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インストール ガイドの概要 

DocAve 6 インストール ガイドでは、以下の情報を提供します。  

 インストールの手順 

 システム要件 (インストールを実行できる最低標準) 

 システム推奨 (パフォーマンス向上のための推奨標準) 

始める前に 

*注意: Windows Server 2003 または Windows Server 2003 R2 を実行するサーバー上で Built-in データベ

ースを使用する場合、DocAve マネージャーをインストールする前にまず Windows インストーラー 4.5 をインストールす

る必要があります。Windows インストーラー 4.5 のダウンロード、インストールについては以下のリンクをご参照ください:  

http://www.microsoft.co.jp/download/en/details.aspx?id=8483 

DocAve 6 で使用するポート  

DocAve 6 で使用するポートについては、以下の表をご参照ください。 

ポート 利用 有効化セクション 

14000 Web サイト ポート – DocAve コントロール サービスへアクセスする際に使用

します。 

コントロール サービス ポート – 他の DocAve サービスと通信する際に使用し

ます。 

DocAve 制御サーバー 

14001 メディア サービス ポート – 他の DocAve サービスと通信する際に使用しま

す。 

DocAve メディア サーバー 

14002 メディア サービス データ ポート – DocAve とストレージ デバイス間でデータを

伝送する際に使用します。 

DocAve メディア サーバー 

14003 レポート サービス ポート – 他の DocAve サービスと通信する際に使用しま

す。 

DocAve レポート サーバー 

14004 DocAve エージェント ポート – 他の DocAve サービスと通信する際に使用

します。 

DocAve エージェント サー

バー 

14005 DocAve ストレージ マネージャーおよびコネクタので使用するポートでは、有

効な EBS / RBS プロバイダに必要なデータを伝送します。 

該当なし 

14006 DocAve リアルタイム レプリケーターで使用するポートでは、SharePoint で

取得するリアルタイム アクションのレプリケーター処理を通知します。 

該当なし 

http://www.microsoft.co.jp/download/en/details.aspx?id=8483
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ポート 利用 有効化セクション 

14007 プロキシ ポート – 更新マネージャーで DocAve 6 更新を適用して 

DocAve コントロール サービスを更新する際に使用します。 

DocAve コントロール サー

バー 

 

DocAve 6 の各製品で使用するポートについては、以下の表をご参照ください。 

製品 使用ポー

ト 

関連プロセ

ス 

利用 関連基本機能 

コントロール サ

ービスのインス

トール 

14000 ControlTi

merServic

e.exe 

他のサービスと通信します。 コントロール サービスをインスト

ールします。 

メディア サービ

スのインストー

ル 

14001/

14002 

MediaServ

ice.exe 

コントロール サービスと通信し、データを

転送する際に使用します。 

メディア サービスをインストール

し、コントロール サービスに登

録します。 

レポート サービ

スのインストー

ル 

14003 ReportSer

vice.exe 

他のサービスと通信します。 レポート サービスをインストール

し、コントロール サービスに登

録します。 

エージェント サ

ービスのインス

トール 

14004 AgentServ

ice.exe 

コントロール サービスと通信します。 エージェントをインストールし、コ

ントロール サービスに登録しま

す。 

コントロール パ

ネル 

14007 CommonP

atchInstall

er.exe 

パッチ コントロールでは、このポートを使

用してその他のサービスのパッチ インスト

ーラと通信します。 

マネージャー / エージェント サ

ービスをすべて更新します。 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

アップグレー

ド & 移行 

14000 コントロール サービス、エージェント サービス、および

メディア サービスの間で通信します。 

サイト コレクション レベル

でのオンライン移行および

サイト レベルでのオフライ

ン移行 

14001 (オフライン移

行でのみ使用) 

コントロール サービス、エージェント サービス、および

メディア サービスの間で通信します。 

サイト コレクション レベル

でのオフライン移行 

14002 (オフライン移

行でのみ使用) 

コントロール サービス、エージェント サービス、および

メディア サービスの間で通信します。 

サイト コレクション レベル

でのオフライン移行 

14004 コントロール サービス、エージェント サービス、および

メディア サービスの間で通信します。 

サイト コレクション レベル

でのオンライン移行および

サイト レベルでのオフライ

ン移行 
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製品 使用ポート 関連プロセス 利用 関連基本機能 

レポート 

ポイント 

14000 (コント

ロール サービス) 

ControlTime

rService.exe 

コントロール サービス、エージェント サービス、およ

びメディア サービスの間で通信します。 

該当なし 

14001(メディア 

サービス) 

MediaServic

e.exe 

コントロール サービス、エージェント サービス、およ

びメディア サービスの間で通信します。 

ディスク容量モニ

ター 

14004 (エージ

ェント サービス) 

SP2010Rep

ortCenter.ex

e 

SP2010RCA

uditor.exe 

コントロール サービス、エージェント サービス、およ

びメディア サービスの間で通信します。 

データの取得、レ

ポートの実行、レ

ポートの表示、監

査ルールの適

用、監査データの

取得 14003 (レポー

ト サービス) 

ReportServi

ce.exe 

コントロール サービス、エージェント サービス、およ

びメディア サービスの間で通信します。 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

コネクタ 

 

 

 

 

 

14000 コントロール サービスとエージェント サー

ビスの間で通信します。 

同期、スケジュール済みの同

期、マッピング、コネクタ スタ

ブへのアクセス 

14004 コントロール サービスとエージェント サー

ビスの間で通信します。 

同期、スケジュール済み同

期、マッピング、コネクタ スタ

ブへのアクセス 

14005 これは、コネクタ プロセスの内部ポートで

す。このポート用の受信ルールを作成し

ない場合、コネクタもうまく実行します。 

同期、スケジュール済み同

期、マッピング、コネクタ スタ

ブへのアクセス 

 

製品 使用ポー

ト 

関連プロセス 利用 関連基本機能 

最小単位バック

アップ & リストア 

14000 ControlTimer

Service.exe 

コントロール サービス、エージェント サービ

ス、およびメディア サービスの間で通信しま

す。 

該当なし 

14001 MediaService

.exe 

コントロール サービス、エージェント サービ

ス、およびメディア サービスの間で通信しま

す。 

最小単位バックアッ

プ、最小単位リストア 

14004 SP2010Granu

larBackup.ex

e 

コントロール サービス、エージェント サービ

ス、およびメディア サービスの間で通信しま

す。 

最小単位バックアッ

プ、最小単位リストア 
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製品 使用ポー

ト 

関連プロセス 利用 関連基本機能 

SP2010Granu

larRestore.ex

e 

 

製品 使用

ポート 

利用 関連基本機能 

展開マネ

ージャー 

1400

0 

コントロール サービスとエージェント サービスの間で通

信します。 

オンライン展開マネージャー ジョブ、オフラ

イン展開マネージャー ジョブ 

1400

1 

コントロール サービス、エージェント サービス、およびメ

ディア サービスの間で通信します。 

[移動先環境をバックアップする] チェック

ボックスをオンにした展開マネージャージョ

ブ、ソリューション ストア 

1400

2 

メディア サービスとエージェント サービスの間のデータを

転送します。 

[移動先環境をバックアップする] チェック

ボックスをオンにした展開マネージャージョ

ブ、ソリューション ストア 

1400

4 

コントロール サービスとエージェント サービスの間で通

信します。 

オンライン展開マネージャー ジョブ、オフラ

イン展開マネージャー ジョブ 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

コンテンツ マネージ

ャー 

14000 コントロール サービスと通信し

ます。 

コンテンツ マネージャー プランを作成して実行

します。 

14001/ 

14002 

エージェント サービスと通信し

ます。 

[移動先環境をバックアップする] オプションを

選択するとコンテンツ マネージャー ジョブを実

行し、移動元と移動先をロール バックします。 

14004 エージェント サービスと通信し

ます。 

コンテンツ マネージャー ジョブを実行します。 

 

 

製品 使用ポート 関連プロセス 利用 関連基本機能 

レプリケ

ーター 

14000 (コントロ

ール サービス) 

ControlTimerServi

ce.exe 

コントロール サービスとエージェン

ト サービスの間で通信します。 

オンライン レプリケーター 

ジョブ、オフライン レプリケ

ーター ジョブ、単方向プ

ル、リアルタイム レプリケー

ター ジョブ 

14004 (エージェ

ント サービス) 

SP2010Replicator

Offline.exe 

SP2010ReplicatorP
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製品 使用ポート 関連プロセス 利用 関連基本機能 

rimary.exe 

SP2011Replicator

Secondary.exe 

SP2012ReplicatorL

istener.exe 

SP2010GranularBa

ckup.exe 

14002 (メディア 

サービス) 

MediaService.exe コントロール サービス、エージェン

ト サービス、およびメディア サービ

スの間で通信します。 

レプリケーション オプション

を有効にする前に、バック

アップがあるレプリケーター 

ジョブを実行します。 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

アーカイバ 14000 コントロール サービス、エージェント サービス、およびメデ

ィア サービスの間で通信します。 

アーカイバ ジョブ、アーカイバ リ

ストア ジョブ 14001 

14002 

14004 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

Exchange パブリック 

フォルダ移行 

14000 と 

14004 

マネージャーとエージェントの

間で通信します。 

 

 

 

オンライン移行を使用して移行元データを 

SharePoint に移行します。 

eRoom 移行 14000 と 

14004 

オンライン移行・オフライン移行を使用して移行

元データを SharePoint に移行します。 

Livelink 移行 14000 と 

14004 

オンライン移行を使用して移行元データを 

SharePoint に移行します。オフライン移行を

使用して移行元データを SharePoint に移

行します。 

ファイル システム移行 14000 と 

14004 

オンライン移行を使用して移行元データを 

SharePoint に移行します。 

Lotus Notes 移行 14000 と 

14004 

オンライン移行・オフライン移行を使用して移行

元データを SharePoint に移行します。 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

ストレージ マネージャー 

 

14000 コントロール サービスとエージェント サービス

の間で通信します。 

リアルタイム ストレージ マネージャ

ー ルールの適用、スケジュール ス
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製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

 

 

 

 

ストレージ マネージャー  

トレージ マネージャー ルールの適

用、ストレージ マネージャー スタ

ブへのアクセス、スタブの実体化、

孤立した BLOB の整理 

14004 コントロール サービスとエージェント サービス

の間で通信します。 

リアルタイム ストレージ マネージャ

ー ルールの適用、スケジュール ス

トレージ マネージャー ルールの適

用、ストレージ マネージャー スタ

ブへのアクセス、スタブの実体化、

孤立した BLOB の整理 

 

製品 使用ポート 利用 関連基本機能 

管理センター 14000 コントロール サービスとエージェント サービスの間で通信します。 アクセス許可の付与、サ

イト コレクションの作成 

14004 コントロール サービスとエージェント サービスの間で通信します。 ユーザー権限のクローン

作成、AD 削除済みア

カウントの整理 

ローカル ポート 14005 および 14006 以外のポートについてはすべて、該当マシン上にインストールされたファイアウォール 

ソフトウェアを経由してアクセスできるよう設定する必要があります。 

*注意: 同じサーバー上に複数の DocAve サービスがインストールされている場合、すべての必要なポートを該当サーバ

ー上で有効化しておく必要があります。 

例えば DocAve をインストールしたサーバー上で Windows ファイアウォール を有効にする場合、該当のサーバーの 

受信ルール で 14000、14001、14002、14003、14004 ポートを許可しておく必要があります。 

*注意: ポート番号は、お使いの環境内での DocAve 6 インストール時の設定により異なる場合があります。この例では

既定ポートが使用されています。 

DocAve 6 タイマ サービス がインストールされたサーバーへのアクセス 

1. [スタート] > [管理ツール] > [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] の順に移動します。 

2. [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] 配下の [受信の規則] を右クリックし、[新しい規

則] をクリックします。 

3. [規則の種類] 画面で ポート を選択し、[次へ] をクリックします。 
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4. [プロトコルおよびポート] 画面で TCP を選択し、[特定のローカル ポート] オプションを選択します。テキスト ボ

ックスに [14000] と入力して [次へ] をクリックします。 

5. [操作] 画面で [接続を許可する] を選択して [次へ] をクリックします。 

6. [プロファイル] 画面で、3 つのオプションをすべて選択したままの状態で [次へ] をクリックします。 

7. [名前] 画面で、作成する受信ルールの名前と説明 (必須ではありません) を入力します。 

8. [完了] をクリックすると、受信ルールが作成されます。  

9. DocAve がインストールされており、かつ Windows ファイアウォール が有効化されたサーバーすべてで同じ手

順を繰り返します。 

DocAve マネージャー システムの要件 

DocAve マネージャーには 、コントロール サービス、メディア サービス、レポート サービスの 3 つのサービスが含まれます。こ

れらはお使いの DocAve エージェントと同じサーバー上で実行することも可能ですが、複数のサーバー間で分けて使用す

ることもできます。DocAve マネージャー サービスの詳細については、このガイドの DocAve マネージャーのインストール セ

クションをご参照ください。 

DocAve マネージャーおよび DocAve エージェントを同一サーバー上にインストールする形については、推奨しておりませ

ん。最適なパフォーマンスを保つため、マネージャーのサービスは複数のサーバー間でインストールし、エージェント サーバー

上には必要なエージェントのみをインストールしてください。 

各 DocAve マネージャー サービス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。 

 コントロール サービス インストールのシステム要件 

 メディア サービス インストールのシステム要件  

 レポート サービス インストールのシステム要件  

 

*注意: すべてのマネージャー サービスを同じサーバー上にインストールする場合、コントロール サービス インストールのシス

テム要件 セクションに指定したすべてのシステム要件を満たす必要があります。また、必須の物理メモリは 1.5 GB です。

推奨物理メモリは 2 GB です。空きディスク容量は 1GB 以上である必要があります。 
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コントロール サービス インストールのシステム要件 

 

ルール 要件 

オペレーション システム エディション:  

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 R2  

サーバー コア 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

 

合計物理メモリ 必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework    

バージョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上   

(.NET Framework 4.0 を除く) 

.NET Framework 機能 WCF アクティブ化、HTTP アクティブ化、および

非 HTTP アクティブ化を含む Windows の機

能がインストールされている必要あり 

Net.Tcp ポート共有   

サービス 

Net.Tcp ポート共有サービスを開始 

Windows プロセス     

アクティブ化サービス 

 Windows プロセス アクティブ化サー

ビスを開始 

 プロセス モデル、.NET 環境、および

構成 API がインストールされている必

要あり 

World Wide Web 発行

サービス 

World Wide Web 発行サービスの開始 
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ルール 要件 

Web サーバー (IIS) の 

役割 

インストール済み Windows 機能:  

 Web サーバー 

 HTTP 基本機能 (静的コンテンツ、

既定ドキュメント)  

 アプリケーション開発 

(ASP.NET、.NET 拡張性、ISAPI 

拡張、ISAPI フィルター) 

 管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 

6 管理互換性、IIS 6 メタベース互

換性) 

*注意: IIS 管理コンソールは 

Windows Server 2008 R2 サー

バー コア環境で必須ではありません。 

PowerShell バージョン PowerShell 2.0 以上 

オペレーション システム エディション:  

Windows Server 2003  

Windows Server 2003 R2 

Windows XP 

 

 

合計物理メモリ  必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.Net Framework    

バージョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上 

(.NET Framework 4.0 を除く) 

Net.Tcp ポート共有   

サービス 

Net.Tcp ポート共有サービスの開始 

World Wide Web 発行

サービス 

World Wide Web 発行サービスの開始 

ASP.NET ASP .Net 2.0.50727 以上 
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ルール 要件 

アプリケーション サーバー  ネットワーク COM+ アクセスが有効化

済み 

 インターネット インフォメーション サービ

ス (IIS) の開始 

以下のインストール済み機能を含む:  

o 共通ファイル  

o IIS マネージャー 

o World Wide Web     

サービス 

IIS サービス IIS 管理サービスの開始 

IIS バージョンは 6 以上 

HTTP SSL HTTP SSL サービスの開始 

PowerShell バージョン PowerShell 2.0 以上 

 

必要なアプリケーション プール設定 

既存のアプリケーション プールを使用するか、新しいアプリケーション プールを作成するかに関係なく、以下のアプリケーション 

プール設定は DocAve コントロール サービス インストールで必要となります。  

 新しいアプリケーション プールを作成する場合、DocAve では必要な設定が自動的に構成されます。 

 既存のアプリケーション プールを使用する場合、アプリケーション プールを以下のように構成する必要があります:  

 

IIS バージョン IIS 設定 値 注意 

IIS7 

[詳細設定] > [全体設定] 

> [.NET Framework バー

ジョン] 

v2.0 / v4.0 管理なしコード はサポートされていません。  

[詳細設定] > [全体設定] 

> [32 ビット アプリケーション

の有効化] 

False DocAve では 64 ビットのサード パーティ 

dll をいくつか読み込む必要があるため、 

False が必要です。 
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IIS バージョン IIS 設定 値 注意 

[詳細設定] > [全体設定] 

> [マネージ パイプライン モー

ド] 

統合 / クラシック クラシックと .NET Framework v4.0  

との併用はサポートされていません。 

[プロセス モデル] > [ユーザー 

プロファイルの読み込み] 

True True は DocAve SSO で必要となり、

False はサポートされていません。 

[詳細設定] > [全体設定] 

> [自動的に開始] 

True / False 値を False に設定するとアプリケーション プ

ールを手動で起動する必要があるため、

True への設定を強く推奨します。 

 

必要なアプリケーション プールのアカウント権限 

既存の IIS Web サイトの接続、または新しい IIS Web サイトの作成に使用するアプリケーション プール アカウントは、

次の ローカル システム権限 を持つ必要があります。指定したアプリケーション プール アカウントには、DocAve マネージャ

ーのインストール中に次のグループおよびフォルダへのフル コントロール権限が自動的に付与されます。 

次のローカル グループのメンバー:  

 IIS_WPG (for IIS 6.0) 、または  

 IIS_IUSRS (for IIS 7.0) 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 に対するフル コントロール 

 DocAve マネージャー フォルダに対するフル コントロール  

 Performance Monitor Users グループのメンバー:  

 DocAve 証明書の秘密キーに対するフル コントロール 

 C:\WINDOWS\Temp (only for Windows 2003 environment) に対するフル コントロール (または

読み込み、書き込み、変更、削除) 

ローカル管理者グループにアプリケーション プール アカウントを追加して必要な権限を追加することもできます。 
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メディア サービス インストールのシステム要件 

ルール 要件 

オペレーション システム エディション:  

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 R2 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 R2  

サーバー コア 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

合計物理メモリ 必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework     

バージョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上  

(.NET Framework 4.0 を除く) 

.NET Framework 機能 

(Windows Server 

2008、Windows 

Server 2008 R2、

Windows 7 環境のみ) 

WCF アクティブ化、HTTP アクティブ化、およ

び非 HTTP アクティブ化を含む Windows 

の機能がインストールされている必要あり 

Net.Tcp ポート共有サービス Net.Tcp ポート共有サービスの開始 

PowerShell バージョン PowerShell 2.0 以上 

 

レポート サービス インストールのシステム要件 

ルール 要件 

オペレーション システム エディション:  

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 R2 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 R2  

サーバー コア 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

合計物理メモリ 必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework     

バージョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上  

(.NET Framework 4.0 を除く) 

.NET Framework 機能 

(Windows Server 

2008、 

Windows Server 2008 

R2、 

Windows 7 環境のみで) 

WCF アクティブ化、HTTP アクティブ化、およ

び非 HTTP アクティブ化を含む Windows 

の機能がインストールされている必要あり 

Net.Tcp ポート共有サービス Net.Tcp ポート共有サービスの開始 

PowerShell バージョン PowerShell 2.0 以上 
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DocAve エージェントのシステム要件 

DocAve エージェントは、DocAve エージェント サービスを保持しています。また DocAve エージェントは DocAve マネ

ージャーのコントロール サービスから取得するコマンドに従って SharePoint と通信します。複数のエージェントのセットアッ

プにより、複数のファームが存在する別のファームに異なるアカウントを指定することによって、冗長性と大規模環境向けの

スケーラビリティを提供します。DocAve エージェントは、マシンの役割や使用する DocAve モジュールおよび機能に応じ

て、異なるマシン上にインストールすることが可能です。DocAve エージェントをインストールする場所の詳細については、付

録 A をご参照ください。 

 

エージェント サービス インストールのシステム要件 

ルール 要件 

オペレーション システム エディション:  

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 R2 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 

Windows Server 2008 R2  

サーバー コア 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

 

合計物理メモリ 必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework      

バージョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上  

(.NET Framework 4.0 を除く) 

.NET Framework 機能 

(Windows Server 

2008、Windows 

Server 2008 R2、

Windows 7 環境のみ

で) 

HTTP アクティブ化および非 HTTP アクティブ

化を含む Windows の機能がインストール済

み 

Net.Tcp ポート共有   

サービス 

Net.Tcp ポート共有サービスを開始 

PowerShell バージョン PowerShell 2.0 以上 

 

DocAve エージェントの SharePoint 環境要件 

DocAve 6 エージェント 

 Microsoft SharePoint Server 2010 RTM 

 Microsoft SharePoint Foundation 2010 RTM 

 Microsoft SharePoint Server 2010 with SP1 
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 Microsoft SharePoint Foundation 2010 with SP1 

*注意: SharePoint オール イン ワン インストールでは、1 台のコンピューターに SQL サーバーを含むすべてをインストー

ルします。built-in SQL Server 2008 Express データベースを使用する SharePoint スタンドアロンのインストールを

使用する場合、ローカル ユーザーが特定の SharePoint コンポーネントを管理するために使用される可能性があるため、

定義済みネットワーク サービス アカウントをアプリケーション プール セキュリティ アカウントとして使用する Web アプリケーシ

ョンはサポートされていません。 

 

DocAve マネージャー サービスおよび DocAve エージェント サービスの概要 

DocAve マネージャー サービスおよび DocAve エージェント サービスを含むすべてのサービスがインストールされると、

DocAve プラットフォームを通じて SharePoint データを管理することができるようになります。 

コントロール サービスが DocAve マネージャー GUI からの要求を受信すると、SharePoint からデータを取得するエージ

ェント サービスへ要求を送信します。エージェント サービスでは、SharePoint データを DocAve のみが識別可能な形式

に統一してメディア サービスに転送し、指定した場所に移動します。またエージェント サービスは SharePoint へデータを

転送、リストアする際にメディア サービスを通じてデータを取得します。レポートサービスではこれらすべてのアクションが記録

され、DocAve でレポートを生成する際に使用されます。 

DocAve コントロール サービスおよび DocAve エージェント サービスは DocAve 全製品で必要となります。  

DocAve メディア サービスは以下の DocAve 製品で必要となります:  

 最小単位バックアップ & リストア 

 プラットフォーム バックアップ ＆ リストア 

 アーカイバ 

 展開マネージャー 

 レプリケーター 

 リーガル ホールド 

 アップグレード & 移行 

DocAve レポート サービスは DocAve レポート ポイントのみで必要となります。DocAve レポート ポイントを使用しない

場合、DocAve レポート サービスのインストールは必要ありません。  
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DocAve 環境の推奨構成 

以下の表では、適切な DocAve 環境を構成するための条件を表示します。 

適切な DocAve 環境の構成に必要な追加条件については以下の表をご参照ください。  

要件  理由 必須の有無 

マネージャーのインストール 構成アップグレードの基礎 ○ 

各 DocAve 6 SP1 エージェント ホスト

へのエージェントのインストール 

全ファーム アップグレードの基礎 ○ 

各 DocAve 6 SP1 メディアへの    

メディアのインストール 

全ファーム アップグレードの基礎 ○ 

マネージャーによるエージェント モニター

上でのエージェント表示 

マネージャー / エージェント間の通信テスト ○ 

マネージャーがマネージャー モニターに  

メディア サービスを表示する 

マネージャー / メディア 間の通信テスト ○ 

バックアップおよびストレージ マネージャー

でのツリーの読み込み 

DocAve エージェント アカウントと SharePoint 間の   

通信およびアクセス権のテスト 

○ 

特定フィルター上での物理デバイス作成 マネージャーとストレージ レイアウト間の通信テスト 推奨 

サンプル Web アプリケーションの    

バックアップ実行 

マネージャーと NetApp ソフトウェア間の通信テスト 推奨 

メディア上での特定のフィルター用   

物理 LUN デバイスの作成 

メディアとストレージ レイアウト間の通信テスト 推奨 

各エージェント上にインストールされる 

RBS 

各エージェント上で RBS ランタイムのインストールを確認 推奨 

サンプル コンテンツ データベース上での 

RBS テスト 

エージェントとストレージ レイアウト間の通信テスト 推奨 
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DocAve 6 のインストール 

インストール ウィザードでは、本インストール手順の概要を説明します。以下の手順に従い、お使いの環境で DocAve を

起動・実行してください。インストールを正常に完了するには、ローカル管理者がインストール ウィザードを実行する必要が

あります。  

次の手順に従って DocAve をインストールしてください。  

1. マネージャー インストール ウィザードを使用して DocAve マネージャーをインストールします。 

2. エージェント インストール ウィザードを使用して DocAve エージェントをインストールします。 

3. DocAve にログインし、マネージャー とエージェントが正しく互いに通信できるかを確認します。 

 

DocAve マネージャー 

DocAve マネージャー インストールを開始する前に、システム要件を満たしていることを確認してください。詳細については、

このガイドの コントロール サービス インストールのシステム要件、メディア サービス インストールのシステム要件 および レポ

ート サービス インストールのシステム要件 セクションをご参照ください。 

*注意: Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2 を実行しているサーバー上にマネージャー インス

トール ウィザードを実行する場合、ルールのスキャン中に Windows コンポーネントの追加または削除処理が実行されて

いないことを確認してください。実行されている場合、スキャン結果に影響を与える可能性があります。 

*注意: Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows 7 を実行しているサーバー上にマ

ネージャー インストール ウィザードを実行する場合、ルールのスキャン中にサーバー マネージャーによる Windows 機能の

追加または削除処理が実行されていないことを確認してください。実行されている場合、スキャン結果に影響を与える可能

性があります。 

 

DocAve マネージャーのインストール 

一般的な環境での DocAve マネージャーのインストール 

DocAve マネージャーは、以下の環境でインストールを実行することができます。 
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 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 

DocAve マネージャーをインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. マネージャー パッケージをダウンロードします。http://www.avepoint.co.jp/download/ からデモ バージョ

ンを要求するか、AvePoint 担当へお問い合わせください。 

2. パッケージを解凍し、 DocAve マネージャー ディレクトリを開いて [Setup.exe] ファイルをダブルクリックします。 

3. [ようこそ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。 

4. 表示されているフィールドに名前と会社を入力しして [次へ] をクリックします。 

5. DocAve ソフトウェア ライセンス契約をよく確認してください。契約内容の確認後、[ソフトウェア ライセンス契約

の条項に同意します]  チェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。 

6. [参照] ボタンをクリックしてマネージャーのインストール場所を選択します。既定では、インストール場所は 

C:\Program Files\AvePoint に設定されています。[次へ] をクリックします。 

7. インストールする DocAve マネージャー サービスを選択します。インストール方法は [すべて] または [詳細設

定] の 2 つから選択できます。 

 すべて – すべてのサービスが同一マシン上にインストールされます。 

 詳細設定 –該当のチェックボックスをオンにすることで、インストールするサービスを選択できます。インスト

ールできるアクションは以下の 3 つです。 

o コントロール サービス – DocAve 上のすべての操作を管理し、Web ベースの DocAve プ

ラットフォームを実行するなど、ソフトウェアを制御することができます。エージェントはすべてコント

http://www.avepoint.co.jp/download/
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ロール サービスを介してマネージャーと通信するため、すべてのエージェント マシンがコントロール 

サービスをインストールするマシンにアクセスできる必要があります。このサービスは、冗長性を確

保するためにサーバー クラスタ上で実行することができます。これにより、万一コントロール サー

ビスが使用不可能な状態に陥っても、クラスタ内のスタンバイ サービスを有効化することができ

るようになります。詳細については、本ガイド内の DocAve コントロール サービスの冗長化 セ

クションをご参照ください。 

o メディア サービス – 保持ルールの管理およびバックアップ ジョブ データの管理などのアシスタン

ト ジョブを実行します。このサービスは複数のマシン上にインストールすることができます。メディ

ア サービスを使用すると、冗長環境の実現とデータ ストレージへのアクセスの分散が可能にな

ります。 

o レポート サービス – すべての SharePoint データ コレクションを管理し、SharePoint アクテ

ィビティを監視することで、コントロール サービスへデータを送って処理することが可能になります。

このサービスは関連 SQL データベースおよび SQL Report Services 上で構成する必要

があります。レポート サービスは DocAve レポート ポイント モジュールを使用する際に必要と

なります。  

*注意: DocAve レポート サービスは複数のサーバー上にインストールできるため、負荷分散

も実現できますが、すべてのレポート サービスで同じレポート データベースおよび監査データベ

ースを共有する必要があります。 

[次へ] をクリックします。 

8. すべてのルールが要件を満たしていることを確認するため、環境内の簡単なプレスキャンが実行されます。各ルー

ルの状態は [状態] 列に一覧表示されます。状態のハイパーリンクをクリックすると、スキャン結果に関する詳細

情報がポップアップ ウィンドウに一覧表示されます。[詳細] をクリックすると、要件の詳細情報をすべて表示する

ことができます。 

プレスキャンに失敗したルールがある場合、お使いの環境を更新して要件を満たしてから、[再スキャン] ボタンをク

リックしてお使いの環境を再確認します。すべてのルールが合格した後、[次へ] をクリックします。  

9. コントロール サービス構成を設定します:  

 コントロール サービス ホスト – 現在のマシンのホスト名または IP アドレスを指定します。コントロール サ

ービスは内部の構成データ、ユーザー アクセス制御、スケジュール、ジョブ モニターなどを管理します。 
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 IIS Web サイト設定 – コントロール サービスの IIS Web サイト設定を構成します。既存の IIS 

Web サイトを使用するか、新しい IIS Web サイトを作成するかを選択することができます。IIS Web 

サイトは DocAve マネージャーへアクセスする際に使用されます。 

o 既存の IIS Web サイトを使用する – ドロップダウン リストから既存の IIS Web サイトを

選択します。必要に応じて DocAve コントロール サービスへのアクセスに使用した Web サ

イト ポート を調整することができます。 

o 新しい IIS Web サイトを作成する – Web サイト名を入力して、コントロール サービス用

の新しい IIS Web サイトを作成します。DocAve コントロール サービスへのアクセスに使用

した既定 Web サイト ポート番号 は 14000 です。既知のポートと競合しない限り、ポート

番号を変更する必要はありません。 

o Web サイト ポート – コントロール サービスの通信ポートです。既定のポート番号は 

14000 です。 

 アプリケーション プール設定 – 該当の Web サイトの IIS アプリケーション プール設定を構成します。こ

こでは、既存のアプリケーション プールを使用するか、新しいアプリケーション プールを作成するかを選択

できます。アプリケーション プールは該当の Web サイトに送信された要求を処理するために使用されま

す。 

次の設定が構成できます:  

o 既存のアプリケーション プールを使用する (推奨しません) – ドロップダウン リストから既存

のアプリケーション プールを選択します。既存のアプリケーション プールを選択すると、アプリケー

ション プールのアカウント設定が灰色に表示され、変更できなくなります。 

o 新しいアプリケーション プールを作成する –アプリケーション プール名とアプリケーション プール

のアカウント設定を入力して、新しい IIS アプリケーション プールを作成します。 

 

[次へ] をクリックして、コントロール サービスのデータベース設定の構成を続行します。 

10. データベース タイプのドロップダウン メニューから MS SQL または Built-in データベース を選択し、データベー

スを構成します。 

 MS SQL データベースを選択する場合、次の情報を構成する必要があります:  

o データベース サーバー – MS SQL の名前です。 
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o コントロール サービス データベース名 – コントロール サービスのデータベース名を入力します。

データベースが存在しない場合、指定の MS SQL サーバーで構成されます。 

o データベース証明書 – このコントロール サービス データベースの証明書を選択します。 

 Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によって認識

される場合、この方法を使用します。指定したアカウントは、コントロール サービス デ

ータベースを作成する場所となる SQL サーバー マシンにアクセスする権限を持って

いる必要があります。 

 SQL 認証 – 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユ

ーザー ID を認識します。指定したアカウントは、既存の DocAve 6 コントロール 

データベースのデータベース所有者、または新しく作成された DocAve 6 コントロー

ル データベースのデータベース作成者としての権限を持っている必要があります 

o パスフレーズ設定 – DocAve マネージャーのデータを保護するために使用するパスフレーズを

入力します。 

o 詳細データベース設定 – SQL サーバーのデータベース ミラーリングと併用するフェールオーバ

ー SQL サーバーおよび DocAve コントロール データベースを関連付けます。 

 Built-in データベースの場合、DocAve マネージャーのデータを保護するために使用するパスフレーズ

をパスフレーズ設定テキスト ボックスに入力します。 

*注意: Built-in データベースはオール イン ワン インストールのみをサポートします。マネージャー イン

ストールが完了すると、[変更] 機能が使用できなくなります。 

[次へ] をクリックします。 

11. データ管理のメディア サービス構成を設定します。 

 メディア サービス ホスト – 現在のマシンのホスト名または IP アドレスを指定します。メディア サービスは

バックアップ ジョブのデータ (データ保護からのジョブ メタデータおよびバックアップ インデックスなど) を管

理します。 

 メディア サービス ポート – 他の DocAve サービスと通信する際に使用します。既定のポート番号は 

14001 です。 

 メディア サービス データ ポート – DocAve とストレージ デバイス間でデータを転送します。既定のポー

ト番号は 14002 です。 



 25 

 

DocAve 6 インストール ガイド 

 

 コントロール サービス ホスト – コントロール サービスがインストールされたマシンのホスト名または IP アド

レスです。 

 コントロール サービス ポート – 上記で入力したコントロール サービスのポート番号です。  

*注意: コントロール サービス ホストおよびコントロール サービス ポートが正しく機能するために、すべての 

DocAve マネージャー サービス間で一致する必要があります。 

[次へ] をクリックします。 

12. レポート サービス構成を設定します。 

 レポート サービス ホスト – レポート サービスをインストールしたマシンのホスト名または IP アドレスです。 

 レポート サービス ポート – レポート サービスのポート番号です。既定のポート番号は 14003 です。 

 コントロール サービス ホスト – コントロール サービスをインストールしたマシンのホスト名または IP アドレ

スです。 

 コントロール サービス ポート – 上記で入力したコントロール サービスのポート番号です。  

*注意: コントロール サービス ホストおよびコントロール サービス ポートは、すべての DocAve マネージャー サー

ビス間で同じものを指定する必要があります。 

[次へ] をクリックして、レポート サービスのデータベース設定の構成を続行します。 

13. レポート サービス データベースについては、以前のデータベース設定を使用するか、自分でデータベース設定を構

成するかを選択することができます:  

 以前のデータベース設定を使用する – コントロール データベース用に以前作成したデータベース設定

をレポート データベースに適用します。 

レポート サービス用のみのデータベースを設定するには、次の情報を構成する必要があります。 

 ドロップダウン リストからデータベース タイプを選択すると、 MS SQL のみを選択することができるように

なります。 

o データベース サーバー – MS SQL サーバーの名前です。 

o レポート サービス データベース名 – レポート サービスのデータベース名を入力します。データベ

ースが存在しない場合は、指定の MS SQL サーバーで構成されます。 

o データベース証明書 – このレポート サービス データベースに使用する証明書を選択します。 
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 Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID を Windows で認識する

際にこの方法を使用します。指定したアカウントはレポート サービス データベースを

作成する SQL サーバー マシンにアクセスする権限を持っている必要があります。 

 SQL 認証–指定したアカウントおよびパスワードを元に SQL サーバーがユーザー 

ID を認識します。指定したアカウントは、既存の DocAve 6 レポート サービス デ

ータベースのデータベース所有者、または新しく作成された DocAve 6 レポート サ

ービス データベースのデータベース作成者権限を持っている必要があります。 

o 詳細データベース設定 – SQL サーバーのデータベース ミラーリングと併用する特定のフェール

オーバー SQL サーバーと DocAve レポート データベースを関連付けます。 

[次へ] をクリックして、レポート サービスの監査データベース設定の構成を続行します。 

14. 監査データベースについては、以前のデータベース設定を使用するか、自分でデータベース設定を構成するかを

選択することができます。 

 以前のデータベース設定を使用する – このオプションを選択すると、以前のデータベースの設定が監

査データベースに使用されます。   

レポート サービス用のみの監査データベースを設定するには、次の情報を構成する必要があります。 

 ドロップダウン リストからデータベース タイプを選択すると、 MS SQL のみを選択することができるように

なります。 

o データベース サーバー – MS SQL サーバーの名前です。 

*注意: DocAve 監査データベースは、SharePoint データベースを保存する SQL サーバ

ー以外の別の SQL サーバー上に作成することをお勧めします。DocAve コンプライアンス レ

ポートは SharePoint 監査データベースからデータを取得し、DocAve 監査データベースに

保存するため、DocAve 監査データベースと SharePoint データベースを同じ SQL サーバ

ー上に作成すると、SharePoint の監査データが増えるにつれて SQL サーバー マシンのディ

スク容量の多くを消費します。これにより SQL サーバーおよび SharePoint 両方のパフォー

マンスが低下します。 

o 監査データベース名 –監査データベースのデータベース名を入力します。データベースが存在し

ない場合は、指定の MS SQL サーバーで構成されます。 

o データベース証明書 – この監査データベースに使用する証明書を選択します。  
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 Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID を Windows で認識する

際にこの方法を使用します。指定したアカウントはレポート サービス データベースを

作成する SQL サーバー マシンにアクセスする権限を持っている必要があります。 

 SQL 認証–指定したアカウントおよびパスワードを元に SQL サーバーがユーザー 

ID を認識します。指定したアカウントは、既存の DocAve 6 監査データベースの

データベース所有者、または新しく作成された DocAve 6 監査データベースのデー

タベース作成者権限を持っている必要があります。 

o 詳細データベース設定 – SQL サーバーのデータベース ミラーリングと併用する特定のフェール

オーバー SQL サーバーと DocAve 監査データベースを関連付けます。 

[次へ] をクリックします。 

15. 詳細構成を設定します。 

 SSL 証明書 – 情報の暗号化および DocAve 認証の方法を指定します:  

o Build-in 証明書 – DocAve によって提供された証明書を使用します。その他の構成は必

要ありません。 

o ユーザー定義証明書 – このオプションを有効にすると、ローカル マシンから証明書を選択する

ことができます。以下に表示される選択肢から 1 つを選択します:  

 確認なし – 証明書が有効かどうかを確認しません。すべての証明書が表示されま

す。 

 オフライン – 現在のマシンのキャッシュをチェックし、証明書が有効かどうかを確認し

ます。 

 オンライン – 現在のマシンの証明書認証サーバーを使用して、証明書が有効かど

うかを確認します。 

[次へ] をクリックします。 

16. [DocAve マネージャー インストール準備完了] ページに、前の手順に構成した情報がすべて一覧表示されま

す。情報に問題が無ければ、[インストール] をクリックしてインストールを開始します。[戻る] をクリックすると、前

の設定に戻って変更できます。[キャンセル] をクリックすると、すべての構成を破棄してインストール ウィザードを終

了します。 
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17. マネージャー インストールが完了すると、インストール完了ページ上に指定したマネージャー パスフレーズが表示さ

れます。エージェントのインストール時にパスフレーズを入力する必要があるため、パスフレーズは保管してください。 

インストールが完了した後、[完了] をクリックし、インストール ウィザードを終了します。 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア上への DocAve マネージャーのインストール 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境で DocAve マネージャーをインストールするには、以下の手順に従っ

てください。 

1. Windows サーバー コア オペレーション システムを使用しないサーバー上にマネージャー インストールの応答ファ

イルを生成します。 

応答ファイルは、Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境での DocAve マネージャー インストールに

必要な構成情報を提供する XML ファイルです。応答ファイルを生成する DocAve セットアップ マネージャー ウ

ィザードが Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境で実行できないため、必要な応答ファイルを 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境で生成するには、まず DocAve マネージャー システム要件

を満たす Windows 環境で DocAve セットアップ マネージャーを実行する必要があります。詳細については、

DocAve マネージャーのインストール応答ファイルの生成 セクションをご参照ください。 

2. コマンド ライン インターフェイスで、ディレクトリを解凍済み DocAve マネージャー インストール パッケージに変更

します。 

3. マネージャー インストール コマンドと応答ファイル パスを入力し、Enter キーを押して DocAve マネージャー イン

ストール プロセスを開始します。コマンドは次のとおりです。 

Setup.exe Install-DocAveManager “c:\AnswerFileManager.xml” 

4. マネージャー インストールが完了すると、[完了] メッセージがコマンド ライン インターフェイスに表示されます。 

5.  

DocAve コントロール サービスの冗長化 

同一コントロール サービスを使用する複数のサーバー上に DocAve コントロール サービスをインストールすると、DocAve 

コントロール サービスの冗長化を実現することができます。 

 (推奨) DocAve コントロール サービスを同じ Windows ネットワーク負荷分散クラスター内の複数のサーバー

上に DocAve コントロール サービスをインストールすると、Windows オペレーション システムから DocAve コン

トロール サービスを自動的に冗長化することができます。 

o この場合、DocAve コントロール サービスの冗長化を実施する前に、次の要件を満たす必要がありま

す:  
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1. 該当のサーバー上に DocAve コントロール サービスをインストールする場合、各サーバーのホ

スト名または IP アドレスを入力します。 

2. 別の DocAve マネージャー サービスをインストールする場合、ネットワーク負荷分散クラスター

のパブリック IP アドレスを使用します。 

3. ネットワーク負荷分散クラスターのホスト名およびパブリック IP アドレスを使用します。 

 複数のサーバー上に DocAve マネージャー サービスをインストールした場合、DocAve にアクセスするためのコン

トロール サービスにエージェントおよびメディア サービスを登録する必要があります。コントロール サービスが使用で

きない場合は、エージェントおよびメディア サービスを別のコントロール サービスに再登録する必要があります。  

 

*注意: DocAve コントロール サービスの冗長化を実施する場合、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。レポートのエクスポート先が構成されていない場合、

コントロール サービスがインストールされた各サーバーでは、サーバー上にインストールしたコントロール サービスが実行するジ

ョブのログのみを保持します。詳細については、DocAve 6 ジョブ モニターの参照ガイド をご参照ください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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DocAve エージェント 

DocAve エージェント インストールを開始する前に、システム要件を満たしていることを確認してください。詳細については 

エージェント サービス インストールのシステム要件 セクションをご参照ください。 

DocAve エージェントをインストールする前に、DocAve マネージャー サービスが開始していることを確認してください。 

 

DocAve エージェントのインストール 

一般的な環境への DocAve エージェントのインストール 

DocAve エージェントは次の Windows 環境へインストールすることができます。 

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 

DocAve エージェントをインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. エージェント パッケージをダウンロードします。http://www.avepoint.co.jp/download/ からデモ バージョン

を要求するか、AvePoint 担当へお問い合わせください。 

2. パッケージを解凍し、DocAve エージェント ディレクトリに移動して Setup.exe ファイルをダブルクリックします。 

3. [ようこそ] 画面が表示されたら、[次へ] をクリックします。 

4. 表示されているフィールドに名前と会社を入力しして [次へ] をクリックします。 

5. DocAve ソフトウェア ライセンス契約をよく確認してください。契約内容の確認後、[ソフトウェア ライセンス契約

の条項に同意します]  チェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。 

http://www.avepoint.co.jp/download/
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6. [参照] ボタンをクリックしてエージェントのインストール場所を選択します。既定では、インストール場所は 

C:\Program Files\AvePoint に設定されています。[次へ] をクリックします。 

7. すべてのルールが要件を満たしていることを確認するため、環境内の簡単なプレスキャンが実行されます。各ルー

ルの状態は [状態] 列に一覧表示されます。状態のハイパーリンクをクリックすると、スキャン結果に関する詳細

情報がポップアップ ウィンドウに一覧表示されます。[詳細] をクリックすると、要件の詳細情報をすべて表示する

ことができます。 

[詳細] をクリックすると、要件の詳細情報をすべて表示することができます。 

プレスキャンに失敗したルールがある場合、お使いの環境を更新して要件を満してから、[再スキャン] ボタンをクリ

ックしてお使いの環境を再確認します。すべてのルールが合格した後、[次へ] をクリックします。 

8. 通信構成を設定します。 

 DocAve エージェント ホスト – 現在のサーバーのホスト名、IP アドレス、または完全修飾ドメイン名 

(FQDN) を指定します。 

 DocAve エージェント ポート – ここで指定したポートはマネージャーまたは他のエージェントとの通信の

ために使用します。既定のポート番号は 14004 です。 

 コントロール サービス アドレス – コントロール サービスをインストールしたマシンのホスト名または IP アド

レスです。 

 コントロール サービス ポート – コントロール サービスとの通信に使用するポートです。マネージャー構成

の際に入力した情報と同一のものを指定する必要があります。既定のポート番号は 14000 です。 

 SSL 証明書 – 指定した DocAve マネージャーの SSL 証明書を指定します。 

[次へ] をクリックします。  

9. エージェント構成を設定します:  

 エージェント認証 – DocAve マネージャー インストール構成の際に入力したマネージャー パスフレーズ

を指定します。パスフレーズを忘れた場合、[DocAve] > [コントロール パネル] > [全体システム設

定] > [システム オプション] > [セキュリティ設定] の順に移動するとパスフレーズを確認することができ

ます。詳細については DocAve 6 コントロール パネルの参照ガイド をご参照ください。 

 エージェント アカウント – エージェント アクティビティを実行するエージェント アカウントを指定します。各 

DocAve モジュールに必要な権限の詳細については、そのモジュールのユーザー ガイドをご参照ください。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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以下は、DocAve 製品のアカウント権限です:  

ローカル システム権限 

DocAve エージェントのインストール中、指定したエージェント アカウントに対して次のグループおよびフォ

ルダへのフル コントロール権限が付与されます。 

対象は次のグループのメンバーです:  

o IIS_WPG (for IIS6.0)、または IIS_IUSRS (for IIS7) 

o パフォーマンス モニター ユーザー 

o DocAve ユーザー (DocAve 上でグループが自動的に作成され、次の権限を保持します) 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリ

に対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ev

entlog レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール  

 バッチ ジョブとしてのログオン権限 ([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\セキュリティ設定\ローカル ポリシー\ユーザー権利の割り当

て] で確認可能) 

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

SharePoint 権限 

o ファーム管理者グループのメンバー 

o Web アプリケーション用のユーザー ポリシーを通じてすべての Web アプリケーションのすべての

ゾーンへのフル コントロール権限  

o ユーザー プロファイル サービスのアプリケーション権限:  

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

o Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 
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o Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

o Search Service: フル コントロール 

SQL サーバー権限 

o コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理データベースを含む 

SharePoint に関連するすべてのデータベース用の db_owner データベース ロール 

o dbcreator のデータベース ロールおよび SQL サーバーへのセキュリティ 

[次へ] をクリックします。 

10. [DocAve エージェントのインストール準備完了] ページで、入力した情報を確認します。  

11. [インストール] をクリックしてインストールを開始します。[戻る] をクリックすると、前の設定に戻って変更できます。

[キャンセル] をクリックすると、すべての構成を破棄してインストール ウィザードを終了します。 

12. インストール完了後、[完了] をクリックして、インストール ウィザードを終了します。 

 

これで、DocAve のインストールおよび構成が完了しました。インストールの完了後は、バックアップ データを保存するため

に必要な論理および物理デバイスを構成することができます。  

 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア上への DocAve エージェントのインストール 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境で DocAve エージェントをインストールするには、以下の手順に従って

ください。 

1. Windows サーバー コア オペレーション システムを使用しないサーバー上にエージェント インストールの応答ファ

イルを生成します。 

応答ファイルは、Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境での DocAve エージェント インストールに

必要な構成情報を提供する XML ファイルです。応答ファイルを生成する DocAve セットアップ マネージャー ウ

ィザードが Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境で実行できないため、Windows Server 2008 

R2 サーバー コア環境で DocAve エージェントをインストールする必要な応答ファイルを生成するには、まず 

DocAve エージェント システム要件を満たす Windows 環境で DocAve セットアップ マネージャーを実行する

必要があります。詳細については、DocAve エージェントのインストール応答ファイルの生成 セクションをご参照く

ださい。 
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2. コマンド ライン インターフェイスで、ディレクトリを解凍済み DocAve エージェント インストール パッケージに変更し

ます。 

3. エージェント インストール コマンドと応答ファイル パスを入力し、Enter キーを押して DocAve エージェント イン

ストール プロセスを開始します。コマンドは次のとおりです。 

Setup.exe Install-DocAveAgent “c:\AnswerFileAgent.xml” 

4. エージェント インストールが完了すると、[完了] メッセージがコマンド ライン インターフェイスに表示されます。 

 

環境スキャンのスキップ 

DocAve が正常に動作するためには、使用する環境でシステム要件を満たしている必要があります。すべてのシステム要

件を満たしていることが確認できた場合、DocAve マネージャーおよびエージェントのインストールの際に環境のスキャンをス

キップすることが可能です。 

*注意: Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境で DocAve をインストールする場合、環境スキャンをスキップ

することはできません。 

環境スキャンのスキップ: DocAve マネージャー 

DocAve マネージャーで環境のスキャンをスキップするには、以下の詳細に従ってください。 

1.  コマンド ライン インターフェイスで、ディレクトリを Setup.exe ファイルが存在する解凍済み DocAve マネージャ

ー パッケージに変更します。  

2.  環境のスキャンをスキップするには、次のコマンドを入力します。 

 システム情報のスキャンをスキップするには、次のコマンドを入力してマネージャー インストール プログラ

ムを起動します:  

Setup.exe -SkipRuleChecking  

 SQL サーバー バージョンのスキャンをスキップするには、次のコマンドを入力してマネージャー インストー

ル プログラムを起動します:  

Setup.exe -SkipSQLChecking  

 システム情報および SQL サーバー バージョンのスキャンをスキップするには、次のコマンドを入力してマ

ネージャー インストール プログラムを起動します:  

Setup.exe -SkipRuleChecking -SkipSQLChecking  

3.  インストール ルール スキャン手順画面で、各要件のスキャン状態がスキップと表示されます。 
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環境スキャンのスキップ: DocAve エージェント 

DocAve エージェントで環境のスキャンをスキップするには、以下の詳細に従ってください。 

1.  コマンド ライン インターフェイスで、ディレクトリを Setup.exe ファイルが存在する解凍済み DocAve エージェン

ト パッケージに変更します。 

2.  システム情報のスキャンをスキップするには、次のコマンドを入力してエージェント インストール プログラムを起動し

ます:  

Setup.exe -SkipRuleChecking 

3.  インストール ルール スキャン手順画面で、各要件のスキャン状態がスキップと表示されます。 

自動インストール – DocAve マネージャー 

DocAve マネージャー自動インストールを開始する前に、システム要件を満たしていることを確認してください。詳細につい

ては、本ユーザーガイド内の DocAve マネージャーのシステム要件 セクションをご参照ください。 

DocAve マネージャーのインストール応答ファイルの生成 

応答ファイルは自動インストールに必要な構成情報を提供する XML ファイルです。自動インストールを実行する前に

DocAve 6 セットアップ マネージャーを使用する場合、応答ファイルを生成する必要があります。 

解凍したマネージャー インストール パッケージ内の …\UnattendedInstall\SetupManager フォルダに移動し、

SetupManager.exe をダブルクリックして実行します。次の手順に従ってください: 

1. [ようこそ] 画面から [次へ] をクリックします。 

2.  [DocAve 6 マネージャーの新規応答ファイルを作成する] を選択します。 

 既存応答ファイルを更新する – このオプションを選択して既存の応答ファイルを再利用します。このオプ

ションを選択すると、パス フィールドが有効になります。応答ファイルのフル パスを入力するか、または 

[参照] をクリックすると応答ファイルを参照します。例 C:\AnswerFile.xml 

*注意: 応答ファイルが編集後に再利用できるように一般的な応答ファイルを作成することをお勧めします。 

[次へ] をクリックします。 

3. DocAve ソフトウェア ライセンス契約をよく確認してください。契約内容の確認後、[ソフトウェア ライセンス契約

の条項に同意します]  チェックボックスをオンにして [次へ] をクリックします。 

4. 表示されているフィールドに名前と会社を入力しして [次へ] をクリックします。 

 

file:///C:/Users/ryosuke.kawasaki/Documents/Usersmarta.hanDesktopDocAve_6_Installation_Guide.docx%23_DocAve_Manager_System


36  

 

DocAve 6 インストール ガイド 

5. 次のオプションを指定してインストール場所を設定します。 

 既定のディレクトリ – DocAve マネージャーを指定した対象サーバー上の既定のインストール場所にイ

ンストールします。既定のインストール場所は …\Program 

Files\AvePoint\DocAve6\Manager です。 

 カスタマイズ ディレクトリ – DocAve マネージャーをインストールする [インストール パス] フィールドに、

インストール先サーバーのパスを入力します。 

o カスタマイズ ディレクトリが無効である場合、既定のディレクトリを使用する – カスタマイズ 

ディレクトリの定義したパスが無効である場合（例: 指定したパスで表示されるドライブが対

象サーバー上に存在しない、など)、このオプションを有効にすることで、DocAve マネージャー

を既定のディレクトリにインストールできます。 

6. インストールする DocAve マネージャー サービスを以下から選択します。 

 コントロール サービス – DocAve 上のすべての操作を管理し、Web ベースの DocAve プラットフォー

ムを実行するなど、ソフトウェアを制御することができます。エージェントはすべてコントロール サービスを介

してマネージャーと通信するため、すべてのエージェント マシンがコントロール サービスをインストールするマ

シンにアクセスできる必要があります。このサービスは、冗長性を確保するためにサーバー クラスタ上で実

行することができます。これにより、万一コントロール サービスが使用不可能な状態に陥っても、クラスタ

内のスタンバイ サービスを有効化することができるようになります。この場合、すべてのエージェントおよび

メディア サービスを新しいコントロール サービスに登録する必要があります。詳細については、本ユーザー

ガイド内の DocAve コントロール サービスの冗長化 セクションをご参照ください。 

 メディア サービス – 保持ルールの管理およびバックアップ ジョブ データの管理などのアシスタント ジョブを

実行します。このサービスは複数のマシン上にインストールすることができます。メディア サービスを使用す

ると、冗長環境の実現とデータ ストレージへのアクセスの分散が可能になります。 

 レポート サービス – すべての SharePoint データ コレクションを管理し、SharePoint アクティビティを

監視することで、コントロール サービスへデータを送って処理することが可能になります。このサービスは関

連 SQL データベースおよび SQL Report Services 上で構成する必要があります。レポート サービ

スは DocAve レポート ポイント モジュールを使用する際に必要となります。 

*注意: DocAve レポート サービスは複数のサーバー上にインストールできるため、負荷分散も実現で

きますが、すべてのレポート サービスは同じレポート データベースおよび監査データベースを共有する必

要があります。 

[次へ] をクリックします。 

file:///C:/Users/ryosuke.kawasaki/Documents/Usersmarta.hanDesktopDocAve_6_Installation_Guide.docx%23_DocAve_Control_Service
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7. コントロール サービス構成を設定します:  

 コントロール サービスの IIS Web サイト設定を構成します。IIS Web サイトは DocAve マネージャ

ーへアクセスする際に使用されます。 

o IIS Web サイト –  IIS Web サイト名を入力し、コントロール サービスの新しい IIS 

Web サイトを作成します。DocAve コントロール サービスへのアクセスに使用する既定の 

Web サイト ポート番号は 14000 です。既知のポートと競合しない限り、ポート番号を変更

する必要はありません。 

o Web サイト ポート – コントロール サービスの通信ポートです。既定のポート番号は 

14000 です。 

 アプリケーション プール設定 – 該当の Web サイトの IIS アプリケーション プール設定を構成します。

アプリケーション プールは該当の Web サイトに送信された要求を処理するために使用されます。 

o アプリケーション プール – 該当の Web サイトのアプリケーション プール名を入力します。  

o アプリケーション プール アカウント – 指定したアプリケーション プールの管理者であるアプリケー

ション プール アカウント、および該当のパスワードを入力します。 

*注意: 既存の IIS Web サイトへの接続や新規 IIS Web サイト作成に使用するアプリケ

ーション プール アカウントは、次の ローカル システム権限 を保持する必要があります:  

次のローカル グループのメンバー:  

 IIS_WPG (for IIS 6.0) または IIS_IUSRS (for IIS 7.0) 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 に対するフ

ル コントロール 

 DocAve マネージャー フォルダに対するフル コントロール  

 パフォーマンス モニター ユーザー グループのメンバー 

 DocAve 証明書の秘密キーに対するフル コントロール 

 C:\WINDOWS\Temp (only for Windows 2003 environment) へのフ

ル コントロール (または読み取り、書き込み、変更、削除) 

必須な権限を満たすために、ローカル管理者グループにアプリケーション プール アカウントを追

加することも可能です。 

[次へ] をクリックします。 
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8. コントロール サービスの関連データを保存するためのデータベースを構成します。 

 データベース タイプ –コントロール サービス用のデータベース サーバーとしてサポート対象となるのは MS 

SQL サーバーのみとなります。 

 データベース サーバー – MS SQL サーバー名を入力します。 

 コントロール サービス データベース名 – コントロール サービスのデータベース名を入力します。データベー

スが存在しない場合、指定の MS SQL サーバーで構成します。 

 データベース証明書 – このコントロール サービス データベースの証明書を選択します。 

o Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によって認識される場

合、この方法を使用します。指定したアカウントは、コントロール サービス データベースを作成

する場所となる SQL サーバー マシンにアクセスする権限を持っている必要があります。 

o SQL 認証 – 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユーザー ID 

を認識します。指定したアカウントは、既存の DocAve 6 コントロール データベースのデータ

ベース所有者、または新しく作成された DocAve 6 コントロール データベースのデータベース

作成者としての権限を持っている必要があります。 

 パスフレーズ設定 – DocAve マネージャーのデータを保護するために使用するパスフレーズを入力しま

す。 

 詳細データベース設定 – SQL サーバーのデータベース ミラーリングと併用するフェールオーバー SQL サ

ーバーおよび DocAve コントロール データベースを関連付けます。 

[次へ] をクリックします。 

9. メディア サービス構成を設定します。 

 メディア サービス ポート – 他の DocAve サービスと通信する際に使用します。既定のポート番号は 

14001 です。 

 メディア サービス データ ポート – DocAve とストレージ デバイス間でデータを転送します。既定のポー

ト番号は 14002 です。 

 指定したポート番号が使用中の場合はランダムな番号を使用する – このオプションを有効にすると、

指定したメディア サービス ポートまたはメディア サービス データ ポートが別のアプリケージョンに使用され

ている場合、DocAve マネージャー インストール プログラムがランダムなポートを生成します。このオプシ

ョンを有効にしない場合は、インストールまでポートは確認されません。 

[次へ] をクリックします。 
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10. レポート サービス構成を設定します。 

 レポート サービス ポート – レポート サービスのポート番号です。既定のポート番号は 14003 です。 

 指定したポート番号が使用中の場合はランダムな番号を使用する – このオプションを有効にすると、

指定したメディア サービス ポートまたはメディア サービス データ ポートが別のアプリケージョンに使用され

ている場合、DocAve マネージャー インストール プログラムがランダムなポートを生成します。このオプシ

ョンを有効にしない場合は、インストールまでポートは確認されません。 

[次へ] をクリックします。 

11. レポート サービス データベースについては、以前のデータベース設定を使用するか、自分でデータベース設定を構

成するかを選択することができます。 

 以前のデータベース設定を使用する – このオプションを選択すると、コントロール データベース用に以

前作成したデータベース設定をレポート データベースに適用します。 

レポート サービス用のみのデータベースを設定する場合、次の情報を構成する必要があります。 

 データベース タイプ – レポート サービス用のデータベース サーバーとしてサポート対象となるのは MS 

SQL サーバーのみとなります。 

 データベース サーバー – MS SQL サーバー名を入力します。 

 レポート サービス データベース名 – レポート サービスのデータベース名を入力します。データベースが存

在しない場合、指定の MS SQL サーバーで構成します。 

 データベース証明書 – このコントロール サービス データベースの証明書を選択します。 

o Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によって認識される場

合、この方法を使用します。指定したアカウントは、レポート サービス データベースを作成する

場所となる SQL サーバー マシンにアクセスする権限を持っている必要があります。 

o SQL 認証 – 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユーザー ID 

を認識します。指定したアカウントは、既存の DocAve 6 レポート サービス データベースのデ

ータベース所有者、または新しく作成された DocAve 6 レポート サービス データベースのデー

タベース作成者としての権限を持っている必要があります。 

 詳細データベース設定 – SQL サーバーのデータベース ミラーリングと併用するフェールオーバー SQL サ

ーバーおよび DocAve レポート データベースを関連付けます。 

[次へ] をクリックします。 
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12. 監査データベースについては、以前のデータベース設定を使用するか、自分でデータベース設定を構成するかを

選択することができます。 

 以前のデータベース設定を使用する – このオプションを選択すると、コントロール データベース用に以

前作成したデータベース設定を監査データベースに適用します。 

レポート サービス用のみの監査データベースを設定するには、次の情報を構成する必要があります。 

 データベース タイプ – レポート サービス用のデータベース サーバーとしてサポート対象となるのは MS 

SQL サーバーのみとなります。 

 データベース サーバー –  MS SQL サーバー名を入力します。 

*注意: DocAve 監査データベースは、SharePoint データベースを保存する SQL サーバー以外の

別の SQL サーバー上に作成することをお勧めします。DocAve 監査コントローラーは SharePoint 

監査データベースからデータを取得し、DocAve 監査データベースに保存するため、DocAve 監査デ

ータベースと SharePoint データベースを同じ SQL サーバー上に作成すると、SharePoint の監査デ

ータが増えるにつれて SQL サーバー マシンのディスク容量の多くを消費します。これにより SQL サーバ

ーおよび SharePoint 両方のパフォーマンスが低下します。 

 監査データベース名 – 監査データベースのデータベース名を入力ます。データベースが存在しない場合、

指定の MS SQL サーバーで構成されます。 

 データベース証明書 – この監査データベースの証明書を選択します。 

o Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によって認識される場

合、この方法を使用します。指定したアカウントは、監査データベースを作成する場所となる 

SQL サーバー マシンにアクセスする権限を持っている必要があります。 

o SQL 認証 – 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユーザー ID 

を認識します。指定したアカウントは、既存の DocAve 6 監査データベースのデータベース所

有者、または新しく作成された DocAve 6 監査データベースのデータベース作成者としての

権限を持っている必要があります。 

 詳細データベース設定 – SQL サーバーのデータベース ミラーリングと併用するフェールオーバー SQL サ

ーバーおよび DocAve 監査データベースを関連付けます。 

13. 必要な情報をすべて構成した後 [保存] をクリックして、応答ファイルを保存するパスを指定します。応答ファイル

をポップアップ ウィンドウ上で編集することも可能です。  
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DocAve マネージャー自動インストールの実行 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポート 

DocAve マネージャー自動インストールを実行する前に、UnattendedInstallation.dll ファイルを Windows 

PowerShell にインポートする必要があります。インポートの方法は以下の 2 通りです。 

 UnattendedInstallation.dll ファイルの手動インポート 

1. 解凍済みマネージャー インストール パッケージが存在するサーバー上で [スタート] をクリックし、

Windows PowerShell を検索します。Windows PowerShell を右クリックし、[管理者として実

行] を選択して実行します。 

2. 現在のディレクトリを解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の 

…\UnattendedInstall\PowerShellModules フォルダに変更します。 

 

3. 次のコマンドを入力し、Enter キーを押して UnattendedInstallation.dll ファイルをインポートし

ます:  

4. Import-

Module …\UnattendedInstall\PowerShellModules\UnattendedInstallation.dll 

 

5. *注意: 上記のスクリーンショットに表示される警告メッセージは、UnattendedInstallation.dll 

ファイル内の Windows PowerShell の命名規則に違反するいくつかの用語が原因で発生するもの

で、ファイルのインポートに影響を与えるものではありません。この手順の後、

UnattendedInstallation.dll ファイルが正常にインポートされます。  

 UnattendedInstallation.dll ファイルの自動インポート 
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1. 解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の 

…\UnattendedInstall\PowerShellModules フォルダに移動します。 

UnattendedInstallationLauncher.bat ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択

して実行します。 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポートの完了後は、以下のセクションで示したコマンドを使用して、お使いの

環境の確認やエージェント インストールの実行、設定の構成などを実行できるようになります。 

DocAve マネージャー自動インストールのコマンドおよびコマンド パラメータ 

環境確認 コマンド 

DocAve マネージャー インストール コマンドを実行する前に Check-ManagerEnvironment コマンドを使用すると、

DocAve マネージャーのインストール対象サーバーが DocAve マネージャーのシステム要件 を満たしているかどうかを確

認することができます。  

*注意: インストール先となるマシンが Windows Server 2008 R2 サーバー コア オペレーション システムを使用してい

る場合、Check-ManagerEnvironment コマンドを使用することはできません。 

例:  

Check-ManagerEnvironment -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -

Password “Ave” -CheckEnvironmentFile “C:\DocAve_Manager\DocAve.dat” -

AnswerFilePath "C:\AnswerFile.xml" 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンの名前または IP 

アドレスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用す

るかのいずれかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル ホス

ト ファイルを介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンへのアクセスに使用

するユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] と

なります。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

file:///C:/Users/marta.han/Desktop/DocAve_6_Installation_Guide.docx%23_Command_Parameters_of
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パラメータ タイプ 説明 

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である

場合直接使用することができます。Username パラメー

タとして \administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場

合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理者] グループ

に追加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメータで指

定したパスへのフル コントロール権限を持っている必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パス

ワードが引用されます。 

-CheckEnvironmentFile 必須 解凍済み DocAve マネージャー インストール パッケージ内に存

在する DocAve.dat ファイルのローカル パスです。 

 

パスはデータ ファイル名まで詳細に指定する必要があります。 

例： C:\DocAve_Manager\ DocAve.dat 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存するローカル パスです 

 

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があります。 

例： C:\AnswerFileManager.xml  

-RemoteTempPath 必須 DocAve マネージャーのインストール先マシンのローカル パスで

す。パスの形式は [C:\temp] となります。 

 

パスは DocAve マネージャーの自動インストール中に生成される

一時ファイルの保存に使用します。自動インストールが完了すると

一時ファイルは削除されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場合、環境確

認ログは指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。生成さ

れるログ ファイルはテキスト ファイルとなります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指定する必要が

あります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成されま
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パラメータ タイプ 説明 

す。  

 

インストール コマンド 

リモートで DocAve マネージャーをインストールする際のコマンドは Install-DAManager です。 

例:  

Install-DAManager -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -Password “Ave” -

PackageFilesFolder "C:\DocAve_Manager" -AnswerFilePath "C:\AnswerFile.xml" -

RemoteTempPath “C:\TempFolder” -ProductType “DocAve” 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンの名前または 

IP アドレスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使

用するかのいずれかの方法で、指定コンピュータの名前がロ

ーカル ホスト ファイルを介して解決されることを確認してくださ

い。 

-Username 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンへのアクセスに

使用するユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン

￥ユーザー] となります。 

 

ここで指定したユーザーの権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者で

ある場合直接使用することができます。

Username パラメータとして \administrator と

入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属してい

る場合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理

者] グループに追加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメータ
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パラメータ タイプ 説明 

で指定したパスへのフル コントロール権限を持っている必要

があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場

合、パスワードが引用されます。 

-PackageFilesFolder 必須 コマンドを実行するマシン上のローカル パスです。ここで指定

したパスの先に解凍済み DocAve マネージャー インストー

ル パッケージ (マネージャー ZIP ファイル) を保存します。パ

スの形式は [C:\package] となります。 

 

パスに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パス

が引用されます。 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存したローカル パスです。 

 

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があります。 

例： C:\AnswerFile.xml 

-RemoteTempPath 必須 DocAve マネージャーのインストール先マシンのローカル パス

です。パスの形式は [C:\temp] となります。 

 

パスは DocAve マネージャーの自動インストール中に生成さ

れる一時ファイルの保存に使用します。自動インストールが

完了すると一時ファイルは削除されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。使用した場合、自動インストール

のログは指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。 

 

このパラメータで指定するパスはログ ファイル名まで詳細に指

定する必要があります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成さ

れます。  

-UseIPv6forCommunication オプション これは、コマンドを実行するマシンと DocAve マネージャーの

インストール先マシン間での通信方法を指定するために使用

するオプション パラメータです。TargetName パラメータに 

IPv6 アドレスが使用される場合、このパラメータを入力する

必要があります。 
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パラメータ タイプ 説明 

*注意: このパラメータを使用する場合、インストール先マシ

ンおよびこのコマンドを実行するマシンで IPv6 がサポートさ

れている必要があります。 

-ProductType 必須 このパラメータはその他の AvePoint 製品からインストール

済みの製品を識別するために使用します。  

 

DocAve 製品をインストールする際、パラメータの値として

DocAve と入力します。 

-ServerCore インストール先が 

Windows 

Server 2008 

R2 サーバー コアで

ある場合必要 

DocAve マネージャーを Windows Server 2008 R2 サ

ーバー コア環境にインストールする場合、このパラメータの値

を true に設定する必要があります。 

 

構成情報コマンドの取得 

Get-DAManagerConfigInfo コマンドを使用すると、DocAve マネージャーの構成情報をリモートで取得することが

できます。自動インストールを使用してリモートでインストールしたマネージャーの構成情報を取得できるだけでなく、インスト

ール ウィザードを使用してローカル環境にインストールしたマネージャーの構成情報を取得することも可能になります。 

以下は Get-DAManagerConfigInfo コマンドの例です:  

Get-DAManagerConfigInfo -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -

Password “Ave” 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンの名前または IP アド

レスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム (DNS) 

クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用するかのいず

れかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル ホスト ファイルを

介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンへのアクセスに使用す

るユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] となり



 47 

 

DocAve 6 インストール ガイド 

 

パラメータ タイプ 説明 

ます。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である場

合直接使用することができます。Username パラメータと

して \administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場合、

ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理者] グループに追

加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメータで指定

したパスへのフル コントロール権限を持っている必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パスワ

ードが引用されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場合、環境確認

ログは指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。生成されるロ

グ ファイルはテキスト ファイルとなります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指定する必要があ

ります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成されます。 

-AnswerFilePath オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用すると、Get-

DAManagerConfigInfo コマンドによって取得する構成情報が

指定したパスに .xml ファイル形式でエクスポートされます。なお、こ

のパラメータでサポートされるのは .xml ファイルのみです。生成し

た .xml ファイルのコンテンツ形式はマネージャー応答ファイルの形式

と同じものになります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ ファイル名まで詳細に指定する

必要があります。 

例： C:\ManagerConfigInfor.xml 

 

指定したパス内では、同一名の .xml ファイルは存在できません。 
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構成情報コマンドの構成  

Config-DAManagerConfigInfo コマンドを使用すると、DocAve マネージャーの構成情報をリモートで編集するこ

とができます。自動インストールを使用してリモートでインストールしたマネージャーの構成情報を編集できるだけでなく、イン

ストール ウィザードを使用してローカル環境にインストールしたマネージャーの構成情報を編集することも可能になります。 

例:  

Config-DAManagerConfigInfo -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -

Password “Ave” -UseControlServiceFailoverDatabse true -

UseWindowsAuthenticationForControlServiceDatabase true -UseReportFailoverDatabase 

false 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンの名

前または IP アドレスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム シ

ステム (DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の

解決技術を使用するかのいずれかの方法で、指定コ

ンピュータの名前がローカル ホスト ファイルを介して解

決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンへのア

クセスに使用するユーザー名です。ユーザー名の形式

は [ドメイン￥ユーザー] となります。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管

理者である場合直接使用することができま

す。Username パラメータとして 

\administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属

している場合、ドメイン ユーザーを対象マシ

ンの [管理者] グループに追加する必要が

あります。 
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パラメータ タイプ 説明 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パ

ラメータで指定したパスへのフル コントロール権限を持

っている必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれてい

る場合、パスワードが引用されます。 

-ControlServiceAddress オプション コントロール サービスのインストール先サーバーのホスト

または IP が変更された場合、このパラメータを使用

するとコントロール サービスのホストまたは IP を新しい

ものに変更します。 

-WebSitePort オプション インストールする DocAve マネージャーで使用する新

しい web サイト ポートです。 

-UseControlServiceFailoverDatabse オプション コントロール データベースに使用するフェールオーバー 

データベース サーバー機能を有効にします。 

 

インストール先マシンのコントロール データベースがフェ

ールオーバー データベース サーバーに関連付けられて

いない場合、このパラメータの値を True に設定する

ことでフェールオーバー データベース サーバーを指定す

ることができます。 

-ControlServiceFailoverDatabse オプション コントロール サービスに関連付けられているフェールオ

ーバー SQL サーバーです。 

-

UseWindowsAuthenticationForContr

olServiceDatabase 

オプション このパラメータを使用すると Windows 認証と SQL 

認証間のコントロール サービスの認証を変更すること

ができます。 

 

インストール先のコントロール サービス データベースで

現在使用されている認証が Windows 認証の場

合、このパラメータの値を False に設定することで認

証を SQL 認証に変更できます。現在の認証が 

SQL 認証の場合、このパラメータの値を False に設

定すると Windows 認証に変更することもできます。 

-ControlDatabaseUsername オプション インストール先マシンのコントロール サービス データベ

ースを認証する新しいアカウントです。 

-ControlDatabasePassword オプション 上記で指定したユーザーのパスワードです。 
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パラメータ タイプ 説明 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれてい

る場合、パスワードが引用されます。 

-MediaServiceAddress オプション メディア サービスのインストール先サーバーのホストまた

は IP が変更された場合、このパラメータを使用すると

メディア サービスのホストまたは IP を新しいものに変

更します。 

-MediaServicePort オプション メディア サービス用の新しいポートです。 

-MediaControlServiceAddress オプション メディア サービスが登録されるコントロール サービスの

ホストが変更された場合、このパラメータを使用すると

コントロール サービスのホストを新しいものに変更しま

す。 

-MediaControlServicePort オプション メディア サービスが登録されるコントロール サービスの

ポートが変更された場合、このパラメータを使用すると

コントロール サービスのポートを新しいものに変更しま

す。 

-ReportServiceAddress オプション レポート サービスのインストール先サーバーのホストま

たは IP が変更された場合、このパラメータを使用す

るとレポート サービスのホストまたは IP を新しいもの

に変更します。 

-ReportServicePort オプション レポート サービス用の新しいポートです。 

-ReportControlServiceAddress オプション レポート サービスが登録されるコントロール サービスの

ホストが変更された場合、このパラメータを使用すると

コントロール サービスのホストを新しいものに変更しま

す。 

-ReportControlServicePort オプション レポート サービスが登録されるコントロール サービスの

ポートが変更された場合、このパラメータを使用すると

コントロール サービスのポートを新しいものに変更しま

す。 

-UseReportFailoverDatabase オプション レポート データベースに使用するフェールオーバー デー

タベース サーバー機能を有効にします。 

 

インストール先マシンのレポート データベースがフェール

オーバー データベース サーバーに関連付けられていな

い場合、このパラメータの値を True に設定することで

フェールオーバー データベース サーバーを指定すること

ができます。 
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パラメータ タイプ 説明 

-ReportFailoverDatabase オプション レポート データベースに関連付けるフェールオーバー 

SQL サーバーです。 

-

UseWindowsAuthenticationForRepor

tServiceDatabase 

オプション このパラメータを使用すると Windows 認証と SQL 

認証間のレポート サービスの認証を変更することがで

きます。 

 

インストール先のレポート サービス データベースで現

在使用されている認証が Windows 認証の場合、

このパラメータの値を False に設定することで認証を 

SQL 認証に変更できます。現在の認証が SQL 認

証の場合、このパラメータの値を False に設定すると 

Windows 認証に変更することもできます。 

-ReportDatabaseUsername オプション インストール先マシンのレポート サービス データベース

を認証する新しいアカウントです。 

-ReportDatabasePassword オプション 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれてい

る場合、パスワードが引用されます。 

-UseAuditorFailoverDatabase オプション 監査データベースに使用するフェールオーバー データ

ベース サーバー機能を有効にします。 

 

インストール先マシンの監査データベースがフェールオー

バー データベース サーバーに関連付けられていない

場合、このパラメータの値を True に設定することでフ

ェールオーバー データベース サーバーを指定することが

できます。 

-AuditorFailoverDatabase オプション 監査データベースに関連付けるフェールオーバー SQL 

サーバーです。 

-

UseWindowsAuthenticationForAudit

orDatabase 

オプション このパラメータを使用すると Windows 認証と SQL 

認証間の監査データベースの認証を変更します。 

 

インストール先の監査データベースで現在使用されて

いる認証が Windows 認証の場合、このパラメータ

の値を False に設定することで認証を SQL 認証に

変更できます。現在の認証が SQL 認証の場合、こ

のパラメータの値を False に設定すると Windows 

認証に変更することもできます。 
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パラメータ タイプ 説明 

-AuditorDatabaseUsername オプション インストール先マシンの監査データベースを認証する

新しいアカウントです。 

-AuditorDatabasePassword オプション 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれてい

る場合、パスワードが引用されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場

合、構成情報ログは指定したパスに .txt ファイルとし

て保存されます。生成されるログ ファイルはテキスト フ

ァイルとなります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指

定する必要があります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に

生成されます。 

 

構成情報コマンドの確認  

Verify-DAManagerConfigInfo コマンドは DocAve マネージャーに使用する構成情報が有効かどうかをリモート

で確認することができます。自動インストールを使用してリモートでインストールしたマネージャーの構成情報を確認できるだ

けでなく、インストール ウィザードを使用してローカル環境にインストールしたマネージャーの構成情報を編集することも可能

になります。 

*注意: インストール先マシンが Windows Server 2008 R2 サーバー コア オペレーション システムを使用する場合、

Check-ManagerEnvironment コマンドを使用することはできません。 

以下は Verify-DAManagerConfigInfo コマンドの例です:  

Verify -DAManagerConfigInfo -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -

Password “Ave” -UseControlServiceFailoverDatabse true -

UseWindowsAuthenticationForControlServiceDatabase true -UseReportFailoverDatabase 

false 

 



 53 

 

DocAve 6 インストール ガイド 

 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンの名前ま

たは IP アドレスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システ

ム (DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技

術を使用するかのいずれかの方法で、指定コンピュータの

名前がローカル ホスト ファイルを介して解決されることを

確認してください。 

-Username 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンへのアクセ

スに使用するユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメ

イン￥ユーザー] となります。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理

者である場合直接使用することができます。

Username パラメータとして 

\administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属して

いる場合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管

理者] グループに追加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメ

ータで指定したパスへのフル コントロール権限を持っている

必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場

合、パスワードが引用されます。 

-ControlServiceAddress オプション インストール先マシン用のコントロール サービス ホストまた

は IP アドレスです。 

-WebSitePort オプション インストール先マシンの DocAve マネージャー用の web 

サイト ポートです。 

 

 

-UseControlServiceFailoverDatabse オプション このパラメータの値を True または False に設定すること
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パラメータ タイプ 説明 

で、コントロール データベースに使用するフェールオーバー 

SQL サーバーを指定できるかどうかを確認することができ

ます。  

-ControlServiceFailoverDatabse オプション フェールオーバー SQL サーバーのホストまたは IP アドレ

スをこのパラメータの値として設定し、指定した SQL サー

バーが有効かどうかを確認します。 

-

UseWindowsAuthenticationForContr

olServiceDatabase 

オプション このパラメータの値を True または False に設定すること

で、コントロール データベースに対して Windows 認証

を使用できるかどうかを確認できます。   

-ControlDatabaseUsername オプション インストール先マシンのコントロール サービス データベース

を認証するために使用するアカウントを確認します。 

-ControlDatabasePassword オプション 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場

合、パスワードが引用されます。 

-MediaServiceAddress オプション インストール先マシン用のメディア サービス ホストまたは 

IP です。 

-MediaServicePort オプション インストール先マシンの DocAve マネージャー用のメディ

ア サービス ポートです。 

-MediaControlServiceAddress オプション メディア サービスが登録されるコントロール サービスのホス

トまたは IP を確認します。 

-MediaControlServicePort オプション メディア サービスが登録されるコントロール サービスのポー

トを確認します。 

-ReportServiceAddress オプション インストール先マシン用のレポート サービス ホストまたは 

IP です。 

-ReportServicePort オプション インストール先マシンの DocAve マネージャー用のレポー

ト サービス ポートです。 

-ReportControlServiceAddress オプション レポート サービスが登録されるコントロール サービスのホス

トまたは IP を確認します。 

-ReportControlServicePort オプション レポート サービスが登録されるコントロール サービスのポー

トを確認します。 

-UseReportFailoverDatabase オプション このパラメータの値を True または False に設定すること

で、レポート データベースに使用するフェールオーバー 

SQL サーバーを指定できるかどうかを確認します。 

-ReportFailoverDatabase オプション フェールオーバー SQL サーバーのホストまたは IP アドレ

スをこのパラメータの値として設定し、指定した SQL サー

バーが有効かどうかを確認します。 
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パラメータ タイプ 説明 

-

UseWindowsAuthenticationForRepor

tServiceDatabase 

オプション このパラメータの値を True または False に設定すること

で、レポート データベースに対して Windows 認証を使

用できるかどうかを確認できます。 

-ReportDatabaseUsername オプション インストール先マシンのレポート サービス データベース認

証用のアカウントを確認します。 

-ReportDatabasePassword オプション 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場

合、パスワードが引用されます。 

-UseAuditorFailoverDatabase  オプション このパラメータの値を True または False に設定して、監

査データベースに使用するフェールオーバー SQL サーバ

ーを指定できるかどうかを確認します。 

-AuditorFailoverDatabase オプション フェールオーバー SQL サーバーのホストまたは IP アドレ

スをこのパラメータの値として設定し、指定した SQL サー

バーが有効かどうかを確認します。 

-

UseWindowsAuthenticationForAudit

orDatabase 

オプション このパラメータの値を True または False に設定して、

監査データベースに対して Windows 認証を使用でき

るかどうかを確認します。 

-AuditorDatabaseUsername オプション インストール先マシンの監査サービス データベースを認証

するために使用するアカウントを確認します。 

-AuditorDatabasePassword オプション 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場

合、パスワードが引用されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場

合、構成ログ確認情報は指定したパスに .txt ファイルと

して保存されます。生成されるログ ファイルはテキスト ファ

イルとなります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指定す

る必要があります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成

されます。 
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自動インストール – DocAve エージェント 

マネージャー サービスの開始後、自動インストール機能を使用して DocAve エージェントをリモートでインストールすること

ができます。  

DocAve エージェント自動インストールを開始する前に、インストール先となる環境がシステム要件を満たしていることを確

認してください。詳細については本ユーザーガイド内の エージェント サービス インストールのシステム要件 セクションをご参

照ください。 

DocAve エージェントをインストールする場所の詳細については DocAve エージェントのインストール場所 をご参照くださ

い。 

 

DocAve エージェントのインストール応答ファイルの生成 

応答ファイルは自動インストールに必要な構成情報を提供する XML ファイルです。自動インストールを実行する前に、

DocAve 6 セットアップ マネージャーを使用して応答ファイルを生成する必要があります。 

解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の …\UnattendedInstall\SetupManager フォルダに移動し、

SetupManager をダブルクリックして実行します。次の手順に従ってください。 

1. [ようこそ] 画面が表示されたら、[インストール] をクリックします。 

2. [DocAve 6 エージェントの新規応答ファイルを作成する] を選択し、以下のオプションを選択します。 

 既存応答ファイルを更新する – 既存の応答ファイルを再利用します。このオプションを選択すると有効

になるパス フィールドに応答ファイルのフル パスを入力するか、または [参照] をクリックして応答ファイル

を参照します。例： C:\AnswerFile.xml 

*注意: 応答ファイルは、編集後に再利用できるように一般的な形式で作成することをお勧めします。 

3.  [インストール] をクリックします。 

4. DocAve ソフトウェア ライセンス契約をよく確認してください。契約内容の確認後、[ソフトウェア ライセンス契約

の条項に同意します]  チェックボックスをオンにして [インストール] をクリックします。 

5. 表示されているフィールドに名前と会社を入力しして [インストール] をクリックします。 

6. 次の条件を使用してインストール場所を設定します。 

 既定のディレクトリ – DocAve エージェントを対象サーバー上の既定のインストール場所にインストール

します。既定のインストール場所は […\Program Files\AvePoint\DocAve6\Manager] です。 
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 カスタマイズ ディレクトリ – このオプションを選択すると、[インストール パス] フィールド が有効になります。

カスタム パスを入力すると DocAve エージェントがインストール先サーバー上にインストールできます。 

o [カスタマイズ ディレクトリが無効の場合、既定のディレクトリを使用する] – カスタマイズ 

ディレクトリの定義したパスが無効の場合（例: 指定したパスで表示されるドライブが対象サ

ーバー上に存在しない、など)、このオプションを選択することで DocAve エージェントを既定の

ディレクトリにインストールできます。 

7. コントロール サービスを構成します:  

 DocAve 6 コントロール サービス ホスト – コントロール サービスをインストールしたマシンのホスト名また

は IP アドレスです。 

 DocAve 6 コントロール サービス ポート –コントロール サービスとの通信に使用するポートです。マネー

ジャーの構成中に入力した情報と同一のものを入力する必要があります。既定のポート番号は

14000 です。 

8. エージェント情報を設定します:  

 DocAve 6 エージェント ポート – ここで指定するポートはマネージャーおよび他のエージェントとの通信

の際に使用します。既定のポート番号は 14004 です。 

o 指定したポート番号が使用中の場合はランダムな番号を使用する – 指定したポートが既に

使用されている場合、このオプションを選択するとランダムな番号を使用することができます。こ

のオプションは既定で選択されています。 

9. エージェント構成を設定します:  

 マネージャー パスフレーズ – DocAve マネージャー インストール中、応答ファイル構成の際に指定した

マネージャー パスフレーズを入力します。 

 DocAve エージェント アカウント –エージェント アクティビティを実行するエージェント アカウントのユーザ

ー名およびパスワードを指定します。このアカウントに必要な詳細権限については、エージェント アカウン

ト をご参照ください。 

10.  構成内で  マークが表示されているセクションについては、この応答ファイルを保存するための必要な情報が

不足している可能性があります。 

11. 必要な情報をすべて構成して [保存] をクリックし、応答ファイルを保存するパスを指定します。 ポップアップ ウィ

ンドウ上で応答ファイルの名前を編集することもできます。 
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DocAve エージェント自動インストールの実行 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポート 

DocAve エージェント自動インストールを実行する前に、UnattendedInstallation.dll ファイルを Windows 

PowerShell にインポートする必要があります。インポートの方法は以下の 2 通りです。 

 UnattendedInstallation.dll ファイルの手動インポート 

1. [スタート] メニューから Windows PowerShell を検索します。Windows PowerShell を右クリッ

クし、[管理者として実行] を選択して実行します。 

2. 現在のディレクトリを解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の 

…\UnattendedInstall\PowerShellModules フォルダに変更します。 

 

3. 次のコマンドを入力し、Enter キーを押して UnattendedInstallation.dll ファイルをインポートし

ます:  

Import-

Module …\UnattendedInstall\PowerShellModules\UnattendedInstallation.dll 

 

*注意: 上記のスクリーンショットに表示される警告メッセージは、UnattendedInstallation.dll 

ファイル内の Windows PowerShell の命名規則に違反するいくつかの用語が原因で発生するもの

で、ファイルのインポートに影響を与えるものではありません。この手順の後、 

UnattendedInstallation.dll ファイルが正常にインポートされます。 
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 UnattendedInstallation.dll ファイル自動インポート 

1. 解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の 

…\UnattendedInstall\PowerShellModules フォルダに移動します。  

2. UnattendedInstallationLauncher.bat ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択

して実行します。 

 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポートの完了後は、以下のセクションで示したコマンドを使用して、お使いの

環境の確認やエージェント インストールの実行、設定の構成などを実行できるようになります。 

 

DocAve エージェント自動インストールに使用するコマンドおよびコマンド パラメータ 

環境確認コマンド 

DocAve エージェント インストール コマンドを実行する前に Check-AgentEnvironment コマンドを使用すると、

DocAve エージェントのインストール対象サーバーが DocAve エージェントのシステム要件 を満たしているかどうかを確認

することができます。 

*注意: インストール先となるマシンが Windows Server 2008 R2 サーバー コア オペレーション システムを使用してい

る場合、Check-AgentEnvironment コマンドを使用することはできません。 

以下は Check-AgentEnvironment コマンドの例です:  

Check-AgentEnvironment -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -Password 

“Ave” -CheckEnvironmentFile “C:\DocAve_Agent\DocAve.dat” -AnswerFilePath 

"C:\AnswerFileAgent.xml" 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンの名前または IP ア

ドレスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用す

るかのいずれかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル ホス
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パラメータ タイプ 説明 

ト ファイルを介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンへのアクセスに使用

するユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] と

なります。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である

場合直接使用することができます。Username パラメー

タとして \administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場

合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理者] グループ

に追加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメータで指

定したパスへのフル コントロール権限を持っている必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パス

ワードが引用されます。 

-

CheckEnvironmentFile 

必須 解凍済み DocAve エージェント インストール パッケージ内に存

在する DocAve.dat ファイルのローカル パスです。 

 

パスはデータ ファイル名まで詳細に指定する必要があります。 

例： C:\DocAve_Agent\ DocAve.dat 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存するローカル パスです 

 

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があります。 

例： C:\AnswerFileAgent.xml 

-RemoteTempPath 必須 DocAve エージェントのインストール先マシンのローカル パスです。

パスの形式は [C:\temp] となります。 

 

パスは DocAve エージェントの自動インストール中に生成される

一時ファイルの保存に使用します。自動インストールが完了すると

一時ファイルは削除されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場合、環境確

認ログは指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。生成さ

れるログ ファイルはテキスト ファイルとなります。 
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パラメータ タイプ 説明 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指定する必要が

あります。 

例： C:\Log.txt 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成されま

す。 

 

インストール コマンド 

リモートで DocAve エージェントをインストールする際のコマンドは Install-DAAgent です。 

例:  

Install-DAAgent -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -Password “Ave” -

PackageFilesFolder "C:\DocAve_Agent" -AnswerFilePath "C:\AnswerFile.xml" -

RemoteTempPath “C:\TempFolder” -ProductType “DocAve” 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンの名前または IP 

アドレスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用

するかのいずれかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル 

ホスト ファイルを介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンへのアクセスに使

用するユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザ

ー] となります。 

 

ここで指定したユーザーの権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である

場合直接使用することができます。Username パラメ

ータとして \administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場

合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理者] グルー
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パラメータ タイプ 説明 

プに追加する必要があります。 

 ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラ

メータで指定したパスへのフル コントロール権限を持って

いる必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パ

スワードが引用されます。 

-PackageFilesFolder 必須 コマンドを実行するマシン上のローカル パスです。ここで指定した

パスの先に解凍済み DocAve エージェント インストール パッケ

ージ (エージェント ZIP ファイル) を保存します。パスの形式は 

[C:\package] となります。 

 

パスに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パスが引

用されます。 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存したローカル パスです。 

 

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があります。 

例： C:\AnswerFile.xml 

-RemoteTempPath 必須 DocAve エージェントのインストール先マシンのローカル パスで

す。パスの形式は [C:\temp] となります。 

 

パスは DocAve エージェントの自動インストール中に生成される

一時ファイルの保存に使用します。自動インストールが完了する

と一時ファイルは削除されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。使用した場合、自動インストールのロ

グは指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。 

 

このパラメータで指定するパスはログ ファイル名まで詳細に指定

する必要があります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成されま

す。 

-

UseIPv6forCommunication 

オプション これは、コマンドを実行するマシンと DocAve エージェントのイン

ストール先マシン間での通信方法を指定するために使用するオ
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パラメータ タイプ 説明 

プション パラメータです。TargetName パラメータに IPv6 ア

ドレスが使用される場合、このパラメータを入力する必要がありま

す。 

 

*注意: このパラメータを使用する場合、インストール先マシンお

よびこのコマンドを実行するマシンで IPv6 がサポートされている

必要があります。 

-ProductType 必須 このパラメータはその他の AvePoint 製品からインストール済み

の製品を識別するために使用します。  

 

DocAve 製品をインストールする際、パラメータの値として

DocAve と入力します。 

-ServerCore インストール先が 

Windows 

Server 2008 

R2 サーバー コア

である場合必要 

DocAve エージェントを Windows Server 2008 R2 サーバ

ー コア環境にインストールする場合、このパラメータの値を true 

に設定する必要があります。 

 

構成情報コマンドの取得 

Get-DAAgentConfigInfo コマンドを使用すると、DocAve エージェントの構成情報をリモートで編集することができ

ます。自動インストールを使用してリモートでインストールしたエージェントの構成情報を編集できるだけでなく、インストール 

ウィザードを使用してローカル環境にインストールしたエージェント構成情報を編集することも可能になります。 

例:  

Get-DAAgentConfigInfo -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -Password 

“Ave” 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンの名前または IP アド

レスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム (DNS) 

クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用するかのいず
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パラメータ タイプ 説明 

れかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル ホスト ファイルを

介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンへのアクセスに使用す

るユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] となり

ます。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である場

合直接使用することができます。Username パラメータと

して \administrator と入力します。 

指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場合、ドメイン 

ユーザーを対象マシンの [管理者] グループに追加する必要がありま

す。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パスワ

ードが引用されます。 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場合、構成情報

ログは指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。生成されるロ

グ ファイルはテキスト ファイルとなります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指定する必要があ

ります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成されます。  

-AnswerFilePath オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用すると、Get-

DAManagerConfigInfo コマンドによって取得する構成情報が

指定したパスに .xml ファイル形式でエクスポートされます。なお、こ

のパラメータでサポートされるのは .xml ファイルのみです。生成し

た .xml ファイルのコンテンツ形式はエージェント応答ファイルの形式と

同じものになります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ ファイル名まで詳細に指定する

必要があります。 

例： C:\ManagerConfigInfor.xml 

指定したパス内では、同一名の .xml ファイルは存在できません。 
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構成情報コマンドの構成 

Config-DAAgentConfigInfo コマンドを使用すると、DocAve エージェントの構成情報をリモートで編集することが

できます。自動インストールを使用してリモートでインストールしたエージェントの構成情報を編集できるだけでなく、インスト

ール ウィザードを使用してローカル環境にインストールしたエージェントの構成情報を編集することも可能になります。 

例:  

Config-DAAgentConfigInfo -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -Password 

“Ave” -ControlServiceAddress 10.0.0.2 -ControlServicePort 15000 -AgentAddress 

10.0.0.1 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ  タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンの名前または IP アド

レスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用する

かのいずれかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル ホスト フ

ァイルを介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンへのアクセスに使用す

るユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] となり

ます。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である場

合直接使用することができます。Username パラメータと

して \administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場

合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理者] グループに

追加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメータで指定

したパスへのフル コントロール権限を持っている必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワード  
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パラメータ  タイプ 説明 

パスワードは特定の文字またはスペースが含まれている場合、このパ

スワードを引用します。 

-ControlServiceAddress オプション エージェントに接続するコントロール サービスのホストまたは IP が変

更された場合、このパラメータを使用するとコントロール サービスのホ

ストまたは IP を新しいものに変更します。 

-ControlServicePort オプション エージェントに接続するコントロール サービスのポートが変更された場

合、このパラメータを使用するとコントロール サービスのポートを新し

いものに変更します。 

-AgentAddress オプション エージェントのインストール先となるサーバーのホスト名または IP アド

レスが変更された場合、このパラメータを使用するとエージェントのホ

スト名または IP アドレスを新しいものに変更します。 

-AgentPort オプション DocAve エージェントに新しく使用するエージェント ポートです。 

-DocAvePassphrase オプション エージェントに接続する DocAve マネージャーのパスフレーズが変更

された場合、このパラメータを使用するとパスフレーズを新しいものに

変更します。 

-Log オプション これはオプション パラメータです。使用した場合、構成情報の構成ロ

グは指定したパスに .txt ファイルに保存されます。生成したログ ファ

イルはテキスト ファイルです。 

 

このパラメータに指定したパスはログ ファイルの名前まで詳しく表示さ

れる必要があります。例えば、C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合、自動的に生成されます。  

 

構成情報コマンドの確認 

Verify-DAAgentConfigInfo コマンドは DocAve エージェントに使用する構成情報が有効かどうかをリモートで確

認することができます。自動インストールを使用してリモートでインストールしたエージェントの構成情報を確認できるだけで

なく、インストール ウィザードを使用してローカル環境にインストールしたエージェントの構成情報も確認できます。任意のエ

ージェントの構成情報をリモートで確認することができます。 

*注意: インストール先マシンが Windows Server 2008 R2 サーバー コア オペレーション システムを使用する場合、

Verify-DAAgentConfigInfo コマンドを使用することはできません。 

例:  
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Verify -DAAgentConfigInfo -TargetName 10.0.0.1 -Username AvePoint\DocAve -Password 

“Ave” -ControlServiceAddress 10.0.0.2 -ControlServicePort 15000 -AgentAddress 

10.0.0.1 

この表では各パラメータの詳細情報を説明します:  

パラメータ タイプ 説明 

-TargetName 必須 DocAve エージェントをインストールするマシンの名前または IP アド

レスです。 

 

*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用する

かのいずれかの方法で、指定コンピュータの名前がローカル ホスト フ

ァイルを介して解決されることを確認してください。 

-Username 必須 DocAve マネージャーをインストールするマシンへのアクセスに使用

するユーザー名です。ユーザー名の形式は [ドメイン￥ユーザー] と

なります。 

 

ここで指定するユーザー権限は次のとおりです:  

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管理者である場

合直接使用することができます。Username パラメータと

して \administrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属している場

合、ドメイン ユーザーを対象マシンの [管理者] グループに

追加する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメータで指定

したパスへのフル コントロール権限を持っている必要があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。 

 

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パスワ

ードが引用されます。 

-ControlServiceAddress オプション インストール先マシン用のコントロール サービス ホストまたは IP アド

レスです。 

-ControlServicePort オプション エージェントに接続するコントロール サービスのポートを指定します。 

-AgentAddress オプション エージェントに使用するホスト名または IP アドレスです。 

-AgentPort オプション インストール先マシンのエージェントに使用するポートです。 

-DocAvePassphrase オプション エージェントに使用するマネージャー パスフレーズです。 
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パラメータ タイプ 説明 

-Log オプション オプション パラメータです。このパラメータを使用する場合、構成ログ

確認情報は指定したパスに .txt ファイルとして保存されます。生成

されるログ ファイルはテキスト ファイルとなります。 

 

このパラメータで指定するパスはログ名まで詳細に指定する必要が

あります。 

例： C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成されます。  

DocAve GUI へのアクセス 

Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 環境内の DocAve GUI にアクセスする場合の Silverlight バー

ジョンおよびブラウザーの要件は以下の通りです。 

ルール 要件 

Silverlight バージョン 4.0.60831.0 以上 

Internet Explorer IE 7 以上 

Google Chrome 19.0.1084.52 

Mozilla Firefox 14.0.1 

 

DocAve マネージャー 6 は、USGCB (米国政府共通設定基準) が定めるセキュリティ標準に基づいた環境でアクセス

することができます。USGCB の詳細については、http://usgcb.nist.gov/usgcb/microsoft_content.html をご

参照ください（英語）。 

 

Internet Explorer のセットアップ 

Microsoft Internet Explorer (IE) を使用して DocAve に初めてアクセスする場合、特定の初期設定を構成する

必要があります。DocAve コントロール サービスを実行するマシンのスタート メニューから DocAve サーバー アプリケーショ

ンを実行し、以下の手順に従ってください。 

1. IE 経由で DocAve にアクセスする場合、ブラウザはセキュリティ証明書 プロンプトを表示します:  

http://usgcb.nist.gov/usgcb/microsoft_content.html
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赤いアイコンで表示される [このサイトの閲覧を続行する] オプションを選択します。 

2. アドレス URL の隣にある [セキュリティ レポート] アイコンをクリックします。 

 

3. 表示されるポップアップ ウィンドウで [証明書の表示] をクリックすると、証明書ウィンドウが表示されます。 

 

4. [証明書のインストール] ボタンをクリックして DocAve 証明書をインストールします。この証明書の名前は 

DocAve コントロール サービスのインストール先サーバーのホスト名と同一のものになります。 
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5. [次へ] をクリックして証明書のインポートを続行します。 

6. [証明書をすべて次のストアに配置する] オプションを選択し、[参照] をクリックして [信頼されたルート証明機

関] フォルダを参照します。[OK] をクリックして選択を確認し、[次へ] をクリックします。 

 

7. [完了] をクリックして、証明書のインポートを完了します。 

8. 表示されるポップアップ画面で [OK] をクリックし、成功したインポートを確認します。 

 

これで、Internet Explorer から DocAve にログインすることができるようになります。 
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DocAve へのログイン 

DocAve GUI は DocAve マネージャーと同じネットワーク内の Web ブラウザでアクセスします。各ブラウザからのアクセス

については、サポートされている Web ブラウザ用の DocAve GUI へのアクセス セクションをご参照ください。DocAve マ

ネージャー - コントロール サービスの IP / ホスト名を使用してインターフェイスに接続します。IP / ホスト名が変更されてい

る場合はコントロール サービス ポートを使用します。 

1. Internet Explorer ウィンドウを開いて、次を入力します。 

https://<マシン名>:14000 

<マシン名> 内には DocAve コントロール サービスを実行しているマシンのホスト名または IP アドレスを入力し

ます。既定のポート番号が 14000 以外に変更されている場合は、新しいポート番号を入力します。 

*注意: DocAve コントロール サービスを実行しているマシンのホスト名にアンダーライン (_) が含まれている場

合、対応するマシンの IP アドレスを使用して DocAve にアクセスしてください。 

2. DocAve ログイン画面のポップアップ ウィンドウが表示されます。ローカル システムを選択し、既定ログイン アカウ

ント情報を入力します:  

 ログイン ID: admin 

 パスワード: admin 

[ログイン] をクリックします。 

*注意: DocAve に初めてログオンする場合、保護のために DocAve セキュリティ キーをバックアップすることを

強く推奨します。詳細については DocAve 6 コントロール パネルの参照ガイド をご参照ください。 

 

他の認証方式を併用して DocAve にログオンすることもできます。詳細については DocAve 6 コントロール パネルの参

照ガイド をご参照ください。 

 

ブラウザを介さない DocAve マネージャーへのアクセス 

リモートで DocAve マネージャーにアクセスする場合、ローカル マシン上で DocAve マネージャーをショートカットとしてイン

ストールすることができます。この場合 URL を使用するのではなくショートカットをダブルクリックすることでアクセス可能です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ブラウザを介さない DocAve マネージャーへのアクセスを実行するには、以下の詳細に従ってください。 

1. 実行するマシンに、DocAve マネージャーがインストールされているマシンの IP アドレスおよびホスト ファイル内の 

DocAve マネージャーに使用する証明書用のマッピングを追加します。 

例えば、DocAve マネージャーがインストールされているマシンのホスト名と同じ名前を使用する DocAve 

build-in 証明書を使用する場合は、次のようにマッピングを追加します:  

 

2. マッピングされた証明書付きの URL を使用して DocAve マネージャーにアクセスします:    

https://hostname:14000/Index.htm 

DocAve build-in 証明書は CA-certified ではありません。そのため、DocAve マネージャーへのアクセスに

使用する現在のブラウザに証明書をインストールおよびインポートする必要があります。DocAve 証明書をインス

トール、インポートする際の詳細情報については Internet Explorer セットアップ セクションをご参照ください。 

3. DocAve 証明書が現在のブラウザに正常にインストールされ、インポートされた後、DocAve マネージャーにログ

インして、DocAve マネージャー GUI を右クリックします。[DocAve 6 をこのコンピューターにインストール...] を

選択します。 

4. ポップアップ ウィンドウで [インストール] をクリックして、DocAve マネージャーのショートカットをローカル マシンのデ

スクトップにインストールします。ショートカットをダブルクリックすることで、URL を使用せずに DocAve マネージャ

ーにアクセスすることができます。  

 

https://hostname:14000/Index.htm
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DocAve マネージャーおよびエージェントのメンテナンス 

DocAve マネージャー / エージェント構成ツールの使用 

インストール後に DocAve マネージャー / エージェントの構成を編集する場合、DocAve マネージャー サーバー上のウィ

ンドウから [スタート メニュー] を開き、[すべてのプログラム] > [AvePoint DocAve 6] の順に移動します。DocAve 

6 マネージャー ツール および DocAve 6 エージェント ツール フォルダを開き、マネージャー 構成ツール および エージ

ェント構成ツールをクリックします。 

ツールの画面左側に表示されたアイテムをクリックすることで、該当の設定を編集することができます。 

設定の詳細については DocAve マネージャーのインストール および DocAve マネージャーのインストール  セクションをご

参照ください。 

 

DocAve マネージャー / エージェント再起動サービス ツールの使用 

インストール後に DocAve マネージャーおよびエージェントのサービスを再起動する場合、DocAve マネージャー サーバー

上のウィンドウから [スタート メニュー] を開き、[すべてのプログラム] > [AvePoint DocAve 6] の順に移動します。

DocAve 6 マネージャー ツール および DocAve 6 エージェント ツール フォルダを開き、マネージャー再起動サービス 

ツール および エージェント再起動サービス ツールをクリックします。 

ツール インターフェイス上では、サービスの状態を確認することができます。ツール インターフェイスからサービスを選択すると、

以下のアクションを実行することができます。 

 [開始]  – 選択した停止済みのサービスを開始します。 

 [停止] – 選択したサービスを停止します。 

 [再起動] – 選択したサービスを再起動します。 

DocAve マネージャー / エージェント アンインストール ウィザードの使用 

マネージャー / エージェントのインストール後、DocAve マネージャー / エージェントをアンインストールするには、以下の２

つの方法のいずれかを使用することができます。変更・修復操作を正常に完了するには、アンインストール ウィザードをロー

カル管理者として実行する必要があります。 
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 方法 1 – 解凍した DocAve マネージャー / エージェント ディレクトリ内の Setup.exe ファイルをダブルクリック

して実行します。 

*注意: これはインストール パッケージを全体的に使用できるため、推奨の方法です。 

 方法 2 – DocAve マネージャー / エージェント サーバー上のウィンドウにある [スタート メニュー] を開き、[すべ

てのプログラム] > [AvePoint DocAve 6] の順に移動します。DocAve 6 マネージャー ツール / 

DocAve 6 マネージャー ツール および DocAve 6 エージェント ツール フォルダを開き、マネージャーアンイ

ンストール および エージェント アンインストールをクリックします。 

これらの操作により、以下に説明する２つの操作を実行することができます。  

マネージャー インストールの変更 

DocAve マネージャー アンインストール ウィザード上で [変更] を選択すると、マネージャー サービスをインストール / アン

インストールすることができます。新しいサービスをサーバー上に追加するか、サーバーから既存のサービスを削除する場合、

このオプションを使用することができます。 

[インストール ルールのスキャン] プロセスの後に、選択したマネージャー サービスのインストールまたはアンインストールを実

行することができます。 

マネージャー / エージェント インストールの修復 

DocAve マネージャー / エージェント ファイルが破損している場合、修復することができます。 

DocAve マネージャー / エージェント アンインストール ウィザードで [修復]  オプションを選択することで、DocAve は破

損ファイルを修復します。 

修復機能にはいくつかの制限があります。 

 重要ファイルの一部ないしすべてが紛失または破損している場合、DocAve インストールによる修復を実行する

ことはできません。 

 初回インストール後に一時ファイルがクリアされている場合、方法 1 のみで修復を実行することができます。  

 レジストリ キー HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > 

CurrentVersion > Uninstall > DocAve6Manager が破損している場合、修復機能を使用することは

できません。DocAve の新しいインストールを実行するには、方法 1 を使用する必要があります。  
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DocAve のアンインストール 

本セクションでは、DocAve アンインストール ウィザードを使用したアンインストールの手順概要を説明します。以下の手順

に従うことで、お使いの環境から DocAve を簡単にアンインストールすることができます。正常にアンインストールを完了す

るには、ローカル管理者としてアンインストール ウィザードを実行する必要があります。   

DocAve マネージャーのアンインストール 

DocAve マネージャーをアンインストールする前に、アンインストールするマネージャー サービスが他のプロセスに使用されて

いないことを確認してください。 

一般的な環境からの DocAve マネージャーのアンインストール  

お使いの DocAve マネージャーが次の一般的な環境にインストールされている場合:   

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 

DocAve マネージャーをアンインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve マネージャー サーバー上のウィンドウから [スタート メニュー] を開き、[すべてのプログラム] > 

[AvePoint DocAve 6] の順に移動します。 

2. [DocAve 6 マネージャー ツール] フォルダを開き、[マネージャー アンインストール] をクリックします。 

3. [削除] オプションを選択して [次へ] をクリックします。 

4. [DocAve 6 マネージャーのアンインストール準備が完了しました] ページで、次のオプションを構成します。 
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 構成ファイルを削除する – このオプションを選択すると、DocAve 6 マネージャー インストールによって

生成されたフォルダおよび構成ファイルがすべて削除されます。 

*注意: ログ フォルダについては、[構成ファイルを削除する] オプションを選択するかどうかに関係なく

削除されません。 

5. [削除] をクリックして、マネージャー アンインストール プロセスを開始します。 

DocAve マネージャー インストールによって作成されたアプリケーション プールが使用中の場合マネージャーのアン

インストール中には削除されませんが、使用されていない場合はマネージャーのアンインストールと同時に削除され

ます。   

Built-in データベースを使用している場合、DocAve マネージャーをアンインストールする際に Built-in データ

ベースを削除するかを選択することができます。SQL サーバーを使用している場合、マネージャー データベースは

削除されません。 

6. [完了] をクリックして、アンインストールを完了します。 

 

Windows Server 2008 R2 サーバー コアから DocAve マネージャーのアンインストール 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境から DocAve マネージャーをアンインストールする場合、以下の手順

に従ってください。 

1. コマンド ライン インターフェイスから、ディレクトリを解凍済み DocAve マネージャー インストール パッケージに変

更します。 

2. 以下のコマンドを入力し、Enter キーを押して DocAve マネージャー インストール プロセスを開始します。 

Setup.exe Uninstall-DocAveManager -RemoveConfigurationFile 

ここで使用可能なオプションはパラメータ –RemoveConfigurationFile です。コマンドの後にこのパラメータ

を追加すると、アンインストールの完了後、DocAve マネージャー インストールによって生成されたフォルダおよび

構成ファイルがすべて削除されます。 

*注意: [構成ファイルを削除する] ではログ フォルダは削除されません。 

 

*注意: DocAve マネージャー インストールによって作成されたアプリケーション プールが他のアプリケーションに使用されて

いない場合、マネージャーのアンインストール中に削除されます。  

*注意: マネージャー データベースは SQL サーバーから削除されません。 
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DocAve エージェントのアンインストール 

DocAve エージェントをアンインストールする前に、エージェント上に実行しているジョブがないことを確認してください。 

一般的な環境からの DocAve エージェントのアンインストール 

お使いの DocAve エージェントが次の一般的な環境にインストールされている場合:   

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2003 R2 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 

DocAve エージェントをアンインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve エージェント サーバー上のウィンドウから [スタート メニュー] を開き、[すべてのプログラム] > 

[AvePoint DocAve 6] の順に移動します。 

2. [DocAve 6 エージェント] ツール フォルダを開き、[エージェント アンインストール] をクリックします。 

3. [削除] オプションを選択して [次へ] をクリックします。 

4. [DocAve 6 エージェントのアンインストール準備が完了しました] ページで、次のオプションを構成します。 

 SharePoint ファームで EBS/RBS 設定を無効にする – このオプションを選択すると、

SharePoint ファームで EBS/RBS 設定を無効にすることができます。EBS/ RBS 設定を無効に設

定すると、ストレージ最適化のスタブにアクセスできなくなります。このオプションは既定で選択されていま

す。DocAve 6 エージェントを後で再インストールする場合、このオプションをオフにする必要があります。 

 構成ファイルを削除する – このオプションを選択すると、DocAve 6 エージェント インストールによって

生成されたフォルダおよび構成ファイルがすべて削除されます。 

*注意: ログ フォルダについては、[構成ファイルを削除する] オプションを選択するかどうかに関係なく

削除されません。 
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[削除] をクリックして、エージェント アンインストール プロセスを開始します。 

5. [完了] をクリックして、アンインストールを完了します。 

Windows Server 2008 R2 サーバー コアから DocAve エージェントのアンインストール 

Windows Server 2008 R2 サーバー コア環境から DocAve エージェントをアンインストールするには、以下の手順に

従ってください。 

1. コマンド ライン インターフェイスから、ディレクトリを解凍済み DocAve エージェント インストール パッケージに変更

します。 

2. 以下のコマンドを入力し、Enter キーを押して DocAve エージェント インストール プロセスを開始します:  

Setup.exe Uninstall-DocAveAgent -SaveConfig -IsCheckDisableEBSRBS 

ここで使用可能なパラメータは -SaveConfig および -IsCheckDisableEBSRBS です。 

 パラメータを追加せずにコマンドのみを使用すると、SharePoint ファームじょうで EBS/RBS 設定が無

効になり、ストレージ最適化のスタブにアクセスできなくなります。また、DocAve 6 エージェント インスト

ールによって生成されたフォルダおよび構成ファイルはすべてアンインストール作業で削除されずに残りま

す。 

 コマンドの後にパラメータ -SaveConfig を追加すると、アンインストールの完了後、DocAve 6 エー

ジェント インストールによって生成されたフォルダおよび構成ファイルがすべて削除されます。 

 コマンドの後にパラメータ -IsCheckEBSRBS を追加すると、アンインストール中 SharePoint ファー

ム上で EBS/RBS 設定が無効化されません。 

詳細構成 

DocAve ストレージ マネージャーおよびコネクタに使用するポートの編集 

指定した DocAve エージェント サーバーで、DocAve ストレージ マネージャーおよびコネクタに使用される既定ポート 

(14005) が使用されている場合、以下の構成ファイルを使用してポートを編集することができます。 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Arch\AgentCommonStorageEnv.cfg 

詳細な手順は次のとおりです。 

1. 指定した DocAve エージェントのインストール パスに移動します。既定パス

は  …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Arch です。 
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2. AgentCommonStorageEnv.cfg ファイルを検索して、メモ帳で開きます。 

3. StorageServicePort の値を使用可能なポートに変更します。 

4. 構成ファイルを保存します。 

5. [開始] をクリックして、コマンド プロンプトを検索します。 

6. コマンド プロンプトを右クリックして、[管理者として実行] をクリックします。 

7. ポップアップ コマンド プロンプトで iisreset  を入力し、Enter キーを押して IIS を再起動します。 

8. DocAve エージェント サービスを再起動します。詳細については DocAve マネージャー / エージェント再起動サ

ービス ツールの使用 セクションをご参照ください。 

 

DocAve レプリケーターに使用するポートの編集 

指定した DocAve エージェント サーバーで、DocAve レプリケーターに使用される既定ポート (14006) が使用されてい

る場合、以下の構成ファイルを使用してポートを編集することができます。 

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Replicator\SP2010Replicator.xml 

詳細な手順は次のとおりです。 

1. 指定した DocAve エージェントのインストール パスに移動します。既定パス

は …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Replicator です。 

2. SP2010Replicator.xml  ファイルを検索して、メモ帳で開きます。 

3. ListenerPort の値を使用可能なポートに変更します。 

4. 構成ファイルを保存します。 

5. [開始] をクリックして、コマンド プロンプトを検索します。 

6. コマンド プロンプトを右クリックして、[管理者として実行] をクリックします。 

7. ポップアップ コマンド プロンプトで iisreset  を入力し、Enter キーを押して IIS を再起動します。 

8. DocAve エージェント サービスを再起動します。詳細については DocAve マネージャー / エージェント再起動サ

ービス ツールの使用 セクションをご参照ください。 
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メモ 

インストール済み DocAve エージェントがマネージャー インターフェースに表示できない

場合 

SharePoint をインストールする際にホスト名と IP アドレス両方がフロントエンド Web サーバーの構成に使用されている

場合、フロントエンド Web サーバー上にインストールした DocAve エージェントは [DocAve 6] > [コントロール パネ

ル] > [全体システム設定] > [モニター] > [エージェント モニター] ステップで表示されない可能性があります。 

 

 

DocAve エージェントのフロントエンド Web サーバー上へのインストールが正常に完了した後、以下の詳細手順を参照し

てこの問題を解決してください。 

1. マネージャー インターフェースに正しく表示されたエージェント サーバーにリモートでログオンします。 

2. DocAve エージェントのインストール パスに移動します。既定パスは C:\Program 

Files\AvePoint\DocAve6\Agent\bin です。 
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3. 構成ファイル AgentCommonVCEnv.config を検索します。 

4. AgentCommonVCEnv.config ファイルをコピーして、ローカル パスに保存します。 

5. マネージャー インターフェースに表示されない各エージェント サーバーにリモートでログオンします。 

6. DocAve エージェントのインストール パスに移動します。既定パスは C:\Program 

Files\AvePoint\DocAve6\Agent\bin です。 

7. 構成ファイル AgentCommonVCEnv.config を検索します。 

8. 上記のファイルをメモ帳で開き、次の２つのノードを検索します。 

<add key="agentFarmName" value="Farm(DocAveVM:SHAREPOINT_CONFIG)" /> 

<add key="agentFarmId" value="226e10b4-2801-43da-b2ab-1c8b350bc4b8" /> 

手順 4 で取得した AgentCommonVCEnv.config ファイルに従って、agentFarmName および 

agentFarmId の値を編集します。 

9. 編集を保存し、DocAve 6 エージェント サービスを再起動します。DocAve 6 エージェント サービスを再起動

する詳細手順については DocAve マネージャー / エージェント再起動サービス ツールの使用 をご参照ください。 

10. [DocAve 6] > [コントロール パネル] > [全体システム設定] > [モニター] > [エージェント モニター] の順に

移動し、手順 5 でアクセスしたエージェントのエージェント アカウントを設定します。エージェント アカウントの構成

情報については、コントロール パネルのユーザー ガイドをご参照ください。 

11. 編集を保存し、DocAve 6 エージェント サービスを再起動します。DocAve 6 エージェント サービスを再起動

する詳細手順については DocAve マネージャー / エージェント再起動サービス ツールの使用 をご参照ください。 

その他の問題 

DocAve マネージャーまたはエージェントをインストールする際にその他の問題が発生した場合、プロンプト メッセージに従

って問題を解決し、インストール プログラムを再実行してください。 

問題が解決せず、追加のヘルプが必要な場合は AvePoint テクニカル サポート サイトをご参照ください。 

 

 

 

http://www.avepoint.co.jp/support/
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付録 A 

DocAve エージェントのインストール場所 

DocAve エージェントをインストールする詳細場所については、以下の表をご参照ください。 

DocAve エージェントのインストール場所は、各製品のすべての機能および構成を使用するための基本要件となります。 

すべての DocAve エージェントでは、使用するモジュールおよび機能に合わせた適切なライセンスが必要です。 

製品カテゴリ 製品 DocAve エージェントのインストール場所 

移行 

アップグレード & 

移行 

移行元: 

SharePoint 

2007 

１つ以上の移行元フロントエンド Web サーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要があります。 

移行先: 

SharePoint 

2010 

１つ以上の移行先フロントエンド Web サーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要があります。 

Lotus Notes 

移行 

移行元

Lotus 

Notes 

Lotus Notes クライアントのインストール済みサーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要があります。 

移行先: 

SharePoint 

2010 

移行を実行するフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

ファイル システム

移行 

移行元: ファ

イル システム 

Windows XP またはそれ以上のオペレーティング システムを

持つ１つ以上のファイル システム サーバー上に DocAve エー

ジェントをインストールする必要があります。 

移行先: 

SharePoint 

2010 

移行を実行するフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

Livelink 移行 

移行元: 

Livelink 

Livelink サーバーと同一のローカル エリア ネットワーク内にあ

る１つ以上のサーバー上に DocAve エージェントをインストー

ルする必要があります。 

移行先: 

SharePoint 

2010 

移行を実行するフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

eRoom 移行 

移行元: 

eRoom 移

行 

eRoom サーバー上に DocAve エージェントをインストールす

る必要があります。 
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製品カテゴリ 製品 DocAve エージェントのインストール場所 

移行先: 

SharePoint 

2010 

移行を実行するフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

Exchange パブ

リック フォルダ移

行 

移行元: 

Exchange 

パブリック フォ

ルダ 

Exchange をインストールしたサーバーへアクセス可能な１つ

以上のサーバー上に DocAve エージェントをインストールする

必要があります。 

移行先のフロントエンド Web サーバーが Exchange をイン

ストールしたサーバーへアクセスできる場合、フロントエンド 

Web サーバー上のエージェントを移行元および移動先用とし

て共用することができます。 

移行先: 

SharePoint 

2010 

移行を実行するフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

データ保護 

最小単位バックアップ & リストア 
１つ以上のフロントエンド Web サーバー上に DocAve エー

ジェントをインストールする必要があります。 

プラットフォーム バックアップ & リス

トア 

次のサーバー上に DocAve エージェントをインストールする必

要があります:  

 SharePoint 全体管理サーバー 

 指定 Search Service アプリケーションのコンポーネ

ントをバックアップする Search Service アプリケーシ

ョン サーバー 

 SharePoint Foundation (ヘルプ) 検索のコンポ

ーネントをバックアップする SharePoint 

Foundation (ヘルプ) 検索サーバー 

 IIS 設定、SharePoint Hive、グローバル アセンブ

リ キャッシュ、カスタム機能、SharePoint サイト定

義およびその他のファイル システム フォルダをバックア

ップする各 SharePoint サーバー 

 FAST Search server 設定をバックアップする各 

FAST Search server 

 Microsoft SQL サーバーをインストールしたサーバー 

 Microsoft SQL クラスタの各ノード 
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製品カテゴリ 製品 DocAve エージェントのインストール場所 

運用管理 

全体管理 
１つ以上のフロントエンド Web サーバー上に DocAve エー

ジェントをインストールする必要があります。 
コンテンツ マネージャー 

展開マネージャー 

レプリケーター １つ以上のフロントエンド Web サーバー上に DocAve エー

ジェントをインストールする必要があります。 

*注意: リアルタイム レプリケーションを使用するには、すべての

ロントエンド Web サーバー上に DocAve エージェントをインス

トールする必要があります。 

コンプライアンス 

リーガル ホールド 

 １つ以上のフロントエンド Web サーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要がありま

す。 

 Search Service を開始したフロントエンド Web 

サーバー上に DocAve エージェントをインストールす

る必要があります。 

Vault １つ以上のフロントエンド Web サーバー上に DocAve エー

ジェントをインストールする必要があります。 

レポート ポイント 
すべてのロントエンド Web サーバー上に DocAve エージェン

トをインストールする必要があります。 

ストレージ最適化 

リアルタイム / スケジュール ストレ

ージ マネージャー (RBS 環境) 

 すべてのフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

 Office Web App サービスをインストールするフロン

トエンド Web サーバー上に DocAve エージェントを

インストールする必要があります。Office Web App 

サービスは Word Viewing Service アプリケーショ

ン、PowerPoint Service アプリケーションおよび 

Excel Calculation Service を含めます。 

 Microsoft SharePoint テクノロジ用の 

Microsoft SQL Server Reporting 

Services Add-in が既にインストールされた状況

で レポート ビルダのモデル 用のスタブを生成した場

合、add-in をインストールするサーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要がありま

す。 

リアルタイム / スケジュール ストレ  SharePoint 全体管理サーバーおよびすべてのフロ



 85 

 

DocAve 6 インストール ガイド 

 

製品カテゴリ 製品 DocAve エージェントのインストール場所 

ージ マネージャー (EBS 環境) ントエンド Web サーバー上に DocAve エージェント

をインストールする必要があります。 

 Office Web App サービスをインストールするフロン

トエンド Web サーバー上に DocAve エージェントを

インストールする必要があります。Office Web App 

サービスは Word Viewing Service アプリケーショ

ン、PowerPoint Service アプリケーションおよび 

Excel Calculation Service を含めます。 

 Microsoft SharePoint テクノロジ用の 

Microsoft SQL Server Reporting 

Services Add-in が既にインストールされた状況

で レポート ビルダのモデル 用のスタブを生成した場

合、add-in をインストールするサーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要がありま

す。 

コネクタ (RBS 環境)  すべてのフロントエンド Web サーバー上に DocAve 

エージェントをインストールする必要があります。 

 Office Web App サービスをインストールするフロン

トエンド Web サーバー上に DocAve エージェントを

インストールする必要があります。Office Web App 

サービスは Word Viewing Service アプリケーショ

ン、PowerPoint Service アプリケーションおよび 

Excel Calculation Service を含めます。 

 Microsoft SharePoint テクノロジ用の 

Microsoft SQL Server Reporting 

Services Add-in が既にインストールされた状況

で レポート ビルダのモデル 用のスタブを生成した場

合、add-in をインストールするサーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要がありま

す。 
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製品カテゴリ 製品 DocAve エージェントのインストール場所 

コネクタ (EBS 環境)  SharePoint 全体管理サーバーおよびすべてのフロ

ントエンド Web サーバー上に DocAve エージェント

をインストールする必要があります。 

 Office Web App サービスをインストールするフロン

トエンド Web サーバー上に DocAve エージェントを

インストールする必要があります。Office Web App 

サービスは Word Viewing Service アプリケーショ

ン、PowerPoint Service アプリケーションおよび 

Excel Calculation Service を含めます。 

 Microsoft SharePoint テクノロジ用の 

Microsoft SQL Server Reporting 

Services Add-in が既にインストールされた状況

で レポート ビルダのモデル 用のスタブを生成した場

合、add-in をインストールするサーバー上に

DocAve エージェントをインストールする必要がありま

す。 

アーカイバ DocAve エージェントを１つ以上のフロントエンド Web サー

バー上にインストールする必要があります。 

 

付録 B: ホット キー 

ホット キー モジュールへのアクセス 

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 

DocAve 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 モジュールでは、マネージャー ホーム インターフェイスから Ctrl +Alt + Z を組み合わせた操作を使用します。 

次はトップ レベルのホット キーのリストです。下位のレベルのインターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻る度に

Ctrl +Alt + Z を押します。 
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操作インスタンス ホット キー 

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 

アカウント情報 9 

ヘルプおよび詳細 0 

 

DocAve ホーム ページ  

操作インスタンスおよびホット キー 

移行 M アップグレード & 移行 SM 

Lotus Notes 移行 N 

ファイルシステム移行 F 

Livelink 移行 L 

eRoom 移行 E 

Exchange パブリック フォルダ移行 P 

データ保護 D 最小単位バックアップ & リストア G 

プラットフォーム バックアップ & DocAve のリスト

ア 

D 

プラットフォーム バックアップ & SMSP のリストア N 

管理者 A 管理者 C 

コンテンツ マネージャー M 

展開マネージャー D 

レプリケーター R 

コンプライアンス C リーガル ホールド E 

Vault V 

レポート ポイント R 利用状況レポート U 

インフラストラクチャ レポート I 

管理者レポート A 

コンプライアンス レポート C 

DocAve レポート D 

設定 S 

ストレージ最適化 S リアルタイム ストレージ マネージャー R 

スケジュール ストレージ マネージャー S 



88  

 

DocAve 6 インストール ガイド 

操作インスタンスおよびホット キー 

コネクタ C 

アーカイバ A 

コントロール パネル P 

ジョブ モニター J 

プラン グループ G 

ログ アウト L 

 

付録 C: 移行元環境 

この表では DocAve 移行でサポートされている移行元バージョンが表示されます。 

移行元 サポートされているバージョン 

ファイル システム 

Windows 2008 R2 エンタープライズ 

Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ 

Windows 2008 R2 標準 

Windows 2008 R2 SP1 標準 

Windows 2008 SP2 エンタープライズ 64 ビット 

Windows 2008 SP2 標準 64 ビット 

Windows 2008 SP2 32 ビット 

Windows 7 64 ビット 

Windows 7 SP1 64 ビット 

Windows 7 32 ビット 

Windows 7 SP1 32 ビット 

Windows Vista SP2 64 ビット 

Windows Vista SP2 32 ビット 

Windows XP SP3 

Windows 2003 SP2 64 ビット 

Windows 2003 R2 SP2 64 ビット 

 

 

 

Lotus Notes 

 

 

 

英語の言語パッケージ 6.5.5 

英語の言語パッケージ 6.5.6 

英語の言語パッケージ 7.0.3 

英語の言語パッケージ 8.0 

英語の言語パッケージ 8.5 

英語の言語パッケージ 8.5.2 

日本語の言語パッケージ 6.5.6  



 89 

 

DocAve 6 インストール ガイド 

 

移行元 サポートされているバージョン 

 ドイツ語の言語パッケージ 8.5 

 

 

 

eRoom 

 

 

 

 

eRoom 7.2.1 

eRoom 7.2.2 

eRoom 7.2.3 

eRoom 7.3 

eRoom 7.3.3 

eRoom 7.4.1 

eRoom 7.4.2 

eRoom 7.4.3 

 

 

 

Exchange パブリック フォルダ 

 

 

 

Microsoft Exchange サーバー 2003 32 ビット 

Microsoft Exchange Server 2007 RTM 64 ビット 

Microsoft Exchange Server 2007 SP1 64 ビット 

Microsoft Exchange Server 2007 SP2 64 ビット 

Microsoft Exchange Server 2007 SP3 32 ビット 

Microsoft Exchange Server 2007 SP3 64 ビット 

Microsoft Exchange Server 2010 RTM 64 ビット 

Livelink 

 

 

Livelink 9.5.0 

Livelink 9.6.0 

Livelink 9.7.0 

Livelink 9.7.1 
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