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DocAve 展開マネージャー for SharePoint について 

SharePoint 環境全体で、コンテンツ、カスタマイズおよびデザインの要素を普及させるためにリリース オペレー

ションを効果的に管理し、自動化することは、展開を成功させるのに不可欠です。適切なプランニングやコントロ

ールがなければ、導入プロセスの間にエラーや変更が生じ、アプリケーションの信頼性の低下、価値を生み出す

までの時間の増加、またはプロジェクトの遅延を招く結果となります。 

DocAve 展開マネージャーが提供する堅牢なソリューションは、SharePoint のソリューション、カスタマイズ、W

eb フロントエンドなの様々な要素の変更管理を自動化するため、次のようなメリットが得られます。 

 人的ミスが減り、過剰コストが削減されます。 

 サービスの提供がスピードアップします。 

 運用前テストと展開オペレーションが容易になります。 

補完的な製品 

DocAve 6 プラットフォームでは多くの製品および製品群はお互いに連携して実行されます。展開マネージャー

と次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint: SharePoint のコンテンツを再構築したり、移

動します。 

 DocAve レプリケーター for SharePoint: SharePoint ファーム内もしくは異なる SharePoint フ

ァームの間で SharePoint コンテンツをコピーします。 

 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定し、SharePoint ガバナンス ポリシーを

調整します。 
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始める前に 

展開マネージャーのシステム要件について、以下のセクションで説明します。 

構成 

展開マネージャーを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストールし、正しく構成

しておく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、展開マネージャーを機能しま

せん。 

エージェント 

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

りします。Web フロントエンド (WFE) サーバーの少なくとも 1 台に、エージェントを 1 つインストールする必要

があります。DocAve エージェントは、DocAve マネージャーとそれぞれのサーバーとの通信を有効にし、展開マ

ネージャーのコマンドを正しく機能させます。 

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

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

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

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

cAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

  

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/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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ライセンスおよび権限 

展開マネージャーを正しくインストールして適切に使用するには、エージェント アカウントに以下の権限が設定さ

れていなければなりません。 

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

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

て厳密な制限がなければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 管理者 グループに追加す

るだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限: DocAve 6 展開マネージャーを使用する前に、この権限を手動で構成する必

要があります。自動的に構成されません。 

 ユーザーは、ファーム管理者グループのメンバーです。管理センターは、ファーム間、そして Sha

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

ービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーですべての Web アプリケーションのゾーンに対するフ

ル コントロール 

 User Profile Service アプリケーション権限:  

o 個人機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Search Service: フル コントロール 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

3. SQL 権限: DocAve 6 展開マネージャーを使用する前に、SharePoint 権限は手動で構成する

必要があります。 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなどすべての SharePoint 

に関連するデータベースの db_owner のデータベース ロール 

ローカル システム権限 

DocAve 6 のインストール中に次のローカル システム権限を自動的に構成します。 
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 ユーザーは次のローカル システム グループのメンバーです。 

o IIS WPG (IIS 6.0 の場合) または IIS IUSRS (IIS 7.0 の場合) 

o パフォーマンス モニター ユーザー 

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

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 の登録に対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eve

ntlog のレジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書のフル コントロール 

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

カル セキュリティ ポリシー] > [セキュリティの設定] > [ローカル ポリシー] > [ユーザ

ー権限の割り当て] の順に進んでください。） 

 ローカル管理者 
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はじめに 

展開マネージャーの起動に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

展開マネージャーの起動 

コントロール パネルを起動し、使用するには、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. [DocAve] タブから、[管理] をクリックすると、管理センターの各モジュールが表示されます。 

3. [展開マネージャー]をクリックして、モジュールを起動します。 

 

図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウです。 
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展開マネージャーについて 

展開マネージャーが起動すると、ホーム タブが表示されます。ここで、展開済みのプランを管理し、プランをカスタ

マイズするための個別設定のコントロール パネルにアクセスし、実行中ンプランやスケジュール プランの状態をモ

ニターすることができます。また、ソリューションの展開および取り消し、同じ SharePoint オブジェクト レベルのノ

ードの比較、Web アプリケーションの展開、Web フロントエンドの展開、および共有サービスの展開など、大部

分のジョブをここで実行することができます。 

展開マネージャーの目的は、カスタマイズとデザイン変更を SharePoint のライフサイクルを通じて移動させるこ

とです。1 つのプランは、一連のカスタマイズのセットであり、それぞれのカスタマイズは一緒に移動および展開さ

れます。カスタム ページ、ワークフロー、コンテンツ タイプ、または他の機能など、ビジネス ソリューションに移動に

付随するデザインの変更を、1 つのまとまったセットとして追跡するようなプランを使用することをお勧めします。そ

れぞれのプランには、例えば、以下の要素が含まれます。 

 Web アプリケーション全体 

 サイト テンプレートなどのデザイン要素 

 ソリューションと機能 

 サービス アプリケーション: 管理メタデータ 

 ローカルで展開されているアセンブリと参照ファイル: IIS の設定、GAC、 Hive、 .DLL など。 

それぞれの要素について展開される内容の詳細については、以下の付録を参照してください。 

 付録 C: Web アプリケーションの展開がサポートされる / サポートされない要

素  

 付録 D: デザイン要素の展開  

 付録 E: Web フロントエンド展開  

 付録 F: ソリューション展開  

 付録 G: Managed Metadata Service の展開 

展開マネージャーとジョブ モニターは統合されているため、展開まねーじゃーのインターフェイスから移動せずに、

展開されているプランの状態を確認することができます。ジョブ モニターに展開マネージャーの中からアクセスする

場合、ジョブ モニターに表示されるのは、展開マネージャーで実行中のジョブだけになります。 

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

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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展開マネージャー インターフェイス 

展開マネージャーには、以下のエリアがあります。 

1. タブ - 展開マネージャー ホーム タブ、展開マネージャーのプラン マネージャー、比較タブを切り替えま

す。 

2. リボン - マッピングにつながる特定のアクションを実行し、それに関連する設定を構成するツールバーで

す。 

3. ソース - ここで SharePoint ファーム構造の中を移動し、展開元のオブジェクトを見つけることができ

ます。 

4. 説明 - ここで SharePoint ファーム構造の中を移動し、展開したいノードを見つけることができます。 

5. キュー - 実行を待機中の展開マッピングのリストです。 

6. 検索バー - キーワードを指定して、オブジェクトを見つけます。検索バーは、探しているものの名前がわ

かっているものの、SharePint ファームのどこにあるか正確にわからない場合に使用します。または、複

数の大規模な環境がある場合に、検索を行えば、目的のオブジェクトを見つけ出す時間を節約するこ

とができます。 

 

図 2: 展開マネージャーのユーザー インターフェイス 
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オンライン・オフライン展開 

展開マネージャーでは、Web アプリケーション レベルの下のオブジェクトについて、オンラインで展開することがで

きます。展開元ノードと展開先ノードが相互にやり取りできる状態であれば、オンライン展開を通じて、ソリューシ

ョンを展開することができます。オンラインでソリューションを展開する方法については、本書の 展開マッピング

の作成 セクションを参照してください。 

ファイアウォールまたは他の要因によって、展開元ノードと展開先ノードが相互にやり取りできない場合でも、ソリ

ューションおよびデザイン要素をオフラインで展開することができます。オフライン展開の場合、ソリューションを展開

元ノードからエクスポート先にエクスポートし、次に、ソリューションまたはデザイン要素をエクスポート先から展開

先ノードにインポートします。オフラインでソリューションを展開する方法については、本書の オフライン ソリ

ューション展開 セクションを参照してください。論理デバイスを構成する方法については、DocAve 6 コント

ロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

  

file://www.avepoint.net@SSL/DavWWWRoot/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx
file://www.avepoint.net@SSL/DavWWWRoot/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx
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展開マッピング 

展開マッピングを作成するには、展開元ノードと展開先ノードを選択します。 

展開マッピングの作成は、展開マネージャーの共通操作の多くの第 1 段階です。展開マッピングを作成すること

で、以下のアクションが可能になります。 

 展開を個別に、迅速かつ容易に実行することができます。これは、新しくサイトを作成する場合に有用

で、そのサイトにソリューションを追加したり、テンプレートを適用します。 

詳細については、本ガイドの 個別展開の実行 セクションを参照してください。 

 複数の展開を 1 つずつ実行するように構成することができます。これは、複数の個別展開を実行する

場合に有用です。この方法では、業務時間内にすべてのマッピングを作成し、業務時間外に展開を

実行することができます。 

詳細については、本ガイドの 複数展開の実行 セクションを参照してください。 

 複数の展開を構成し、プランとして保存しておくと、同じマッピングの再作成し、同じ設定を再構成する

必要なく、将来にわたって展開を繰り返し実行することができます。これは、展開先ノードと展開元ノー

ドの同期を維持したい場合、また、定期的に同じマッピングを実行したい場合に有用です。例えば、1 

つの展開環境、1 つのテスト環境、1 つの QA 環境、複数のファームがある場合に有用です。展開

環境でノードが更新されると、テスト環境と QA 環境も同時に更新されるため、以降のテストで利用

することができます。そして、テストが終了したら、すべてのファームを更新します。この方法の場合、毎

回、新しい展開マッピングを作成するのではなく、それぞれの展開について作成済みのプランを再実行

しているだけです。 

詳細については、本ガイドの 展開プランの作成 セクションを参照してください。 

展開マッピングの作成 

展開マッピングを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 展開元ウィンドウで、ファームをクリックして、そのファームのオブジェクト ツリーを展開します。展開元のオ

ブジェクトが見つかるまで、関連するオブジェクトのクリックを続けます。展開元オブジェクトを選択します。 

2. 展開先ウィンドウで、ファームをクリックして、そのファームのオブジェクト ツリーを展開します。展開先のオ

ブジェクトが見つかるまで、関連するオブジェクトのクリックを続けます。展開先オブジェクトを選択します。 

3. リボンまたはページの右下隅にある [キューに追加] をクリックします。キューに追加 ウィンドウが表示さ

れます。作成しているマッピングに応じて、以下の設定のいくつかを構成します。 
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*注意: 展開元と展開先のテンプレートが異なる場合、警告メッセージが表示され、展開中にエラーが

発生する可能性があることを伝えます。[OK] をクリックして続行するか、または、[キャンセル] をクリッ

クして展開元と展開先の選択に戻ります。 

 ソリューションの並べ替え - 複数のソリューションを展開する場合、順序の列で順番を選択し

て、ソリューションを展開する順序を構成することができます。 

 競合解決 - コンテナ レベル競合解決のドロップダウン メニューから [スキップする]、 [マージ

する] または [置き換える] を選択します。[下位オブジェクトを確認する] チェックボックスを

オンにして、コンテンツ レベル競合解決を構成します。コンテンツ レベル競合解決のドロップダ

ウン メニューから [スキップする]、[上書きする] または [最終更新日時に従って上書きす

る] を選択します。これらの構成を基に展開マネージャーが競合を解決する方法の詳細につ

いては、付録 A: 競合解決 - Web アプリケーションの展開 を参照してください。展開

マネージャーが競合を特定する基準については、付録 B: 競合のチェック を参照してくだ

さい。 

 マッピング - コントロール パネルでマッピング設定を既に構成している場合、この展開をキュー

に追加するときに、それらの設定をこの展開マッピングに適用するように選択することができます。

これらのマッピング設定については、本ガイドの 詳細設定 セクションを参照してください。 

 フィルター ポリシー - フィルター ポリシーを使用して、SharePoint の各レベル (Web アプリ

ケーションからアイテム レベルまで) の中で特定のオブジェクトおよびデータを選択することができ

ます。 

o 展開元 - ドロップダウン メニューから作成済みフィルター ポリシーを選択して、展開元

オブジェクトまたはデータをフィルターするか、または、[フィルター ポリシーの新規作

成] で新しいフィルター ポリシーを作成します。フィルター ポリシーの作成については、

DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

o 展開先 - ドロップダウン メニューから作成済みフィルター ポリシーを選択して、展開先

オブジェクトまたはデータをフィルターするか、または、[フィルター ポリシーの新規作

成] で新しいフィルター ポリシーを作成します。フィルター ポリシーの作成については、

DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド のフィルター ポリシーのセクションを

参照してください。 

*注意: フィルター ポリシーは、展開元サイト、リスト / ライブラリ、コンテンツ タイプ グ

ループ / 列グループ / 列を、複数の展開先サイト / サイト コレクションに展開する場

合の展開先についてのみ選択することができます。それ以外のレベルの場合、展開先 

のドロップダウン メニューは淡色表示になります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 展開先 のドロップダウン メニューのフィルター ポリシーは、フィルター ポリシー

で構成されているサイト コレクション レベルおよびサイト レベルのフィルター ルールでの

み、フィルターを実行します。選択したフィルター ポリシーにこれらのオブジェクトに適用

可能なルールを含まれていても、展開先の下位レベルのオブジェクト / データをフィル

ターすることはできません。 

 展開元コンテンツ設定 - 展開先へ展開する展開元のコンポーネントを選択します。 

o セキュリティを含む - 展開先ノードに、ユーザー / グループ権限を展開します。 

o ユーザー プロファイルを含む - 展開先ノードに、ユーザー プロファイルを展開します。

このオプションを使用する前に、選択した展開先の Web アプリケーションが、ユーザー 

プロファイル サービス アプリケーションに接続されていることを確認してください。 

o ユーザー コンテンツを含む - 展開先ノードに、カスタム コンテンツを展開します。 

 ワークフロー - [ワークフロー定義を含む]  オプションを有効にすると、展開先ノードに既存

の展開元ワークフロー定義を展開します。 

 関連リストおよびサイトへの展開 - 展開元のコンテンツ タイプを展開先に展開します。コンテ

ンツ タイプを展開元から展開先に既に展開している場合、このオプションを選択すると、この展

開ジョブの後に、コンテンツ タイプの変更が展開先に同期されます。 

 列の NULL 値の保持 - 展開元アイテム列の NULL 値を保持するかどうかを選択します。

新しく作成した列の一部の値が、以前のアイテムでは NULL 値であった可能性があるため、

このオプションを使用すると、NULL 値を展開先で既定値に置き換えるかどうかを選択すること

ができます。既定では、アイテム列の NULL 値は保持されます。 

 Web 構成の設定 - このオプションは、IIS サイト ファイル レベルの展開を実行する場合に

表示されます。展開ジョブに Web 構成を含むかどうかを選択します。既定では、web.confi

g ファイル内の関連する構成を検索するための以下のパラメータが含まれます。 

configuration/SharePoint/PeoplePickerWildcards; 

configuration/system.web/membership/providers; 

configuration/system.web/roleManager/providers;  

configuration/connectionStrings;  

インターフェイスの左側に表示される Xpath の形式に従って、パラメータをカスタマイズすること

ができます。 
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親ノードが展開先に存在しない場合、チェックボックスを使用して、親ノードのプロパティを含む

かどうかを選択します。 

4. [OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャンセル] をクリックして展開マッ

ピングの展開元と展開先の選択に戻ります。 

展開マッピングを編集するには、キュー ツール タブをクリックします。展開マネージャーのキュー ツールが表示され

ます。詳細については、本ガイドの キュー ツール セクションを参照してください。 

個別展開の実行 

展開マネージャーでは、ファーム ソリューションを特定の Web アプリケーションに適用したり、1 つのサイト テンプ

レートを別のサイトに適用するなど、個別の展開を実行することができます。 

個別の展開については、以下の 展開マッピングの作成 の手順に従って、マッピングを作成してください。新

しい展開マッピングは、キューで表示され、いつでも実行できる状態になります。このマッピングを実行するには、リ

ボンまたは画面下部の [実行] をクリックします。 

複数展開の実行 

展開マネージャーでは、キュー システムを使用して、複数の展開を実行することができます。複数の展開を実行

する場合、マッピングを作成し、それぞれの展開ジョブを構成し準備が整ってから、これらのジョブを同時に実行し

ます。 

複数の展開を実行するには、展開マッピングの作成 の手順を繰り返して、展開マッピングを作成します。構

成した展開マッピングはそれぞれ、キューに表示されます。展開マッピングの実行順序を変更するには、キューの

順序の列のドロップダウン メニューをクリックし、キューで実行する順番を選択します。なお、既定では、5 つの展

開マッピングがキューに表示されます。キューに表示される展開マッピングの数を変更するには、キューの下の 

[行の表示] のドロップダウン メニューをクリックし、表示する展開マッピングの数を選択します。 

キューに展開マッピングが追加されると、キュー ツール タブが表示されます。キュー内のマッピングのいずれかを変

更するには、キュー ツール タブをクリックします。詳細については、本ガイドの キュー ツール セクションを参照

してください。 

展開マッピングをキューに追加し終わったら、リボンまたは画面下部の [実行] をクリックします。 
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1 つの展開元オブジェクトを複数のサイト コレクション / サイトへ展

開 

マッピングをキューに追加して、1 つの展開元オブジェクトを複数のサイト コレクション / サイトに展開することが

できます。展開元ではサイト、リスト / ライブラリ、コンテンツ タイプ / コンテンツ タイプ、列グループ / 列などのオ

ブジェクトがサポートされ、展開元では Web アプリケーションとサイト コレクションがサポートされています。 

 多数サイト コレクションへ展開 - 展開元ノードと展開先 Web アプリケーションを選択します。[キュ

ーに追加] をクリックして、ポップアップ ウィンドウで [トップレベル サイトのみに展開する] または [すべ

てのサイトへ展開する] を選択します。 

o ポップアップ ウィンドウから [トップレベル サイトのみに展開する]を選択すると [キューに追

加] ウィンドウが表示されます。キュー設定を構成して、[OK] をクリックすると、この展開マッピ

ングがキューに追加されます。マッピング設定を構成する方法については、本ガイドの 展開マ

ッピングの作成 セクションを参照してください。展開ジョブが終了すると、展開元オブジェクト

は、選択した展開先の Web アプリケーションの下のすべてのトップレベル サイトに展開されま

す。 

o [すべてのサイトへ展開する] を選択すると [キューに追加] ウィンドウが表示されます。キュー

設定を構成して、[OK] をクリックすると、この展開マッピングがキューに追加されます。マッピン

グ設定を構成する方法については、本ガイドの 展開マッピングの作成 セクションを参照し

てください。展開ジョブが終了すると、展開元オブジェクトは、選択した展開先の Web アプリケ

ーションの下のすべてのトップレベル サイト / サイトに展開されます。 

 多数サイトへ展開 - 展開元ノードと展開先 Web アプリケーションを選択します。[キューに追加] を

クリックして表示されるポップアップ ウィンドウで、[トップレベル サイトのみに展開する] または [すべて

のサイトへ展開する] を選択します。 

o ポップアップ ウィンドウで [トップレベル サイトのみに展開する]を選択すると、[キューに設定] 

の構成ページが表示されます。キュー設定を構成して、[OK] をクリックすると、この展開マッピ

ングがキューに追加されます。展開ジョブが終了すると、展開元オブジェクトは、選択した展開

先サイト コレクションの下のすべてのトップレベル サイトに展開されます。 

o [すべてのサイトへ展開する] を選択すると [キューに追加] ウィンドウが表示されます。キュー

設定を構成して、[OK] をクリックすると、この展開マッピングがキューに追加されます。展開ジ

ョブが終了すると、展開元オブジェクトは、選択した Web アプリケーションの下のすべてのトップ

レベル サイト / サイトに展開されます。 
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なお、展開元でサイトを選択しているときに、一括設定を実行したい場合は、展開先の Web アプリケーション

のみ選択することができます。 

トップレベル サイトは、展開先のトップレベル サイトにのみ展開することができます。展開元のトップレベル サイト、

および展開先の Web アプリケーション / サイト コレクションを選択する場合、[キューに追加] をクリックすると、

[すべてのサイトへ展開する] は淡色表示になります。 

Web アプリケーションのオブジェクトのオフライン展開 

Web アプリケーションのオブジェクトをオフラインで展開するには、オブジェクトをエクスポート先へエクスポートして、

目的の展開先のノードにインポートします。オフラインの展開を実行する前に、エクスポート先が構成されている

ことを確認してください。エクスポート先を作成する方法については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス 

ガイド を参照してください。 

Web アプリケーションのオブジェクトをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。 

1. ランディング ページの左側の [データ エクスポートを始める] をクリックし、リボンの [データのエクスポ

ート] をクリックし暗巣。[データのエクスポート] インターフェイスが表示されます。 

2. 展開元からノードを選択します。Web アプリケーションの中で、Web アプリケーション全体または目的

のオブジェクトを選択することができます。 

3. 展開先ウィンドウで、エクスポート先のドロップダウン メニューから、オブジェクトをエクスポートするエクスポ

ート先を選択します。 

4. [キューに追加] をクリックして設定を構成します。詳細については、本ガイドの 展開マッピングの作

成 セクションを参照してください。 

5. [OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャンセル] をクリックして展開マッ

ピングの展開元と展開先の選択に戻ります。他のマッピングを追加するには、展開先 ウィンドウで [終

了] をクリックします。これで、展開先ウィンドウにデータ ツリーが再び表示されます。 

6. キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして

保存し、展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、リボンま

たは画面下部の [実行] をクリックします。 

Web アプリケーション レベルのオブジェクトをインポートするには、位以下の手順に従ってください。 

file://www.avepoint.net@SSL/DavWWWRoot/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx
file://www.avepoint.net@SSL/DavWWWRoot/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx
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1. ランディング ページの左側に [データ インポートを始める] をクリックして、リボンで [データのインポー

ト] を選択します。[データのインポート] のインターフェイスが表示されます。 

2. 展開先 ウィンドウでノードを選択します。 

3. 展開元ウィンドウで [インポート タイプ] のドロップダウン メニューから [デザイン] を選択します。オブ

ジェクトがインポートされたエクスポート先は、展開元 ウィンドウに読み込まれます。 

4. エクスポート先をクリックして、DesignManager2010 という名前のフォルダーを読み込みます。フォ

ルダーをクリックすると、作成済みエクスポートしたプランが表示されます。エクスポートしたプラン名をクリッ

クして、エクスポートしたジョブ ノードまで展開し、ノードを選択します。エクスポートしたジョブ ノードをクリ

ックすると、データ ツリーでエクスポートしたジョブが表示されます。 

5. [キューに追加] をクリックします。[キューに追加] ウィンドウが表示されます。 

6. [キューに追加] ウィンドウで設定を構成します。詳細については、本ガイドの 展開マッピングの作

成 セクションを参照してください。 

7. [OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャンセル] をクリックして展開マッ

ピングの展開元と展開先の選択に戻ります。さらにデザイン要素のインポート マッピングをキューに追加

するには、以上の手順を繰り返します。他のマッピングを追加するには、展開元ウィンドウで [終了] を

クリックします。これで、展開元ウィンドウにデータ ツリーが再び表示されます。 

8. キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして

保存し、展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、リボンま

たは画面下部の [実行] をクリックします。 

*注意: インポート ジョブの場合、展開元でエクスポート済みサイト コレクション ノードを選択し、展開先で

サイト コレクションを選択すると、ユーザー ソリューションの競合解決方法は、スキップ、上書き、および、最

終更新日時に従って上書き、となります。ただし、別のジョブでは、ユーザー ソリューションの競合解決方法

は、スキップ、アップグレード、および取り消し / 再展開、となります。 

オフライン ソリューション展開 

オフラインでソリューションを展開するには、ソリューションを論理デバイスにエクスポートして、目的の展開先のノー

ドにインポートします。オフラインの展開を実行する前に、ストレージ ポリシーが構成されていることを確認してくだ

さい。ストレージ ポリシーを構成する方法については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参

照してください。 

file://www.avepoint.net@SSL/DavWWWRoot/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Control_Panel_Reference_Guide.docx
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ソリューションをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。 

1. ランディング ページの左側の [データ エクスポートを始める] をクリックし、リボンの [データのエクスポ

ート] をクリックし暗巣。[データのエクスポート] インターフェイスが表示されます。 

2. 展開元ウィンドウでソリューションを選択します。 

3. 展開先ウィンドウで、[ソリューション ストア] のドロップダウン メニューから、ソリューションのエクスポート

先の論理デバイスを選択します。 

4. [キューに追加] をクリックします。[キューに追加] ウィンドウが表示されます。 

5. ソリューションの説明を入力し、[OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャ

ンセル] をクリックして展開マッピングの展開元と展開先の選択に戻ります。さらにソリューション エクスポ

ート マッピングをキューに追加するには、以上の手順を繰り返します。他のマッピングを追加するには、

展開先 ウィンドウで [終了] をクリックします。これで、展開先ウィンドウにデータ ツリーが再び表示され

ます。 

6. キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして

保存し、展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、リボンま

たは画面下部の [実行] をクリックします。 

ソリューションをインポートするには、以下の手順に従ってください。 

1. ランディング ページの左側の [データ インポートを始める] をクリックして、リボンの [データのインポー

ト] を選択します。[データのインポート] インターフェイスが表示されます。 

2. 展開先ウィンドウでノードを選択します。 

3. 展開元ウィンドウで、[インポート タイプ] のドロップダウン メニューから、[ソリューション] を選択します。 

4. [展開元] のドロップダウン メニューからソリューション ストアを選択し、ソリューションをエクスポートする論

理デバイスにアクセスします。[ソリューション ストア] で論理デバイスをクリックすると、デバイスに含まれ

るソリューションが表示されます。[展開元] のドロップダウン メニューから [ファイル システム] を選択し

て、ソリューションをインポートするファイル システムにアクセスすることもできます。該当するチェックボックス

をクリックしてソリューションを選択し、[キューに追加] をクリックします。キューに追加 ウィンドウが表示さ

れます。 

5. ドロップダウン リストから、競合解決の方法を選択します。様々な競合解決の方法については、付録 

A: 競合解決 - Web アプリケーションの展開 を参照してください。展開マネージャーが競合を

特定する基準については、付録 B: 競合のチェック を参照してください。 
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6. このマッピングに複数のソリューションがある場合、ソリューションを希望する順序で並べ替えることができ

ます。 

7. [OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャンセル] をクリックして展開マッ

ピングの展開元と展開先の選択に戻ります。さらにソリューション インポート マッピングをキューに追加す

るには、以上の手順を繰り返します。他のマッピングを追加するには、展開元ウィンドウで [終了] をク

リックします。これで、展開元ウィンドウにデータ ツリーが再び表示されます。 

8. キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして

保存し、展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、リボンま

たは画面下部の [実行] をクリックします。 
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展開プラン 

展開マッピングは、をただちに実行することができますが、プランとし保存して後で必要に応じて実行することもで

きます。これを利用して、マッピングのすべてを再作成したり、設定のすべてを再構成せずに、同じ展開を繰り返

し実行することができます。 

展開プランの作成 

展開プランを作成する場合、展開マッピングの作成 で説明されている手順を繰り返して、展開マッピングを

作成します。構成した展開マッピングはそれぞれ、キューに表示されます。展開マッピングを実行する順序を変更

するには、キューの [順序] 列のドロップダウン メニューをクリックし、キューで実行する順番を選択します。なお、

既定では、5 つの展開マッピングがキューに表示されます。キューに表示される展開マッピングの数を変更するに

は、キューの下の [行の表示] のドロップダウン メニューをクリックし、表示する展開マッピングの数を選択します。 

展開マッピングをキューに追加し終わったら、リボンまたは画面下部の [プランとして保存] をクリックします。[プ

ランとして保存] インターフェイスが表示されます。以下の設定を構成します。 

 プラン名 - [プラン名] を入力します。参照用に、説明を入力します。 

 プラン実行の前に環境のバックアップ - プランを実行する前に展開先の環境をバックアップします。ス

トレージ ポリシーを選択する必要がありますこのオプションを有効にすると、ジョブ モニターでのロールバッ

ク機能を使用することができます。 

 スケジュール選択 - このプランのスケジュールを構成します。 

o プランを手動で実行するには、[スケジュールなし] を選択します。 

o 特定の時間にプランを実行する場合、[開始時刻] を選択します。このプランを実行する日付

と時刻を選択します。必要に応じて、ハイパーリンクをクリックして異なるタイム ゾーンを選択す

ると、タイム ゾーンを変更することができます。 

 通知 - 設定を構成して、このプランに関する通知をメールで送信します。 

o ドロップダウン メニューから[要約レポートの受取人] または [詳細レポートの受取人] を選

択します。 
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o テキスト ボックスに受取人の電子メール アドレスを入力して、[追加] を選択します。(同じレ

ポートに複数の受取人を追加したい場合には、通知の受取人を構成する前に、メール リスト

を作成する方がより効率的な場合もあります。) 

o 要約レポート レベル - 要約レポートを送信する時間を設定します。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 / 完了 (実行中に例外あり) 

すると、要約レポートが受取人に送信されます。 

o 詳細レポート レベル - 詳細レポートを送信する時間を設定します。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 / 完了 (実行中に例外あり) 

すると、要約レポートが受取人に送信されます。 

o メール通知の形式として、HTML またはテキスト を選択します。 

o [すべてのログを受信側に送信] - ジョブが失敗した場合に、[はい] を選択してすべてのログ

を受取人に送信するか、または、[いいえ] を選択してログを送信しません。 

 関連するプラン グループ - プランを 1 つ以上プラン グループに追加して、共通の設定で複数のプラ

ンを管理します。ドロップダウン メニューから作成済みプラン グループを選択するか、または、[プラン グ

ループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プラン グループの作成の詳細に

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

プランの設定を構成してから、[OK] をクリックして、プランを保存するか、または、[キャンセル] をクリックして、プ

ランを保存ぜずに展開マッピングの作成に戻ります。 

展開プランの管理 

展開プランを作成すると、[プラン マネージャー]  タブをクリックして、そのプランにアクセスすることができます。プ

ラン マネージャーでは、作成済みのすべての展開プランが一覧表示されます。これらのプランを表示する方法を

以下の方法でカスタマイズすることができます。 

 検索 - キーワードを指定して、表示するプランをフィルターしします。このキーワードは列の値に含まれて

いるものを使用する必要があります。表示ウィンドウの上部に、表示したいプランのキーワードを入力し

ます。検索で、[すべてのページを検索] するか、または [現在のページを検索] するかを選択するこ

とができます。検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  ‐ リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけ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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意の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の  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。 

*注意: プラン マネージャーのプランのキューの展開マッピングには、このプランの最も直近の実行の開始日時お

よび終了日時が表示されます。この情報は、ユーザーの利便性を考慮して表示され、プランは変更が可能です。 

プラン マネージャーのインターフェイスでは、プランを実行し、プランの設定およびプランのキューを編集し、不要な

プランを削除することができます。 

プランを実行するには、プラン マネージャーでプランを選択してリボンの [すぐに実行] をクリックします。以下のメ

ッセージが表示されます。ジョブを開始しました。ジョブの詳細を表示するにはジョブ モニターに移動してくだ

さい。ハイパーリンクをクリックすると、展開マネージャーのジョブ モニターにアクセスします。ジョブ モニターについて

は、DocAve 6 ジョブ モニター リファレンス ガイド を参照してください。 

プランのキュー設定を編集するには、プラン マネージャーでプランを選択して、リボンの [編集] をクリックします。

キュー ツール インターフェイスが表示されます。[リボンでプラン設定] の編集をクリックします。設定の構成につ

いては、本ガイドの 展開マッピングの作成 セクションを参照してください。 

プランのキュー設定を編集するには、プラン マネージャーでプランを選択して、リボンの [編集] をクリックします。

キュー ツール インターフェイスが表示されます。設定の構成については、本ガイドの キュー ツール セクション

を参照してください。 

プランを削除するには、プラン マネージャーでプランを選択して、リボンの [削除] をクリックします。削除を確認す

る警告メッセージが表示されます。[OK] をクリックして選択したプランを削除するか、または、[キャンセル] をク

リックしてプランを削除せずにプラン マネージャーに戻ります。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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ローカルでキューの構成 

展開キューを Excel ファイルとして、ローカルで構成されたコンピュータにダウンロードすることができます。構成後

に、DocAve 展開マネージャーにアップロードすることもできます。この機能を利用して、複数のマッピングを Do

cAve 展開マネージャーのキューに追加する代わりに、複数のオブジェクトを展開元ノードから展開先ノードに展

開することができます。 

Excel ファイルとしてキューをダウンロード 

Excel ファイルをダウンロードする方法については、以下の手順を参照してください。 

1. 必要な条件に従って、展開マッピングを作成します。リボンの [キューのダウンロード] ボタンがハイライ

トされます。展開マッピングの作成方法については、本ガイドの 展開マッピングの作成 セクションを

参照してください。 

2. [キューのダウンロード] をクリックすると、Internet Explorer のファイル ダウンロードのダイアログが表

示されます。 

3. [保存] をクリックし、表示される [名前を付けて保存] ウィンドウに、ファイルを保存する場所を指定し

ます。 

キューの Excel ファイルの構成 

デザイン要素マッピング、WFE マッピング、ソリューション マッピングおよび共有サービス マッピングなど、すべての

展開マッピングを Excel ファイルに構成することができます。以下のセクションで、キューの Excel ファイルを構成

する方法を説明します。 

 デザイン要素タイプの構成:  

 

  図 3: Excel ファイル内のデザイン要素タイプの構成部分 

o 順序 - マッピングの順序が表示されます。同じ列にあるすべてのセルは、単一のマッピングの構

成です。 
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o プラン カテゴリ - マッピング タイプを指定します。デザイン要素マッピングの場合、プラン カテゴ

リの値はデザイン要素です。 

o プラン タイプ - デザイン要素マッピングには、展開、インポート、エクスポートの 3 つのプラン タ

イプがあります。 

 デザイン要素ツリーの構成:  

 

図 4: Excel ファイル内デザイン要素ツリーの構成部分 

o 展開ファーム - 展開元のファーム名を入力します。プラン タイプがインポートの場合、このボッ

クスは空白にしておく必要があります。 

o 展開元パス - 展開元のパスの情報を入力します。それぞれの展開元オブジェクトについて展

開元パスを構成するには、以下の表を参照してください。 

展開元オブジェクト 展開元パス 

Web アプリケーション Web アプリケーション名 

例: http: //webapp: 2000/ 

サイト コレクション サイト コレクション URL 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname 

トップレベル サイト サイト コレクション URL 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname 

*注意: 展開元レベル は、サイト でなければなりません。 

サイト サイト URL 

例: http: //webapp: 2000/sites/subsitename 

サイト設定 サイト URL / サイト設定 

例: http: //webapp: 2000/sites/subsitename/Sit

e Settings 

SharePoint Designer 

オブジェクト (サイト レベ

ル) 

サイト URL 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname 

*注意: 展開元レベル の値は DesignObjRootFolder 

でなければなりません。 
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展開元オブジェクト 展開元パス 

SharePoint Designer 

オブジェクト (リスト レベ

ル) 

リスト パス 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/subsite

name /Lists/*: {listname} 

*注意: 展開元レベル の値は DesignObjRootFolder 

でなければなりません。 

リスト サイト URL / リスト //*: {リスト名} 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/subsite

name/Lists/*: {listname} 

サイト列 サイト URL 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/*: {site

columnname} 

コンテンツ タイプ サイト URL / コンテンツ タイプ名 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/content

typename 

リスト設定 リスト パス / リスト設定 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/subsite

name/Lists/*: {listname}/List Settings 

ルート フォルダー リスト パス 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/subsite

name/Lists/*: {listname} 

*注意: 展開元レベルの値は RootFolder でなければなり

ません。 

フォルダー ルート フォルダー パス / フォルダー名 

例: http: //webapp/sites/Lists/*: {listname}/fold

ername 

アイテム フォルダー パス / アイテム ID またはドキュメント名 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/Lists/*: 

{listname}/foldername/itemID または documentn

ame 

デザイン フォルダー (サイ

ト レベル) 

SharePoint Designer オブジェクトのパス / *: {デザイン 

フォルダー名} 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/*: {des

ignfoldername} 
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展開元オブジェクト 展開元パス 

デザイン フォルダー (リスト 

レベル) 

SharePoint Designer オブジェクトのパス/ *: {デザイン フ

ォルダー名} 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/Lists/*: 

{listname}/designfoldername 

デザイン アイテム (サイト 

レベル) 

デザイン フォルダー パス / アイテム ID またはドキュメント名 

例: http: //webapp: 2000/sites/urlname/*: {des

ignfoldername}/itemID または documentname 

デザイン アイテム (サイト 

レベル) 

デザイン フォルダー パス / アイテム ID またはドキュメント名 

例:  

http: //gxzhang2010/sites/Lists/*: {ListName}/i

temID または document name 

ファイル システム フォルダ

ー 

エクスポート先名 / DesignManager2010 / エクスポート

済みプラン名 / エクスポート済みジョブ ID 

例: exportlocationname/DesignManager2010/job

ID 

キュー Excel ファイルのアップロード 

キューにマッピングを追加し終わったら、以下の手順を参照して、Excel ファイルのアップロードしてください。 

1. 展開マネージャーの ホーム タブで、リボンの [キューのアップロード] をクリックすると、Internet Expl

orer ウィンドウが表示されます。 

2. 構成済み Excel ファイルを選択して、[開く] をクリックしてアップロードします。 

3. ポップアップ表示された Internet Explorer ウィンドウで [開く] をクリックすると、以下のメッセージが

表示されます。ジョブを開始しました。ジョブの詳細を表示するにはジョブ モニターに移動してくださ

い。メッセージに表示されたリンクをクリックして、[ジョブ モニター] に移動すると、アップロード ジョブの

情報が表示されます。ジョブ モニター に表示するマッピングの詳細については、DocAve 6 ジョブ モ

ニター リファレンス ガイド を参照してください。 

4. ジョブのアップロードが終了すると、インスタント プランが作成されます。このプランはプラン マネージャーで

管理することができます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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キュー ツール 

キュー ツールを使用して、展開マネージャーの ホーム タブにある展開マッピングや、以前作成した展開プランの

キューの展開マッピングを管理することができます。キュー ツール タブでは、以下の操作を実行することができま

す。 

 新しいマッピングの追加 - [新しいマッピングの追加] をクリックします。ホーム タブに戻り、新しい展

開マッピングを作成することができます。 

 編集 - 選択したマッピングを編集します。選択したものが、マッピングを変更できる 展開元 および 展

開先 のウィンドウに表示されます。 

o マッピング設定の編集 - リボンの [編集] をクリックして、ドロップダウン メニューから [マッピン

グ設定の編集] をクリックするか、または画面左下の [マッピング設定] をクリックします。マッ

ピング設定のインターフェイスが表示されます。マッピング設定の構成については、本ガイドの 展

開マッピングの作成 セクションを参照してください。 

o マッピング展開元および展開先の編集 - キュー ツール のインターフェイスにアクセスしたとき

に、選択したマッピング展開元および展開先を直接編集することができます。または、マッピング

設定を編集してから、展開元と展開先を編集します。 

選択したマッピング設定の編集が終了すると、マッピング展開元および展開先の編集 がハイ

ライトされます。[編集] をクリックして、ドロップダウン メニューから [マッピング展開元および展

開先の編集] をクリックするか、または画面左下の [マッピング展開元および展開先の編

集] をクリックして、マッピングの展開元と展開先を編集します。 

 [削除] – 選択した通知を削除します。削除を確認する警告メッセージが表示されます。[OK] をクリ

ックして削除を続行するか、または、[キャンセル] をクリックしてマッピングを削除せずにキュー ツールに

戻ります。 

 無効- 選択したプランのマッピングを無効にします。無効にしたマッピングは、プランを実行するときにスキ

ップされます。 

 有効- 選択したプランのマッピングを有効にします。 

 コンテナの作成 - 展開先 ウィンドウで、新しいコンテナの名前を入力し、[コンテナの作成] をクリック

します。コンテナの作成 インターフェイスが表示されます。オブジェクト タイプを選択して、ドロップダウン 

メニューから新しいリスト / ライブラリのカテゴリを選択します。 

 キャンセル - キュー ツール を終了します。 
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 プラン設定の編集 - [プラン設定の編集] をクリックすると、プラン設定の編集 インターフェイスが表示

されます。プラン設定の構成については、本ガイドの 展開プランの作成 セクションを参照してください。 

 マッピングの保存 - 選択したマッピングへの変更を保存します。 

 

ソリューションの管理 

以下の 2 つのセクションでは、作成済みのソリューション キューからソリューションを管理する方法と、とソリューシ

ョン ツールを使用してソリューションを管理する方法を説明します。 

作成済みソリューション キュー 

作成済みのソリューション キューを使用して、複数のソリューションをまとめて特定のアクションで管理するように構

成することができます。また、保存済みのキューを使用して、毎回構成を通らずに、同じようなアクションを繰り返

すことができます。 

ユーザー ソリューション キューを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. ランディング ページの左側の [オンライン展開で始まる] またはリボンの[オンライン展開] をクリックし

ます。 

2. 展開元ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。Web アプリケーションを選択し

てユーザー ソリューション ギャラリーまでデータ ツリーを展開し、[ユーザー ソリューション ギャラリー] を

クリックして、ユーザー ソリューションを選択します。 

3. リボンまたは画面の下側にある [キューに追加] をクリックすると、キューに追加 ウィンドウがポップアップ

表示されます。 

4. ソリューションについて、[アクティブ化]、[非アクティブ化] または [アップグレード] の操作を選択し

ます。ソリューションの操作については、本ガイドの ソリューション ツール セクションを参照してくだ

さい。 

5. [OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャンセル] をクリックして展開マッ

ピングの展開元と展開先の選択に戻ります。さらにソリューション インポート マッピングをキューに追加す

るには、以上の手順を繰り返します。 
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6. キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして

保存し、展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、リボンま

たは画面下部の [実行] をクリックします。 

キューへの追加でファーム ソリューションを管理するには、以下の手順に従ってください。 

1. ランディング ページの左側の [オンライン展開で始まる] をクリックします。 

2. 展開元 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。[ファーム ソリューション] をク

リックして、管理するファーム ソリューションを選択します。 

3. リボンまたは画面の下側にある [キューに追加] をクリックすると、キューに追加 ウィンドウがポップアップ

表示されます。 

4. ファーム ソリューションについて、[取り消し] または [削除] の操作を選択します。ソリューションの操作

については、本ガイドの ソリューション ツール セクションを参照してください。 

このページで ソリューション情報 を構成する必要もあります。ファーム ソリューションの取り消しを選択

する場合は、取り消したいソリューションがある Web アプリケーションを選択します。ファーム ソリューショ

ンの削除を選択すると、ソリューション情報 フィールドにソリューション情報が表示されます。 

5. [OK] をクリックしてキューに展開マッピングを追加するか、または、[キャンセル] をクリックして展開マッ

ピングの展開元と展開先の選択に戻ります。さらにソリューション インポート マッピングをキューに追加す

るには、以上の手順を繰り返します。 

キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして保存し、

展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、リボンまたは画面下部の 

[実行] をクリックします。 

ソリューション ツール 

展開元 ウィンドウでソリューションを 1 つ以上選択すると、展開マネージャーのインターフェイスの上部に ソリュー

ション ツール が表示されます。[ソリューション ツール] タブをクリックしてインターフェイスにアクセスして、展開

済みソリューションを管理します。 

選択したファーム ソリューションに対して、以下のアクションを実行することができます。 
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 詳細 - ポップアップ ウィンドウで選択したソリューションの詳細をレビューします。詳細 ウィンドウでタブを

クリックすると、該当するソリューションの情報が表示されます。ソリューションを取り消すには、[取り消し] 

をクリックします。 

 取り消し - ソリューションを取り消します。ソリューションの取り消し のインターフェイスで、ソリューション

を取り消す Web アプリケーションを選択します。選択が終了したら、[OK] をクリックしてソリューション

を取り消すか、または、[キャンセル] をクリックしてソリューションを取り消さずにソリューション ツール ペー

ジに戻ります。取り消したソリューションはソリューション ストアに残っているため、後で再度展開すること

もできます。 

 削除 - ソリューション ストアからソリューションを削除します。ソリューションを削除した場合、そのソリュー

ションはソリューション ストアに再度インストールされるまで、再展開することはできません。 

ユーザー ソリューションに対して、以下のアクションを実行することができます。 

 アクティブ化 - 選択したソリューションをローカル ファーム内でアクティブにします。 

 非アクティブ化 - 選択したソリューションをローカル ファーム内で非アクティブにします。 

 アップグレード - 現在アクティブなソリューションを、選択したバージョンにアップグレードします。 
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比較機能の仕様 

比較機能を使用して、展開元のオブジェクトと展開先のオブジェクトの相違点を特定することができます。この機

能では、Web アプリケーション、Web フロントエンド、ファーム ソリューションおよび共有サービスがサポートされま

す。 

比較機能を使用して、展開元と展開先との相違点が特定されると、展開元 / 展開先からオブジェクトを選択

して、同じオブジェクトがない方に展開することができます。 

比較ジョブの実行 

オブジェクトを比較するには、以下の手順に従ってください。 

1. 展開マネージャーの ホーム タブでリボンの [比較] をクリックします。比較 インターフェイスが表示されま

す。 

2. ツリー タブの下の 展開元 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開すると、SharePoi

nt オブジェクトにアクセスすることができます。展開元 ウィンドウのデータ ツリーを展開すると、展開先ウ

ィンドウのデータ ツリーも展開されます。Web アプリケーション / Web フロントエンド / 共有サービスを

クリックして、比較するノードまでデータ ツリーを展開します。ファーム ソリューションを直接選択して、比

較することができます。 

特定のオブジェクト レベルで展開元と展開先の間に相違点がある場合、オブジェクトは薄いオレンジ色

でハイライトされ、展開元の前にチェックボックスが表示されます。 

オブジェクトを更新するには、オブジェクトを右クリックし、[更新] をクリックしてオブジェクトを更新してか

ら、展開します。 

*注意: サイトの場合は、右クリックして [URL をコピー] を選択してノードの URL をコピーするか、ま

たは、[ブラウザーで…開く] を選択してブラウザーで直接…開きます。 

3. オブジェクトの前にあるチェックボックスを選択して展開マッピングを作成します。 

*注意: チェックボックスをクリックすると、展開元 と 展開先 のウィンドウの間に矢印が表示されます。 

 オブジェクトが展開元にあるものの、展開先に同じ種類のオブジェクトが存在しない場合、右

矢印  が表示されます。このオブジェクトは展開元から展開先に展開します。 

 オブジェクトが展開先のツリーにはあるものの、展開元に同じ種類のオブジェクトが存在しない

場合、左矢印  が表示されます。このオブジェクトは展開先から展開元に展開します。 
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 比較した展開元と展開先に異なるオブジェクトがある場合、双方向の矢印  が表示されま

す。オブジェクトを展開元から展開先に、または、展開先から展開元に展開するには、矢印の

向きを変更します。 

4. リボンの [キューに追加] をクリックして、このマッピングをキューに追加します。キューに追加ウィンドウが

表示されます。キュー設定の構成については、本ガイドの 展開マネージャー マッピングの作成 セクショ

ンを参照してください。別の比較を実行するには、手順 1 ～ 3 を繰り返します。 

ホーム ページで、すべてのマッピングをキューに追加します。ジョブを直接実行するには、ホーム ページのリボンま

たは右下にある [実行] をクリックします。または、このキューをプランとして保存することもできます。 

3 レベルの比較 

展開マネージャーでは、Web アプリケーション、Web フロントエンド、ファーム ソリューションおよび共有サービス

を比較することができます。以下のセクションで、それぞれのレベルでオブジェクトを比較する場合のルールと比較

条件を説明します。 

サポートされるオブジェクト 要素の比較 

サイトの設定 タイトル、説明、アイコン 

[ようこそ] ページ 

[マスター] ページ 

ページ レイアウトとサイト テンプレート 

ツリー ビュー 

サイトのテーマ 

ナビゲーション 

RSS 

地域の設定 (ローカル設定を除く) 

サイト イベント レシーバー 

サイト URL 

リスト / ライブラリ タイトル 

サイト コンテンツ タイプ ID 

コンテンツ タイプの設定 

サイト列 ID 

リストの設定 タイトル、説明、ナビゲーション 
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Web アプリケーションのオブジェクト比較のルール 

Web アプリケーションでオブジェクトを比較する場合、以下のルールを参照してください。 

 Web アプリケーションのオブジェクトの比較は、以下のレベルで行うことができます。 

o 展開元のサイト コレクションと展開先のサイト コレクション 

o 展開元のサイトと展開先のサイト 

 比較 ページで ツリー タブにあるユーザー ソリューション ギャラリー ノードを直接選択することができます。

リボンにある [比較] をクリックし、比較 タブでのユーザー ソリューションを比較するか、または、ユーザー 

ソリューションの該当するサイト / サイト コレクションを選択し、リボンの [比較] クリックすると、比較 タ

ブでユーザー ソリューションを比較することができます。 

 同じ URL のサイト コレクションは比較できません。 

 同じ URL のサイトは比較できません。 

 Web アプリケーションでオブジェクトを比較する際のルールは、次のとおりです。 

o 展開元のアイテム、ファイル、コンテンツ タイプおよび列は、展開先と同じ場合、比較ツリーには

読み込まれません。 

o 展開元と展開先のサイト コンテンツ タイプは、コンテンツ タイプ ID によって比較されます。ID 

が同じ場合、サイト コンテンツ タイプはそれぞれの設定によって比較されます。 

バージョンの設定 

詳細設定 

検証の設定 

ワークフロー設定 

評価の設定 

対象ユーザーの設定 

エンタープライズ メタデータとキーワードの設定 

イベント レシーバー 

フォルダー 名前 

アイテム ID 

ファイル 名前 + ファイル拡張子 

ユーザー ソリューション ソリューション名 + 拡張子 
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サポートされるオブジェクトと比較条件 

比較がサポートされるオブジェクトと、それぞれのオブジェクトの比較条件は、次のとおりです。 

サポートされるオブジェクト 要素の比較 

サイトの設定 タイトル、説明、アイコン 

[ようこそ] ページ 

[マスター] ページ 

ページ レイアウトとサイト テンプレート 

ツリー ビュー 

サイトのテーマ 

ナビゲーション 

RSS 

地域の設定 (ローカル設定を除く) 

サイト イベント レシーバー 

サイト URL 

リスト / ライブラリ タイトル 

サイト コンテンツ タイプ ID 

コンテンツ タイプの設定 

サイト列 ID 

リストの設定 タイトル、説明、ナビゲーション 

バージョンの設定 

詳細設定 

検証の設定 

ワークフローの設定 

評価の設定 

対象ユーザーの設定 

エンタープライズ メタデータとキーワードの設定 

イベント レシーバー 

フォルダー 名前 

アイテム ID 

ファイル 名前 + ファイル拡張子 

ユーザー ソリューション ソリューション名 + 拡張子 
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Web フロントエンドの比較のルール 

Web フロントエンド レベルの比較する場合、以下のルールを参照してください。 

 Web フロントエンド レベルで比較できるのは、次のとおりです。 

o 展開元の Web フロントエンドと展開先の Web フロントエンド 

o 展開元の IIS サイト ファイルと展開先の IIS サイト ファイル 

o 展開元の IIS サイトと展開先の IIS サイト 

o 展開元のグローバル アセンブリ キャッシュと展開先のグローバル アセンブリ キャッシュ 

o 展開元のカスタム機能と展開先のカスタム機能 

o 展開元の SharePoint サイト定義と展開先の SharePoint サイト定義 

 IIS サイト ファイルのルールは次のとおりです。 

o IIS サイトの ID と名前が異なる場合、IIS サイトは比較ツリーでハイライトされますが、キュー

に追加することはできません。 

o 展開元と展開先の IIS サイトの ID / 名前が同じ場合、IIS サイトはハイライトされません。

IIS サイトをクリックしてファイル / フォルダーを読み込むと、これらのフォルダーおよびファイルは、

名前によって比較されます。 

 展開元と展開先のフォルダー / ファイルは、名前が異なる場合にハイライトされます。

該当するチェックボックスをクリックすると、キューに追加することができます。 

 IIS サイトの下の展開元と展開先のファイル名が同じ場合、比較ツリーには表示され

ません。 

 IIS サイトの下の展開元と展開先のフォルダーは、名前が同じ場合にはハイライトされ

ません。フォルダー名をクリックしてファイル レベルまで展開できますが、展開元と展開

先のファイル名が同じ場合、比較ツリーには表示されません。 

*注意: Web.config ファイルは比較できません。 

 グローバル アセンブリ キャッシュのルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先のグローバル アセンブリ キャッシュの名前は同じ場合、比較ツリーには表示さ

れません。 
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o 展開元と展開先のグローバル アセンブリ キャッシュの名前が異なる場合、比較ツリーでハイラ

イトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

 カスタム機能のルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先のカスタム機能の ID が同じ場合、比較ツリーに表示されません。 

o 展開元と展開先のカスタム機能の ID が異なる場合、比較ツリーでハイライトされます。該当

するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

 サイト定義のルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先のサイト定義のサイト テンプレート名 / 構成 ID が同じ場合、比較ツリーに

表示されません。 

o 展開元と展開先のサイト定義のサイト テンプレート名は同じで、構成 ID が異なる場合、比

較ツリーでハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができ

ます。 

o 展開元と展開先のサイト定義の構成 ID が同じで、サイト テンプレート名が異なる場合、比

較ツリーでハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができ

ます。 

o 展開元と展開先のサイト定義のサイト テンプレート名 / 構成 ID が異なる場合、比較ツリー

でハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

サポートされるオブジェクトと比較条件 

比較がサポートされるオブジェクトと、それぞれのオブジェクトの比較条件は、次のとおりです。 

サポートされるオブジェクト 
比較条件 

ファーム内 ファーム外 

Web フロント エンド ID 名前 

IIS サイトのファイル ID 名前 

IIS サイト IIS サイトを比較しないようにしてください。IIS 

サイトの下のフォルダー / ファイルのみを比較して

ください。詳細については、IIS サイト ファイルの

ルールのセクションを参照してください。 

グローバル アセンブリ キャッシュ 名前 名前 

カスタム機能 機能 ID 機能 ID 
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サポートされるオブジェクト 
比較条件 

ファーム内 ファーム外 

サイト定義 サイト テンプレート名 構成 ID 

 

ファーム ソリューションの比較のルール 

ファーム ソリューションを比較する際のルールは、次のとおりです。 

 展開元と展開先のファーム ソリューションの ID が同じ場合、比較ツリーに表示されません。 

 展開元と展開先のファーム ソリューションの ID が異なる場合、比較ツリーでハイライトされます。該当

するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

サポートされるオブジェクトと比較条件 

比較がサポートされるオブジェクトと、それぞれのオブジェクトの比較条件は、次のとおりです。 

サポートされるオブジェクト 比較条件 

ファーム ソリューション ソリューション ID ソリューション ID 

 

共有サービスの比較のルール 

共有サービスのオブジェクトを比較する場合、以下のルールを参照してください。 

 コンテンツ タイプ ハブのルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先のコンテンツ タイプ ハブは、それぞれのコンテンツ タイプ ID によって比較され

ます。コンテンツ タイプ ID が同じ場合、コンテンツ タイプ ハブはそれぞれの設定によって比較

されます。 

o 展開元と展開先のコンテンツ タイプ ハブのコンテンツ タイプ ID が異なる場合、比較ツリーで

ハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

o 展開元と展開先のコンテンツ タイプ ハブのコンテンツ タイプ ID は同じで、設定が異なる場合、

比較ツリーでハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することが

できます。 



 39 

 
DocAve 6: 展開マネージャー 

 

o 展開元と展開先のコンテンツ タイプのハブの設定が同じで、それぞれが同じコンテンツ タイプ I

D を持つ場合、コンテンツ タイプ ハブは比較ツリーに表示されません。 

 用語グループのルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先の用語グループはそれぞれの名前で比較されます。名前が同じ場合、用語

グループはそれぞれの設定によって比較されます。 

o 展開元と展開先の用語グループの名前が異なる場合、比較ツリーでハイライトされます。該当

するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

o 展開元と展開先の用語グループの名前は同じで、設定が異なる場合、用語グループは比較

ツリーでハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができま

す。 

o 展開元と展開先の用語グループの名前と設定は同じで、用語セットが異なる場合、用語グル

ープは比較ツリーでハイライトされます。該当チェックボックスを選択して用語グループの下の用

語セットをキューに追加できます。 

  用語セットのルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先の用語セットはそれぞれの名前で比較されます。名前が同じ場合、用語グル

ープはそれぞれの設定によって比較されます。 

o 展開元と展開先の用語セットの名前が異なる場合、比較ツリーでハイライトされます。該当す

るチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

o 展開元と展開先の用語セットの設定と名前が同じで、用語セット内の用語も同じ場合、用

語セットはツリーに表示されません。 

o 展開元と展開先の用語セットの名前は同じで、設定が異なる場合、用語セットは比較ツリー

でハイライトされます。該当するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 

o 展開元と展開先の用語セットの名前と設定は同じで、用語グループ内の用語が異なる場合、

用語グループは比較ツリーでハイライトされます。該当チェックボックスを選択して用語グループ

の下の用語セットをキューに追加できます。 

 用語のルールは、次のとおりです。 

o 展開元と展開先の用語はそれぞれの名前で比較されます。名前が同じ場合、用語グループ

はそれぞれの設定によって比較されます。 

o 展開元と展開先の用語の名前が異なる場合、用語は比較ツリーでハイライトされます。該当

するチェックボックスを選択して、キューに追加することができます。 
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o 展開元と展開先の用語は名前が同じで、設定が異なる場合、用語は比較ツリーでハイライト

されます。用語の前にチェックボックスはありません。用語セットの前にあるチェックボックスを選択

すると、キューに追加することができます。 

o 展開元と展開先の用語の名前と設定が同じで、ディープ レベルの用語が異なる場合、現在

のレベルの用語はハイライトされません。ディープ レベルの用語まで用語を展開すると、ディープ 

レベルの用語がハイライトされます。用語の前にチェックボックスはありません。用語セットの前に

あるチェックボックスを選択すると、キューに追加することができます。 

*注意: 選択したオブジェクトの中の特定オブジェクトを展開マネージャーで変更できない場合、同じオブジェクト

は照明効果でハイライトされます。 

サポートされるオブジェクトと比較条件 

以下は、比較のためのサポート オブジェクトと、それぞれの比較条件の表です。 

サポートされるオブジェクト 比較条件 

コンテンツ タイプ ハブ コンテンツ タイプ ID 

設定  

用語グループ 名前 

設定  

用語セット 名前 

設定  

用語 名前 

設定  
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詳細設定 

操作に慣れているユーザー向けに、展開マネージャーには、より複雑なプランの一部として構成および保存する

ことができる設定があります。 

 ドメイン マッピングを使用して、展開元ドメイン名を展開先ドメイン名に置き換えることができます。展開

元グループのユーザーは、同じ名前を持つ展開先ユーザーにマッピングされます。 

 ユーザー マッピングは、ユーザー グループを 1 つのドメインから別のドメインに移行する場合 (例えば、

会社が買収された場合など)、または、個別のユーザーのコンテンツと権限を別のユーザーに移行する

場合に使用します。 

 言語マッピングを使用すると、展開先の言語に、展開元と異なる言語を設定することができます。言語

マッピングのルールの作成し、そのルールを使用するプランでは、設定を手動で再構成せずに、プロセス

を繰り返して実行することができます。 

 エクスポート先の機能を使用して、展開マネージャーのデータのエクスポートの外部システム ストレージ

を構成することができます。外部システム ストレージを構成すれば、デザイン要素をファイル システムに

エクスポートすることもできます。これは、2 つのファームが相互にやり取りできない場合に有用な機能で

す。エクスポート先を使用してオフライン展開を実行し、外部デバイスから展開することができます。 

 ストレージ ポリシーを使用して、ソリューションを保存したり、オフライン展開のためのインポートおよびエク

スポートを実行する場合に使用する論理デバイスを指定することができます。 

 ストレージ ポリシーを使用して、フィルター条件を設定することができるため、SharePoint レベルのオブ

ジェクトとデータの表示をコントロールでき、ターゲットのコンテンツをより正確に移行することができます。

フィルター ポリシーを設定して保存すれば、毎回フィルター ポリシーを再作成せずに、様々なプランにフ

ィルター ポリシーを適用することができます。 

これらの設定には、展開マネージャーからアクセスすることができますが、それぞれの設定はコントロール パネルで

構成されます。これらの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照して

ください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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SharePoint 管理シェルの使用 

DocAve 展開マネージャーには、SharePoint 管理シェル コマンドを直接実行するための SharePoint 管

理シェルがあります。SharePoint 管理シェルを使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. 展開マネージャーの ホーム タブで、リボンの [SharePoint 管理シェル] をクリックします。ShareP

oint 管理シェル のインターフェイスが表示されます。 

2. [ファームの選択] のドロップダウン メニューからファームを選択します。対応するエージェントが読み込ま

れます。 

3. エージェントの選択のドロップダウン メニューから SharePoint 管理シェル を実行するエージェントを

選択します。 

4. SharePoint 管理シェル コマンドを入力します。 

5. コマンドの下またはリボンの [キューに追加] をクリックして、コマンドをキューに追加し、SharePoint 

管理シェル 画面を終了します。 

6. さらにマッピングをキューに追加するには、以上の手順を繰り返します。 

7. キューへのマッピングの追加を終了したら、[名前を付けて保存] を選択して、このキューをプランとして

保存し、展開プランの作成 の説明に従ってください。または、キューをただちに実行するには、画面

下部の [実行] をクリックします。 
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展開マネージャーの使用例 

ここでは、様々な実際の状況の中で、本ガイドで説明している機能を使用する例を紹介します。展開マネージ

ャーの特定の機能をいつ使用すればよいのか、また、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させるためにそ

れぞれの機能をどのように連携させればよいのか、この使用例を参考にしてください。 

基本の展開プランの使用例 

ジョーは、会社の IT ディレクターです。彼の会社の本社はニューヨークにあります。ジョーは、SharePoint をメ

インのコラボレーション ツールとして使用する会社の IT 設備部門の主任管理者でもあります。最近、新しい人

事部長が入社しました。この新しい人事部長は、採用プロセスを改善するために、サード パーティの SharePo

int ソリューションを導入したいと考えています。ジョーは、DocAve を使用して、会社のコンテンツを SharePoi

nt に移行し、SharePoint ファームのコンテンツと権限を保持してきた経験があったので、すぐさま、展開マネー

ジャーを利用して、このプロジェクトを進めようと思い付きました。 

手始めに、ジョーはソリューションをファームにインストールしました。そして、DocAve を開いて展開マネージャーを

起動しました。シカゴ支社とサンフランシスコ支社のファームにソリューションをミラーリングするために、ジョーは 展

開元 ウィンドウのファーム データ ツリーを使って移動し、他のファームにコピーする新しいソリューションを選択しま

した。次に、ソリューションを展開する展開先を 展開先 ウィンドウで選択しました。[キューに追加] をクリックし、

新しいマッピングをカスタマイズしました (展開マッピングの作成 を参照してください)。ジョーは、次の展開先

ファームについて、この処理を繰り返しました。展開プランを設定し、[実行] をクリックして、マッピング済みのジョ

ブを迅速に起動しました。ジョブの実行中に、ジョブ モニターをクリックして、ジョブの状態を追跡しました。展開が

完了すると、比較機能を使って、2 つのノードが同期されているかどうかを確認しました。次に、新しいソリューシ

ョンが実行される新しいサイトに関して、利用状況のレポートを受け取るように、メール通知を設定しました。通

知は、関連部署のリーダー に転送することができます。 

高度なマッピングの作成と管理の使用例 

数か月後、ジョーの会社は大きい企業に買収されました。ジョーは、旧会社の既存の SharePoint ファームを、

新会社の既存のファームに統合するように依頼されました。この統合には、既存のファームのコンテンツのドメイン

を新しい会社のドメインにマッピングすること、既存のファームのユーザーのコンテンツを新しいドメインのユーザーに

マッピングすること、さらに、日本支社のミラー サイトを日本語に変更するという作業が含まれていました。 
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この統合を行うために、ジョーは DocAve 6 展開マネージャーを起動して、まず、コントロール パネル でドメイン 

マッピング、ユーザー マッピングおよび言語マッピングを作成しました。旧会社の SharePoint 環境の管理メタ

データを、新会社の管理メタデータにマッピングし、買収後にすべてのレコードが元の形を保つようにしました。す

べてのマッピングを作成し、展開プランを設定し、業務時間外にプランを実行し、ジョブ モニター で詳細をレビュ

ーしました。 

展開プランの保守の使用例 

買収に付随する作業が完了し、ジョーは日常業務の管理作業に戻りました。新会社が購入したいくつかの Sh

arePoint ソリューションを展開し、会社の買収後に作られたから新部署のいくつかをサポートすることにしました。

まず、テスト環境にソリューションをインストールし、テスト ファームで展開し、実際のファームでテストを実行し、他

の支社のすべてのファームに展開しました。DocAve で 展開プランの作成 を作成し、迅速にプロセスを繰り

返し、人的ミスが発生しないようにしました。ソリューションを展開した後に、展開元と展開先で該当する Shar

ePoint オブジェクトを選択し、比較ジョブの実行 をクリックして相違点を確認しました。一部のプランについ

て、繰り返しスケジュールで実行するように設定し、また、それぞれのジョブが実行されるときに、ジョーにメール通

知が送信されるように設定しました。ジョブの実行中に、ジョブ モニター で状態と詳細情報を確認することもで

きました。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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付録 A: 競合解決 - Web アプリケーションの展開 

下位オブジェクトを確認する スキップする マージ 置き換える 

 [下位のオブジェクトを確

認する] がオフ 

 展開元と展開先の間に競

合がない場合、新しい Sha

repoint オブジェクトは展

開先で作成されます。 

 展開元と展開先の間に競

合がある場合、競合するデ

ータを無視し、展開先と展

開元はそのまま保持されま

す。 

なし  競合がなければ、新しい Sharep

oint オブジェクトは展開先で作成

されます。 

 デザイン リスト、コンテンツ タイプま

たはコンテンツ列に競合がある場

合、展開先のデータを削除し、展

開元のデータに置き換えます。 

 デザイン リスト、コンテンツ タイプま

たはコンテンツ列を除く展開元と展

開先内に競合がある場合、展開

元を基に、展開先データが更新さ

れます。SharePoint オブジェクト

は、展開先で作成されます。 
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下位オブジェクトを確認する スキップする マージ 置き換える 

 [下位のオブジェクトを確

認する] がオン 

 コンテンツ レベル: スキップ

する 

 コンテナ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテナが展

開先に作成されます。 

 コンテンツ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテンツが

展開先に作成されます。 

 コンテナで競合がある場合、

競合を無視し、展開先と展

開元のコンテナはそのまま保

持されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

る場合、競合を無視し、展

開先と展開元のコンテンツ

はそのまま保持されます。 

 コンテナ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテナが展

開先に作成されます。 

 コンテンツ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテンツが

展開先に作成されます。 

 コンテナ レベルで競合がある

場合、展開元を基に、展開

先が更新されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

る場合、競合を無視し、展

開先と展開元のコンテンツ

はそのまま保持されます。 

なし 
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下位オブジェクトを確認する スキップする マージ 置き換える 

 [下位のオブジェクトを確

認する] がオン 

 コンテンツ レベル: 上書き

する 

 コンテナ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテナが展

開先に作成されます。 

 コンテンツ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテンツが

展開先に作成されます。 

 コンテナ レベルで競合がある

場合、競合を無視し、展開

先と展開元のコンテナはその

まま保持されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

る場合、展開元を基に、展

開先が更新されます。 

 コンテナ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテナが展

開先に作成されます。 

 コンテンツ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテンツが

展開先に作成されます。 

 コンテナ レベルで競合がある

場合、展開元を基に、展開

先が更新されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

る場合、展開元を基に、展

開先のコンテンツが更新され

ます。 

なし 
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下位オブジェクトを確認する スキップする マージ 置き換える 

 [下位のオブジェクトを確

認する] がオン 

 最終更新日時に従って上

書きする 

 コンテナ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテナが展

開先に作成されます。 

 コンテンツ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテンツが

展開先に作成されます。 

 コンテナ レベルで競合がある

場合、競合を無視し、展開

先と展開元のコンテナはその

まま保持されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

り、展開元コンテンツの更新

日時が展開先より前の場

合、展開元を基に、展開先

コンテンツが更新されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

り、展開元コンテンツの更新

日時が展開先より後の場

合、競合を無視し、展開元

と展開先のコンテンツはその

まま保持されます。 

 コンテナ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテナが展

開先に作成されます。 

 コンテンツ レベルで競合がな

い場合、新しいコンテンツが

展開先に作成されます。 

 コンテナ レベルで競合がある

場合、展開元を基に、展開

先のコンテナが更新されま

す。 

 コンテンツ レベルで競合があ

り、展開元コンテンツの更新

日時が展開先より前の場

合、展開元を基に、展開先

コンテンツが更新されます。 

 コンテンツ レベルで競合があ

り、展開元コンテンツの更新

日時が展開先より後の場

合、競合を無視し、展開元

と展開先のコンテンツはその

まま保持されます。 

なし 
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付録 B: 競合のチェック 

競合解決のチェック ルール 

コンテナ レ

ベル 

サイト コレクション URL 

  サイト URL 

  リスト リスト タイトル 

  フォルダー フォルダー名 

コンテンツ 

レベル  

ドキュメント 名前 

  アイテム TP_IP 

  コンテンツ タイプ スキーマ、ID、名前、または親によって、検索および比較します。 

  列 スキーマ、ID、内部名、固定名、または表示名によって、検索お

よび比較します。 
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付録 C: Web アプリケーションの展開がサポートされる / 

サポートされない要素 

展開元コンテンツ サポート状況 

Web アプリケーション ○ 

サイト コレクション ○ 

サイト ○ 

サイト設定 ○ 

SharePoint Designer オブジェクト ○ 

お知らせ  ○ 

予定表 ○ 

コンテンツと構造のレポート ○ 

カスタム レポート ○ 

リンク  ○ 

再利用可能なコンテンツ ○ 

共有ドキュメント ○ 

サイト コレクション ヘルプ ○ 

タスク ○ 

チーム ディスカッション ○ 

キャッシュ プロファイル ○ 

コンテンツ タイプの発行エラー ログ ○ 

交換フォーム ○ 

フォーム テンプレート ○ 

リスト テンプレート ギャラリー ○ 

長時間実行処理の状態 ○ 

マスター ページ ギャラリー ○ 

通知一覧 ○ 

簡易展開アイテム ○ 

リレーションシップ リスト ○ 

レポート メタデータ ○ 

レポート テンプレート ○ 

共有パッケージ ○ 

サイト リソース ○ 
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展開元コンテンツ サポート状況 

イト コレクションのドキュメント ○ 

サイト コレクションのイメージ ○ 

サイト ページ ○ 

ソリューション ギャラリー ○ 

スタイル ライブラリ ○ 

推奨されるコンテンツ ブラウザーの場所 ○ 

分類隠しリスト  ○ 

テーマ ギャラリー ○ 

ユーザー情報リスト ○ 

バリエーション ラベル ○ 

Web パーツ ギャラリー ○ 

wfpub ○ 

ワークフロー タスク ○ 

コンテンツ タイプ ○ 

サイト列 ○ 

ユーザー ソリューション ギャラリー ○ 

  



 

52  

 
DocAve 6: 展開マネージャー 

 

付録 D: デザイン要素の展開 

展開元の要素 展開先の要素 ハンドル 

Web アプリケーション Web アプリケーション Web アプリケーション レベル: そのまま保持します。 

Web アプリケーションの下のサブ レベルの場合、サイト コレク

ションを展開先に展開します。詳細については、サイト コレク

ショからサイト コレクション を参照してください。 

サイト コレクション  サイト コレクション サイト コレクション レベルの場合、設定、機能、ユーザー、グ

ループ、権限、サービス (メタデータ サーバス) の関連するデ

ータを展開先に展開します。 

サイト コレクションの下のサブ レベルの場合、ルート サイトを

展開先に展開します。詳細については、サイトからサイト を

参照してください。 

サイト コレクション  Web アプリケーション サイト コレクションからサイト コレクション と同じです。 

サイト サイト  サイト レベルの場合、機能、コンテンツ タイプ、列、サイト設

定、ナビゲーションおよびセキュリティを展開先に展開します。 

サイトの下のサブ レベルの場合、以下のオブジェクトを展開

先に展開します。 

1. リストの場合、詳細については、リストからリスト を参照

してください。 

2. SharePoint デザイン オブジェクトの場合、詳細について

は、SharePoint Designer オブジェクトからサイト を

参照してください。 

3. デザイン リストの場合、詳細については、リストからリスト 

を参照してください。 

4. サイトの場合、詳細については、サイトからサイト を参照

してください。 

5. サイト設定の場合、詳細については、サイト設定からサイ

ト を参照してください。 
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付録 E: Web フロントエンド展開 

展開元の要素 展開先の要素 ハンドル 

IIS サイト IIS サイト ファイル 関連する IIS サイトの IIS 仮想ディレクトリの下のファイル 

(web.config を含む)、仮想ディレクトリの下の web.confi

g ファイル内の FBA、セキュリティ トークンの下の web.confi

g ファイル内の FBA を展開します。 

GAC GAC すべての GAC ファイルを展開します。 

カスタム機能 カスタム機能 C: \Program Files\Common Files\Microsoft 

Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLA

TE\FEATURES の下の関連するフォルダー、カスタム機能

の参照ファイルおよび GAC 内の dll ファイルを展開先に展開

します。 

サイト定義 サイト定義 C: \Program Files\Common Files\Microsoft 

Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLA

TE\SiteTemplates の下の関連するフォルダー、サイト定

義の参照ファイルおよび機能を展開先に展開します。 
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付録 F: ソリューション展開 

展開元 展開先 ハンドル 

ファーム ソリューション ファーム ソリューションをファームに展開します。 

ファーム ソリューション Web アプリケーショ

ン 

ソリューションを Web アプリケーションに展開します。 

ファーム ソリューション ストレージ ポリシー ソリューションをストレージ ポリシーにエクスポートします。 

ユーザー ソリューション ファーム ユーザー ソリューションをファームに展開します。 

ユーザー ソリューション Web アプリケーショ

ン 

ユーザー ソリューションを Web アプリケーションに展開しま

す。 

ユーザー ソリューション サイト コレクション ユーザー ソリューションをサイト コレクションに展開します。 

ユーザー ソリューション ストレージ ポリシー ユーザー ソリューションをストレージ ポリシーにエクスポートし

ます。 

ストレージ ポリシー ファーム ソリューションをストレージ ポリシーからインポートして、ファー

ムに展開します。 

ストレージ ポリシー Web アプリケーショ

ン 

ソリューションをストレージ ポリシーからインポートして、Web 

アプリケーションに展開します。 

ストレージ ポリシー サイト コレクション ソリューションをストレージ ポリシーからインポートして、サイト 

コレクションに展開します。 

ファイル システム ファーム ソリューションをファームに展開します。 

ファイル システム Web アプリケーショ

ン 

ソリューションを Web アプリケーションに展開します。 

ファーム ソリューション なし ソリューション ツール タブで展開元のソリューションを別々に

取り消します。 

ファーム ソリューション なし ソリューション ツール タブで展開元のソリューションを別々に

削除します。 

ユーザー ソリューション なし ソリューション ツール タブで展開元のソリューションを別々に

アクティブにします。 

ユーザー ソリューション なし ソリューション ツール タブで展開元のソリューションを別々に

非アクティブにします。 

ユーザー ソリューション なし ソリューション ツール タブで展開元のソリューションを別々に

更新します。 
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付録 G: Managed Metadata Service の展開 

展開元 展開先 ハンドル 

グローバル用語グル

ープ 

グローバル用語グルー

プ 

グローバル用語グループの用語グループを展開先に展開しま

す。詳細については、用語グループへ用語グループ を参照

してください。 

用語グループ グローバル用語グルー

プ 

用語グループを展開先に展開します。詳細については、用

語グループへ用語グループ を参照してください。 

用語グループ 用語グループ 用語グループの説明、グループ 管理者と投稿者の構成、

用語セットを展開先に展開します。用語セットを展開する方

法については、用語セットから用語セット を参照してくださ

い。 

用語セット 用語グループ 用語セットを展開先に展開します。用語グループから用語

グループ を参照してください。 

用語セット 用語セット 用語セットのプロパティ (説明、所有者、契約、関係者、用

語の登録ポリシー、タグ付けに使用可能の構成を含む)、用

語セットの下の用語とプロパティ (タグ付けに使用可能、説

明、廃止および別のラベルを含む) 、サブ用語とプロパティ 

を展開先に展開します。 

コンテンツ タイプ ハ

ブ 

コンテンツ タイプ ハブ コンテンツ タイプ ハブでコンテンツ タイプを展開先に展開しま

す。詳細については、コンテンツ タイプからコンテンツ タイ

プ ハブ を参照してください。 

コンテンツ タイプ コンテンツ タイプ ハブ コンテンツ タイプのフィールド リンクと設定を展開先に展開し

ます。 
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付録 H: 展開マネージャーのカスタマイズ表 

以下は、展開マネージャーのカスタマイズ表です。 

展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

Web アプリケーショ

ン 

Web アプリケーシ

ョン 

Web アプリケーション 

 

サイト コレクション サイト コレクション Web アプリケーション 

 

サイト コレクション サイト コレクション サイト コレクション 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

トップレベル サイト トップレベル サイト Web アプリケーション 

 

トップレベル サイト トップレベル サイト サイト コレクション 

 

トップレベル サイト トップレベル サイト トップレベル サイト 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

サイトの設定 サイトの設定 トップレベル サイト 

 

サイトの設定 サイトの設定 サイト 

 

SharePoint Desi

gner オブジェクト 

SharePoint De

signer オブジェク

ト 

SharePoint Desig

ner オブジェクト 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

SharePoint Desi

gner オブジェクト 

SharePoint De

signer オブジェク

ト 

デザイン フォルダー 

 

デザイン フォルダー デザイン フォルダー SharePoint Desig

ner オブジェクト 

 

デザイン アイテム デザイン アイテム SharePoint Desig

ner オブジェクト 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

デザイン アイテム デザイン アイテム デザイン フォルダー 

 

リスト / ライブラリ リスト / ライブラリ Web アプリケーション 

 

リスト / ライブラリ リスト / ライブラリ サイト コレクション 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

リスト / ライブラリ リスト / ライブラリ トップレベル サイト 

 

リスト / ライブラリ リスト / ライブラリ リスト / ライブラリ 

 

リスト / ライブラリ リスト / ライブラリ サイト 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

リストの設定 リストの設定 リスト 

 

ルート フォルダー ルート フォルダー ライブラリ 

 

フォルダー フォルダー フォルダー 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

アイテム アイテム フォルダー 

 

サイト サイト Web アプリケーション 

 

サイト サイト サイト コレクション 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

サイト サイト トップレベル サイト 

 

サイト サイト サイト 

 

サイトの設定 サイトの設定 トップレベル サイト 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

サイトの設定 サイトの設定 サイト 

 

デザイン リスト デザイン リスト Web アプリケーション 

 

デザイン リスト デザイン リスト サイト コレクション 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

デザイン リスト デザイン リスト トップレベル サイト 

 

デザイン リスト デザイン リスト サイト 

 

デザイン リスト デザイン リスト デザイン リスト 

 



 

 67 

 
DocAve 6: 展開マネージャー 

 

展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

Web アプリケーション 

 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

サイト コレクション 

 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

トップレベル サイト 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

コンテンツ タイプ グ

ループ 

サイト 

 

サイト列 サイト列 Web アプリケーション 

 

サイト列 サイト列 サイト コレクション 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

サイト列 サイト列 トップレベル サイト 

 

サイト列 サイト列 サイト 

 

ユーザー ソリューショ

ン 

ユーザー ソリューシ

ョン 

ファーム 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

ユーザー ソリューショ

ン 

ユーザー ソリューシ

ョン 

Web アプリケーション 

 

ユーザー ソリューショ

ン 

ユーザー ソリューシ

ョン 

サイト コレクション 

 

SharePoint Web 

アプリケーション 

SharePoint We

b アプリケーション 

IIS サイトのファイル 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

SharePoint Web 

サイト 

SharePoint We

b サイト 

IIS サイトのファイル 

 

SharePoint Web 

サイト 

SharePoint We

b サイト 

SharePoint Web 

サイト 

 

GAC ファイル GAC ファイル グローバル アセンブリ 

キャッシュ 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

カスタム機能 カスタム機能 カスタム機能 

 

SharePoint サイ

ト定義 

SharePoint サイ

ト定義 

SharePoint サイト

定義 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

ファーム ソリューショ

ン 

ファーム ソリューシ

ョン 

ファーム 

 

ファーム ソリューショ

ン 

ファーム ソリューシ

ョン 

Web アプリケーション 

 

コンテンツ タイプ ハ

ブ 

コンテンツ タイプ ハ

ブ 

コンテンツ タイプ ハブ 
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展開元 / 展開先 /  

展開するもの 
展開元 展開先 スクリーンショット 

コンテンツ タイプ コンテンツ タイプ コンテンツ タイプ ハブ 
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付録 I: 構成ファイルの詳細設定 

AgentCommonWrapperConfig.config 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを構成して、カスタム プロパティを SharePoint プ

ロパティ バッグに保存するかどうか指定します。 

DocAve エージェントがインストールされているマシンで、… \AvePoint\DocAve6\Agent\bin director

y に移動し、AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを探します。 

指定 Web プロパティのリストア 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを開き、WrapperCommon ノードを探します。

ノードの中で、に<RestoredAllWebProperties>False</RestoredAllWebProperties> お

よび<SpecialWebPropertyNames></SpecialWebPropertyNames> を探します。これらの 

2 つのノードは、展開マネージャーのジョブを初めて実行するときに、構成ファイルに自動的に追加されます。 

 プロパティ バッグでカスタム プロパティをリストアしない場合は、既定の値を False に設定します。値を 

False に設定した場合、特定のカスタム プロパティを  SpecialWebPropertyNames ノードに

追加することができ、指定したカスタム プロパティがリストアされます。カスタム プロパティをセミコロン記号

で区切ります。例えば、<SpecialWebPropertyNames>property1; property 2; pro

perty3</SpecialWebPropertyNames> のように入力します。なお、プロパティ バッグの bu

ild-in プロパティはすべてリストアされます。 

 カスタム プロパティと build-in プロパティを含むすべてのプロパティをリストアする場合は、値を True 

に設定します。値を True に設定した場合、特定のプロパティを SpecialWebPropertyName

s ノードに追加することができ、指定したプロパティはリストがされません。 
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付録 J: 展開マネージャーにアクセスするホット キー 

作業の効率性と生産性を上げるために、キーボードだけを使用して迅速に操作を実行できるように、DocAve 

ではホット キー モードがサポートされています。展開マネージャーのインターフェイスからホット キー モードにアクセ

スするには、 Ctrl + Alt + Z キーを押します。 

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。以下のホット キーを使用すると、対応する製品のインターフェ

イスにアクセスすることができます。例えば、H を押し続けると、ホーム タブに移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

ホーム H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

 

ホームページ 

展開マネージャーのインターフェイスでホームページにアクセスするには、Ctrl + Alt + Z キーを押し、ホット キ

ー モードにアクセスしてから、H を押せば、ホームページにアクセスすることができます。 

下表は、ホーム ページのリボンに表示される機能のホット キーのリストです。例えば、Y を押し続けると、オンラ

イン展開 インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

オンライン展開  Y 

データのエクスポート O 

データのインポート I 

新規プラン NP 

キューに追加 Q OK O 

キャンセル C 

比較 P 比較 P 
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機能名とホット キー 

キューに追加 Q 

閉じる X 

コンテナの作成 CC OK O 

キャンセル C 

キューのアップロード UQ 

キューのダウンロード DQ 

SharePoint 管理シェル SS 

エクスポート先 E 

ストレージ ポリシー S 

フィルター ポリシー F 

ドメイン マッピング D 

ユーザー マッピング U 

テンプレート マッピング L 

ジョブ モニター J 

プランとして保存 A OK O 

OK して実行 P 

OK  Q 

キャンセル C 

実行 R 

 

プラン マネージャー 

プラン マネージャー ページにアクセスするには、展開マネージャーのインターフェイスで Ctrl + Alt + Z キー押

し、ホット キー モードにアクセスしてから、P を押せば、プラン マネージャー にアクセスすることができます。 

機能名とポット キー 

編集 E 

削除 D 

ただちに実行 R 
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ファーム ソリューションのソリューション ツール 

展開マネージャー インターフェイスにホット キーでプラン マネージャー ページに移動するには、Ctrl + Alt + Z 

キーを押してホット キー モードにアクセスしてから、S を押せば、ソリューション ツール ページに移動します。 

機能名とホット キー 

詳細 D 削除 RM 

閉じる X 

取り消し RT OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

取り消し R OK O 

キャンセル C 

削除 M 

 

ユーザー ソリューションのユーザー ソリューション ツール 

展開マネージャー インターフェイスにホット キーでソリューション ツール ページに移動するには、Ctrl + Alt + 

Z キー押してホット キー モードにアクセスしてから、S を押せば、ソリューション ツール ページに移動します。 

機能名とホットキー 

アクティブ化 A 

非アクティブ化 D 

アップグレード U 

 

キュー ツール 

展開マネージャー インターフェイスにホット キーでプラン マネージャー ページに移動するには、Ctrl + Alt + Z 

を押してホット キー モードにアクセスしてから、Q を押せば、キュー ツール ページに移動します。 

機能名とホット キー 

編集 E マッピング設定の編集 P 

マッピング展開元および展開先の

編集 

Q 
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機能名とホット キー 

削除 D 

無効化 I 

有効化 B 

コンテナの作成 CC 

新しいマッピングの追加 M 

プラン設定の編集 EP 

マッピングの保存 S 

キャンセル X 
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通知 

この発行に含まれている資料はAvePoint, Incに所有または提供され、AvePoint およびそのライセンス提供会社のプロ

パティであり、著作権、登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されています。この発行内の登録

商標または著作権はいずれも削除または変更することができません。 

著作権 

Copyright © 2013 AvePoint Japan K.K. All rights reserved. 本書の著作権は AvePoint Japan 株式会

社に帰属します。本書に掲載されている情報はすべて日本著作権法において保護されており、内容の無断複製、更新、

転載を禁じます。本書のいかなる部分、いかなる書式および電子通信、機械的送信、複写、記録などのいかなる方法、

あるいは AvePoint Japan 株式会社 (〒 108-0075 東京都港区港南 2 丁目 4-15 品川サンケイ ビル 2 階)、

ならびに本書に掲載する情報がサード パーティに所有される場合サード パーティによる事前の文書による許諾なしに複製、

保存、送信を禁じます。 

登録商標 

AvePoint®、DocAve®、AvePoint ロゴおよび AvePoint ピラミッド ロゴは AvePoint Japan 株式会社による日本

特許庁登録済みの商標です。これらの登録商標および本書に使用されている他の商標はすべて AvePoint の専有プロ

パティであり、文書による許諾なしには使用できません。 

Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010、SharePoi

nt Portal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL server、および Windows はマイ

クロソフト株式会社の商標または登録商標です。 

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader はAdobe Systems, Incの商標です。 

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じます。 

 

変更 

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。当社では最新、そして正確な情

報を提供するよう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生的に生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく記載内容を変更する権利

を所有します。 
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