソリューションを展開すると、サイト コレクション レベルで該当の機能を有効化

することができます。 これにより SharePoint 2013 上でファイルシェア ライブラリを作成することができるようにな

ります。この機能の使い方については、コネクタ ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Connector_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Connector_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Connector_User_Guide.pdf
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 SP2013ConnectorMediaLibrary.wsp – このソリューションは SharePoint 2013 環境でのコネクタ 

モジュールで使用します。このソリューションを展開すると、サイト コレクション レベルで該当の機能を有効化するこ

とができます。 これにより SharePoint 2013 上でメディアシェア ライブラリを作成することができるようになります。

この機能の使い方については コネクタ ユーザー ガイド を参照してください。 

 SP2013EndUserArchiver.wsp – このソリューションは SharePoint 2013 環境でのアーカイバ モジュ

ールで使用します。このソリューションを展開すると、アーカイバ内でエンドユーザー アーカイバを使用することができ

ます。またエンドユーザーは SharePoint 内データを直接アーカイブすることができるようになります。この機能の

使い方については アーカイバ ユーザー ガイド を参照してください。 

 SP2013ErrorPageforArchivedData.wsp – このソリューションは SharePoint 2013 環境でのアー

カイバ モジュールで使用します。この機能を有効にすると、ユーザーが元の URL を使用してアーカイブ済みアイテ

ムを開く際に、アイテムが既にアーカイブされているかどうかを確認します。アイテムがアーカイブ済みの場合ポップア

ップ メッセージが表示されます。この機能の使い方については アーカイバ ユーザー ガイド を参照してください。 

 SP2013DocumentAuditing.wsp – このソリューションは SharePoint 2013 環境でのレポート センタ

ー モジュールで使用します。このソリューションの展開後、[レポート ポイント] > [設定] > [機能の管理] に

移動し、サイト コレクション レベルで該当の機能をアクティブ化します。また、この機能は SharePoint 上で直接

アクティブ化することもできます。これにより指定のサイト コレクション内のすべてのドキュメントを監査し、ドキュメン

トの監査履歴を表示することができるようになります。この機能の使い方については  レポート ポイント ユーザー 

ガイド を参照してください。 

 SP2013AuditorMonitor.wsp – このソリューションは SharePoint 2013 環境でのレポート セン

ター モジュールで使用します。このソリューションの展開後、[レポート ポイント] > [設定] > [監査マネージ

ャー コントローラ] に移動し、[監査アクション] フィールドで [サイト コレクション削除] もしくは [サイト作成] 

チェックボックスを選択するとこの機能をアクティブ化することができます。この機能の使い方については レポート ポ

イント ユーザー ガイド を参照してください。 

 SP2013SecurityManagement.wsp – このソリューションは SharePoint 2013 環境での管理

センター モジュールで使用します。ソリューションの展開後、SharePoint 内の指定のサイト コレクションで各機

能 (DocAve セキュリティ管理機能、DocAve セキュリティ管理リボン、DocAve セキュリティ検索履歴機

能、DocAve セキュリティ検索結果機能) をアクティブ化します。詳細情報については 管理センター ユーザー 

ガイド を参照してください。 

*注意: SP2013SecurityManagement 機能を正常に使用するには、SharePoint 2013 がインスト

ールされているサーバーでタイマー サービスを再起動する必要があります。スタート > 管理ツール > サービス に

移動して SharePoint タイマー サービス を選択し、[サービスの再起動] をクリックします。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Connector_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Report_Center_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Administrator_User_Guide.pdf
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ストレージ構成 

ストレージ構成では、指定の DocAve モジュールのバックアップ データを保存するための物理デバイス、論理デバイス、ス

トレージ ポリシーを作成、構成することができます。 

[ストレージ構成] 画面の [物理デバイス] タブでは、データ利用状況を含む円グラフが表示されます。左側の円グラフは

各物理デバイス タイプに保存しているデータの割合を示します。右側の円グラフは、SharePoint BLOB の保存に使用

しているストレージの容量と DocAve ネイティブ データの保存に使用しているストレージの容量を示します。円グラフの上

のドロップダウン メニューからこのグラフに表示したい物理デバイス タイプを指定することもできます。ここでは、全ての物理デ

バイス、ネットシェア、FTP、TSM、クラウド、Caringo ストレージ、HDS Hitachi Content Platform の中からタイプを

選択することが可能です。 

物理デバイス 

物理デバイスでは、バックアップ データを保存することができます。DocAve では各物理デバイスを識別して使用するため、

まず物理デバイスを構成する必要があります。ここでは複数の物理デバイスを作成することができますが、デバイス数が 1 

つのみでもバックアップ ジョブを実行することができです。 

*注意: バックアップ データを保存する場所によって、すべてのネットシェア、FTP、TSM、EMC Centera、クラウド ストレ

ージ、DELL DX ストレージ、Caringo ストレージ、HDS Hitachi Content Platform デバイスなどに対して書き込む

ことができます。 

物理デバイス設定画面へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ストレージ構成] セクション配下の [物

理デバイス] をクリックします。[ストレージ構成] 画面が物理デバイス タブの選択された状態で表示されます。リボンの [閉

じる] をクリックすると、[ストレージ構成] 画面を閉じます。 

物理デバイス構成インターフェイスには、構成済み物理デバイスのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用して物

理デバイスの表示方式をカスタマイズすることができます 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている物理デバイスをフィルターすることができます。このキーワード

は列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい物理デバイスのキ

ーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択

することができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 
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物理デバイスのリストの容量利用状況列内のストレージ容量情報およびデータ利用状況セクションの円グラフに表示され

ているデータ利用状況情報を更新するには、リボン上で [更新] をクリックします。 

 

物理デバイスの管理 

[ストレージ構成] インターフェイスでは、物理デバイスの作成、物理デバイスの詳細の表示、構成済み物理デバイスの編

集、構成済み物理デバイスの削除などを実行することができます。物理デバイスの作成もしくは編集の詳細については、本

ガイド内の 物理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

物理デバイスに関する詳細を表示するには、構成済み物理デバイスのリストから物理デバイスを選択し、リボン上で [詳細

の表示] をクリックします。これにより、指定した物理デバイスに関するすべての詳細情報が次の 3 つのタブに表示されます。 

 サマリー - この物理デバイスの構成です。 

 関連する論理デバイス - この物理デバイスを使用する論理デバイスです。 

 データ - この物理デバイス内に保存するデータのサイズです。 

 

リボン上で [編集] をクリックすると、この物理デバイスの構成を変更できます。物理デバイス構成の編集の詳細については、

本ガイド内の 物理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

物理デバイスを削除するには、構成済み物理デバイスのリストから物理デバイスを選択し、リボン上で [削除] をクリックし

ます。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択した物理デバイスを削除します。[キャンセル] 

をクリックすると、選択した物理デバイスを削除せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。 

物理デバイスの構成 

新しい物理デバイスを作成するには、リボン上で [作成] をクリックしてドロップダウン メニューから [物理デバイス] を選択し

ます。構成済み物理デバイスを編集するには、物理デバイスを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。DocAve では

複数のタイプの物理デバイスがサポートされているため、各デバイス タイプごとに異なる構成が必要です。以下のセクション

では、ネットシェア、FTP、TSM、EMC Centera、クラウド ストレージ、DELL DX ストレージ、Caringo ストレージ、HD

S Hitachi Content Platform など各タイプの物理デバイスの構成を説明します。 

*注意: [詳細設定] オプションを持つ物理デバイスについては、以下の情報をご参照ください。 

1. 特定の要求に対しては拡張パラメータのみを使用してください。 

2. TSM の FileSpace パラメータを除き、拡張パラメータおよびその値ではすべて大文字小文字の区別はありませ

ん。 
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ネットシェア  

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの名前を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - ドロップダウン リストから [ネットシェア] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成 - UNC パス ("\\<servername>\c$\..."の形式) を入力します。該当のテキ

スト ボックスに ユーザー名 および パスワード を入力します。 

 詳細設定 - 必要に応じて、[詳細設定] から次の拡張パラメータを指定します。複数のパラメータを入力する場

合は、キーボードの [Enter] を押してパラメータを区切ってください。パラメータを追加するには、以下の説明をご

参照ください。 

o LongPathEnabled - Windows 完全パスは 256 文字以内で指定する必要があります。このパ

ラメータ構成では 256 文字以上の完全パスを使用することができます。既定の値は false です。 

 LongPathEnabled=true を入力すると、DocAve は 256 文字以上の完全パスをサポ

ートするようになります。 

 LongPathEnabled=false を入力すると、DocAve は 256 文字以上の完全パスをサポ

ートしません。 

o AuthMethod - ネットシェアを使用する各ユーザーに対して異なる権限検証方法を有効にします。

既定の値は LogonUser です。 

 AuthMethod=LogonUser を入力すると、LogonUser ユーザー権限の検証方法が有

効になります。 

 AuthMethod=NetUse を入力すると、NetUse ユーザーの権限検証方法が有効になりま

す。 

 AuthMethod=NetUse_DeleteOld を入力すると、NetUse 権限の検証方法が有効に

なり、過去の検証方法が削除されます。 

o ReadOnly - 現在のデバイスを読み取り専用モードに編集します。既定の値は False です。 

 ReadOnly=true を入力すると、現在のデバイスの読み取り専用モードが有効になります。 

 ReadOnly=false を入力すると、現在のデバイスの読み取り専用モードが有効化されませ

ん。 

[テスト] をクリックします。これによりパスおよびユーザー情報がテストされ、すべての情報の有効性を確認します。 

*注意: フォルダーは指定の場所に存在する必要があります。DocAve は物理ドライブ上に指定のフォルダーを

作成しません。 

file:///C:/Users/ryosuke.kawasaki/AppData/Roaming/Microsoft/Word/
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 容量閾値 - 物理デバイスの容量閾値を設定します。閾値に達すると、物理デバイスへの書き込みが停止され、

デバイスは読み取り専用になります。ここでは、選択できる方法が2つあります。 

o 次の値未満 … MB - 物理デバイスの空き容量の最小サイズを指定します。物理デバイスの空き容

量が指定のサイズ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用にな

ります。既定ではこのオプションが選択されています。既定のサイズは 1024 MB です。テキスト ボックス

への入力サイズは 1024 MB 以上である必要があります。 

o 次の値未満 … % - 空き容量の最小パーセンテージを指定します。物理デバイスの空き容量が指定

のパーセンテージ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用になり

ます。  

[テスト] をクリックすると、入力した容量およびパーセンテージを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存

せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、[物理デバイス] タブ配下に表示されるよう

になります。  

*注意: ここでは複数の物理デバイスを作成することができますが、デバイス数が 1 つのみでもバックアップ ジョブを実行す

ることができます。 

FTP 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの名前を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン リストから [FTP] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成 - 次の設定を構成します。 

o ホスト - FTP サーバーの IP アドレスを入力します。 

o ポート - この FTP サーバーへ接続用のポートを入力します。既定のポート番号は 21 です。 

o ユーザー名 - この FTP サーバーへの接続に使用するユーザー名を入力します。 

o パスワード - 指定のユーザー名のパスワードを入力します。 

[テスト] をクリックすると、入力した情報が正しいかどうかを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存

せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、[物理デバイス] タブ配下に表示されるよう

になります。 
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TSM 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン リストから [FTP] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成 - 次の設定を構成します。 

o 通信 - ドロップダウン メニューから TSM サーバーへの接続に使用するプロトコルを選択します。 

o サーバー アドレス - TSM サーバーのホスト名もしくは IP アドレスを入力します。 

o サーバー ポート - この TSM サーバーへの接続に使用するポートを入力します。既定のポート番号は 

1500 です。 

o ノード名 - 接続するノードの名前を入力します。 

o 管理クラス - ノード内に保存しているデータを管理する管理クラスの名前を入力します。 

o ノード パスワード - ノードへの接続に使用するパスワードを入力します。 

 詳細設定 - 必要に応じて、[詳細設定] から次の拡張パラメータを指定します。複数のパラメータを入力する場

合は、キーボードの [Enter] を押してパラメータを区切ってください。パラメータを追加するには、以下の説明をご

参照ください。 

o FileSpace - 同じノードの配下に異なる FileSpace を使用します。既定の FileSpace は DocAv

e です。このパラメータの値では大文字小文字が区別されます。サーバー上の FileSpace に従って値

を入力します。FilleSpace が存在しない場合は自動的に作成されます。 

o SingleSession - DocAve では、TSM サーバーと相互通信を行う場合にシングル セッションを使

用します。既定の値は SingleSession=false です。 

 SingleSession=true を入力すると、DocAve が TSM サーバーと相互通信を行う場合

シングル セッションが有効になります。この操作を使用すると、パフォーマンスが低下します。 

 SingleSession=false を入力すると、DocAve が TSM サーバーと相互通信を行う場合

にシングル セッションが有効化されません。 

[テスト] をクリックすると、入力した情報が正しいかどうかを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存

せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、[物理デバイス] タブ配下に表示されるよう

になります。 

EMC Centera 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 
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 物理デバイス名 - この物理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン リストから [EMC Centera] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成 - 次の設定を構成します。 

o Centera クラスター アドレス - EMC Centera クラスターの IP アドレスを入力します。 

o 認証 - 次の認証方法から 1 つを選択して EMC Centera クラスターへ接続します。 

 名前/パスワード認証 - このオプションが選択されると、次の設定を構成する必要があります。 

o 名前 - EMC Centera クラスターへの接続に使用する名前を入力します。 

o パスワード - この名前のパスワードを入力します。 

 PEA ファイル認証 - このオプションが選択されると、次の設定を構成する必要があります。 

o PEA ファイルの場所 - EMC Centera クラスターへの接続に使用する PEA ファイ

ルの場所です。 

o ユーザー名 - PEA ファイルの場所へのアクセスに使用するユーザー名を入力します。 

o パスワード - PEA ファイルの場所へのアクセスに使用する指定のユーザー名のパス

ワードを入力します。 

[テスト] をクリックすると、入力した情報が正しいかどうかを確認します。 

 容量閾値 - 物理デバイスの容量閾値を設定します。閾値に達すると、物理デバイスへの書き込みが停止され、

デバイスは読み取り専用になります。ここでは、選択できる方法が2つあります。 

o 次の値未満 … MB - 物理デバイスの空き容量の最小サイズを指定します。物理デバイスの空き容

量が指定のサイズ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用にな

ります。既定ではこのオプションが選択されています。既定のサイズは 1024 MB です。 

o 次の値未満 … % - 空き容量の最小パーセンテージを指定します。物理デバイスの空き容量が指定

のパーセンテージ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用になり

ます。  

[テスト] をクリックすると、入力した容量およびパーセンテージを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存

せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、[物理デバイス] タブ配下に表示されるよう

になります。 
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クラウド ストレージ 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン リストから [クラウド ストレージ] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成  - ドロップダウン メニューからクラウド タイプ を選択して、パスを構成します。 

o RackSpace クラウド ファイル - アクセスする [コンテナ名] を入力して、コンテナへアクセス用の [ユ

ーザー名] および [API キー] を入力します。コンテンツ配信ネットワーク (CDN) が有効である場合、

[CDN を有効にする] チェックボックスを選択します。 

o Windows Azure ストレージ - [アクセス ポイント] テキスト ボックスに BLOB ストレージ サービス

の URL を入力します。既定の URL は "http: //blob.core.windows.net" です。アクセスする 

[コンテナ名] を入力して、コンテナへアクセス用の [アカウント名] および [アカウント キー] を入力しま

す。コンテンツ配信ネットワーク (CDN) が有効である場合、[CDN を有効にする] チェックボックスを選

択します。 

o Amazon S3 - アクセスする [バケット名] を入力して、バケットへアクセス用の [アクセス キー ID] お

よび [アクセス キー パスワード] を入力します。AWS アカウントから [アクセス キー ID] および [アクセ

ス キー パスワード] を表示することができます。ドロップダウン メニューからこのバケットの [ストレージの地

域] を選択します。使用可能な地域はアメリカ標準、アメリカ西部 (北カリフォルニア)、ヨーロッパ (アイ

ルランド)、アジア太平洋 (シンガポール)、アジア太平洋 (東京) です。 

o EMC Atmos - [アクセス ポイント] テキスト ボックスに、Atmos Online への接続に使用する URL 

を入力します。既定の URL は "http: //accesspoint.emccis.com" です。アクセスする [ルート 

フォルダ] を入力して、ルート フォルダへアクセス用の [完全トークン ID] (一般的に UID と呼ばれる) 

および [共有パスワード] を入力します。  

o AT&T Synaptic - アクセスする [ルート フォルダー] を入力して、ルート フォルダへアクセス用の[完

全トークン ID] (一般的に UID と呼ばれる) および [共有パスワード] を入力します。 

 詳細設定 - 必要に応じて、[詳細設定] から次の拡張パラメータを指定します。複数のパラメータを入力する場

合は、キーボードの [Enter] を押してパラメータを区切ってください。パラメータを追加するには、以下の説明をご

参照ください。  

o RetryInterval - ネットワーク接続が中断する際のリトライ間隔をカスタマイズします。既定の値は 2

00 ミリ秒です。ここでは、0 ～ 2147483646 (単位はミリ秒) の間の正の整数で指定することができ

ます。例えば、"RetryInterval=30" と入力すると、ネットワーク中断から再度接続までの間隔が 30 

ミリ秒であることを意味します。 

o RetryCount - ネットワーク接続が中断した際の再度接続回数をカスタマイズします。既定の値は 6 

です。ここでは、0 ～ 2147483646 の間の正の整数で指定することができます。例えば、"RetryCo
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unt=10" はネットワーク接続が中断された際に最大 10 回まで再度接続することができることを意味

します。 

 CustomizedMetadata - DocAve でカスタマイズされたメタデータ、もしくはユーザーによ

って追加されたメタデータをサポートするかどうかを構成します。既定では、DocAve でカスタマ

イズされたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータはすべてサポートされていま

す。  

o CustomizedMode=Close - この物理デバイスでは DocAve でカスタマイズ

されたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータのいずれもサポートし

ません。 

o CustomizedMode=SupportAll - この物理デバイスでは DocAve でカスタ

マイズされたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータをすべてサポー

トします。 

o CustomizedMode=DocAveOnly - この物理デバイスでは DocAve でカス

タマイズされたメタデータのみがサポートされます。 

o CustomizedMode=CustomizedOnly - この物理デバイスではユーザーに

よって追加されたメタデータのみをサポートします。 

[テスト] をクリックすると、入力した情報が正しいかどうかを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存

せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、[物理デバイス] タブ配下に表示されるよう

になります。 

DELL DX ストレージ 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン リストから [DELL DX ストレージ] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成 - 次の設定を構成します。 

o CSN プライベート ネットワーク IP - ノードのホスト名もしくは IP アドレスを入力します。 

o SCSP プロキシ ポート - クラスターへの接続に使用するポートを入力します。既定のポート番号は 8

0 です。 

o クラスター名 - アクセスするクラスター名を入力します。 

o プライマリ DX CR パブリッシャー - ここは初期設定は必要ありません。 

o プライマリ DX CR パブリッシャー ポート - ここは初期設定は必要ありません。 
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o リモート D/R クラスターを含む - ローカル クラスターが使用できない際にリモート クラスターを使用す

る場合、このチェックボックスを選択します。ドロップダウン メニューから [アクセス モード] を選択して、次

の設定を構成します。 

 リモート CSN - このモードを選択すると、クラスターへアクセス用の [リモート CSN ホスト] (リ

モート クラスター ストレージ ノードのホスト名もしくは IP アドレス) および [リモート CSN ポー

ト] (クラスターへアクセス用のポート) を入力する必要があります。既定のポート番号は 80 

です。 

 ローカル プロキシ - このオプションを選択すると、クラスターへアクセス用の [SCSP プロキシ 

ホスト] (ユーザーによって構成した SCSP プロキシ ホストのホスト名もしくは IP アドレス)、[S

CSP プロキシ ポート] (SCSP プロキシ ホストへアクセス用のポートであり、既定ポートは 8

0) および [リモート クラスタ名] を入力します。 

o オブジェクト レプリカ数 - データのレプリカ数を入力します。 

o DX 最適化圧縮 - DELL DX ストレージに保存しているデータの圧縮方法を選択します。 

 なし - データは圧縮されません。既定ではこのオプションが選択されています。 

 高速 - 圧縮時間が短いですが、圧縮率は低くなります。データのサイズは [高品質] ほど小

さくなりませんが、プロセスの時間もそれほどかかりません。 

 高品質 - 圧縮時間が長いですが、圧縮率は高くなります。データのサイズは [高速] よりも

小さくなりますが、プロセスに時間がかかります。 

o 圧縮までの日数 - データの保存後から圧縮を実行するまでの日数を 0 ～ 29 の間の正の整数で指

定します。  

o 詳細設定 - 必要に応じて、[詳細設定] から次の拡張パラメータを指定します。複数のパラメータを入

力する場合は、キーボードの [Enter] を押してパラメータを区切ってください。パラメータを追加するには、

以下の説明をご参照ください。 

 LocatorType - カスタム ロケーター タイプを追加します。既定のタイプはプロキシに設定さ

れています。 

o LocatorType=Proxy - プロキシ ロケーターを使用します。 

o LocatorType=Static - 静的ロケーターを使用します。 

 CustomizedMetadata - データへの書き込み用にカスタマイズされたメタデータを使用し

ます。 

メタデータの形式については次の例をご参照ください: CustomizedMetadata={[testke

y1,testvalue1],[testkey2,testvalue2],[testkey3,testvalue3]……}  
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この例の中で [testkey] および [testvalue] のグループ数を変更することができます。入力

した [testkey] および [testvalue] を区切る場合は "," を使用します。  

 CustomizedMode - DocAve でカスタマイズされたメタデータ、もしくはユーザーによって

追加されたメタデータをサポートするかどうかを構成します。既定では、DocAve でカスタマイズ

されたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータはすべてサポートされています。

このパラメータを入力する前に [リモート D/R クラスターを含む]  を構成して該当の構成デー

タを入力する必要があります。 

o CustomizedMode=Close - この物理デバイスでは DocAve でカスタマイズ

されたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータのいずれもサポートし

ないことを意味します。 

o CustomizedMode=SupportAll - この物理デバイスでは DocAve でカスタ

マイズされたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータをすべてサポー

トすることを意味します。 

o CustomizedMode=DocAveOnly - この物理デバイスでは DocAve でカス

タマイズされたメタデータのみがサポートされることを意味します。 

o CustomizedMode=CustomizedOnly - この物理デバイスではユーザーに

よって追加されたメタデータのみをサポートすることを意味します。 

 CacheRemoteHost - RemoteHost の情報をキャッシュします。既定の値は [true] 

です。 

o CacheRemoteHost=true - この物理デバイスで RemoteHost 情報をキャ

ッシュします。 

o CacheRemoteHost=false - この物理デバイスでは RemoteHost 情報を

キャッシュしません。 

 RemoteHostTimeout - 情報が削除されるまでの RemoteHost 情報のキャッシュ タ

イムをカスタマイズすることができます。既定の値は 3600 秒です。ここでは、0 ～ 2147483

646 (単位は秒) の間の正の整数で指定することができます。例えば、[RemoteHostTim

eout=3600] と入力する場合、キャッシュ タイムは 3600 秒であることを意味します。  

[テスト] をクリックすると、入力した情報が正しいかどうかを確認します。 

 容量閾値 - 物理デバイスの [容量閾値] を設定します。閾値に達すると、物理デバイスへの書き込みが停止さ

れ、デバイスは読み取り専用になります。ここでは、選択できる方法が2つあります。 

o 次の値未満 … MB - 物理デバイスの空き容量の最小サイズを指定します。物理デバイスの空き容

量が指定のサイズ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用にな

ります。既定ではこのオプションが選択されています。既定のサイズは 1024MB です。 
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o 次の値未満 … % - 空き容量の最小パーセンテージを指定します。物理デバイスの空き容量が指定

のパーセンテージ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用になり

ます。  

[テスト] をクリックすると、入力した容量およびパーセンテージを確認します。 

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリック

すると、変更を保存せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、[物

理デバイス] タブ配下に表示されるようになります。 

Caringo ストレージ 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン ボックスから [Caringo ストレージ] を選択します。 

 ストレージ タイプの構成 - 次の設定を構成します。 

o 通信タイプ - サーバーと通信する方法を次から選択します。 

 プロキシ ロケーター - [CNS プライベート ネットワーク IP] および [クラスター名] を入力して、

DocAve はストレージ ノードの情報を指定します。この場合、DocAve サーバーは Caring

o サーバーと同じサブネット内に存在する必要があります。  

o CSN プライベート ネットワーク IP - ノードのホスト名もしくは IP アドレスを入力

します。 

o SCSP プロキシ ポート - クラスターへの接続に使用するポートを入力します。既定

のポート番号は 80 です。 

o クラスター名 - アクセスするクラスター名を入力します。 

 静的ロケーター - ストレージ ノード IP アドレスを入力します。ここで直接指定したストレージ 

ノードが参照されます。複数のストレージ ノードを持っている場合、IP アドレスを入力する際に

各 IP アドレスをセミコロンで区切ってください。 

o プライマリ DX ストレージ ノード - ノードのホスト名もしくは IP アドレスを入力しま

す。複数のノードを入力する場合、";" を使用してノード毎に区切ってください。 

o プライマリ DX ストレージ ノード ポート - プライマリ DX ストレージ ノードへの接

続に使用するポートを入力します。既定のポート番号は 80 です。 

o プライマリ DX CR パブリッシャー - ここは初期設定は必要ありません。 

o プライマリ DX CR パブリッシャー ポート - ここは初期設定は必要ありません。 
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o 認証を要求する - サーバーを参照する際にユーザー認証を有効にします。認証用のユーザー名および

パスワードを入力する必要があります。認証領域 は指定のユーザーが所属する領域です。 

o リモート D/R クラスターを含む - ローカル クラスターが使用できない際にリモート クラスターを使用す

る場合、このチェックボックスを選択します。ドロップダウン メニューから [アクセス モード] を選択して、次

の設定を構成します。 

 リモート CSN - このモードを選択すると、クラスターへアクセス用の [リモート CSN ホスト] (リ

モート クラスター ストレージ ノードのホスト名もしくは IP アドレス) および [リモート CSN ポー

ト] (クラスターへアクセス用のポート) を入力する必要があります。既定のポート番号は 80 

です。 

 ローカル プロキシ - このオプションを選択すると、クラスターへアクセス用の [SCSP プロキシ 

ホスト] (ユーザーによって構成した SCSP プロキシ ホストのホスト名もしくは IP アドレス)、[S

CSP プロキシ ポート] (SCSP プロキシ ホストへアクセス用のポートであり、既定ポートは 8

0) および [リモート クラスタ名] を入力します。 

 オブジェクト レプリカ数 - データのレプリカ数を入力します。 

o Caringo 最適化圧縮 - Caringo ストレージに保存しているデータの圧縮方法を選択します。 

 なし - データは圧縮されません。既定ではこのオプションが選択されています。 

 高速 - 圧縮時間が短いですが、圧縮率は低くなります。データのサイズは [高品質] ほど小

さくなりませんが、プロセスの時間もそれほどかかりません。 

 高品質 - 圧縮時間が長いですが、圧縮率は高くなります。データのサイズは [高速] よりも

小さくなりますが、プロセスに時間がかかります。 

o 圧縮までの日数 - データの保存後から圧縮を実行するまでの日数を 0 ～ 29 の間の正の整数で指

定します。  

o 詳細設定 - 必要に応じて、[詳細設定] から次の拡張パラメータを指定します。複数のパラメータを入

力する場合は、キーボードの [Enter] を押してパラメータを区切ってください。パラメータを追加するには、

以下の説明をご参照ください。 

 LocatorType - カスタム ロケーター タイプを追加します。既定のタイプはプロキシです。 

o LocatorType=Proxy - プロキシ ロケーターを使用します。 

o LocatorType=Static - 静的ロケーターを使用します。 

 CustomizedMetadata - データへの書き込み用にカスタマイズされたメタデータを使用し

ます。 

メタデータの形式については次の例をご参照ください:  
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CustomizedMetadata={[testkey1,testvalue1],[testkey2,testvalue2],[testk

ey3,testvalue3]……}  

この例の中で [testkey] および [testvalue] のグループ数を変更することができます。入力

した [testkey] および [testvalue] を区切る場合は "," を使用します。  

 CustomizedMode - DocAve でカスタマイズされたメタデータ、もしくはユーザーによって

追加されたメタデータをサポートするかどうかを構成します。既定では、DocAve でカスタマイズ

されたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータはすべてサポートされています。

このパラメータを入力する前に [リモート D/R クラスターを含む] を構成して該当の構成デー

タを入力する必要があります。 

o CustomizedMode=Close - この物理デバイスでは DocAve でカスタマイズ

されたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータのいずれもサポートし

ません。 

o CustomizedMode=SupportAll - この物理デバイスでは DocAve でカスタ

マイズされたメタデータ、もしくはユーザーによって追加されたメタデータをすべてサポー

トします。 

o CustomizedMode=DocAveOnly - この物理デバイスでは DocAve でカス

タマイズされたメタデータのみがサポートされます。 

o CustomizedMode=CustomizedOnly - この物理デバイスではユーザーに

よって追加されたメタデータのみをサポートします。 

 CacheRemoteHost - RemoteHost の情報をキャッシュします。既定の値は [true] 

です。 

o CacheRemoteHost=true - この物理デバイスで RemoteHost 情報をキャ

ッシュします。 

o CacheRemoteHost=false - この物理デバイスでは RemoteHost 情報を

キャッシュしません。 

 RemoteHostTimeout - 情報が削除されるまでの RemoteHost 情報のキャッシュ タ

イムをカスタマイズすることができます。既定の値は 3600 秒です。ここでは、0 ～ 2147483

646 (単位は秒) の間の正の整数で指定することができます。例えば、[RemoteHostTi

meout=3600] と入力する場合、キャッシュ タイムは 3600 秒であることを意味します。  

[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] 

をクリックすると、変更を保存せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが

保存されると、[物理デバイス] タブ配下に表示されるようになります。 
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HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム 

[物理デバイスの作成] もしくは [物理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

 物理デバイス名 - この物理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

 ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン ボックスから [HDS Hitachi Content Platform] を選

択します。 

 ストレージ タイプの構成 - 次の設定を構成します。 

o プライマリ ネームスペース アドレス - データ保存となるプライマリ ネームスペース アドレスを指定します。  

例えば、"http: //ns0.ten1.hcp.storage1.com" を入力することができます。ここに入力した URL 

は DocAve コントロール サービス、メディア サービスおよび該当の DocAve エージェントがアクセス可能な

ものである必要があります。 

o セカンダリ ネームスペース アドレス (必須ではありません) - プライマリ ネームスペース アドレスがアクセスで

きない場合、データの保存用のセカンダリ ネームスペース アドレスが使用されます。このネームスペース アド

レスは FailOverMode パラメータと連結して使用されます。詳細については フェールオーバーモード セク

ションをご参照ください。 

*注意: セカンダリ ネームスペースはプライマリ ネームスペースとマッピングする必要があります。 

例えば、"http: //ns0.ten1.hcp.storage2.com" を入力することができます。ここに入力した URL 

は DocAve コントロール サービス、メディア サービスおよび該当の DocAve エージェントがアクセス可能な

ものである必要があります。 

o ルート フォルダ - データを保存するディレクトリを入力します。ディレクトリが存在しない場合、指定のネーム

スペース アドレス内で自動的に作成されます。例: docave 

o ユーザー名およびパスワード - 入力したネームスペースへアクセスするユーザー名およびパスワードです。 

o 詳細設定 - 必要に応じて、[詳細設定] から次の拡張パラメータを指定します。複数のパラメータを入力

する場合は、キーボードの [Enter] を押してパラメータを区切ってください。パラメータを追加するには、以

下の説明をご参照ください。 

 RetryInterval - HDS Hitachi Content Platform サーバーとの接続が使用できない際の リ

トライ 操作の時間間隔を指定します。形式は RetryInterval=200 です。パラメータの単位は ミリ

秒 です。 

このパラメータを構成しない場合、既定の値は 200 ミリ秒です。 

 RetryCount - HDS Hitachi Content Platform サーバーとの接続が使用できない際の リトラ

イ 操作の回数を指定します。形式は RetryCount=6 です。 

このパラメータを構成しない場合、既定の値は 6 です。 

http://ns0.ten1.hcp.storage1.com/
http://ns0.ten1.hcp.storage2.com/
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 FlushDNS - 指定のセカンダリ ネームスペース アドレスへ接続する前に DNS をフラッシュするかどう

かを指定します。形式は FlushDNS=true です。 

このパラメータを構成しない場合、既定の値は [true] です。この場合、指定のセカンダリ ネームスペ

ース アドレスへ接続する前に DNS がフラッシュされることを意味します。 

 FailOverMode - プライマリ ネームスペース アドレスが使用できない場合に、構成済みセカンダリ 

ネームスペース アドレスを使用するかどうかを指定します。  

o FailOverMode= ReadWrite - セカンダリ ネームスペース アドレスのアップロードおよびダウ

ンロード機能を有効にします。 

o FailOverMode=Read - セカンダリ ネームスペース アドレスのダウンロード機能のみを有効

にします。 

o FailOverMode=Off - セカンダリ ネームスペース アドレスを使用しません。 

 CacheSecondaryNamespace - HDS 物理デバイスを構成する場合、プライマリ ネームスペ

ース アドレス (PNA) および セカンダリ ネームスペース アドレス (SNA) を構成する必要があります。

PNA が失敗した場合にキャッシュ SNA を使用してジョブを実行したい場合にこの構成をすることがで

きます。   

o CacheSecondaryNamespace=true - ジョブを実行する場合で時間が Secondary

NamespaceTimeout 内である場合、PNA を確認せずに直接 SNA を使用します。時間

が SecondaryNamespaceTimeout を超える場合、PNA が参照されます。  

o CacheSecondaryNamespace=false - ジョブを実行する際、まず PNA を確認した

後に PNA を使用してジョブを実行します。PNA の確認が失敗した場合、SNA を確認した後

に SNA を使用してジョブを実行します。 

 SecondaryNamespaceTimeout - CacheSecondaryNamespace を有効にする場合、

この構成を追加してタイムアウト時間をカスタマイズすることができます。既定のタイムアウト時間は 36

00 秒です。ここでは希望の値を入力することができます。 

o 容量閾値 - 物理デバイスの [容量閾値] を設定します。閾値に達すると、物理デバイスへの書き込みが

停止され、デバイスは読み取り専用になります。以下の 2 つからオプションを選択してください。 

 次の値未満 … MB - 物理デバイスの空き容量の最小サイズを指定します。物理デバイスの空き容

量が指定のサイズ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用に

なります。既定ではこのオプションが選択されています。既定のサイズは 1024 MB です。 

 次の値未満 … % - 空き容量の最小パーセンテージを指定します。物理デバイスの空き容量が指

定のパーセンテージ未満になると、物理デバイスへの書き込みが停止され、デバイスは読み取り専用に

なります。  

[テスト] をクリックすると、入力した容量およびパーセンテージを確認します。 
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[OK] をクリックして、構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリッ

クすると、変更を保存せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。物理デバイスが保存されると、

[物理デバイス] タブ配下に表示されるようになります。 

論理デバイス 

DocAve では、バックアップ データの保存の際に複数のストレージ ドライブを単一の論理単位として扱う機能があります。

この機能により小容量のドライブを複数統合することができるため、大容量のバックアップ プランを処理する場合に便利で

す。バックアップ プランを作成する前に、論理ドライブを定義する必要があります。 

*注意: 各論理デバイスで使用できる物理デバイスは 1 つずつのみです。 

DocAve の論理デバイス設定へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ストレージ構成] セクション配

下の [論理デバイス] をクリックします。[ストレージ構成] 画面が論理デバイス タブの選択された状態で表示されます。リ

ボンの [閉じる] をクリックすると、[ストレージ構成] 画面を閉じます。 

論理デバイス構成インターフェイスには、構成済み物理デバイスのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用して論

理デバイスの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている論理デバイスをフィルターすることができます。このキーワード

は列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい論理デバイスのキ

ーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択

することができます。  

   - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェック

ボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

論理デバイスの管理 

[ストレージ構成] インターフェイスでは、論理デバイスの作成、論理デバイスの詳細の表示、構成済み論理デバイスの編

集、構成済み論理デバイスの削除などを実行することができます。論理デバイスの作成もしくは編集の詳細については、本

ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスの詳細を表示するには、構成済み論理デバイスのリストから論理デバイスを選択し、リボン上で [詳細の表

示] をクリックします。これにより、指定した論理デバイスに関するすべての詳細情報が次の 3 つのタブに表示されます。 
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 サマリー - この論理デバイスの構成です。 

 関連する物理デバイス - この論理デバイスが使用する物理デバイスです。 

 関連するストレージ ポリシー - この論理デバイスを使用するストレージ ポリシーです。 

 

リボンの [編集] をクリックしてこの論理デバイスの構成を変更します。論理デバイス構成の編集の詳細については、本ガイ

ド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve から論理デバイスを削除するには、構成済み論理デバイスのリストから論理デバイスを選択し、リボンの [削除] 

をクリックします。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択した論理デバイスを削除するか、

[キャンセル] をクリックして選択した論理デバイスを削除せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。 

論理デバイスの構成 

新しい論理デバイスを作成するには、リボンの [作成] をクリックして、ドロップダウン メニューから [論理デバイス] を選択し

ます。構成済み論理デバイスを編集するには、論理デバイスを選択し、リボンの [編集] をクリックします。 

[論理デバイスの作成] もしくは [論理デバイスの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

1. 論理デバイス名 - この論理デバイスの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。  

2. ストレージ タイプ - [ストレージ タイプ] ドロップダウン ボックスからストレージ タイプを選択します。これにより、こ

の論理デバイスに追加する物理デバイスを定義できます。ここで [ネットシェア] が選択された場合、[各物理デバ

イスへのデータ同期を有効にする] フィールドが表示されます。このフィールドの構成方法については次の手順をご

参照ください。  

3. 関連物理デバイスへデータを同期する - このオプションでは複数の物理デバイス間のデータ同期を有効にし、デ

ータの冗長性を提供することができます。物理デバイスの 1 つが破損した場合でも、他の物理デバイスからデータ

を取得することができます。このオプションは ネットシェア ストレージ タイプでのみ設定可能です。このオプションを

使用する場合は [リアルタイム ストレージ マネージャー] および [スケジュール ストレージ マネージャー] の設定が

サポートされています。このオプションでは希望の方法を使用してデータを指定の論理デバイスの物理デバイスへ

同期することができます。[各物理デバイスへデータを同期する] を選択して、ドロップダウン リストからオプションを

有効にする方法を選択します。この機能を有効にする場合、同じデータを保存する物理デバイスが 2 つ以上必

要となり、ストレージ容量を多く消費します。 

a. 同期 - このオプションではデータがすべての物理デバイスに同時に書き込まれます。同期スレッドでは物理デ

バイス内データの同一性、完全性、整合性が維持されます。 

b. 非同期 - このオプションではまずデータを使用可能な物理デバイスのいずれかに書き込み、正常に書き込

まれたデータを指定の物理デバイスから他の物理デバイスへコピーすることができます。 
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4. 物理デバイスの追加 - [物理デバイス] ドロップダウン メニューから追加する物理デバイスを選択します。[物理

デイバスの新規作成] を選択して新しい物理デバイスを作成することもできます。[追加] をクリックして物理デバ

イスをこの論理デバイスへ追加します。新しい物理デバイスの作成の詳細については、本ガイド内の 物理デバイ

スの構成 セクションをご参照ください。 

[位置] ドロップダウン ボックスから任意の位置数を選択することで物理デバイスの順序を変更することができます。

データおよびインデックスはここで指定した順序に従って物理デバイスに保存されます。追加する各物理デバイスで

は、該当のチェックボックスからこの物理デバイスに保存するストレージ データおよびストレージ インデックスを選択

することができます。既定では、両方のオプションが選択されています。物理デバイスを削除するには、[削除] 列

内の該当の X をクリックします。 

5. [OK] をクリックして構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変

更を保存せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。論理デバイスが保存されると、[論理デバイス] タブに

一覧表示されるようになります。 

ストレージ ポリシー 

ストレージ ポリシーでは、バックアップ データを保存する際に使用する論理デバイスを指定したり、論理デバイス内に保存し

ているデータの保持ポリシーを設定することができます。 

DocAve のストレージ ポリシー設定へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [ストレージ構成] セクショ

ン配下の [ストレージ ポリシー] をクリックします。[ストレージ構成] 画面がストレージ ポリシー タブの選択された状態で表

示されます。リボンの [閉じる] をクリックすると、[ストレージ構成] 画面を閉じます。 

ストレージ ポリシー構成インターフェイスには、構成済みストレージ ポリシーのリストが表示されます。ここでは、次の方法を

使用してストレージ ポリシーの表示方式をカスタマイズすることができます 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているストレージ ポリシーをフィルターすることができます。このキーワ

ードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいストレージ ポ

リシーのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検

索] を選択することができます。  

   - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列

名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 
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ストレージ ポリシーの管理 

[ストレージ構成] インターフェイスでは、ストレージ ポリシーの作成、ストレージ ポリシーの詳細の表示、構成済みストレー

ジ ポリシーの編集、構成済みストレージ ポリシーの削除などを実行することができます。ストレージ ポリシーの作成もしくは

編集の詳細については、本ガイド内の ストレージ ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

ストレージ ポリシーに関する詳細を表示するには、構成済みストレージ ポリシーのリストからストレージ ポリシーを選択し、

リボン上で [詳細の表示] をクリックします。これにより、指定したストレージ ポリシーに関するすべての詳細情報が次の 3 

つのタブに表示されます。 

 サマリー - このストレージ ポリシーの構成です。 

 論理デバイス - このストレージ ポリシーが使用する論理デバイスです。 

 データ - このストレージ ポリシー内に保存するデータのサイズです。 

リボン上で [編集] をクリックすると、このストレージ ポリシーの構成を変更できます。ストレージ ポリシー構成の編集の詳細

については、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve からストレージ ポリシーを削除するには、構成済みストレージ ポリシーのリストからストレージ ポリシーを選択し、

リボン上で [削除] をクリックします。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択したストレージ 

ポリシーを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したストレージ ポリシーを削除せずにストレージ構成インターフェ

イスに戻ります。 

ストレージ ポリシーの構成 

新しいストレージ ポリシーを作成するには、リボン上で [作成] をクリックし、ドロップダウン メニューから [ストレージ ポリシ

ー] を選択します。構成済みストレージ ポリシーを編集するには、ストレージ ポリシーを選択し、リボン上で [編集] をクリッ

クします。 

[ストレージ ポリシーの作成] もしくは [ストレージ ポリシーの編集] 画面で、次の設定を構成します。 

1. ストレージ ポリシー名 - このストレージ ポリシーの 名前 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

2. プライマリ ストレージ - [論理デバイス] ドロップダウン メニューから指定の論理デバイスを選択します。バックアッ

プ データはここで指定したデバイスに保存されます。[論理デバイスの新規作成] をクリックして新しいデータベース

を作成することもできます。論理デバイスの作成の詳細については、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクション

をご参照ください。 

3. メディア サービス - ドロップダウン メニューからメディア サービスを選択して、[追加] をクリックします。このストレー

ジ ポリシーからメディア サービスを削除するには、該当の X をクリックします。[テスト] をクリックするとメディア サー

ビスが使用可能かどうかを確認できます。  
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4. 保持ポリシーを有効にする - このストレージ ポリシーの保持ポリシーを構成するには、[保持ポリシーを有効にす

る] チェックボックスを選択し、下記 保持ポリシーの構成 セクションを参考に続行してください。 

[OK] をクリックして構成を保存してストレージ構成インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存

せずにストレージ構成インターフェイスに戻ります。ストレージ ポリシーが保存されると、[ストレージ ポリシー] タブ配下に表

示されるようになります。 

保持ポリシーの構成 

[保持ポリシーを有効にする] オプションを選択すると、ストレージ ポリシー タイプが表示されます。保持ポリシーは、[バック

アップ タイプ] もしくは [アーカイブ タイプ] の 2 種類から選択することができます。[保持ポリシーを有効にする] オプション

を選択すると、保持ポリシーの設定画面が表示されます。ここではまず以下の説明をご参照ください。 

 ストレージ ポリシー タイプ - ストレージ ポリシーの利用方式を選択します。 

o バックアップ タイプ - このオプションを選択すると、ストレージ ポリシーをデータ保護モジュールで使用し

ます。このオプションでは次の構成が必要になります。 

*注意: 各バックアップ サイクルには、完全バックアップ ジョブおよび次の完全バックアップ ジョブまでのす

べての増分・差分バックアップ ジョブが含まれています。 

 保持ポリシー - 次のオプションを選択して、サイクルごとのデータを保持します。次のルールが 

2 つとも選択されている場合、DocAve は両ルールで指定したデータを保持します。 

o 最新の __ サイクルを保持する - 保持する最新のバックアップ サイクル数を構成し

ます。ここで指定したサイクルよりも古いサイクルはすべてプルーニングされます。例え

ばここに 2 を入力すると、過去 2 つ分の完全バックアップ サイクル内のバックアップ 

データがすべて保持されます。 

o 最新の __ 完全バックアップを保持する - 保持する最新の完全バックアップ数を

構成します。ここで指定した完全バックアップ数よりも古いバックアップはすべてプルー

ニングされます。例えばここに 2 を入力すると、過去 2 つ分の完全バックアップ サイ

クル内のバックアップ データのみが保管され、他のバックアップはすべて削除されます。 

[詳細設定  時間毎にデータを保持する場合] をクリックすると、時間毎にデータを保持するた

めのオプションにアクセスします。次のルールが 2 つとも選択されている場合、DocAve は両ル

ールで指定したデータを保持します。 

o 次の期間内のサイクルを保持する __ __ - ここで構成した期間内のバックアップ 

サイクルを保持します。ここで指定した期間よりも古いサイクルはすべてプルーニングさ

れます。例えば、[日間] を選択して 2 と入力すると、過去 2 日間に開始した完全

バックアップ サイクル内のバックアップ データがすべて保持されます。 

o 次の期間内の完全バックアップを保持する __ __ - ここで構成した期間内の完

全バックアップを保持します。ここで指定した期間よりも古いバックアップ データははす



 83 

 
DocAve 6: コントロール パネル 

 

べてプルーニングされます。例えば、[日間] を選択して 2 と入力すると、過去2日間

に開始した完全バックアップのデータのみが保持されます。これより古いバックアップは

すべて削除されます。 

 その他 - [停止、失敗、完了 (実行中に例外あり) のジョブの一部のバックアップ データを保

持する] チェックボックスを選択すると、一部のバックアップ データを削除せずに保持することが

できます。 

 アクション - 保持ポリシーの開始後、DocAve が実行するアクションを構成します。 

o データを削除する - このオプションを選択すると、保持ポリシーに含まれていないデー

タを削除します。保持ジョブを実行すると、排除したデータは削除されます。ジョブ モ

ニターから関連ジョブ レコードも削除する場合、[ジョブを削除する] チェックボックスを

選択します。 

o データを論理デバイスへ移動 - このオプションを選択すると、保持ポリシーに含まれ

ていないデータを別の論理デバイスへ移動します。ドロップダウン メニューから論理デ

バイスを選択します。 

データの移動先論理デバイスを選択すると、次の保持ポリシー構成が表示されます。これまで

の構成と同様に説明に従って進めてください。ここでは、構成済み論理デバイス数と同じ数の

保持ポリシーを持つことができます。ポリシーは順番通りに適用されていきます。データの移動

先論理デバイスに十分な容量があることを確認してください。 

o カスタム アクション - 自分の保持ポリシーを使用します。この機能では、ネットシェア 

デバイスのストレージ ポリシーにのみ対応しています。カスタム構成を使用する .bat 

ファイルが作成した場合は、DocAve 保持ポリシーに使用することができます。テキ

スト ボックスに .bat ファイルのローカル パスを入力してください。例: C: /DocAve/

policy.bat  

[テスト] をクリックすると接続を確認できます。  

 説明 - カスタム アクションの説明を入力します。カスタム アクションによりプ

ルーニングされたデータをリストアする場合、警告メッセージに説明が表示さ

れます。 

 通知 - 保持ジョブのメール通知設定を構成します。ドロップダウン リストから構成済みメール

通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを設定します。通知プロファイルの構成方法の詳細については、本ガイド内の ユ

ーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

o アーカイブ タイプ - このオプションを選択すると、このストレージ ポリシーをアーカイバ モジュールで使用

します。 
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*注意: 構成済みアーカイブ タイプ保持ポリシーを更新する場合、更新したアーカイブ タイプ保持ポリ

シーはポリシー更新後に新しくアーカイブされたデータのみに反映されます。アーカイブ済みデータの場合、

古い保持ポリシーは使用されます。 

 保持ポリシー - 次の設定を構成します。 

o 最新の __ __ - ここで構成した期間内のアーカイブ済みデータを保持します。ここ

で指定した期間よりも古いアーカイブ済みデータはすべてプルーニングされます。例え

ば [日間] を選択して 2 と入力すると、アーカイブ済みデータは保持ポリシーにより

削除されるまで 2 日間保持されます。 

 アクション - 保持ポリシーの開始後、DocAve が実行するアクションを構成します。 

o データを削除する - このオプションを選択すると、保持ポリシーに含まれていないデー

タを削除します。保持ジョブを実行すると、該当のデータは削除されます。ジョブ モニ

ターから関連ジョブ レコードも削除する場合、[ジョブを削除する] チェックボックスを選

択します。 

o データを論理デバイスへ移動 - このオプションを選択すると、保持ポリシーに含まれ

ていないデータを別の論理デバイスへ移動します。ドロップダウン メニューから論理デ

バイスを選択します。 

データの移動先論理デバイスを選択すると、次の保持ポリシー構成が表示されます。これまで

の構成と同様に説明に従って進めてください。ここでは、構成済み論理デバイス数と同じ数の

保持ポリシーを持つことができます。ポリシーは順番通りに適用されていきます。データの移動

先論理デバイスに十分な容量があることを確認してください。 

 通知 - 保持ジョブのメール通知設定を構成します。ドロップダウン リストから構成済みメール

通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを設定します。通知プロファイルの構成方法の詳細については、本ガイド内の 

ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

 スケジュール - アーカイブ データ保持ポリシーの 開始時刻 の日時を選択します。[間隔] テ

キスト ボックスに頻度を正の整数で入力し、間隔の時間単位として [分]、[時間] を選択し

ます。既定の設定は 24 時間です。 

*注意: スケジュール保持ジョブでは、ジョブがスケジュールされて実行する際にプルーニングさ

れるデータがない場合、ジョブは実行されません。 

*注意: 既定のタイム ゾーンが選択されている場合、ハイパーリンクをクリックするとドロップダウ

ン メニューから希望のタイム ゾーンを選択してタイム ゾーンを変更することができます。 
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データ マネージャー 

データ マネージャーでは、データの管理やデータ設定の構成を実行することができます。この機能を使用することで、データ

を旧バージョンの DocAve もしくはサード パーティ ツールから DocAve 6 へインポートすることができます。DocAve のデ

ータ マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] 

セクション配下の [データ マネージャー] をクリックします。  

*注意: 指定のモジュールのライセンスを持っていない場合、[データ マネージャー] 画面内リボン上の該当のボタンがグレー

アウト表示されます。 

DocAve 5 データの DocAve 6 へのインポート  

DocAve 5 から DocAve 6へのデータ インポートを構成するには、[データ マネージャー] 画面のリボン上で [DocAve 

5] ボタンをクリックします。異なるモジュールのデータ インポート構成画面へアクセスするには、[データ マネージャー] 画面

で各モジュール セクションの説明に従ってください。リボン上で [データ タイプ] をクリックし、ドロップダウン リストから処理する

データを選択することもできます。 

*注意: DocAve 6 では、DocAve バージョン 5.5 から DocAve バージョン 5.8 へのデータ インポートに対応していま

す。DocAve 5.7 以前のバージョンからのデータを DocAve 6 へインポートする場合、まずはバージョン 5.7 にアップグレ

ードしてから、データを DocAve 5.7 から DocAve 6 へインポートすることをお勧めします。  

DocAve 5 最小単位バックアップデータのインポート 

この機能を使用する前に、ストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成する必要があります。ストレージ ポリシーを構成

するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [ストレージ 

ポリシー] リンクをクリックします。ここで DocAve 5 最小単位バックアップ データおよびインデックス保存先に関連付けてい

る論理デバイスを使用するストレージ ポリシーを作成することができます。ストレージ ポリシー構成の詳細については、本ガ

イド内の ストレージ ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスを構成するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクショ

ン配下の [論理デバイス] リンクをクリックします。ここで DocAve 5 最小単位バックアップ データおよびインデックス保存先

に関連付けている物理デバイスを使用する論理デバイスを作成することができます。論理デバイス構成の詳細については、

本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve 6 物理デバイスを設定する場合、DocAve 5 物理デバイスと同じパスおよび設定を使用していることを確認し

てください。 
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構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マ

ネージャー] リンクをクリックします。[データ マネージャー] 画面のリボン上で [データ タイプ] ボタンをクリックし、ドロップダウン 

リストから [最小単位バックアップ データ] を選択します。  

*注意: DocAve では、DELL DX ストレージ および EMC Centera ストレージに保存している最小単位バックアップ 

データのアップグレードには対応しておりません。 

DocAve 5 最小単位バックアップ データを DocAve 6 へインポートするには、次の手順を実行してください。 

1. 前提条件 - DocAve 5 最小単位バックアップ データを保存するデバイスが DocAve 6 ストレージ ポリシーへ

マッピングされていることを確認してください。 

 このセクションの説明通りにストレージ ポリシーを構成してある場合は、[マッピング済み] を選択します。

[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

 これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[ストレージ ポリ

シーの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページに戻ります。

その後 [マッピング済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

2. データの選択 - DocAve 5 からインポートするデータを選択します。[ストレージ ポリシー] ドロップダウン リストか

ら構成済みのストレージ ポリシーを選択します。ツリーを活用すると、ファーム レベルから完全バックアップ サイクル 

レベルまで参照することができます。ファームのデータをインポートする場合、ファーム名の下にある [すべて選択] 

チェックボックスを選択します。含めたいバックアップ ジョブを個別に選択することもできます。[詳細の表示] をクリッ

クすると、このバックアップ ジョブに使用される論理デバイスやサイクル内のすべてのジョブを表示できます。インポー

ト済みのバックアップ ジョブを選択すると、[最終インポート日時] 列内で最終インポート日時を表示させることが

できます。   

*注意: インポート済みバックアップ データをインポートする際に、論理デバイスの変更やサイクルに新規追加され

たジョブなどが無い場合、ジョブ データ インポート ジョブはスキップされます。この場合、ジョブ モニターのコメント列

に次のメッセージが表示されます: ジョブのデータは既に存在します。 

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

3. 通知 - 指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。[アドレスのみのプロファイルを選択] ドロ

ップダウン リストから、構成済みメール通知を選択します。[通知プロファイルの新規作成] をクリックすることで通

知を作成することもできます。[表示] をクリックすると [ユーザー通知設定] ウィンドウを表示できます。ここでは通

知の詳細設定を表示することができます。[編集] をクリックして通知設定を編集するか、[閉じる] をクリックして

ウィンドウを閉じます。構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

4. 概要 - 構成をレビューします。[インポート済みプランおよび設定] 表では、インポートする DocAve 5 最小単

位バックアップ データの詳細情報を表示することができます。設定中は [戻る] をクリックして前の手順に移動す

るか、[キャンセル] をクリックして構成を終了することができます。 
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5. [完了] をクリックして、構成を保存して[データ マネージャー] 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変

更を保存せずに戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニター] 画面に移動してジョブ

詳細を表示することができます。 

DocAve 5 プラットフォーム バックアップ データのインポート 

この機能を使用する前に、ストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成する必要があります。ストレージ ポリシーを構成

するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [ストレージ 

ポリシー] リンクをクリックします。ここで DocAve 5 プラットフォーム バックアップ データおよびインデックス保存先に関連付

けている論理デバイスを使用するストレージ ポリシーを作成することができます。ストレージ ポリシー構成の詳細については、

本ガイド内の ストレージ ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスを構成するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクショ

ン配下の [論理デバイス] リンクをクリックします。ここで DocAve 5 プラットフォーム バックアップ データおよびインデックス保

存先に関連付けている物理デバイスを使用する論理デバイスを作成することができます。論理デバイス構成の詳細につい

ては、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve 6 物理デバイスを設定する場合、DocAve 5 物理デバイスと同じパスおよび設定を使用していることを確認し

てください。 

構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マ

ネージャー] リンクをクリックします。[データ マネージャー] 画面のリボン上で [データ タイプ] ボタンをクリックし、ドロップダウン 

リストから [プラットフォーム バックアップ データ] を選択します。  

*注意: DocAve では、EMC Centera ストレージに保存しているプラットフォーム バックアップ データのアップグレードには

対応しておりません。 

DocAve 5 プラットフォーム バックアップ データを DocAve 6 へインポートするには、次の手順を完成してください。 

1. 前提条件 - DocAve 5 プラットフォーム バックアップ データを保存するデバイスが DocAve 6 ストレージ ポリシ

ーへマッピングされていることを確認してください。 

 このセクションの説明通りにストレージ ポリシーを構成してある場合は、[マッピング済み] を選択します。

[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

 これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[ストレージ ポリ

シーの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページに戻ります。

その後 [マッピング済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

2. データの選択 - DocAve 5 からインポートするデータを選択します。[ストレージ ポリシー] ドロップダウン リストか

ら構成済みのストレージ ポリシーを選択します。ツリーを活用すると、エージェント レベルから完全バックアップ サイ

クル レベルまで参照することができます。エージェントで使用するデータをインポートする場合、エージェント名の下
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にある [すべて選択] チェックボックスを選択します。含めたいバックアップ ジョブを個別に選択することもできます。

[詳細の表示] をクリックすると、このバックアップ ジョブに使用される論理デバイスやサイクル内のすべてのジョブを

表示できます。インポート済みのプラットフォーム バックアップ ジョブを選択すると、[最終インポート日時] 列内で

最終インポート日時を表示させることができます。  

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

3. 通知 - 指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。[アドレスのみのプロファイルを選択] ドロ

ップダウン リストから、構成済みメール通知を選択します。[通知プロファイルの新規作成] をクリックすることで通

知を作成することもできます。[表示] をクリックすると [ユーザー通知設定] ウィンドウを表示できます。ここでは通

知の詳細設定を表示することができます。[編集] をクリックして通知設定を編集するか、[閉じる] をクリックして

ウィンドウを閉じます。構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

4. 概要 - 構成をレビューします。[インポート済みプランおよび設定] 表では、インポートする DocAve 5 プラットフ

ォーム バックアップ データの詳細情報を表示することができます。設定中は [戻る] をクリックして前の手順に移

動するか、[キャンセル] をクリックして構成を終了することができます。 

5. [完了] をクリックして、構成を保存して[データ マネージャー] 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変

更を保存せずに戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニター] 画面に移動してジョブ

詳細を表示することができます。 

DocAve 5 アーカイバ データのインポート 

この機能を使用する前に、論理デバイスおよびストレージ ポリシーを構成する必要があります。論理デバイスを構成するに

は、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [論理デバイス] リ

ンクをクリックします。ここで DocAve 5 アーカイバ インデックス保存先に関連付けている物理デバイスを使用する論理デ

バイスを作成することができます。論理デバイス構成の詳細については、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご

参照ください。 

コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [ストレージ ポリシー] 

リンクをクリックします。ここで DocAve 5 アーカイバ データ保存先に関連付けている論理デバイスを使用するストレージ 

ポリシーを作成することができます。ストレージ ポリシー構成の詳細については、本ガイド内の ストレージ ポリシーの構成 セ

クションをご参照ください。 

DocAve 6 物理デバイスを設定する場合、DocAve 5 物理デバイスと同じパスおよび設定を使用していることを確認し

てください。 

論理デバイスおよびストレージ ポリシーの構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マ

ネージャー] セクション配下の [データ マネージャー] リンクをクリックします。[データ マネージャー] 画面のリボン上で [デー

タ タイプ] ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから [アーカイバ データ] を選択します。  
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*注意: このインポート オプションは DocAve 5 アーカイバ スタブの作成されていない DocAve 5 アーカイバ データに対

して使用します。  

*注意: DocAve では、DELL DX ストレージ および EMC Centera ストレージに保存しているアーカイバ データのアッ

プグレードには対応しておりません。 

DocAve 5 アーカイバ データを DocAve 6 へインポートするには、次の手順を完成してください。 

1. 前提条件 - 次のマッピングおよび構成を完了してください。 

 DocAve 5 アーカイバ インデックス デバイスのマッピング - ここでは、DocAve 5 アーカイバ インデ

ックス保存先と関連付けられた物理デバイスを使用する論理デバイスを構成する必要があります。論理

デバイス構成の詳細については、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。  

o このセクションの説明通りに論理デバイスを構成してある場合は、[マッピング済み] を選択しま

す。  

o これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[論理

デバイスの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページ

に戻って [マッピング済み] を選択します。  

 DocAve 5 アーカイバ データ デバイスのマッピング - ここでは、DocAve 5 アーカイバ データ保存

先と関連付けられた論理デバイスを使用するストレージ ポリシーを構成する必要があります。ストレージ 

ポリシーの構成方法の詳細については、ストレージ ポリシーの構成 をご参照ください。 

o このセクションの説明通りに物理デバイスを構成してある場合は、[マッピング済み] を選択しま

す。  

o これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[ストレ

ージ ポリシーの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ペ

ージに戻って [マッピング済み] を選択します。 

 DocAve 6 アーカイバ インデックス デバイスの構成 - ここでは、DocAve 6 アーカイバ インデック

スを保存するアーカイバ インデックス デバイスを構成する必要があります。  

o アーカイバ インデックス デバイスがすでに構成されてある場合、[構成済み] を選択します。 

o アーカイバ インデックス デバイスを構成していない場合、[アーカイバ インデックス デバイスの構

成] リンクをクリックして [アーカイバ インデックス デバイス] 画面に移動します。アーカイバ イン

デックス デバイスの構成を完了し、前提条件ページに戻って [構成済み] を選択します。 

表示される 3 つのフィールドすべてで [マッピング済み] もしくは [構成済み] のいずれかを選択し、[次へ] をクリ

ックして次の手順へ移動します。  

2. データの選択 - DocAve 5 からインポートするアーカイバ インデックスを選択します。[デバイス] ドロップダウン リ

ストから DocAve 5 アーカイバ インデックスのマッピング用に構成した DocAve 6 論理デバイスを選択します。
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ツリーを活用してファーム レベルからサイト コレクション レベルまで参照し、インデックスのインポート元レベルを選択

することができます。インポート済みのレベルを選択すると、[最終インポート日時] 列内でインデックスの最終イン

ポート日時を表示させることができます。事前にインポートしたインデックスをインポートする場合、同じデータ レベ

ルを選択することができます。ジョブの完了後、最終インポート日時が最新の時刻に変更されます。構成が完了

したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

3. 設定 - 次の設定を構成します。 

 メディア サービス - メディア サービスを選択して DocAve 5 からインデックス データを取得します。ドロ

ップダウン リストからインデックス インポート用のメディア サービスを選択します。  

 通知 - 通知プロファイルを指定して指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。ドロ

ップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリック

して新しい通知プロファイルを作成します。通知設定の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド

内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

 プレスキャン - インポート ジョブを実行する前に DocAve 5 アーカイバ データのデバイス マッピング状

態をスキャンします。[アーカイブ インデックスおよびデータをインポートする前にデバイス マッピング状態を

スキャンする] を選択します。ここでは、アーカイバ スキャン データ ジョブおよび アーカイバ インポート デ

ータ ジョブの 2 種類のジョブを実行できます。これによりデータの選択手順で指定した範囲内のすべて

の DocAve 5 アーカイバ データ デバイスが該当の DocAve 6 ストレージ ポリシーに正しくマッピング

されているかどうかを確認します。 

4. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

DocAve 5 スタブおよび BLOB データの変換 

DocAve 5 スタブおよび BLOB データを変換する前に、BLOB プロバイダおよび論理デバイスを構成する必要があります。

コントロール パネルから [データ マネージャー] 画面に移動し、[アーカイバ / バイナリ ストア スタブおよび BLOB データ] 

フィールドの [BLOB プロバイダ] リンクをクリックして BLOB プロバイダ設定を構成します。BLOB プロバイダの設定方法

の詳細については、ストレージ マネージャー ユーザー ガイド の BLOB プロバイダの構成セクションをご参照ください。 

DocAve 5 からインポートした BLOB データを保存する論理デバイスを指定するには、コントロール パネルに戻り、[製品

ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [論理デバイス] リンクをクリックします。論理デバイス構成の詳細につ

いては、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

これら構成の完了後、コントロール パネルに戻って、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャ

ー] セクション配下の [データ マネージャー] リンクをクリックします。リボン上で [データ タイプ] ボタンをクリックし、ドロップダウ

ン リストから [アーカイバ / バイナリ ストア スタブおよび BLOB データ] を選択します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Storage_Manager_User_Guide.pdf
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スタブおよび BLOB データのインポートを構成するには、次の手順を実行してください。 

1. 前提条件 - 次の構成を完了してください。 

 BLOB プロバイダ - 作業の前にストレージ最適化で BLOB プロバイダを構成する必要があります。 

o このセクションの説明通りに BLOB プロバイダを構成してある場合は、[構成済み] を選択し

ます。  

o この構成を完了していない場合、[未構成] (既定で選択済み) を選択して、[BLOB プロバ

イダの構成] リンクをクリックします。BLOB プロバイダ 構成を完了し、前提条件ページに戻っ

て [構成済み] を選択します。  

 論理デバイスの構成 - インポートした DocAve 5 BLOB データを保存する論理デバイスを構成する

必要があります。 

o このセクションの説明通りに論理デバイスを構成してある場合は、[構成済み] を選択します。  

o この構成を完了していない場合、[未構成] (既定で選択済み) を選択して、[論理デバイス

の構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページに戻って 

[構成済み] を選択します。 

この両方のフィールドで [構成済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

2. データの選択 - DocAve 5 からインポートするデータを選択します。  

 SharePoint 環境 - ファーム レベルからサイト コレクション レベルまでを参照し、データのインポート元

レベルを選択することができます。ファーム ツリー上でノードを選択する場合は、以下の説明をご参照く

ださい。 

o ここでは同一ファーム内のノードのみを選択することができます。 

o ファーム、Web アプリケーション、コンテンツ データベースが選択されている場合、右側に [構

成] ボタンが表示されます。このボタンは現在のレベルのストレージ マネージャー論理デバイス

のみを構成します。リボン上で [構成] ボタンを押すと、選択したノードすべてのストレージ マネ

ージャー デバイスを構成することができます。ノードの隣の [構成] ボタンもしくはリボン上の 

[構成] ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから論理デバイスを選択するか、[論理デバイス

の新規作成] をクリックして論理デバイスを作成します。[OK] をクリックして、論理デバイス構

成を完了してデータの選択インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックするとインターフェ

イスを終了します。  

 論理デバイス - 論理デバイスの構成が完了すると、構成済みのストレージ マネージャー論理デバイス

がこの列に表示されます。 

 最終インポート日時 - ファーム、Web アプリケーション、コンテンツ データベース内の変換済みデータを

選択した場合、最終インポート日時をこの列で表示することができます。事前にインポートしたデータをイ
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ンポートする場合、同じデータ レベルを選択することができます。ジョブの完了後、最終インポート日時

が最新の時刻に変更されます。 

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

3. データ設定 - 次の構成を設定します。 

 ストレージ マネージャー設定 - ストレージ マネージャーの圧縮および暗号化を設定することができます。 

o データの圧縮 - このオプションを使用すると、BLOB データを圧縮して容量を節約することが

できます。[圧縮] オプションから圧縮レベルを選択します。低圧縮レベルを使用する場合、圧

縮速度が速い反面データ容量が大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、圧縮速度は遅

くなりますが、データ容量は小さく高品質となります。小さいデータ容量の場合、システム リソー

スをより多く消費し、ジョブ時間も長くなるため注意してください。圧縮は SharePoint サーバ

ー (SharePoint エージェント) 上で実行されます。 

o 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] を選択し、[セキュリティ プロ

ファイル] ドロップダウン リストからセキュリティ プロファイルを選択します。[セキュリティ プロファイ

ルの新規作成] をクリックすることで、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。

暗号化は機密情報を保護することができますが、暗号化したデータの展開作業には時間が

多くかかります。暗号化は SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) 上で実行さ

れます。 

 エージェント グループ - 1つのファーム内に複数のエージェント グループがある場合、エージェント グルー

プを選択してデータ インポート ジョブを実行します。 

 通知 - 通知プロファイルを指定して指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。ドロ

ップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリック

して新しい通知プロファイルを作成します。通知設定の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド

内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

 スケジュールの選択 - データ変換ジョブを実行するスケジュールを設定します。ジョブをただちに実行す

るには、[ウィザード完了後にインポートする] を選択します。DocAve 変換ジョブを指定の時刻に実行

するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択してスケジュールを設定します。ドロップダウン リスト

から日にちを選択し、テキスト ボックスに時間および分を入力してジョブの開始時刻を指定することがで

きます。 

4. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

DocAve 5 コネクタ スタブの変換 

コネクタ スタブをインポートする前に、まず SharePoint から DocAve 5 コネクタ ソリューション (DocAve.SP2010.C

onnector.ｂ および DocAve.SP2010.Connector.MediaLibrary.wsp) を取り消して削除し、DocAve 6 
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コネクタ ソリューション (SP2010ConnectorContentLibrary.wsp および SP2010ConnectorMediaLibr

ary.wsp) を SharePoint へ展開する必要があります。DocAve 6 コネクタのソリューション展開方法の詳細について

は、本ユーザー ガイド内 エラー! 参照元が見つかりません。 セクションを参照してください。DocAve 6 ソリューション マ

ネージャーではこのソリューションをファーム レベルもしくは Web アプリケーション レベルに展開することができます。  

DocAve コネクタ スタブをインポートする前に、BLOB プロバイダを構成する必要があります。コントロール パネルから [デ

ータ マネージャー] 画面に移動し、[コネクタ スタブ] フィールドの [BLOB プロバイダ] リンクをクリックして BLOB プロバイ

ダ設定を構成します。BLOB プロバイダの設定方法の詳細については、コネクタ ユーザー ガイド の BLOB プロバイダの構

成セクションをご参照ください。 

構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マ

ネージャー] リンクをクリックします。リボン上で [データ タイプ] をクリックし、ドロップダウン リストから [コネクタ スタブ] を選択

します。 

DocAve コネクタ スタブを構成するには、次の手順を完成してください。 

1. 前提条件 - 次の構成を完了してください。 

 BLOB プロバイダ - 作業の前にストレージ最適化で BLOB プロバイダを構成する必要があります。 

o このセクションの説明通りに BLOB プロバイダを構成してある場合は、[構成済み] を選択し

ます。[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

o この構成を完了していない場合、[未構成] (既定で選択済み) を選択して、[BLOB プロバ

イダの構成] リンクをクリックします。BLOB プロバイダ構成を完了し、前提条件ページに戻りま

す。その後 [構成済み] を選択して、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

2. データの選択 - DocAve 5 からインポートするコネクタ スタブを選択します。  

 SharePoint 環境 - ファーム レベルからコンテンツ データベース レベルまでを参照し、コネクタ スタブ

のインポート元レベルを選択することができます。 

 最終インポート日時 - ファーム、Web アプリケーション、コンテンツ データベース内の変換済みデータを

選択した場合、最終インポート日時をこの列で表示することができます。事前にインポートしたデータをイ

ンポートする場合、同じデータ レベルを選択することができます。ジョブの完了後、最終インポート日時

が最新の時刻に変更されます。 

3. データ設定 - 次の構成を設定します。 

 エージェント グループ - 1つのファーム内に複数のエージェント グループがある場合、エージェント グルー

プを選択してコネクタ スタブ インポート ジョブを実行します。 

 通知 - 通知プロファイルを指定して指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。ドロ

ップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリック

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Connector_User_Guide.pdf
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して新しい通知プロファイルを作成します。通知設定の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド

内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

 スケジュールの選択 - データ変換ジョブを実行するスケジュールを設定します。ジョブをただちに実行す

るには、[ウィザード完了後にインポートする] を選択します。DocAve 変換ジョブを指定の時刻に実行

するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択してスケジュールを設定します。ドロップダウン リスト

から日にちを選択し、テキスト ボックスに時間および分を入力してジョブの開始時刻を指定することがで

きます。 

4. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

DocAve 5 ソリューション データのインポート 

この機能を使用する前に、ストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成する必要があります。ストレージ ポリシーを構成

するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [ストレージ 

ポリシー] リンクをクリックします。ここで DocAve 5 ソリューション データ プラットフォームに関連付けている論理デバイスを

使用するストレージ ポリシーを作成することができます。ストレージ ポリシー構成の詳細については、本ガイド内の ストレー

ジ ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスを構成するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクショ

ン配下の [論理デバイス] リンクをクリックします。ここで DocAve 5 ソリューション データ プラットフォームに関連付けている

物理デバイスを使用する論理デバイスを作成することができます。論理デバイス構成の詳細については、本ガイド内の 論

理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスおよびストレージ ポリシーの構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マ

ネージャー] セクション配下の [データ マネージャー] リンクをクリックします。[データ マネージャー] 画面のリボン上で [デー

タ タイプ] ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから [ソリューション データ] を選択します。  

*注意: エクスポート済みの DocAve 5 ソリューション データを DocAve 6 へアップグレードする場合、DocAve 5 ソリ

ューション データのインポートを使用してソリューション データをアップグレードすることができます。DocAve 5 ソリューション 

データのエクスポート方法については、"DocAve 5 ユーザー ガイド" のソリューション センター セクションをご参照ください。 

DocAve 5 ソリューション データのインポートを構成するには、次の手順を実行してください。 

1. 前提条件 - DocAve 5 ソリューション センター デバイスが DocAve 6 ストレージ ポリシーへマッピングされてい

ることを確認してください。 

 このセクションの説明通りにストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成してある場合は、[マッピング済

み] を選択します。[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_v5_User_Guide.pdf
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 これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[ストレージ ポリ

シーの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーおよび論理デバイスの構成を完了し、前提条件

ページに戻ります。その後 [マッピング済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

2. データの選択 - DocAve 5 からインポートするソリューション データを選択します。[ストレージ ポリシー] ドロップ

ダウン リストから構成済みのストレージ ポリシーを選択します。ツリー上に表示されるルート ノードは論理デバイス

の名前です。論理デバイスをクリックすると、デバイスに保存しているソリューション データを参照することができます。  

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

3. 通知 - 通知プロファイルを指定して指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。ドロップダウン 

リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリックして新しい通知プロ

ファイルを作成します。通知設定の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド内の ユーザー通知設定 セク

ションをご参照ください。[表示] をクリックすると、選択した通知の詳細を表示することができます。 

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

4. [完了] をクリックしてすべての変更を保存し、[データ マネージャー] 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックする

と、変更を保存せずに構成インターフェイスを終了します。表示されるプロンプト メッセージ内の [ジョブ モニター] 

をクリックすると、[ジョブ モニター] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

DocAve 6 から DocAve 6 SP 1 以降のバージョンへのデータのインポート  

DocAve 6 から DocAve 6 SP 1 もしくはそれ以降のバージョンへのデータのインポートを構成するには、[データ マネー

ジャー] 画面のリボン上で [DocAve 6] ボタンをクリックします。異なるモジュールのデータ インポート構成画面へアクセス

するには、[データ マネージャー] 画面で各モジュール セクションの説明に従ってください。リボン上で [データ タイプ] をクリ

ックし、ドロップダウン リストから処理するデータを選択することもできます。 

*注意: DocAve 6 Service Pack 1 では、ネットシェア、FTP、TSM、クラウド ストレージに保存している DocAve 6.

0 データのアップグレードにのみ対応しています。 

DocAve 6 最小単位バックアップデータのインポート 

この機能を使用する前に、ストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成する必要があります。ストレージ ポリシーを構成

するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [ストレージ 

ポリシー] リンクをクリックします。ここで DocAve 6 最小単位バックアップ データおよびインデックス保存先に関連付けてい

る論理デバイスを使用するストレージ ポリシーを作成することができます。ストレージ ポリシー構成の詳細については、本ガ

イド内の ストレージ ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスを構成するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクショ

ン配下の [論理デバイス] リンクをクリックします。ここで DocAve 6 最小単位バックアップ データおよびインデックス保存先

に関連付けている物理デバイスを使用する論理デバイスを作成することができます。論理デバイス構成の詳細については、

本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 
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DocAve 6 SP 1 またはそれ以降のバージョンの物理デバイスを設定する場合、DocAve 6.0 物理デバイスと同じパス

および設定を使用していることを確認してください。 

構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マ

ネージャー] リンクをクリックします。[データ マネージャー] 画面のリボン上で [DocAve 6] ボタンをクリックします。[データ 

タイプ] から [最小単位バックアップ データ] を選択します。  

1. 前提条件 - DocAve 6 最小単位バックアップ データを保存するデバイスが DocAve 6 ストレージ ポリシーへ

マッピングされていることを確認してください。 

 このセクションの説明通りにストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成してある場合は、[マッピング済

み] を選択します。[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

 これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[ストレージ ポリ

シーの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページに戻ります。

その後 [マッピング済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

2. データの選択 - DocAve 6 からインポートするデータを選択します。[ストレージ ポリシー] ドロップダウン リストか

ら構成済みのストレージ ポリシーを選択します。ツリーを活用すると、ファーム レベルから完全バックアップ サイクル 

レベルまで参照することができます。ファームのデータをインポートする場合、ファーム名の下にある [すべて選択] 

チェックボックスを選択します。バックアップ ジョブを個別に選択することもできます。[詳細の表示] をクリックすると、

このバックアップ ジョブに使用される論理デバイスやサイクル内のすべてのジョブを表示できます。インポート済みの

バックアップ ジョブを選択すると、[最終インポート日時] 列内で最終インポート日時を表示させることができます。  

*注意: インポート済みバックアップ データをインポートする際に、論理デバイスの変更やサイクルに新規追加され

たジョブなどが無い場合、ジョブ データ インポート ジョブはスキップされます。この場合、ジョブ モニターのコメント列

に次のメッセージが表示されます: ジョブのデータは既に存在します。 

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

3. 通知 - 指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。[アドレスのみのプロファイルを選択] ドロ

ップダウン リストから、構成済みメール通知を選択します。[通知プロファイルの新規作成] をクリックすることで通

知を作成することもできます。[表示] をクリックすると [ユーザー通知設定] ウィンドウを表示できます。ここでは通

知の詳細設定を表示することができます。[編集] をクリックして通知設定を編集するか、[閉じる] をクリックして

ウィンドウを閉じます。構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

4. 概要 - 構成をレビューします。[インポート済みプランおよび設定] 表では、インポートする DocAve 6 最小単

位バックアップ データの詳細情報を表示することができます。設定中は [戻る] をクリックして前の手順に移動す

るか、[キャンセル] をクリックして構成を終了することができます。 

5. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 
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DocAve 6 プラットフォーム バックアップ データのインポート 

この機能を使用する前に、ストレージ ポリシーおよび論理デバイスを構成する必要があります。ストレージ ポリシーを構成

するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクション配下の [ストレージ 

ポリシー] リンクをクリックします。ここで DocAve 6 プラットフォーム バックアップ データおよびインデックス保存先に関連付

けている論理デバイスを使用するストレージ ポリシーを作成することができます。ストレージ ポリシー構成の詳細については、

本ガイド内の ストレージ ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

論理デバイスを構成するには、コントロール パネル インターフェイスから、[製品ごとの設定] 内 [ストレージ構成] セクショ

ン配下の [論理デバイス] リンクをクリックします。ここで DocAve 6 プラットフォーム バックアップ データおよびインデックス保

存先に関連付けている物理デバイスを使用する論理デバイスを作成することができます。論理デバイス構成の詳細につい

ては、本ガイド内の 論理デバイスの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve 6 SP 1 またはそれ以降のバージョンの物理デバイスを設定する場合、DocAve 6 物理デバイスと同じパスおよ

び設定を使用していることを確認してください。 

構成が完了したら、コントロール パネルに戻り、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マ

ネージャー] リンクをクリックします。[データ マネージャー] 画面のリボン上で [DocAve 6] ボタンをクリックして、[データ マ

ネージャー] 画面から [プラットフォーム バックアップ データ] をクリックします。  

DocAve 6 プラットフォーム バックアップ データを DocAve 6 SP 1 またはそれ以降のバージョンへインポートするには、以

下の手順を実行してください。 

1. 前提条件 - DocAve 6 プラットフォーム バックアップ データを保存するデバイスが DocAve 6 ストレージ ポリシ

ーへマッピングされていることを確認してください。 

 このセクションの説明通りにストレージ ポリシーを構成してある場合は、[マッピング済み] を選択します。

[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

 これらの構成を完了していない場合、[未マッピング] (既定で選択済み) を選択して、[ストレージ ポリ

シーの構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページに戻ります。

その後 [マッピング済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

2. データの選択 - インポートするデータを選択します。[ストレージ ポリシー] ドロップダウン リストから DocAve 6 

プラットフォーム バックアップ データ用に構成したストレージ ポリシーを選択します。ツリーを活用すると、ファーム レ

ベルから完全バックアップ サイクル レベルまで参照することができます。ファームのデータをインポートする場合、ファ

ーム名の下にある [すべて選択] チェックボックスを選択します。インポートしたいバックアップ ジョブを個別に選択

することもできます。[詳細の表示] をクリックすると、このバックアップ ジョブに使用される論理デバイスやサイクル内
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のすべてのジョブを表示できます。インポート済みのプラットフォーム バックアップ ジョブを選択すると、[最終インポー

ト日時] 列内で最終インポート日時を表示させることができます。  

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

3. 通知 - 指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。[アドレスのみのプロファイルを選択] ドロ

ップダウン リストから、構成済みメール通知を選択します。[通知プロファイルの新規作成] をクリックすることで通

知を作成することもできます。[表示] をクリックすると [ユーザー通知設定] ウィンドウを表示できます。ここでは通

知の詳細設定を表示することができます。[編集] をクリックして通知設定を編集するか、[閉じる] をクリックして

ウィンドウを閉じます。 

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

4. 概要 - 構成をレビューします。[インポート済みプランおよび設定] 表では、インポートする DocAve 6 プラットフ

ォーム バックアップ データの詳細情報を表示することができます。設定中は [戻る] をクリックして前の手順に移

動するか、[キャンセル] をクリックして構成を終了することができます。  

5. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

EBS スタブの RBS スタブへの変換 

DocAve 6 環境に存在する EBS スタブを RBS スタブに変換したい場合、ここでスタブの変換を実行することができます。 

DocAve 6 EBS スタブを RBS スタブへアップグレードする構成インターフェイスへアクセスするには、コントロール パネルか

ら、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マネージャー] リンクをクリックします。データ マネ

ージャー インターフェイス中央部の [RBS BLOB プロバイダ] リンクをクリックします。ここでは、RBS スタブへ変換したいファ

ーム、Web アプリケーション、コンテンツ データベースの RBS を有効にする必要があります。RBS を有効化する方法の詳

細については ストレージ マネージャー ユーザー ガイド の  [BLOB プロバイダの構成] セクションをご参照ください。 

これら構成の完了後、[データ マネージャー] 画面に戻って、リボン上で [DocAve 6] ボタンをクリックし、[データ タイプ] 

を選択してドロップダウン リストから [EBS スタブを RBS スタブへ] を選択します。 

スタブの変換を構成するには、次の手順を実行してください。 

1. データの選択 - DocAve 6 EBS スタブ変換のファームを指定します。[ファームの選択] ドロップダウン リストか

ら EBS スタブを変換するファームを選択します。[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

*注意: 変換ジョブが完了すると、選択したファームのすべての EBS ルールおよび EBS プロバイダが無効になり

ます。 

2. データ設定 - 次の構成を設定します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Storage_Manager_User_Guide.pdf
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 エージェント グループ - 1つのファーム内に複数のエージェント グループがある場合、エージェント グルー

プを選択して EBS スタブ変換ジョブを実行します。 

 通知 - 通知プロファイルを指定して指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。ドロ

ップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリック

して新しい通知プロファイルを作成します。通知設定の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド

内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

3. スケジュールの選択 - データ変換ジョブを実行するスケジュールを設定します。ジョブをただちに実行するには、[ウ

ィザード完了後に変更をインポートする] を選択します。DocAve 変換ジョブを指定の時刻に実行するには、

[手動でスケジュールを構成する] を選択してスケジュールを設定します。ドロップダウン リストから日にちを選択し、

テキスト ボックスに時間および分を入力してジョブの開始時刻を指定することができます。 

4. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

サード パーティ ツール スタブの DocAve スタブへの変換  

サード パーティ ツールを使用しており、サード パーティ スタブが生成されている場合、この機能を使用して生成したスタブを 

DocAve スタブに変換することができます。サード パーティ ツール スタブを DocAve スタブへ変換するには、コントロール 

パネルから、[製品ごとの設定] 内 [データ マネージャー] セクション配下の [データ マネージャー] リンクをクリックします。リ

ボン上で [サード パーティ ツール] ボタンをクリックします。  

この機能を使用する前に、ストレージ最適化で BLOB プロバイダを構成する必要があります。データ マネージャーの [サー

ド パーティ ツール] 画面から [BLOB プロバイダ] リンクをクリックします。BLOB プロバイダの構成方法の詳細については、

ストレージ マネージャー ユーザー ガイド の BLOB プロバイダの構成セクションをご参照くさい。  

構成が完了したら、[サード パーティ ツール] 画面に戻ります。リボン上で [データ タイプ] をクリックして [スタブのインポー

ト] を選択します。 

次の手順を実行します。 

1. 前提条件 - 次の構成を完了してください。 

 BLOB プロバイダ - スタブをインポートする前に、ストレージ マネージャーで BLOB プロバイダが構成

済みであることを確認してください。 

o このセクションの説明通りに BLOB プロバイダを構成してある場合は、[構成済み] を選択し

ます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Storage_Manager_User_Guide.pdf
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o この構成を完了していない場合、[未構成] (既定で選択済み) を選択して、[BLOB プロバ

イダの構成] リンクをクリックします。BLOB プロバイダ 構成を完了し、前提条件ページに戻っ

て [構成済み] を選択します。  

 論理デバイスの構成 - 変換したサード パーティ スタブの BLOB データを保存する論理デバイスが構

成済みであることを確認してください。 

o このセクションの説明通りに論理デバイスを構成してある場合は、[構成済み] を選択します。  

o この構成を完了していない場合、[未構成] (既定で選択済み) を選択して、[論理デバイス

の構成] リンクをクリックします。ストレージ ポリシーの構成を完了し、前提条件ページに戻って 

[構成済み] を選択します。 

両方のフィールドで [構成済み] を選択し、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

2. データの選択 - ここでは、サード パーティ スタブを DocAve スタブへ変換するための場所を選択できます。  

 SharePoint 環境 - ファーム レベルからコンテンツ データベース レベルまでを参照し、サード パーティ 

スタブを変換するレベルを選択します。ファーム ツリーで選択する場合は、以下の情報をご参照ください。 

o ここでは同一ファーム内のノードのみを選択することができます。 

o ファーム、Web アプリケーション、コンテンツ データベースが選択されている場合、右側に [構

成] ボタンが表示されます。このボタンは現在のレベルの論理デバイスのみを構成します。リボ

ン上で [構成] ボタンを押すと、選択したノードすべての論理デバイスを構成することができま

す。ノードの隣の [構成] ボタンもしくはリボン上の [構成] ボタンをクリックし、ドロップダウン リ

ストから論理デバイスを選択するか、[論理デバイスの新規作成] をクリックして論理デバイスを

作成します。[OK] をクリックして、論理デバイス構成を完了してデータの選択インターフェイス

に戻ります。[キャンセル] をクリックするとインターフェイスを終了します。  

構成が完了したら、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。  

3. データ設定 - 次の構成を設定します。 

 データの圧縮 - このオプションを使用すると、BLOB データを圧縮して容量を節約することができます。

[圧縮] オプションから圧縮レベルを選択します。低圧縮レベルを使用する場合、圧縮速度が速い反面

データ容量が大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、圧縮速度は遅くなりますが、データ容量は小

さく高品質となります。小さいデータ容量の場合、システム リソースをより多く消費し、ジョブ時間も長くな

るため注意してください。圧縮は SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) 上で実行されま

す。 

 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] を選択し、[セキュリティ プロファイル] 

ドロップダウン リストからセキュリティ プロファイルを選択します。[セキュリティ プロファイルの新規作成] を

クリックすることで、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。暗号化は機密情報を保護

することができますが、暗号化したデータの展開作業には時間が多くかかります。暗号化は SharePoi

nt サーバー (SharePoint エージェント) 上で実行されます。 
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 エージェント グループ - 1つのファーム内に複数のエージェント グループがある場合、エージェント グルー

プを選択してスタブ変換ジョブを実行します。 

 通知 - 通知プロファイルを指定して指定の DocAve ユーザーへメール通知レポートを送信します。ドロ

ップダウン リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] をクリック

して新しい通知プロファイルを作成します。通知設定の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイド

内の ユーザー通知設定 セクションをご参照ください。 

 スケジュールの選択 - スタブ変換ジョブを実行するスケジュールを設定します。ジョブをただちに実行する

には、[ウィザード完了後に変更をインポートする] を選択します。DocAve スタブ変換ジョブを指定の

時刻に実行するには、[手動でスケジュールを構成する] を選択してスケジュールを設定します。ドロップ

ダウン リストから日にちを選択し、テキスト ボックスに時間および分を入力してジョブの開始時刻を指定

することができます。 

4. [完了] をクリックして、構成を保存してデータ マネージャー GUI に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更

を保存せずに [データ マネージャー] 画面に戻ります。リボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、[ジョブ モニタ

ー] 画面に移動してジョブ詳細を表示することができます。 

インデックス マネージャー 

インデックス マネージャーでは、全文インデックス設定を構成することができます。この機能を使用すると、ドキュメントのコン

テンツ全体を検索することが可能になります。DocAve のインデックス マネージャーへアクセスするには、コントロール パネル 

インターフェイスで [製品ごとの設定] 内 [インデックス マネージャー] セクション配下の [インデックス マネージャー] をクリッ

クします。 

インデックス プロファイルの作成 

インデックス マネージャーで新しいインデックス プロファイルを作成するには、次の手順を実行してください。 

1. リボン上で [新規インデックス プロファイル] をクリックします。 

2. テキスト ボックスに プロファイル名 と、必要に応じてプロファイルの 説明 を入力します。  

3. ドロップダウン リストから [論理デバイス] を選択し、インデックス データを保存する場所を指定します。  

4. ドロップダウン リストから [メディア サービス] を選択して、[追加] をクリックします。プロファイルには複数のメディア 

サービスを追加することができます。[テスト] をクリックすると、メディア サービスと論理デバイスの接続を確認できま

す。  

5. 以下のオプションから 1 つを選択してください。 

 ジョブの完了時に全文インデックスを自動生成する (既定のオプション) - アーカイバ ジョブが完了もし

くは完了 (実行中に例外) となった段階で全文インデックス ジョブが自動生成されます。ジョブ モニター

でジョブ詳細を表示することもできます。 
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 スケジュールに基づいて全文インデックスを作成する - 全文インデックス ジョブのスケジュールを設定す

ることができます。[開始時刻] テキスト ボックスに日時を入力します。[間隔] テキスト ボックスに頻度

を正の正数で入力し、間隔の時間単位として [日間]、[週間]、[ヶ月間] を選択します。  

*注意: 規定ではブラウザのタイム ゾーンが選択されています。ハイパーリンクをクリックし、ドロップダウン メニ

ューから新しいタイム ゾーンを選択したのち [OK] をクリックすると、タイム ゾーンを変更することができます。 

6. 次のフィールド (必須ではありません) の詳細構成を実行する場合は [詳細設定] をクリックします。  

 ファイル タイプ - 表示されているファイルがすべて全文インデックス検索でサポートされます。既定では、

すべてのファイル タイプが選択されています。   

*注意: Built-in PDF 分析を使用する場合、インデックスを生成することができるのは英語ドキュメントのみです。

異なる言語の PDF ドキュメントのインデックスを生成したい場合は、全文インデックス用のメディア サービスのイン

ストール先サーバーに Adobe PDF iFilter をインストールすることをお勧めします。  

 ファイル サイズ - テキスト ボックスに整数を入力して全文インデックスのサイズ制限を指定します。既定

の値は 100 MB です。指定のサイズより大きいファイルはインデックスされません。また、大容量のファイ

ルのインデックスを生成するには時間がかかります。 

 プレビュー機能 - 検索結果で検索したコンテンツのプレビューを有効にします。  

7. [OK] をクリックすると、プロファイルを保存して DocAve インデックス マネージャー インターフェイスに戻ります。  

プロファイル構成の完了後、[ストレージ最適化] > [アーカイバ] > [アーカイバ インデックス デバイス] の順に移動して、

全文インデックスを適用するレベルを構成します。アーカイバ インデックス デバイスの構成方法の詳細については、アーカイ

バ ユーザー ガイド の アーカイバ インデックス デバイスの構成 セクションをご参照ください。全文インデックスはインデックス 

プロファイル設定および勤務日の設定に従って生成されます。  

*注意: 構成済みプロファイルの論理デバイスを変更する場合、ポップアップ表示されるウィンドウ上で、インデックス ジョブ

実行の前に現在のインデックス デバイス内のデータを新しいインデックス デバイスにコピーするかどうかを指定できます。[O

K] をクリックして続行します。別のポップアップ ウィンドウが表示されるので、Excel ファイルの保存を指定します。ファイルに

はサイト情報、コピー元デバイス情報、コピー先デバイス情報が含まれています。Excel ファイル内の説明に従って、インデッ

クス フォルダーをコピー元デバイスからコピー先デバイスへ、構造を保持したままコピーします。 

 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf


 103 

 
DocAve 6: コントロール パネル 

 

インデックス プロファイルの勤務日の構成 

[勤務日の構成] ボタンをクリックして全文インデックスのグローバル設定を構成します。全文インデックスの実行は環境内ネ

ットワークおよびリソースを使用します。[勤務日の構成] オプションでは、指定の勤務時間に基づいて全文インデックス ジョ

ブを制御することができます。 

 勤務時間のプロセス上限 - 勤務時間内に同時に実行できるインデックス生成ジョブの最大数をメディア サービ

ス毎に制限します。既定の最大プロセス数は 3 です。例えば、インデックス プロファイルで 3 つのメディア サービス

を構成した場合、勤務時間内に最大 9 つのインデックス生成ジョブを実行することができます。9つ以上のジョブ

がある場合、9番目以降のジョブのステータスは待機中になります。  

 勤務時間外のプロセス上限 - 勤務時間外に同時に実行できるインデックス生成ジョブの最大数をメディア サー

ビス毎に制限します。既定の最大プロセス数は 3 です。例えば、インデックス プロファイルで 3 つのメディア サービ

スを構成した場合、勤務時間外に最大 9 つのインデックス生成ジョブを実行することができます。9つ以上のジョ

ブがある場合、9番目以降のジョブのステータスは待機中になります。  

 勤務時間の定義 - ドロップダウン リストから時間を選択して 勤務時間 を指定します。チェックボックスをオンして 

勤務日 を指定します。規定ではブラウザのタイム ゾーンが選択されています。ハイパーリンクをクリックし、ドロップダ

ウンメニューから新しいタイム ゾーンを選択したのち [OK] をクリックすると、タイムゾーンを変更することができます。

リボン上で [OK] をクリックすると、構成を完了します。 

DocAve 上でインデックス プロファイルを編集するには、インデックス プロファイルのチェックボックスを選択し、リボン上で [編

集] をクリックしてインデックス プロファイルの構成を変更します。インデックス プロファイル構成の編集の詳細については、本

ユーザーガイド内の インデックス プロファイルの作成 セクションをご参照ください。 

DocAve からインデックス プロファイルを削除するには、構成済みインデックス プロファイル リストからインデックス プロファイル

を選択し、リボン上で [削除] をクリックします。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択した

インデックス プロファイルを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したインデックス プロファイルを削除せずにインデッ

クス マネージャー インターフェイスに戻ります。 

エクスポート先 

エクスポート先では、オフライン レプリケーター ジョブでのデータのエクスポートおよびインポート、オフライン展開でのデータのエ

クスポートおよびインポート、コンテンツ マネージャー内のデータのエクスポートおよびインポートを実行することができます。  

DocAve のエクスポート先設定へアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [エクスポート先] セクション配

下の [エクスポート先] をクリックします。リボンの [閉じる] をクリックすると、エクスポート先インターフェイスを閉じます。  
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エクスポート先の管理 

エクスポート先では、新しいエクスポート先の作成、エクスポート先の詳細の表示、構成済みエクスポート先の編集、構成

済みエクスポート先の削除などを実行することができます。エクスポート先の作成もしくは編集の詳細については、本ガイド

内の エクスポート先の構成 セクションをご参照ください。 

エクスポート先の詳細を表示するには、構成済みエクスポート先のリストからエクスポート先を選択し、リボン上で [詳細の

表示] をクリックします。これにより、このエクスポート先の構成済み設定が表示されます。 

リボン上で [編集] をクリックすると、このエクスポート先の構成を変更できます。エクスポート先構成の編集の詳細について

は、本ガイド内の エクスポート先の構成 セクションをご参照ください。 

DocAve からエクスポート先を削除するには、構成済みエクスポート先のリストからエクスポート先を選択し、リボン上で 

[削除] をクリックします。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択したエクスポート先を削除

します。[キャンセル] をクリックすると、エクスポート先を削除せずに戻ります。 

エクスポート先の構成 

新しいエクスポート先を作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みのエクスポート先を編集するには、エ

クスポート先を選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[エクスポート先の作成] もしくは [エクスポート先の編集] 画

面で、次の設定を構成します。 

1. 名前と説明 - このエクスポート先の 名前 と、必要に応じてエクスポート先の 説明 を入力します。 

2. ファームの選択 - このエクスポート先を作成するファームを選択します。作成するエクスポート先はここで指定した

ファームでのみ使用できます。 

3. パス - エクスポート先はファイルシェア、SAN、NAS などを使用することができます。  

a. 次の形式で UNC パスを入力してください: \\admin-PC\c$\data もしくは \\admin-PC\sha

red folder 

*注意: 指定するパスは既存のものを使用してください。 

b. 該当のテキスト ボックスに ユーザー名 および パスワード を入力して [テスト] をクリックし、パスおよびユ

ーザー情報をテストしてすべての情報の有効性を確認します。 

4. [OK] をクリックして、構成を保存してエクスポート先インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変

更を保存せずにエクスポート先インターフェイスに戻ります。  
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フィルター ポリシー 

フィルター ポリシーでは、フィルター ルールを設定することにより SharePoint レベル内で表示するオブジェクトおよびデータ

を制御し、より正確なコンテンツの表示が可能になります。フィルター ポリシーを設定して保存すると、毎回フィルター ポリシ

ーを再作成することなく異なるプランに適用することができます。 

DocAve のフィルター ポリシーへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [フィルター ポリシー] セクション

配下の [フィルター ポリシー] をクリックします。リボンの [閉じる] をクリックすると、[フィルター ポリシー] 画面を閉じます。 

フィルター ポリシー インターフェイスには、構成済みフィルター ポリシーのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用し

てフィルター ポリシーの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているフィルター ポリシーをフィルターすることができます。このキーワ

ードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいフィルター ポリ

シーのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] 

を選択することができます。  

  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェックボ

ックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシーでは、新しいフィルター ポリシーの作成やフィルター ポリシーの詳細表示、構成済みフィルター ポリシーの

編集および削除などを実行することができます。フィルター ポリシーの作成もしくは編集の詳細については、本ガイド内の フ

ィルター ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

リボン上で [編集] をクリックすると、このフィルター ポリシーの構成を変更します。フィルター ポリシー構成の編集の詳細に

ついては、本ガイド内の フィルター ポリシーの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve フィルター ポリシーを表示するには、構成済みフィルター ポリシーのリストからフィルター ポリシーを選択し、リボン

上で [詳細の表示] をクリックします。DocAve のフィルター ポリシーを削除するには、構成済みフィルター ポリシーのリスト

からフィルター ポリシーを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] 

をクリックして選択したフィルター ポリシーを削除します。[キャンセル] をクリックすると、フィルター ポリシーを削除せずに戻り

ます。 
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フィルター ポリシーの構成 

新しいフィルター ポリシーを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みフィルター ポリシーを編集するには、

フィルター ポリシーを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[フィルター ポリシーの作成] もしくは [フィルター ポリシー

の編集] 画面で、次の設定を構成します。 

1. 名前と説明 - フィルター ポリシーの 名前 と、必要に応じて 説明 を入力します。 

2. 条件 - 各 SharePoint レベル (サイト コレクションから添付ファイルまで) で指定のオブジェクトもしくはデータを

選択します。各レベルにはルールの固有セットを持っており、適用すると構成を向上させることができます。ユーザ

ーが構成できるフィルター ポリシーの例については、付録 A をご参照ください。 

a. [フィルター レベル グループの追加] をクリックすると、指定のレベルの新しいルールを追加することができ

ます。[条件の追加] をクリックし、以下のフィールドを入力すると、新しいルールの条件を追加することが

できます。  をクリックすると不要なルールを削除できます。  

 ルール - ドロップダウン リストから新規に作成するルールを選択します。 

*注意: 作成者 ルールを使用しているサイト レベル フィルター ポリシーを SharePoint Onli

ne 環境で使用することはできません。 

 条件 - ルールの条件を選択します。 

 値 - ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。  

b. フィルター ポリシーに複数のフィルターを追加する場合は前の手順を繰り返します。  

*注意: 入力したフィルターごとに、フィルター ルールのロジック関係を変更することができます。ここでは、

AND および OR の 2 つのロジック関係を選択できます。既定のロジックは AND です。ロジック関係を

変更する場合は、ロジック関係リンクをクリックします。[AND] ロジック関係はすべてのルールを満たすコ

ンテンツがフィルターされ、結果に含まれることを意味します。[OR] ロジック関係はルールのいずれかを満

たすコンテンツがフィルターされ、結果に含まれることを意味します。 

3. 基本フィルター条件 - ここではフィルター ルールのロジック関係を表示します。  

例えば、基本フィルター条件エリア内のロジック関係が ((1 AND 2) OR 3) となる場合、フィルター ルール 1 と

フィルター ルール 2 両方を満たすか、フィルター ルール 3 を満たすコンテンツがフィルターにより除外されます。 

[OK] をクリックして、構成を保存してフィルター ポリシー インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を

保存せずにフィルター ポリシー インターフェイスに戻ります。 
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マッピング マネージャー 

マッピング マネージャーでは移動元ノードのプロパティを移動先ノードのプロパティへマッピングすることができます。マッピング 

マネージャーで作成できるマッピング タイプは以下の 7 つです。 

 ドメイン マッピング - 移動元ドメインを移動先ドメインへマッピングすることができます。移動先ドメイン名は構成

した移動元ドメイン名に置き換えられ、移動元グループ内のユーザーは移動先の同じ名前のユーザーへマッピング

されます。ドメイン マッピングのルールを作成すると、ルールを使用するプランでは手動で設定を再入力することなく

プロセスを繰り返すことができます。 

例えば、会社 A とその子会社 B があり、会社 B の職員はすべて会社 A のドメインのドメイン アカウントを持つ

とします。逆の場合も同様です。このとき、A のサイトを B の内部サイトへレプリケートする場合、ドメイン マッピン

グを使用することでこれらのユーザーを B のドメイン内のアカウントへ一括マッピングすることができるようになります。

このように、2 つのドメインに同じユーザー アカウントが存在する場合、ドメイン マッピングを使用することでユーザ

ーのドメインを一括変更することができます。  

 ユーザー マッピング - 移動元ユーザーを移動先ユーザーへマッピングすることができます。同じユーザーがドメイン 

A とドメイン B 内で異なるユーザー名を持つ場合、もしくはドメイン A 内の個々のユーザーのコンテンツ、権限、

メタデータをドメイン B の別のユーザーへ移行する場合、この方法を使用してコンテンツを移動すると、ユーザーの

権限およびメタデータを失わずに移行することができます。  

例えば、会社 A が会社 B を買収した場合、この 2 つの会社では各自のドメインを持っています。会社 B の職

員サイトを会社 A の内部サイトへレプリケートする場合、ユーザー マッピングを使用すると B のドメイン内のこの

ユーザーのアカウントを A のドメインへマッピングすることができます。このときユーザー マッピングでは 2 つの異なる

ドメインのユーザーのアカウントをマッピングするため、ユーザーの SharePoint コンテンツを別のドメインへ移動した

後に SharePoint 内の権限およびメタデータは保持されます。 

 言語マッピング - 移動元のコンテンツを異なる言語で移動先ノードに表示することができます。 

例えば、会社 A が海外に子会社 B を持っているとします。A のサイトを B の SharePoint ファームへレプリケ

ートする場合、言語マッピングを使用すると、すべてのリスト名および列名が B の言語で表示されるようになります。

また言語マッピングを使用すると、移動元のコンテンツを別の国の SharePoint ファームへレプリケートした後で表

示言語を変更することも可能です。  

 列マッピング (コンテンツ マネージャー、SharePoint 2007 to 2013 移行、SharePoint 2010 to 2013 

移行、SharePoint 2007 to 2010 移行で使用) - 移動元の列を移動先の列へマッピングすることができま

す。移動元の列名は構成済みの移動先の列名に置き換えられます。値のマッピングを追加することも可能です。

ここでは異なるレベルの条件を作成し、希望のルールを作成することができます。 

例えば、列 A は移動元側にあり、列 B は移動先側にあるとします。このとき、列 A を列 B へレプリケートする

ために列マッピングを使用して、この列のメタデータを移動先へマッピングすることができます。 
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 コンテンツ タイプ マッピング (コンテンツ マネージャーおよび移行のみに使用) - 移動元のコンテンツ タイプを移

動先のコンテンツ タイプへマッピングすることができます。移動元のコンテンツ タイプは構成済みの移動先のコンテ

ンツ タイプに置き換えられます。 

例えば、コンテンツ タイプ A は移動元側にあり、コンテンツ タイプ B は移動先側にあるとします。このとき、コンテ

ンツ タイプ A をコンテンツ タイプ B へレプリケートするためにコンテンツ タイプ マッピングを使用して、このコンテン

ツ タイプを移動先へマッピングすることができます。 

 テンプレート マッピング (コンテンツ マネージャーおよび移行のみに使用) - 移動元のテンプレートを移動先のテ

ンプレートへマッピングすることができます。移動元のテンプレートは構成済みの移動先のテンプレートに置き換えら

れます。ここではサイト レベルおよびリスト レベルでマッピングを作成することができます。 

例えば、移動元側にテンプレート A があり、移動先側にテンプレート B があるとします。このとき、テンプレート A 

をテンプレート B へレプリケートするためにテンプレート マッピングを使用して、このテンプレートを移動先へマッピン

グすることができます。 

 グループ マッピング (SharePoint 以外の移行のみに使用) - 移動元のグループを移動先のグループへマッピ

ングすることができます。移動元のグループは構成済みのグループに置き換えられます。  

例えば、グループ A が移動元側にあり、グループ B が移動先側にあるとします。このとき、グループ A をグループ 

B へレプリケートするためにグループ マッピングを使用して、このグループを移動先へマッピングすることができます。 

ドメイン マッピング 

DocAve のドメイン マッピングへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [マッピング マネージャー] セクショ

ン配下の [ドメイン マッピング] をクリックします。これにより [ドメイン マッピング] インターフェイスに移動します。リボンの [閉

じる] をクリックすると、[マッピング マネージャー] 画面を閉じます。 

ドメイン マッピング構成インターフェイスには、構成済みストレージ ポリシーのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使

用してこれらのドメイン マッピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているドメイン マッピングをフィルターすることができます。このキーワ

ードは列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいドメイン マッピ

ングのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] 

を選択することができます。  

   - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣のチェック

ボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 
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ドメイン マッピングの管理 

ドメイン マッピング インターフェイスでは、新しいドメイン マッピングの作成、ドメイン マッピングの詳細の表示、構成済みドメ

イン マッピングの編集および削除、ドメイン マッピングのエクスポートなどを実行することができます。ドメイン マッピングの作

成および編集の詳細については、本ガイド内の ドメイン マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

ドメイン マッピングの構成を表示するには、構成済みドメイン マッピングのリストからドメイン マッピングを選択し、リボン上で 

[詳細の表示] をクリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボン上で [エクスポート] をクリックしてドメイン マッ

ピングをエクスポートするか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

ドメイン マッピングの構成を変更するには、構成済みドメイン マッピング リストからドメイン マッピングを選択し、リボン上で 

[編集] をクリックします。ドメイン マッピング構成の編集の詳細については、本ガイド内の ドメイン マッピングの構成 セクショ

ンをご参照ください。 

ドメイン マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済みドメイン マッピングのリストからドメイン マッピングを選

択し、リボン上で [エクスポート] をクリックします。ドメイン マッピングを作成・編集する際にプロセスを簡略化するため、エク

スポートしたドメイン マッピングをインポートすることができます。 

ドメイン マッピングの構成 

新しいドメイン マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みのドメイン マッピングを編集するに

は、ドメイン マッピングの隣のチェックボックスを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[ドメイン マッピングの作成] もし

くは [ドメイン マッピングの編集] 画面で、次の手順を完成させてください。 

1. ドメイン マッピングの次の設定を構成します。 

 名前と説明 - 新しいドメイン マッピング プロファイルの 名前 と、必要に応じて 説明 を入力します。 

 マッピング ルールの追加 - 移動元ドメイン名 および 移動先ドメイン名 を指定します。移動元ドメイン

名は該当ジョブの完了後に指定した移動先ドメイン名に置き換えられます。  

2. [追加] をクリックします。新しいルールは 移動元ドメイン名 および 移動先ドメイン名 リストに表示されます。 

マッピング ルールを削除するには、削除するマッピング ルールの隣のチェックボックスを選択して [削除] をクリックし

ます。  

3. [保存] をクリックすると、このドメイン マッピングの構成を保存してドメイン マッピング インターフェイスに戻ります。

[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに戻ります。  
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ユーザー マッピング 

DocAve ユーザー マッピングへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [マッピング マネージャー] セクショ

ン配下の [ユーザー マッピング] をクリックします。これにより [ユーザー マッピング] 画面に移動します。リボンの [閉じる] を

クリックすると、マッピング マネージャーを閉じます。 

ユーザー マッピング構成インターフェイスには、構成済みのユーザー マッピングのリストが表示されます。ここでは、次の方法

を使用してユーザー マッピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているユーザー マッピングをフィルターします。このキーワードは列値

に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいユーザー マッピングのキー

ワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択す

ることができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

ユーザー マッピングの管理 

ユーザー マッピング インターフェイスでは、新しいユーザー マッピングの作成、構成済みユーザー マッピングの詳細の表示、

構成済みユーザー マッピングの編集および削除、ユーザー マッピングのエクスポートなどを実行することができます。ユーザー 

マッピングの作成および編集の詳細については、本ガイド内の ユーザー マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

ユーザー マッピングの構成を表示するには、構成済みユーザー マッピングのリストからユーザー マッピングを選択し、リボン上

で [詳細の表示] をクリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボン上で [エクスポート] をクリックしてこのユーザ

ー マッピングをエクスポートするか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

ユーザー マッピングの構成を変更するには、構成済みユーザー マッピングのリストからユーザー マッピング を選択し、リボン

上で [編集] をクリックします。ユーザー マッピング構成の編集の詳細については、本ガイド内の ユーザー マッピングの構成 

セクションをご参照ください。 

ユーザー マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済みユーザー マッピングのリストからユーザー マッピングを

選択し、リボン上で [エクスポート] をクリックします。ユーザー マッピングを作成・編集する際にプロセスを簡略化するため、

エクスポートしたユーザー マッピングをインポートすることができます。 

ユーザー マッピングの構成 

新しいユーザー マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みユーザー マッピングを編集するに

は、ユーザー マッピングを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[ユーザー マッピングの作成] もしくは [ユーザー マッ

ピングの編集] 画面で、次の手順を完成させてください。 
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1. ユーザー マッピングの次の設定を構成します。 

 名前と説明 - 新しいユーザー マッピング プロファイルの 名前 と、必要に応じて 説明 を入力します。 

 マッピング ルールの追加 - 表示されているフィールドに 移動元ユーザー名 および 移動先ユーザー名 

を入力します。移動元ユーザー名 は該当ジョブの実行後に指定した 移動先ユーザー名 に置き換えら

れます。表示されている形式に従って [移動元既定ユーザー]、[移動先既定ユーザー]、[移動先ユー

ザー名] フィールドにユーザー名を入力します。 

2. [追加] をクリックします。新しいルールは 移動元ユーザー名 および 移動先ユーザー名 リストに表示されます。 

マッピング ルールを削除する場合、削除するマッピング ルールの隣のチェックボックスを選択して[削除] をクリックし

ます。 

3. [保存] をクリックすると、このユーザー マッピングの構成を保存してマッピング マネージャーのユーザー マッピング イ

ンターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに戻ります。  

ユーザー マッピング競合解決 

移動元ユーザー名 は 移動先ユーザー名 へマッピングできない場合があります。マッピング ルールの追加セクションでは、既

定解決の使用や競合解決用などの設定をカスタマイズすることができます。  

*注意: 移動元ノードの 移動元既定ユーザー および 移動元所持アカウント は双方向レプリケーションにのみ使用されま

す。 

移動先に存在しないユーザーを DocAve エージェント アカウントに置き換える場合、[ユーザーが移動先に存在しない場

合設定をカスタマイズする] の隣のチェックボックスをはずします。 

選択したユーザーと移動先に存在しないユーザーを置き換えるには、[ユーザーが移動先に存在しない場合設定をカスタマ

イズする] チェックボックスを選択し、[既定対象ユーザーを追加する] を選択して、[移動先既定ユーザー] テキストボックス

に既定の移動先ユーザー名を入力します。  

該当の移動元ユーザーと移動先に存在しないユーザーを置き換えるには、移動先の Active Directory に所持アカウン

トを追加して、次の操作を実行します。  

1. [ユーザーが移動先に存在しない場合設定をカスタマイズする] チェックボックスを選択します。 

2. [削除済みアカウントのメタデータを保持するため所持アカウントを追加する] を選択します。 

3. [移動先所持アカウント] テキスト ボックスに、Active Directory に追加した所持アカウントを入力します。  

*注意: 既定ユーザーおよび所持アカウントが移動先の Active Directory に追加された場合、DocAve でユーザー 

マッピング プロファイルを直接設定することができます。追加していない場合、ユーザー マッピング プロファイルを設定する前

に、移動先の既定ユーザーおよび所持アカウントを移動先の Active Directory に手動で追加する必要があります。気
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付かずに所持アカウントに割り当てるデータへのアクセス権限を SharePoint ユーザーに付与することを避けるため、移動

先 Active Directory 内に存在するが SharePoint 内の所持アカウントではないユーザーを指定することをお勧めしま

す。 

*注意: [ユーザーが移動先に存在しない] 通知を受信する場合、以下のいずれかに当てはまっている可能性があります。 

 移動先ユーザーのアカウントが非アクティブまたは無効です。 

 移動元ユーザーと移動先ユーザーが異なるドメインに存在し、この2つのドメイン間のドメイン マッピングまたはユー

ザー マッピングがありません。 

 移動元ユーザーと移動先ユーザーが異なるドメインに存在し、指定のユーザーが構成済みのドメイン マッピングま

たはユーザー マッピングを使用してマッピングを行うことができません。 

 移動元ユーザーと移動先ユーザーが異なるドメインに存在し、この 2 つのドメイン間にはドメイン マッピングが設定

されていますが、移動元ユーザーと同じ名前の移動先ユーザーが存在しません。 

言語マッピング 

DocAve の言語マッピングへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [マッピング マネージャー] セクション

配下の [言語マッピング] をクリックします。これにより [言語マッピング] 画面に移動します。リボンの [閉じる] をクリックす

ると、マッピング マネージャーを閉じます。 

言語マッピング構成インターフェイスには、構成済み言語マッピングのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用して

言語マッピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている言語マッピングをフィルターします。このキーワードは列値に含

まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい言語マッピングのキーワードを

入力します。ここではオプションとして、[すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択することが

できます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックし、列名

の隣のチェックボックスを選択して列をリストに表示させます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

  - リストに表示するアイテムをフィルターします。キーワード ベースの検索と異なり、好きなアイテムをフィルターす

ることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣のチェックボックスをオンにしてこのアイテ

ムをリストに表示させます。すべてのフィルターを削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 
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言語マッピングの管理 

言語マッピング インターフェイスでは、新しい言語マッピングの作成、構成済み言語マッピングの詳細の表示、構成済み言

語マッピングの編集および削除、言語マッピングのエクスポートなどを実行することができます。言語マッピングの作成もしくは

編集の詳細については、本ガイド内の 言語マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

言語マッピングの構成を表示するには、構成済み言語マッピングのリストから言語マッピングを選択し、リボン上で [詳細の

表示] をクリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボンの [エクスポート] をクリックしてこの言語マッピングをエク

スポートするか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

言語マッピングの構成を変更するには、構成済み言語マッピングのリストから言語マッピングを選択し、リボン上で [編集] 

をクリックします。言語マッピング構成の編集の詳細については、本ガイド内の 言語マッピングの構成 セクションをご参照くだ

さい。 

言語マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済み言語マッピングのリストから言語マッピングを選択し、リボ

ン上で [エクスポート] をクリックします。言語マッピングを作成・編集する際にプロセスを簡略化するため、エクスポートした

言語マッピングをインポートすることができます。 

言語マッピングの構成 

新しい言語マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済み言語マッピングを編集するには、言語

マッピングを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[言語マッピングの作成] もしくは [言語マッピングの編集] 画面で、

次の手順を完成させてください。 

1. 言語マッピングの次の設定を構成します。 

a. 名前と説明 - 新しい言語マッピング プロファイルの名前と、必要に応じて 説明 を入力します。 

b. 移動元言語 および 移動先言語 - 移動元ノードおよび移動先ノードの表示言語をドロップダウン メニ

ューから選択します。この言語マッピング ルールを使用するプランを実行すると、移動先ノードは 移動先

言語 フィールド内の言語で表示されます。  

*注意: 英語、日本語、ドイツ語の 3 言語はマッピングすることができます。 

c. マッピング ルールの追加 - ドロップダウン メニューから [リスト] もしくは [列] を選択します。テキスト ボ

ックスに移動元言語を使用するリスト名もしくは列名を入力します。移動先ノードで使用したい言語でリ

スト名もしくは列名を入力します。これにより、移動元の列名もしくはリスト名は指定した移動先の列名

もしくはリスト名に置き換えられます。 

2. [追加] をクリックします。新しいルールは タイプ、移動元言語、移動先言語 リストに表示されます。  

マッピング ルールを削除するには、削除するマッピング ルールの隣のチェックボックスを選択して [削除] をクリックし

ます。  
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3. [保存] をクリックすると、この言語マッピングの構成を保存してマッピング マネージャーの言語マッピング インターフ

ェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに戻ります。  

列マッピング 

DocAve の列マッピングへアクセスするには、コントロール パネルで [マッピング マネージャー] セクション配下の [列マッピン

グ] をクリックします。これにより [列マッピング] 画面に移動されます。リボンの [閉じる] をクリックすると、マッピング マネージ

ャーを閉じます。 

列マッピング構成インターフェイスには、構成済み列マッピングのリストが表示されます。ここでは、次の方法を使用して列マッ

ピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている列マッピングをフィルターします。このキーワードは列値に含ま

れているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい列マッピングのキーワードを入力

します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択することができま

す。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

列マッピングの管理 

列マッピング インターフェイスでは、新しい列マッピングの作成、構成済み列マッピングの詳細の表示、構成済み列マッピン

グの編集および削除、列マッピングのエクスポートなどを実行することができます。列マッピングの作成もしくは編集の詳細に

ついては、本ガイド内の 列マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

列マッピングの構成を表示するには、構成済み列マッピングのリストから列マッピングを選択し、リボン上で [詳細の表示] を

クリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボンの [エクスポート] をクリックしてこの列マッピングをエクスポートす

るか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

列マッピングの構成を編集するには、構成済み列マッピングのリストから列マッピングを選択し、リボン上で [詳細の表示] を

クリックします。列マッピング構成の編集の詳細については、本ガイド内の 列マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

列マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済み列マッピングのリストから列マッピングを選択し、リボン上で 

[エクスポート] をクリックします。列マッピングを作成・編集する際にプロセスを簡略化するため、エクスポートした列マッピング

をインポートすることができます。 
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列マッピングの構成 

新しい列マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済み列マッピングを編集するには、列マッピン

グを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[列マッピングの作成] もしくは [列マッピングの編集] 画面で、次の手順

を完成させてください。 

1. 列マッピングの次の設定を構成します。 

a. 名前と説明 - 新しい列マッピング プロファイルの 名前 と、必要に応じて 説明 を入力します。 

b. 条件 - サイト、リスト、アイテム レベル用の条件をフィルターします。  

 サイト レベルで、[条件の追加] をクリックします。1番目のドロップダウン リストで、[URL] もし

くは [サイト コンテンツ タイプ] からルールを選択します。2番目のドロップダウン リストで、[次の

値に等しい]、[次の値と異なる]、[次の値を含む]、[次の値を含まない] から条件を選択しま

す。3番目のテキスト ボックスにフィルター対象となる値を入力します。別のサイト条件を構成

するには、  をクリックして新しいサイト条件タブを追加します。  をクリックすると、構成済み

サイト条件を選択できます。 

 リスト レベルで、[条件の追加] をクリックします。1番目のドロップダウン リストで [テンプレート 

ID]、[リスト タイトル]、[リスト コンテンツ タイプ] からルールを選択します。2番目のドロップダ

ウン リストで、[次の値に等しい]、[次の値と異なる]、[次の値を含む]、[次の値を含まない] 

から条件を選択します。ルールで [テンプレート ID] を選択すると、使用するテンプレートを常

に表示することができます。希望のテンプレートがない場合、ドロップダウン リストの下の [カスタ

ム] を選択し、右のテキスト ボックスにテンプレート名を入力します。ルールで [リスト タイトル]、

[リスト コンテンツ タイプ] を選択する場合、テキスト ボックスにフィルター対象となる値を入力

することができます。別のリスト条件を構成するには、  をクリックして新しいリスト条件の構成

タブを追加します。  をクリックすると、構成済みリスト条件を選択できます。 

*注意: 移動元リストと移動先リストは同じ名前を使用する必要があります。 

 アイテム レベルで、[条件の追加] をクリックします。1番目のドロップダウン リストで、[ドキュメン

ト名] を選択します。2番目のドロップダウン リストで、[次の値に等しい]、[次の値と異なる]、

[次の値を含む]、[次の値を含まない] から条件を選択します。3番目のテキスト ボックスにフ

ィルター対象となる値を入力します。別のサイト条件を構成するには、  をクリックして新しいア

イテム条件タブを追加します。  をクリックすると、構成済みリスト条件を選択できます。  

*注意: 異なる条件の関係については以下をご参照ください。 

o すべてのレベルのテキスト ボックスが NULL のままの状態で実行すると、列マッピング

はサイト列およびリスト列に展開されます。  

o サイト レベルの条件のみ入力すると、この条件を満たすサイト列およびリスト列でマッ

ピングが展開されます。  
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o リスト レベルおよびアイテム レベルの条件のみ入力すると、この条件を満たすリスト列

でマッピングが使用されます。 

o サイト列およびリスト列が複数のマッピング条件を満たす場合、はじめのマッピングが

展開されます。 

*注意: 異なるマッピングおよびレベルの関係については以下をご参照ください。 

o 異なるマッピング間では OR を使用します。オブジェクトがはじめの条件を満たす場

合、2 番目のマッピングとは比較されません。  

o 異なるレベル間では AND を使用しますが、同じレベル配下 (リスト レベル配下な

ど) では、リスト 1 とリスト 2 の関係は OR となります。 

o 同じレベルかつ同じタブでは、条件の関係は既定で AND となっています。AND を

クリックすることで OR に変更することも可能です。  

c. 列マッピング - 複数の列マッピング設定を構成するには、次の手順を完成してください。 

 列タイプ フィールドの  をクリックします。ドロップダウン リストで [同じタイプ]、[移動先に変

更する]、[管理されたメタデータに変更する]、[参照に変更する] から選択します。  

o [同じタイプ] を選択した場合、移動元と移動先の列タイプは同じものである必要が

あります。異なる列タイプである場合、マッピングを使用することはできません。移動元

と移動先の列タイプが同じものである場合は、移動元の列タイプが移動先にマッピン

グされます。移動元と移動先の列タイプが異なる場合は、新しい列が移動先に作成

されます。 

o [移動先に変更する] を選択すると、移動元と移動先で異なる列タイプを使用する

ことができます。  

 移動先に列が既に存在する場合、移動元の列タイプは移動先にマッピン

グされます。 

 列タイプが移動先に存在しない場合は、新しい列が移動先に作成されま

す。 

o [管理されたメタデータに変更する] を選択した場合、移動先へマッピングされる列タ

イプは管理されたメタデータとなります。  

 移動先に存在する列が管理されたメタデータ列である場合、移動元の列

タイプは移動先にマッピングされます。 

 移動先に存在する列が管理されたメタデータ列でない場合は、移動元列

と同じ名前の新しい管理されたメタデータ列が移動先に作成されます。 
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 列が移動先に存在しない場合は、新しい管理されたメタデータ列が作成さ

れます。  

文字列を異なる列に区切るには、[設定] をクリックして [複数の用語の値を許可する] 

および [ ;  で区切られたストリングを移行先へ列として移行する] を構成します。この2つ

のオプションは既定で選択されています。ここでは [;] テキスト ボックスに任意の文字を入

力して列を区切ることができます。[用語セットへのパス] には、用語への用語パスを入力

できます。入力した文字列は使用可能な形式である必要があります (例: 用語グルー

プ; 用語セット; 用語)。  

o [参照に変更する] を選択すると、移動元の列を移動先の参照列へマッピングするこ

とができます。参照列が移動先に存在しない場合は、設定に従って新しい参照列が

移動先に作成されます。  

文字列を異なる列に区切るには、[設定] をクリックして [複数の値を許可する] お

よび [; で区切られたストリングを移行先へ列として移行する] を構成します。[リスト 

タイトル] テキスト ボックスにはリスト タイトルを入力することができます。[列名] テキ

スト ボックスには列名を入力することができます。  

 列マッピング テーブルには、移動元および移動先の 列名 および 内部名 を入力することがで

きます。列名は表示名です。列名と内部名の両方を入力すると、まず内部名が認識されます。

移動元および移動先のグループは、値マッピングの追加もしくはプロファイルの保存のために 1 

つ以上入力する必要があります。[値マッピングの追加] をクリックして、移動元から移動先へ

マッピングする列の値を入力します。  

*注意: 移動元側に値を入力して移動先側を未入力のままに設定すると、この列は移動先に移行されません。

移動元側に何も入力せずに移動先のみ値を入力すると、移動元の空白値が移動先で構成した値へ移行され

ます。 

2. [保存] をクリックすると、この列マッピングの構成を保存してマッピング マネージャーの列マッピング インターフェイス

に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに戻ります。  

コンテンツ タイプ マッピング 

DocAve のコンテンツ タイプ マッピングへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [マッピング マネージャー] 

セクション配下の [コンテンツ タイプ マッピング] をクリックします。これにより [コンテンツ タイプ マッピング] 画面に移動しま

す。リボンの [閉じる] をクリックすると、マッピング マネージャーを閉じます。 

コンテンツ タイプ マッピング構成インターフェイスには、構成済みコンテンツ タイプ マッピングのリストが表示されます。ここでは、

次の方法を使用してこれらのコンテンツ タイプ マッピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているコンテンツ タイプ マッピングをフィルターします。このキーワード

は列値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいコンテンツ タイプ 
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マッピングのキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを

検索] を選択することができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

コンテンツ タイプ マッピングの管理 

コンテンツ タイプ マッピング インターフェイスでは、新しいコンテンツ タイプ マッピングマッピングの作成、構成済みコンテンツ 

タイプ マッピングの詳細の表示、構成済みコンテンツ タイプ マッピングの編集および削除、コンテンツ タイプ マッピングのエク

スポートなどを実行することができます。 

コンテンツ タイプ マッピングの構成を表示するには、構成済みコンテンツ タイプ マッピングのリストからコンテンツ タイプ マッピ

ングを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボン上で [エクスポート] 

をクリックしてこのコンテンツ タイプ マッピングをエクスポートするか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

コンテンツ タイプ マッピングの構成を変更するには、構成済みコンテンツ タイプ マッピングのリストからコンテンツ タイプ マッピ

ングを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピング構成の編集の詳細については、本ガ

イド内の コンテンツ タイプ マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

コンテンツ タイプ マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済みコンテンツ タイプ マッピングのリストからコンテ

ンツ タイプ マッピングを選択し、リボン上で [エクスポート] をクリックします。コンテンツ タイプ マッピングを作成・編集する際

にプロセスを簡略化するため、エクスポートしたコンテンツ タイプ マッピングをインポートすることもできます。 

コンテンツ タイプ マッピングの構成 

コンテンツ タイプ マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みコンテンツ タイプ マッピングを編

集するには、コンテンツ タイプ マッピングを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[コンテンツ タイプ マッピングの作成] 

もしくは [コンテンツ タイプ マッピングの編集] 画面で、次の手順を完成させてください。 

1. コンテンツ タイプ マッピングの次の設定を構成します。 

a. 名前と説明 - 新しいコンテンツ タイプ マッピング プロファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。 

b. 条件 - サイトおよびリスト レベル用の条件をフィルターします。 

 サイト レベルで、[条件の追加] をクリックして新しい条件を追加します。1番目のドロップダウン 

リストで [URL] をルールとして選択します。2番目のドロップダウン リストで、[次の値に等し

い]、[次の値と異なる]、[次の値を含む]、[次の値を含まない] から条件を選択します。3番

目のテキスト ボックスにフィルター対象となる値を入力します。別のサイト条件を構成するには、
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 をクリックして新しいサイト条件タブを追加します。  をクリックすると、構成済みサイト条

件を選択できます。 

 リストレベルで、[条件の追加] をクリックして新しい条件を追加します。1番目のドロップダウン 

リストで [テンプレート ID] および [リスト タイトル] からルールを選択します。2番目のドロップ

ダウン リストで、[次の値に等しい]、[次の値と異なる]、[次の値を含む]、[次の値を含まな

い] から条件を選択します。ルールで [テンプレート ID] を選択すると、展開したテンプレート

をすべて表示し、テンプレートを条件として選択することができます。ルールで [リスト タイトル] 

を選択すると、テキスト ボックスにフィルター対象となる値を入力することができます。別のリスト

条件を構成するには、  をクリックして新しいリスト条件の構成タブを追加します。  をクリッ

クすると、構成済みリスト条件を選択できます。 

c. コンテンツ タイプ マッピング - コンテンツ タイプ マッピング表に移動元と移動先のコンテンツ タイプ名

を入力することができます。[コンテンツ タイプ マッピングの追加] をクリックして新しいマッピングを追加し

ます。 

2. [保存] をクリックすると、このコンテンツ タイプ マッピングの構成を保存してマッピング マネージャーのコンテンツ タイ

プ マッピング インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに戻ります。  

テンプレート マッピング 

DocAve のテンプレート マッピングへアクセスするには、コントロール パネルで [マッピング マネージャー] セクション配下の 

[テンプレート マッピング] をクリックします。これにより [テンプレート マッピング] 画面に移動します。リボンの [閉じる] をクリ

ックすると、マッピング マネージャーを閉じます。 

テンプレート マッピング構成インターフェイスには、構成済みのテンプレート マッピングのリストが表示されます。ここでは、次の

方法を使用してこれらのテンプレート マッピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているテンプレート マッピングをフィルターします。このキーワードは列

値に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいテンプレート マッピング

のキーワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を

選択することができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

テンプレート マッピングの管理 

テンプレート マッピング インターフェイスでは、新しいテンプレート マッピングの作成、構成済みテンプレート マッピングの詳細

の表示、構成済みテンプレート マッピングの編集および削除、テンプレート マッピングのエクスポートなどを実行することがで

きます。  
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テンプレート マッピングの構成を表示するには、構成済みテンプレート マッピングのリストからテンプレート マッピングを選択し、

リボン上で [詳細の表示] をクリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボン上で [エクスポート] をクリックしてこ

のテンプレート マッピングをエクスポートするか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

このテンプレート マッピングの構成を変更するには、構成済みテンプレート マッピングのリストからテンプレート マッピングを選

択し、リボン上で [編集] をクリックします。テンプレート マッピング構成の編集の詳細については、本ガイド内の テンプレー

ト マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

テンプレート マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済みテンプレート マッピングのリストからテンプレート マ

ッピングを選択し、リボン上で [エクスポート] をクリックします。テンプレート マッピングを作成・編集する際にプロセスを簡略

化するため、エクスポートしたテンプレート マッピングをインポートすることもできます。 

テンプレート マッピングの構成 

テンプレート マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みテンプレート マッピングを編集するに

は、テンプレート マッピングを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[テンプレート マッピングの作成] もしくは [テンプ

レート マッピングの編集] 画面で、次の手順を完成させてください。 

1. テンプレート マッピングの次の設定を構成します。 

a. 名前と説明 - 新しいコンテンツ タイプ マッピング プロファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。 

b. マッピング - サイト レベルもしくはリスト レベルでテンプレート マッピングを設定します。 

 [サイト テンプレート マッピング] タブで [サイト テンプレート マッピングの追加] をクリックします。

表のテキスト ボックスにテンプレート ID を入力するか、ドロップダウン リストからテンプレート ID 

を選択します。別のテンプレート マッピングを追加するには、[サイト テンプレート マッピングの

追加] をクリックします。テンプレート マッピング表には 1 つ以上のマッピングを入力する必要が

あります。  

 [リスト テンプレート マッピング] タブで、[リスト テンプレート マッピングの追加] をクリックします。

表のテキスト ボックスにテンプレート ID を入力するか、ドロップダウン リストからテンプレート ID 

を選択します。別のリスト テンプレート マッピングを追加するには、[リスト テンプレート マッピン

グの追加] をクリックします。テンプレート マッピング表には 1 つ以上のマッピングを入力する必

要があります。  

2. [保存] をクリックすると、このテンプレート マッピングの構成を保存してマッピング マネージャーのテンプレート マッピ

ング インターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに戻ります。  
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グループ マッピング 

DocAve のグループ マッピングへアクセスするには、コントロール パネル インターフェイスで [マッピング マネージャー] セクシ

ョン配下の [グループ マッピング] をクリックします。これにより [グループ マッピング] 画面に移動します。リボンの [閉じる] 

をクリックすると、マッピング マネージャーを閉じます。 

グループ マッピング構成インターフェイスには、構成済みのグループ マッピングのリストが表示されます。ここでは、次の方法を

使用してこれらのグループ マッピングの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているグループ マッピングをフィルターします。このキーワードは列値

に含まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したいグループ マッピングのキー

ワードを入力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択す

ることができます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

グループ マッピングの管理 

グループ マッピング インターフェイスでは、新しいグループ マッピングの作成、構成済みグループ マッピングの詳細の表示、

構成済みグループ マッピングの編集および削除、グループ マッピングのエクスポートなどを実行することができます。グループ 

マッピングの作成もしくは編集の詳細については、本ガイド内の グループ マッピングの構成 セクションをご参照ください。 

グループ マッピングの構成を表示するには、構成済みグループ マッピングのリストからグループ マッピングを選択し、リボン上

で [詳細の表示] をクリックします。これにより構成詳細が表示されます。リボンの [エクスポート] をクリックしてこのグループ 

マッピングをエクスポートするか、[編集] をクリックして構成を変更します。 

グループ マッピングの構成を変更するには、構成済みグループ マッピングのリストからグループ マッピングを選択し、リボン上

で [編集] をクリックします。グループ マッピング構成の編集の詳細については、本ガイド内の グループ マッピングの構成 セ

クションをご参照ください。 

グループ マッピングを XML ファイルへエクスポートするには、構成済みグループ マッピングのリストからグループ マッピングを

選択し、リボン上で [エクスポート] をクリックします。グループ マッピングを作成・編集する際にプロセスを簡略化するため、

エクスポートしたグループ マッピングをインポートすることができます。 

グループ マッピングの構成 

新しいグループ マッピングを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みグループ マッピングを編集するに

は、グループ マッピングを選択し、リボン上で [編集] をクリックします。[グループ マッピングの作成] もしくは [グループ マッ

ピングの編集] 画面で、次の手順を完成させてください。 
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1. グループ マッピングの次の設定を構成します。 

a. 名前と説明 - 新しいコンテンツ タイプ マッピング プロファイルの名前と、必要に応じて説明を入力します。 

b. マッピング ルールの追加 - 移動元グループを移動先グループへマッピングします。表に 移動元グループ

名 と 移動先グループ名 を入力します。  をクリックすると、構成済みグループ マッピングを削除しま

す。移動元グループ名の隣のチェックボックスを選択して [選択したマッピングの削除] をクリックすることで

削除することもできます。[グループ マッピングの追加] をクリックしてグループを追加することもできます。 

2. [保存] をクリックすると、このグループ マッピングの構成を保存してマッピング マネージャーのグループ マッピング イ

ンターフェイスに戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに戻ります。  

プラン グループ 

プラン グループでは、プランを収集してグループ化します。プランは手動による実行ではなく、複数が同時あるいは順番に実

行されます。プラン グループは DocAve GUI ホーム画面で、ジョブ モニターの隣にあります。  アイコンをクリックしてプラ

ン グループ画面に移動します。  

*注意: プラン グループには複数の DocAve 製品からのプランが含まれます。プラン グループ機能を正常に使用するため

には、該当する製品の有効ライセンスが必要です。プラン グループ構成インターフェイスに構成済みプラン グループのリスト

が表示されます。ここでは、次の方法を使用してこれらのプラン グループの表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているプラン グループをフィルターします。このキーワードは列値に含

まれているものを使用する必要があります。表示パネルの上部右側に、表示したい列マッピングのキーワードを入

力します。ここではオプションとして [すべてのページを検索] もしくは [現在のページを検索] を選択することがで

きます。  

  - リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして列名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  - 列タイトルの  をクリックして列を隠します。 

プラン グループのセキュリティ トリミング 

プラン グループは DocAve 6 のセキュリティ トリミング ルールに準拠します。システム ユーザーとテナント ユーザーの相違

点については、アカウント マネージャーの セキュリティ トリミング ユーザー セクションをご参照ください。アクセス許可レベルの

構成方法の説明については、アカウント マネージャーの アクセス許可レベルの管理 セクションをご参照ください。  

プラン グループの権限コントロールでは、製品への権限を持っていないユーザーはプランの追加インターフェイスの [モジュー

ル] ドロップダウン リストから製品を表示、選択することはできません。製品への権限を持ち、製品のプランを含むプラン グ

ループを作成したことのあるユーザーについては、この製品への権限が削除された後も作成済みプラン グループの設定を表

示することができますが、権限を持たない製品のプランの設定を編集することはできません。 

DocAve_6_Control_Panel.docx#セキュリティ トリミング ユーザー
DocAve_6_Control_Panel.docx#アクセス許可レベルの管理
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プラン グループの管理 

プラン グループ インターフェイスでは、新しいプラン グループの作成やプラン グループの詳細表示、構成済みプラン グループ

の編集および削除などを実行することができます。プラン グループの作成の詳細については、本ガイド内の プラン グループ

の構成 セクションをご参照ください。 

プラン グループの詳細を表示するには、構成済みプラン グループのリストからプラン グループを選択し、リボン上で [詳細の

表示] をクリックします。これによりプラン グループ構成済みの設定が表示されます。[プラン ビューア] ではプラン グループに

追加したプランをすべて表示することができます。また [グループ設定] ビューではプラン グループの設定を表示することがで

きます。 

リボン上で [編集] をクリックすると、プラン グループの構成を変更することができます。プラン グループ構成の編集の詳細に

ついては、本ガイド内の プラン グループの構成 セクションをご参照ください。 

DocAve からプラン グループを削除するには、構成済みプラン グループのリストからプラン グループを選択し、リボン上で 

[削除] をクリックします。確認ポップアップ ウィンドウが表示されるので、[OK] をクリックして選択したプラン グループを削除

します。[キャンセル] をクリックすると、選択したプラン グループを削除せずにプラン グループ インターフェイスに戻ります。 

プラン グループ内のプランを実行するには、プラン グループを選択し、リボン上で [直ちに実行] をクリックします。ここでは 

[ジョブ モニター] リンクをクリックするかリボン上で [ジョブ モニター] ボタンをクリックすることで、ジョブ モニター インターフェイ

スに該当のジョブを表示することができます。 

プラン グループの構成 

[新しいプラン グループの作成] インターフェイスから、次の手順を完成して設定を構成してください。  

*注意: 現在 DocAve でプランが未構成の場合でも、プランを含まないプラン グループを作成し、今後の使用する際に

備えて保存しておくことも可能です。 

1. プラン グループ名 - [プラン グループ名] テキスト ボックスにグループ名と、必要に応じて [説明] を入力します。  

リボン上で [次へ] をクリックするか、[次へ] ボタンをクリックして次の手順へ移動します。 

2. プランをグループに追加 - プランをプラン グループに追加し、既存のプランを管理します。リボン上で [プランの追

加] をクリックし、[プランの追加] 画面に移動します。ここでは次の設定を構成することができます。 

 モジュール - プランを追加するモジュールを選択します。[モジュール] ドロップダウン リストからモジュール

を選択すると、モジュール内の保存済みプランがすべてタブに表示されます。  

現在 コンテンツ マネージャー、展開マネージャー、移行、レプリケーター、最小単位バックアップ、プラット

フォーム バックアップ モジュールからのプランはプラン グループに追加することが可能です。 

DocAve_6_Control_Panel.docx#プラン グループの構成
DocAve_6_Control_Panel.docx#プラン グループの構成
DocAve_6_Control_Panel.docx#プラン グループの構成
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タブを選択して、次のアクションを実行します。 

*注意: 該当のインターフェイスでプランを表示もしくは編集する場合、プラン グループ ウィンドウは画面

左側に最小化して表示されます。ウィンドウは表示もしくは編集の完了後再び最大化することができま

す。  

o 新しいプランの作成 - 選択したタブの新しいプランを作成します。このボタンをクリックすると、

該当製品インターフェイスにリダイレクトされて、新しいプランを作成することができます。 

o 詳細の表示 - 選択したプランの詳細情報を表示します。このボタンをクリックすると、該当モジ

ュールのプラン マネージャー内の [詳細の表示] インターフェイスにリダイレクトされて、詳細のプ

ラン設定を表示することができます。 

*注意: [詳細の表示] は、コンテンツ マネージャー、移行、最小単位バックアップ、プラットフォ

ーム バックアップ モジュールのみに対応しています。  

o 編集 - 選択したプラン内の保存済みの設定を編集します。このボタンをクリックすると、該当モ

ジュールのプラン マネージャー内の [編集] インターフェイスにリダイレクトされて、プランの設定

を編集することができます。 

o 更新 - 選択したタブに表示される情報を更新します。これにより新規作成したプランが表示さ

れ、編集したプランの情報が更新されます。 

o グループに追加 - 構成中のプラン グループに選択したプランを追加します。プランは回数を指

定すると同じプラン グループに何度も追加することができます。  

*注意: プラン グループに複数のプランを追加する場合、該当のタブで指定のプランをすべて

選択した後にボタンをクリックします。 

o キャンセル - 操作をキャンセルして [プランをグループに追加] 画面に戻ります。 

[プランをグループに追加] 画面では、プラン グループに追加されているプランをすべて表示する

ことができます。プランを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックして詳細情報を表示する

か、[編集] をクリックして構成を編集するか、[削除] をクリックして現在作成中のプラン グル

ープからプランを削除します。[順序] 列内のドロップダウン リストから手動で順序を指定し、一

覧表示されているプランの順序を変更することもできます。 

設定の完了後、リボン上で [次へ] をクリックするか、[次へ] ボタンをクリックして次の手順へ移

動します。 

3. 詳細設定 - グループ タイプを選択してプラン グループ内のプランの実行方式を指定します。プラン グループのグ

ループ タイプとして [順次] または [並列] のいずれかを選択します。 

 順次 - このタイプでは、プラン グループ内の順序に従ってプランを 1 つずつ実行します。前のジョブにス

キップ、失敗、停止などが発生した場合、それ以降のジョブはスキップされます。 
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 並列 - このタイプでは、プラン グループ内の順序および指定の 同時アクセス プラン数 に従ってプラン 

グループ内のプランを同時に実行します。同時アクセス プラン数は、[プラン数] テキスト ボックスに正の

整数を入力することで指定することができます。既定の同時アクセス プラン数は 5 です。これは、同時

に実行できるプランの最大数が 5 つであることを意味します。順序の数値が 5 よりも大きいプランはそ

れ以前のプランが完了するまで待機し、順序の数値が小さいプランから先に実行されます。このグループ 

タイプを使用する場合、プラン グループ内のジョブ状態はお互いの実行に影響しません。 

リボン上で [次へ] をクリックするか、[次へ] ボタンをクリックして次の手順へ移動します。 

4. スケジュール - 次のオプションから 1 つを選択してプラン グループのスケジュール設定を構成します。  

 スケジュールなし - プラン グループのスケジュールを構成しません。 

 手動でスケジュールを構成する - プラン グループのスケジュールをスケジュール設定フィールドでカスタマ

イズします。追加したスケジュールをプレビューするには、[カレンダー ビュー] をクリックとポップアップ表示さ

れるカレンダー上で 日 毎、週 毎、月 毎で表示します。プラン グループの新しいスケジュールを構成す

るには、[スケジュールの追加] をクリックして以下の説明を参照してください。 

o オプション - [完全] または [増分] のいずれかを選択して、プラン グループ内のプランの実行

方法を選択します。 

 完全 - 選択したグループ タイプに従って選択したツリー ノードのすべてのプランを実

行します。 

 増分 - 選択したグループ タイプに従って選択したツリー ノードの更新 / 新規作成 / 

削除されたコンテンツのみですべてのプランを実行します。 

o タイプ - 時間毎、日毎、週毎、月毎 からスケジュールの時間間隔の時間単位を選択します。 

o スケジュール設定 - テキスト ボックスに正の整数を入力してスケジュールの時間間隔の頻度

を構成します。スケジュールを設定するには、[詳細設定] チェックボックスを選択して、以下の

説明を参照してください。  

 [時間毎] を選択した場合、次のオプションから 1 つを選択して設定を構成してくだ

さい。 

o 業務時間の指定: 開始時刻: __ 終了時刻: __ - 業務時間を指定し

ます。指定の業務時間範囲内のプラン グループを実行します。  

*注意: この期間内に開始したプラン グループ ジョブは、終了時間に達す

ると完了します。 

o 時刻を選択 - プラン グループを実行する時刻を指定します。複数の実行

時刻を追加するには [追加] をクリックします。 

 [時間毎] を選択した場合、テキスト ボックスに頻度を入力します。  
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 [週毎] を選択した場合、次の設定を構成してください。 

o __ 週毎 - 頻度を入力します。 

o 指定日 __ - プラン グループを実行する週の日を指定します。 

 [月毎] を選択した場合、次のオプションから 1 つを選択して設定を構成してくださ

い。  

o 指定日: __ __ 日 - プラン グループを実行する指定の月の日を選択し

ます。例えば、 1 月 と 7 月 の 3 日 を選択する場合、プラン グループは 

1 月と 7 月の 3 日に実行されます。 

o 指定日: __ ヶ月毎の __日 - プラン グループを実行する月の日および

頻度を選択します。例えば、3 ヶ月毎の 3 日 を選択する場合、プラン グ

ループは 3 ヶ月毎の 3 日に実行されます。 

o 指定日: __ヶ月毎の __ __ - プラン グループを実行する月内の曜日、

もしくは頻度を指定します。例えば、 3 ヶ月毎の 1 番目の月曜日 を選

択する場合、プラン グループは 3 ヶ月毎の 1 番目の月曜日に実行しま

す。 

o 指定日: __ の __ __ - プラン グループを何月の何日に実行するかを

指定します。例えば、1 月と 7 月の 1 番目の月曜日 を選択する場合、

プラン グループは 1 月と 7 月の 1 番目の月曜日に実行します。 

o 再実行期間 - プラン グループ ジョブの 開始時刻 を指定します。終了時刻については、次の

オプションから 1 つを選択して設定を構成します。 

 終了時刻なし - 手動で終了するまで構成済みスケジュールに従って実行します。 

 __ 回後に終了 - ここで指定した回数後に実行を終了します。 

 終了時刻 __ - ここで指定した日時に実行を終了します。 

新しいスケジュールの構成が完了したら、[OK] をクリックして保存します。[キャンセル] をクリックすると、

保存せずに [スケジュールの追加] 画面を閉じます。 

サマリー テーブルでは、構成済みのスケジュールを表示することができます。既存のスケジュールを削除

するには  をクリックします。  

リボン上で [次へ] をクリックするか、[次へ] ボタンをクリックして次の手順へ移動します。 

5. 概要 - このページのプラン グループ設定をレビュー・編集します。  

 設定を編集するには、変更するセクションの上の [編集] リンクをクリックします。  

 構成を保存するには、[完了] ボタンをクリックします。プラン グループ ジョブをただちに実行するには、

[完了して実行] を選択します。ジョブをすぐに実行しない場合、[完了] を選択します。 
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付録 A: フィルター ポリシーの例 

*注意: [次の値に等しい] 条件は大文字・小文字を区別しません。 

階層レベル ルール 条件 値 結果 

サイト コレクション 

サイト 

(サイト コレクション 

レベルは例で使用

されます) 

URL 次の値を含む test URL に "test" を含むサイト コレ

クションは除外されます。例: "htt

p: //webapp: 20000/sites/t

est"、"http: //webapp: 200

00/sites/testA" など 

次の値を含まない test URL に "test" を含まないサイト 

コレクションは除外されます。例: "

http: //spapp: 20000/sites/

AP" 

次の値に等しい http: //web

app: 20000

/sites/test 

URL が "http: //webapp: 20

000/sites/test" であるサイト コ

レクションは除外されます。 

次の値と異なる http: //web

app: 20000

/sites/test 

URL が "http: //webapp: 20

000/sites/test" ではないサイト 

コレクションは除外されます。 

次の値に一致する http: //tes*

collectionA  

URL が "http: //tes" で開始

し、"collectionA" で終了するサ

イト コレクションは除外されます。

例: "http: //tesABC: 11111

/sitecollectionA" 

http: //test: 

20000/sites

/sitecollecti?

nA 

URL が記号 [?]を除いて "http: 

//test: 20000/sites/sitecolle

cti?nA" と一致するサイト コレクシ

ョンは除外されます。例: "http: /

/test: 20000/sites/sitecolle

ctionA"、"http: //test: 2000

0/sites/sitecollectiBnA" 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の値に一致しない http: //tes*

collectionA  

URL が "http: //tes" で開始

し、"collectionA" で終了するサ

イト コレクション以外のサイト コレク

ションはすべて除外されます。例: "

http: //webapp: 20000/site

s/test" 

http: //test: 

20000/sites

/sitecollecti?

nA 

URLが 記号 [?]を除いて "http: 

//test: 20000/sites/sitecolle

cti?nA" と一致するサイト コレクシ

ョン以外のすべてのサイト コレクショ

ンは除外されます。例: "http: //

webapp: 20000/sites/test" 

タイトル 次の値を含む テスト タイトルに "テスト" を含むサイト コ

レクションは除外されます。 

次の値を含まない テスト タイトルに "テスト" を含まないサイ

ト コレクションは除外されます。  

次の値に等しい テスト タイトルが "テスト" であるサイト コ

レクションは除外されます。 

次の値と異なる テスト タイトルが "テスト" ではないサイト 

コレクションは除外されます。 

次の値に一致する テ*ト タイトルが "テ" で始まり、"ト" で

終了するサイト コレクションは除外

されます。例: "テあああト" 

テ?ト タイトルが記号 [?]を除いて "テ?

ト" と一致するサイト コレクションは

除外されます。例: "テスト" 

次の値に一致しない テ*ト タイトルが "テ" で始まり、"ト" で

終了するサイト コレクション以外の

サイト コレクションはすべて除外さ

れます。例: "ガバナンス" 

テ?ト タイトルは記号 [?]を除いて "て?

ト" と一致するサイト コレクション以

外のすべてのサイト コレクションは

除外されます。例: "ガバナンス" 

更新日時 次の日付以前 2011-11-11 

12: 15: 50 

2011 年 11 月 11 日 12: 1

5: 50 以前に更新したサイト コレ

クションは除外されます。 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の日付以降 2011-11-11 

12: 15: 50 

2011 年 11 月 11 日 12: 1

5: 50 以降に更新したサイト コレ

クションは除外されます。 

指定日 2011-11-11 

12: 15: 50 

2011 年 11 月 11 日 12: 1

5: 50 に更新したサイト コレクショ

ンは除外されます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間内に更新したサイト 

コレクションは除外されます。 

次の期間以前 5 日間 5 日間以前に更新したサイト コレ

クションは除外されます。 

作成日時 次の日付以前 2011-11-11 

12: 15: 50 

2011 年 11 月 11 日 12: 1

5: 50 以前に作成したサイト コレ

クションは除外されます。 

次の日付以降 2011-11-11 

12: 15: 50 

2011 年 11 月 11 日 12: 1

5: 50 以降に作成したサイト コレ

クションは除外されます。 

指定日 2011-11-11 

12: 15: 50 

2011 年 11 月 11 日 12: 1

5: 50 に作成したサイト コレクショ

ンは除外されます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間内に作成したサイト 

コレクションは除外されます。 

次の期間以前 5 日間 5 日間以前に作成したサイト コレ

クションは除外されます。 

作成者 次の値を含む test\user 作成者に "test\user" を含む

サイト コレクションは除外されます。  

次の値に等しい test\user 作成者が "test\user" であるサ

イト コレクションは除外されます。  

テンプレート

名 

次の値を含む チーム テンプレート名に "チーム" を含む

サイト コレクションは除外されます。

例: "チーム サイト"  

次の値を含まない チーム テンプレート名に "チーム" を含ま

ないサイト コレクションは除外され

ます。例: "空のサイト"  

次の値に等しい 空のサイト テンプレート名が "空のサイト" で

あるサイト コレクションは除外されま

す。  
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の値と異なる 空のサイト テンプレート名が "空のサイト" で

はないサイト コレクションは除外さ

れます。  

次の値に一致する 一般*ワークス

ペース  

テンプレート名が "一般" で始ま

り、"ワークスペース" で終了するサ

イト コレクションは除外されます。

例: "一般的な会議ワークスペース

" 

ブ?グ テンプレート名が記号 [?]を除いて 

"ブ?グ" と一致するサイト コレクショ

ンは除外されます。例: "ブログ"   

次の値に一致しない 一般*ワークス

ペース  

テンプレート名が "一般" で始ま

り、"ワークスペース" で終了するサ

イト コレクション以外のサイト コレク

ションはすべて除外されます。例: "

チーム サイト" 

ブ?グ テンプレート名が記号 [?]を除いて 

"ブ?グ" と一致するサイト コレクショ

ン以外のすべてのサイト コレクショ

ンは除外されます。例: "チーム サ

イト"   

テンプレート I

D 

次の値を含む STS# テンプレート ID に "STS#" を含

むサイト コレクションは除外されま

す。例: "STS#0 (チームサイト)" 

次の値に等しい STS#0 テンプレート ID が "STS#0" で

あるサイト コレクションは除外されま

す。 

テンプレート ID の詳細情報につい

ては 付録 B をご参照ください。 

カスタム プロ

パティ: テキ

スト 

テキスト 次の値を含

む 

テスト テキスト プロパティに "テスト" を含

むサイト コレクションは除外されま

す。 

次の値を含

まない 

テスト テキスト プロパティに "テスト" を含

まないサイト コレクションは除外さ

れます。  
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の値に

等しい 

テスト テキスト プロパティが "テスト" であ

るサイト コレクションは除外されま

す。 

次の値と異

なる 

テスト テキスト プロパティが "テスト" では

ないサイト コレクションは除外され

ます。 

次の値に

一致する 

テスト テキスト プロパティが "テ" で始ま

り、"ト" で終了するサイト コレクシ

ョンは除外されます。例: "テあああ

ト" 

テスト テキスト プロパティが記号 [?]を除

いて "て?ト" と一致するサイト コレ

クションは除外されます。例: "テス

ト" 

次の値に

一致しない 

テスト テキスト プロパティが "テ" で始ま

り、"ト" で終了するサイト コレクシ

ョンの以外のサイト コレクションはす

べて除外されます。例: "ガバナン

ス" 

テスト テキスト プロパティが記号 [?]を除

いて "て?ト" と一致するサイト コレ

クション以外のすべてのサイト コレク

ションは除外されます。例: "ガバナ

ンス" 

カスタム プロ

パティ: 数値 

数値 ≧ 5 数値プロパティが 5 もしくはそれ以

上であるサイト コレクションは除外

されます。例: 8 

≦ 5 数値プロパティが 5 もしくはそれ以

下であるサイト コレクションは除外

されます。例: 2 

= 5 数値プロパティが 5 であるサイト コ

レクションは除外されます。 

カスタム プロ

パティ: はい/

いいえ 

選択肢 次の値に

等しい 

はい 選択肢プロパティが "はい" である

サイト コレクションは除外されます。 

カスタム プロ

パティ: 日付 

日付 次の日付

以前 

2011-11-11 

12: 15: 50 

日付プロパティが "11/11/2011 

12: 15: 50" 以前であるサイト 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

/ 時刻 コレクションは除外されます。 

次の日付

以降 

2011-11-11 

12: 15: 50 

日付プロパティが "11/11/2011 

12: 15: 50" 以降であるサイト 

コレクションは除外されます。 

指定日 2011-11-11 

12: 15: 50 

日付プロパティが "11/11/2011 

12: 15: 50" であるサイト コレク

ションは除外されます。 

次の期間

内 

5 日間 日付プロパティが過去 5 日間内で

あるサイト コレクションは除外されま

す。 

次の期間

以前 

5 日間 日付プロパティが 5 日間以前であ

るサイト コレクションは除外されま

す。 

リスト / ライブラリ 

フォルダー 

(リスト / ライブラリ

は例で使用しま

す) 

名前 次の値を含む テスト 名前に "テスト" を含むリスト / ラ

イブラリは除外されます。 

次の値を含まない テスト 名前に "テスト" を含まないリスト 

/ ライブラリは除外されます。  

次の値に等しい テスト 名前が "テスト" であるリスト / ラ

イブラリは除外されます。 

次の値と異なる テスト 名前が "テスト" ではないリスト / 

ライブラリは除外されます。 

次の値に一致する テ*ト 名前が "テ" で始まり、"ト" で終

了するリスト / ライブラリは除外さ

れます。例: "テあああト" 

テ?ト タイトルが記号 [?]を除いて "テ?

ト" と一致するリスト / ライブラリは

除外されます。例: "テスト" 

次の値に一致しない テ*ト 名前が "テ" で始まり、"ト" で終

了するリスト / ライブラリ以外のリス

ト / ライブラリは除外されます。例: 

"ガバナンス" 

テ?ト 名前が記号 [?]を除いて "テ?ト" 

と一致するリスト / ライブラリ以外

のすべてのリスト / ライブラリは除外

されます。例: "ガバナンス" 

更新日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成者 次の値を含む サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の値に等しい 

アイテム タイトル 次の値を含む テスト タイトルに "テスト" を含むアイテム

は除外されます。 

次の値を含まない テスト タイトルに "テスト" を含まないアイ

テムは除外されます。  

次の値に等しい テスト タイトルが "テスト" であるアイテム

は除外されます。 

次の値と異なる テスト タイトルが "テスト" でないアイテム

は除外されます。 

次の値に一致する テ*ト タイトルが "テ" で始まり、"ト" で

終了するアイテムは除外されます。

例: "テあああト" 

テ?ト タイトルが記号 "?"を除いて "テ?

ト" と一致するアイテムは除外され

ます。例: "テスト" 

次の値に一致しない テ*ト タイトルが "テ" で始まり、"ト" で

終了するアイテム以外のアイテムは

すべて除外されます。例: "ガバナ

ンス" 

テ?ト タイトルが記号 [?]を除いて "テ?

ト" と一致するアイテム以外のすべ

てのアイテムは除外されます。例: "

ガバナンス" 

更新日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

作成日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成者 次の値を含む サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の値に等しい 

更新者 次の値を含む test\user 更新者に "test\user" を含むア

イテムは除外されます。  

次の値に等しい test\user 更新者が "test\user" であるア

イテムは除外されます。  

コンテンツ タ

イプ 

次の値を含む タスク コンテンツ タイプに "タスク" を含む

アイテムは除外されます。 

次の値を含まない タスク コンテンツ タイプに "タスク" を含ま

ないアイテムは除外されます。  

次の値に等しい タスク コンテンツ タイプが "タスク" である

アイテムは除外されます。 

次の値と異なる タスク コンテンツ タイプが "タスク" でない

アイテムは除外されます。 

次の値に一致する イベ*ト コンテンツ タイプが "イベ" で始ま

り、"ト" で終了するアイテムは除外

されます。例: "イベント" 

タ?ク コンテンツ タイプが記号 [?]を除い

て "タ?ク" と一致するアイテムは除

外されます。例: "タスク" 

次の値に一致しない イベ*ト コンテンツ タイプが "イベ" で始ま

り、"ト" で終了するアイテム以外の

アイテムはすべて除外されます。

例: "タスク" 

タ?ク コンテンツ タイプが記号 "?"の以外

に "タ?ク" と同じであるアイテムを

除き、すべてのアイテムは除外され

ます。例: "イベント" 

列: テキスト テキス

ト 

次の値を含

む 

テスト テキスト列の値に "テスト" を含む

アイテムは除外されます。 

次の値を含

まない 

テスト テキスト列の値に "テスト" を含ま

ないアイテムは除外されます。  
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の値に等

しい 

テスト テキスト列の値が "テスト" である

アイテムは除外されます。 

次の値と異

なる 

テスト テキスト列の値が "テスト" ではな

いアイテムは除外されます。 

次の値に一

致する 

テスト テキスト列の値が "テ" で始まり、"

ト" で終了するアイテムは除外され

ます。例: "テあああト" 

テスト テキスト列の値が記号 [?]を除い

て "テ?ト" と一致するアイテムは除

外されます。例: "テスト" 

次の値に一

致しない 

テスト テキスト列の値が "テ" で始まり、"

ト" で終了するアイテム以外のアイ

テムはすべて除外されます。例: "

ガバナンス" 

テスト テキスト列の値が記号 [?]を除い

て "テ?ト" と一致するアイテム以

外のすべてのアイテムは除外されま

す。例: "ガバナンス" 

列: 数値 数値 ≧ 5 数値列の値が 5 もしくはそれ以上

であるアイテムは除外されます。例: 

8 

≦ 5 数値列の値が 5 もしくはそれ以下

であるアイテムは除外されます。例: 

2 

= 5 数値列の値が 5 であるアイテムは

除外されます。 

列: はい/い

いえ 

選択

肢 

次の値に等

しい 

はい 選択肢列の値が "はい" であるア

イテムは除外されます。 

列: 日時 日付 次の日付以

前 

2011-11-11 

12: 15: 50 

日付列の値が2011 年 11 月 1

1 日以前のアイテムは除外されま

す。 

次の日付以

降 

2011-11-11 

12: 15: 50 

日付列の値が2011 年 11 月 1

1 日以降のアイテムは除外されま

す。 

指定日 2011-11-11 

12: 15: 50 

日付列の値が2011 年 11 月 1

1 日のアイテムは除外されます。 

次の期間内 5 日間 日付列の値が過去 5 日間以内
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

のアイテムは除外されます。 

次の期間以

前 

5 日間 日付列の値が 5 日間以前のアイ

テムは除外されます。 

ワークフロー フロー 次の値に等

しい 

完了 "完了" 状態のフロー ワークフロー

に関連付けられたアイテムは除外さ

れます。 

カスタム 削除済み "削除済み" 状態

のフロー ワークフロ

ーに関連付けられ

たアイテムは除外さ

れます。 

次の値と異

なる 

実行中 "実行中" 状態以外のワークフロー

に関連付けられたアイテムは除外さ

れます。例: "完了" 

カスタム 削除済み "削除済み" 状態

以外のフロー ワー

クフローに関連付

けられたアイテムは

除外されます。例: 

"完了" 

バージョン 最新 [] バージョンの

み 

3 アイテムの過去 3 バージョンは除

外されます。例: バージョン1.0、1.

1、2.0、2.1、2.2 を持つアイテム

の場合、バージョン 2.0、2.1、2.

2 は除外されます。 

最新 [] メジャー バー

ジョンのみ 

3 アイテムの過去 3 メジャー バージョ

ンは除外されます。例: バージョン 

1.0、2.0、2.1、2.2、3.0、3.1 

を持つアイテムの場合、バージョン 

1.0、2.0、3.0 は除外されます。  

メジャー バージョンのみ 該当なし メジャー バージョンはすべて除外さ

れます。  

承認済みバージョンの

み 

該当なし 承認済みバージョンはすべて除外

されます。  

ドキュメント 名前 次の値を含む テスト 名前に "テスト" を含むドキュメント

は除外されます。例: "テスト.doc

x" 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の値を含まない テスト 名前に "テスト" を含まないドキュ

メントは除外されます。例: "ガバナ

ンス. docx" 

次の値に等しい テスト.docx 名前が "テスト.docx" であるドキ

ュメントは除外されます。 

次の値と異なる テスト.docx 名前が "テスト.docx" ではないド

キュメントは除外されます。 

次の値に一致する テ*ト.docx 名前が "テ" で始まり、"ト" で終

了するドキュメントは除外されま

す。例: "テスガバナンスト.docx" 

テ?ト.docx 名前が記号 [?]を除いて "テ?ト" 

と一致するドキュメントは除外され

ます。例: "テあト.docx" 

次の値に一致しない テ*ト.docx 名前が "テ" で始まり、"ト" で終

了するドキュメント以外の度球面t

のはすべて除外されます。例: "ガ

バナンス.txt" 

テ?ト.docx テンプレート名が記号 [?]を除いて 

"テ?ト.docx" と一致するドキュメ

ント以外のすべてのドキュメントは

除外されます。例: "ガバナンス.tx

t" 

サイズ ≧ 1MB サイズが １MB もしくはそれ以上

であるドキュメントは除外されます。

例: 2 MB のドキュメント 

≦ 1MB サイズが １MB もしくはそれ以下

であるドキュメントは除外されます。

例: 500 KB のドキュメント 

更新日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 

指定日 

次の期間内 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の期間以前 

作成者 次の値を含む サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の値に等しい 

更新者 次の値を含む アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 次の値に等しい 

コンテンツ タ

イプ 

次の値を含む アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

列: テキスト テキスト 次の値を含

む 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

次の値を含

まない 

次の値に

等しい 

次の値と異

なる 

次の値に

一致する 

次の値に

一致しない 

列: 数値 数値 ≧ アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 ≦ 

= 

列: はい/い

いえ 

選択肢 次の値に

等しい 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

列: 日時 日付 次の日付

以前 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

次の日付

以降 

指定日 

次の期間

内 

次の期間

以前 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

ワークフロー  次の値に

等しい 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

次の値と異

なる 

バージョン 最新 [] バージョンの

み 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

最新 [] メジャー バー

ジョンのみ 

メジャー バージョンのみ 

承認済みバージョンの

み 

添付ファイル 名前 次の値を含む ドキュメント レベルの 同一フィルター ルール をご参照

ください。 次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しない 

サイズ ≧ ドキュメント レベルの 同一フィルター ルール をご参照

ください。 ≦ 

作成日時 次の日付以前 サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の日付以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成者 次の値を含む サイト コレクション レベルの 一致フィルター ルール を

ご参照ください。 次の値に等しい 

列: テキスト テキス

ト 

次の値を含

む 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

次の値を含

まない 

次の値に等

しい 

次の値と異

なる 

次の値に一

致する 
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階層レベル ルール 条件 値 結果 

次の値に一

致しない 

列: 数値 数値 ≧ アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 ≦ 

= 

列: はい/い

いえ 

選択

肢 

次の値に等

しい 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

列: 日時 日付 次の日付以

前 

アイテム レベルの 同一フィルター ルール をご参照くだ

さい。 

次の日付以

降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以

前 
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付録 B: テンプレート名とテンプレート ID 

テンプレート名とテンプレート ID の間の詳細マッピングについては、以下の表をご参照ください。 

テンプレート名 テンプレート ID 

グローバル テンプレート GLOBAL#0 

チーム サイト STS#0 

空のサイト STS#1 

ドキュメント ワークスペース STS#2 

一般的な会議ワークスペース MPS#0 

空の会議ワークスペース MPS#1 

意思決定の会議ワークスペース MPS#2 

イベントの会議ワークスペース MPS#3 

複数ページの会議ワークスペース MPS#4 

全体管理サイト CENTRALADMIN#0 

Wiki サイト WIKI#0 

ブログ BLOG#0 

グループ ワーク サイト SGS#0 

テナント管理サイト TENANTADMIN#0 

Access Services サイト ACCSRV#0 

資産管理 Web データベース ACCSRV#1 

寄付金管理 Web データベース ACCSRV#3 

連絡先管理 Web データベース ACCSRV#4 

案件管理 Web データベース ACCSRV#6 

プロジェクト Web データベース ACCSRV#5 

ドキュメント センター BDR#0 

(現在未使用) レコード センター OFFILE#0 

レコード センター OFFILE#1 

共有サービス管理サイト OSRV#0 

PerformancePoint PPSMASite#0 

ビジネス インテリジェンス センター BICenterSite#0 

SharePoint Portal Server サイト SPS#0 

SharePoint Portal Server 個人用スペース SPSPERS#0 

個人用サイト SPSMSITE#0 

コンテンツ エリアのテンプレート SPSTOC#0 

トピック エリアのテンプレート SPSTOPIC#0 

ニュース サイト SPSNEWS#0 
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テンプレート名 テンプレート ID 

発行サイト CMSPUBLISHING#0 

発行サイト BLANKINTERNET#0 

プレス リリース サイト BLANKINTERNET#1 

ワークフロー付き発行サイト BLANKINTERNET#2 

ニュース サイト SPSNHOME#0 

サイト ディレクトリ SPSSITES#0 

コミュニティ エリアのテンプレート SPSCOMMU#0 

レポート ポイント SPSREPORTCENTER#0 

グループ作業ポータル SPSPORTAL#0 

エンタープライズ検索センター SRCHCEN#0 

プロファイル PROFILES#0 

発行ポータル BLANKINTERNETCONTAINER#0 

個人用サイトのホスト SPSMSITEHOST#0 

エンタープライズ Wiki ENTERWIKI#0 

基本検索センター SRCHCENTERLITE#0 

基本検索センター SRCHCENTERLITE#1 

FAST Search センター SRCHCENTERFAST#0 

Visio プロセス リポジトリ visprus#0 
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付録 C: ホット キーを使用したコントロール パネルへのアクセス 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるように DocAv

e ではホット キー モジュールがサポートされています。  

ホット キー モードへアクセスするには、DocAve インターフェイスで Ctrl +Alt + Z キーを同時に押してください。3 を押し

てコントロール パネルへアクセスします。 

以下は上位レベルのホット キーのリストです。下位レベルのインターフェイスへアクセスした後にトップ レベルへ戻すには、キー

ボードの Ctrl + Alt + Z を押してください。  

マネージャー モニター 

マネージャー モニター インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押して

から、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、O を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化

します。 

機能名とホット キー 

構成             J 

キャッシュ保存先の追加 A 
OK    O 

キャンセル                                C     

更新 R 

削除                                                       D                                                                                                      

OK    O 

キャンセル                                C     

詳細の表示 V 閉じる B 

通知の選択 N 
OK O 

キャンセル C 

再起動                   R 

削除    M 

非アクティブ化                D 

アクティブ化                     A 

閉じる X 

エージェント モニター 

エージェント モニター インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、Ctrl + Alt + Z キーを押してから、P を押し

てコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、M を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。 

機能名とホット キー 
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機能名とホット キー 

構成               J 
OK            O 

キャンセル      C 

構成ファイル C 

詳細の表示         V 閉じる X 

通知の選択 N OK    O 

キャンセル      C 

再起動                    R 

削除    M 

非アクティブ化                 D 

アクティブ化  A 

閉じる                        X 

システム オプション 

システム オプション インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してか

ら、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、Y を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化し

ます。  

機能名とホット キー 

全般設定    G 

セキュリティ    SC 

セキュリティ情

報 
SI 

バックアップ B 

パスフレーズ

の管理 
MP 

編集 MD 
OK    O 

キャンセル    C 

キャンセル    C 

キャンセル      C 

保存        S 

閉じる X 

認証マネージャー 

認証マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してから、

P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、A を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。 

機能名とホット キー 

Windows 認証    W 
OK    O 

キャンセル      C 

AD 統合 Aｌ 追加   A OK    O 
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機能名とホット キー 

キャンセル      C 

編集    
E OK    O 

キャンセル      C 

削除   D 

無効化 Dl 

有効化 EN 

キャンセル      C 

ADFS 統合    

AD 

ADFS 統合 A 

キャンセル   B 

次へ    N 

完了    F 

キャンセル    C 

エクスポート E 

フェデレーション トラストの追加     F OK    O 

キャンセル      C 

閉じる      X 

アカウント マネージャー 

アカウント マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押し

てから、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、N を押してリボン上のボタンのホット キー をアクティブ

化します。 

機能名とホット キー 

グループの追加 

グループ                  G 

グループの追加 AG 

システム グループの追加 AS 
OK    O 

キャンセル      C 

テナント グループの追加 AT OK    O 

  キャンセル      C 

グループの編集 E 
OK    O 

キャンセル      C 

ユーザーの表示 S 

ユーザーをグループに追加 A 
OK    O 

キャンセル      C 

ユーザーをグループから削除 R 

キャンセル      C 

グループの削除 D 

アクセス許可レベル P 追加     CA OK    O システム権限 AS OK O 
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機能名とホット キー 

の追加 キャンセ

ル 

C 

キャン

セル      C 

テナント権限

の追加 

AT OK O 

キャンセ

ル 

C 

編集       E 

OK    O 

キャン

セル      C 

削除     D 

キャンセ

ル      C 

現在のログオン アカウント   C ログオフ    L 

キャンセ

ル B 

認証マネージャー A 

閉じる      X 

ユーザーの追加 

ユーザー                        U 

ユーザーの追加              AU 
OK    O 

キャンセル      C 

ユーザーの編集              E 
OK    O 

キャンセル      C 

ユーザーの削除        DU 

アクティブ化                   AC 

非アクティブ化              DA 

アクセス許可レベル P 

追加     A 
OK    O 

システム権限

の追加 

AS OK O 

キャンセ

ル 

C 

キャン

セル      C 

テナント権限

の追加 

AT OK O 

キャンセ

ル 

C 

編集       E 

OK    O 

キャン

セル      C 

削除     D 

キャンセル      C 

現在のログオン アカウント   C ログオフ    L 
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機能名とホット キー 

キャンセル B 

認証マネージャー A 

閉じる      X 

ライセンス マネージャー 

ライセンス マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押し

てから、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、Z を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ

化します。 

機能名とホット キー 

インポート I 

エクスポート E 
ライセンス ファイル F 

ライセンス レポート R 

設定 S 
OK    該当なし 

キャンセル 該当なし 

SharePoint Server の利用状況 A 

ファーム詳細の表示 該当なし 

適用 該当なし 

キャンセル 該当なし  

閉じる X 

更新マネージャー 

更新マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してから、

P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、H を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。  

機能名とホット キー 

更新の確認      C 

更新の管理     M 履歴の表示    V 

詳細の表示 

該当な

し  

キャンセル B 

参照 U 

ダウンロード DL 

停止 S 

インストール I 

削除 DE 

キャンセル B 

履歴の表示    V 詳細の表示 V 
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機能名とホット キー 

キャンセル B 

更新設定   U 
OK    O 

キャンセル B 

閉じる      X 

エージェント グループ 

エージェント グループ インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押して

から、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、G を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化

します。 

機能名とホット キー 

作成                     N 
OK    O 

キャンセル      C 

詳細の表示             O 
編集      E 

保存        S 

名前を付けて保存       A 

キャンセル      C 

キャンセル      C 

編集                           E 

保存        S 

名前を付けて保存       A 

キャンセル      C 

削除                    D 

閉じる                       X 

ユーザー通知設定 

ユーザー通知設定インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してか

ら、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、V を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化し

ます。  

機能名とホット キー 

統合設定   I 

メールの送信設定   O 

メールの受信設定 I

E 

作成  N OK O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 編集 E OK    O 

キャンセ C 



 

 149 

 

DocAve 6: コントロール パネル 

 

機能名とホット キー 

ル 

キャンセル C 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

既定プロファイルとして

設定 

S 

閉じる X 

保存        S 

閉じる      X 

ジョブ プルーニング 

ジョブ プルーニング インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してか

ら、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、J を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化しま

す。  

機能名とホット キー 

すぐにプルーニングを実行 P 

構成      C 
OK    O 

キャンセル      C 

ジョブ モニター     J 

保存        S 

閉じる      X 

ログ マネージャー 

ログ マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してから、

P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、B を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。  

機能名とホット キー 

ログ設定 L 
OK O 

キャンセル C 

ジョブ モニター J 

取得 C 

閉じる X 
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SharePoint サイト 

SharePoint サイト インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押して

から、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、SS を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ

化します。  

機能名とホット キー 

作成     C 
OK    O 

キャンセル B 

詳細の表示   V 
編集 E 

OK    O 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集       E 
OK    O 

キャンセル B 

削除     D 

サイト コレクション

の管理     
M 

追加  A 
OK    O 

キャンセル B 

詳細の表示 V 

編集 E 

削除 D 

キャンセル B 

閉じる X 

セキュリティ プロファイル 

セキュリティ プロファイル インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押し

てから、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、SP を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ

化します。 

機能名とホット キー 

作成 N OK    O 

キャンセル C 

編集 E OK    O 

キャンセル C 

削除 D 

インポート I 

エクスポート EP 

閉じる X 
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ソリューション マネージャー 

ソリューション マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押

してから、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、T を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティ

ブ化します。 

機能名とホット キー 

インストール      I 

展開    D 

取り消し     R 

削除    M 

ソリューション プロパティ   S 

展開    D 

取り消し     R 

キャンセル   B 

バージョン取得   V 

アップグレード    U 

修復    F 

閉じる X 

ストレージ構成 

ストレージ構成インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押してから、P 

を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、SC を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。 

機能名とホット キー 

ダッシュボード  B 

作成 N 
物理デバイス P 

OK    O 

キャンセル B 

論理デバイス  L 
OK    O 

キャンセル B 

ストレージ ポリシー S 
OK    O 

キャンセル B 

詳細 T 
編集 E 

OK    O 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E 

OK    O 

状態のテスト T 

キャンセル X 
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機能名とホット キー 

削除 D 

更新 R 

閉じる X 

インデックス マネージャー 

インデックス マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押

してから、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、X を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティ

ブ化します。 

機能名とホット キー 

新規インデックス プロフ

ァイル 
N 

OK    O 

キャンセル C 

詳細の表示 VD 
編集  E 

OK    O 

キャンセル C 

キャンセル C 

編集 E 
OK    O 

キャンセル C 

削除 D 

勤務日の構成 CW 
OK    O 

キャンセル C 

ジョブ モニター J 

閉じる X 

エクスポート先 

エクスポート先インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを押してから、P 

を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、E を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。 

機能名とホット キー 

作成  N 
OK    O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 編集 E OK    O 

キャンセル C 

キャンセル C 

編集 E 
OK    O 

キャンセル C 

削除 D 
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機能名とホット キー 

閉じる X 

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを押してから、

P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、F を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ化します。 

 

機能名とホット キー 

作成  N 
OK    O 

キャンセル C 

詳細の表示 該当なし 編集 E OK    O 

キャンセル C 

キャンセル C 

編集 E 
OK    O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 

マッピング マネージャー 

マッピング マネージャー インターフェイスでホット キー モードへアクセスするには、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押し

てから、P を押してコントロール パネル インターフェイスへ移動するか、I を押してリボン上のボタンのホット キーをアクティブ

化します。 

機能名とホット キー 

ドメイン マッ

ピング 

D 作成 N インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 
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機能名とホット キー 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 

ユーザー マ

ッピング 

U 作成 N インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 

言語マッピン

グ 

L 作成 N インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 
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機能名とホット キー 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 

列マッピング N 作成 N インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 

コンテンツ タ

イプ マッピン

O 作成 N インポート I 

エクスポート E   
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機能名とホット キー 

グ 保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 

テンプレート 

マッピング 

T 作成 N インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 
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機能名とホット キー 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 

グループ マッ

ピング 

G 作成 N インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

キャンセル B 

詳細の表示 V エクスポート  P 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

キャンセル B 

編集 E インポート I 

エクスポート E 

保存 S 

名前を付け

て保存 

A 

キャンセル B 

削除 R 

エクスポート  P 

閉じる X 
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