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クイック スタート ガイド 

DocAve バイナリー ストアをインストールし、基本的な構成

の SharePoint をクラウドへ拡張構成します。 

このドキュメントは AvePoint® 社の DocAve® バイナリー 

ストア for Microsoft® Office SharePoint® Server 

2007 と SharePoint Server 2010 の基本的な機能と初

期設定に慣れることを目的とし作成されています。また、本ドキュ

メントは DocAve 製品群に馴染みが薄く、DocAve を初めて

インストールする方を対象として作成されています。 
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お使いになる前に 

 

基本概要 

このガイドはお使いの SharePoint® 環境への DocAve プラットフォームと DocAve バイナリー ストアの基本的なイン

ストールとその構成について説明します。このガイドは SharePoint についての高度な知識を有する SharePoint ファー

ム管理者がご利用環境の SharePoint コンテンツのストレージ最適化を行う為に作成されています。 

 

DocAve バイナリー ストア for SharePoint 要件 

DocAve バイナリー ストアは SharePoint のパフォーマンスと拡張性を改善するために SQL の枠を超えて 

SharePoint ストレージの拡張が可能な固有のツールです。 

Binary Large Object（ BLOB ）は SQL サーバー ストレージを 80％まで消費することが可能ですがデータベースの

パフォーマンスに悪影響を与えるだけでなく、ユーザー エクスペリエンスにも著しく影響します。DocAve バイナリー ストアは

SQL 内にコンテンツを保管せず、瞬間的にファイル ベースのストレージにコンテンツをオフロードし、SQL データベースを最

適化します。マイクロソフト社製の BLOB ストレージ API を使用して、DocAve バイナリー ストアは SharePoint にアッ

プロードされたすべてのコンテンツのファイル サイズを分析し、設定したファイル サイズを越えるとそれらのファイルを適切なスト

レージへと送ります。それらのコンテンツは SQL 内に存在しませんが完全にアクセスすることが可能で、SharePoint を通

して管理することも出来ます。エンド ユーザーからはまるで SharePoint の SQL コンテンツ データベース内にコンテンツが

存在しているかのように検索、アクセス、そして、コラボレートすることが出来、管理者はオフロードするファイルの値を設定す

ることでどのファイルをストレージに移行すべきかを調整することが出来ます。 

 

DocAve バイナリー ストアを使用して、ファイル ベースのストレージに移動したすべてのコンテンツは標準の SharePoint 

のインデックス検索やその他、ワークフロー、バージョン、警告などの管理ツールを完全サポートします。DocAve バイナリー 

ストアの展開後、企業内の SQL ストレージは効率的に管理されるようになり、SharePoint インフラストラクチャを縮小す

ることが出来ます。 
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インストール要件 

DocAve システムをサポートするプラットフォームとそのシステム要件: 

DocAve システム要件 

o DocAve マネージャーとエージェント (すべてのサービスが 1つのサーバー上で動作) 

o コンピューターとプロセッサ: 1000MHz プロセッサ（最小）- Intel Pentium III 互換、最小 

1000MHz 以上のプロセッサを搭載する PC（Intel Pentium 4 互換以上のプロセッサを推奨） 

o メモリー: 最小 2GB 以上の RAM （4GB の RAM を推奨） 

o ハードディスク: 1GB の空き容量（最低要件）、3GB を推奨 

o OS: 次の 1 つを必要とします。Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Server 2008、

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition、Windows Server 2003 

Enterprise Edition、Windows Server 2003 Datacenter Edition、または Windows 

Server 2003 Web Edition (x64 editions を含む). 

o Framework: .NET Framework v2.0 以降 

サポートされるプラットフォーム: 

 DocAve は以下のプラットフォームをサポートしています: 

o Microsoft Office SharePoint 

 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 (x86 and x64) ‐ Service 

Pack 1以降 

 Windows SharePoint Services (WSS) v3 (x86 and x64) ‐ Service Pack 1 

以降 

 SharePoint Server 2010 

 SharePoint Foundation 2010 

o Microsoft Windows Server 

 Windows Server 2003 (x86 and x64) 

 Windows Server 2008 (x86 and x64) 

 Windows Server 2008 R2 (x86 and x64) 

o SQL Server 
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 SQL Server 2000 (x86 and x64) 

 SQL Server 2005 (x86 and x64) 

 SQL Server 2008 (x86 and x64) 

セキュリティ権限 

 インストールを行うアカウントにはファーム管理者権限が必要です。 

 DocAve バイナリー ストアのジョブを実行しているアカウントは 少なくとも SharePoint データベースへの読み

込み・書き出しアクセス権限が必要です。 
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インストール 

 

DocAve バイナリー ストアは他のすべての DocAve 製品と同様に、２ヶ所にアプリケーションをインストールします。 すべ

てのバックエンドの DocAve サービスを操作する DocAve マネージャーと DocAve ジョブを実行する DocAve バイナリ

ー ストア エージェントです。次の手順でこれらのアプリケーションのインストールを行います。 

インストール手順 

はじめに、DocAve マネージャーをインストールします: 

1. DocAve マネージャーとして使用するマシンに DocAve マネージャーのインストーラをダウンロードします。 

2. DocAve マネージャーをインストールする場所でパッケージを解凍します。 

3. 解凍したディレクトリ内にある “Setup.exe” ファイルを実行します。 
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4. DocAve マネージャー インストール ウィザードが実行されます。使用者名、会社名、場所を入力し、“次へ” 

をクリックします。 

 

 

5. ソフトウェア使用許諾契約書を確認し問題がなければ,“ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します” 

を選択し、“次へ” をクリックします。 
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6. “参照” をクリックしてインストールするフォルダーを指定するか、または “次へ” をクリックし DocAve を既定

の場所にインストールします。 

 

7. マネージャーの一部としてインストールするサービスを選択します。DocAve バイナリー ストアが正常に機能

する為にはコントロール サービス、メディア サービス、そして Web サービスをインストールする必要があります。

DocAve のデモを完全に有効活用する為にはすべてのサービスを選択することを推奨します。 

注意: レポート サービスをインストールする場合、レポート データを保存する SQL サーバーを特定する

必要があります。 
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8. MS SQL データベースを構成する場合、”高度設定” ボタンをクリックし、“MS SQL“ を選択します。お使

いの環境についての情報をインストーラが収集するのを待ち、SQL データベースに接続するための情報を入

力します。 
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9. 必要なサービスのオプションを構成した後、“次へ” をクリックします。 

 

注意： “レポート サービスの構成” ボタンをクリックし設定欄を記入し、“OK” をクリックします。尚、レポート サー

ビスは DocAve バイナリー ストアのインストールには関係ない為、スキップすることが可能です。 
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10. インストール設定を確認し、“インストール” ボタンをクリックします。 

 

11. インストールが完了すると、マネージャーの構成ウィンドウが表示されます。お使いの環境でポート競合が発生

している場合、このオプションで調節する必要があります。競合が発生していない場合、これらの設定を既定

の状態のまま “次へ” をクリックします。これらのオプションに関する詳細情報は DocAve ユーザー ガイドに

記載されています。 
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12. DocAve マネージャーはお使いの SharePoint 環境にインストールされました。 

 

 

次に、DocAve エージェントをインストールします: 

1. DocAve エージェント をインストールする予定のマシンに DocAve エージェントのインストーラをダウンロード

します。 

2. DocAve エージェントをインストールする場所にパッケージを解凍します。 

3. 解凍したディレクトリ内にある “Setup.exe” ファイルを実行します。 

 

 

 

 



 Page | 12  

4. DocAve エージェント インストール ウィザードが実行されます。“次へ” をクリックします。 

 

5. 使用者名、会社名、場所を入力し、“次へ” をクリックします。 
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6. ソフトウェア使用許諾契約書を確認し,“ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します” を選択して “次へ” 

をクリックします。 

 

7. “参照” をクリックしてインストールするフォルダーを指定するか、または “次へ” をクリックして DocAve を既

定の場所にインストールします。 
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8. インストール設定を確認し、”インストール” ボタンをクリックします。 

 

9. インストールが完了するとエージェント構成画面が表示されます。ユーザー アカウントの入力欄には管理者

権限を持つユーザーを入力して、マネージャー構成に一致するように残りのオプションを調整します。（通常

はマネージャー構成時に何かを変更した時にのみ行います。）これらのオプションに関する詳細情報は 

DocAve ユーザー ガイドを参照してください。 
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10. エージェント タイプで、”ストレージ最適化” タブをクリックします。バイナリー ストアのチェック ボックスを選択

し、”次へ“ をクリックします。DocAve デモを完全インストールする場合、エージェントを追加で別々に有効

にする事が出来ます。これらの製品についての詳細は弊社の Web サイトを参照してください。 

 

11. 次に EBS 又は RBS を使用してインストールを行います。 

 

EBS 又は RBS をインストールし、EBS を使用する場合は “スキップ” をクリックし、RBS を使用するために

は以下のインストール作業を行い、“続行” を選択します。 

＜RBS を使用する場合＞ 

ストレージ最適化でリモート BLOB ストレージを使用するには、 http://go.micro-soft.com/ から 

RBS x64.msi パッケージをダウンロードし、すべての SharePoint フロントエンド上の次のフォルダーにイン

ストールしてください。 C:\Program Files(x86)\Avepoint\DocAve5\Agent\bin 
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次に ”OK” をクリックします。 

 

次に IIS の再起動を行います。すぐに再起動する場合は ”すぐにリセット” をクリックします。“後でリセット” 

を選択する場合、手動で IIS を再起動する必要があります。 

 

12. DocAve バイナリー ストアのエージェントが完全にお使いの SharePoint 環境にインストールされています。 

 

おめでとうございます！DocAve バイナリー ストアのインストール ウェザードが完了しました。 
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DocAve へ接続 

 

DocAve マネージャーとエージェント両方のインストールに成功した後、Internet Explorer を通して DocAve インター

フェースに接続することが出来ます。 

DocAve へ接続: 

1. DocAve ネットワーク内のコンピューターで Internet Explorer を開きます。 

2. アドレスバーで、DocAve のアドレスを入力します。 

a. HTTP 環境: http://<サーバー名>:8080/DocAve/ 

b. セキュリティで保護された環境: https://<サーバー名>:8443/DocAve/ 

 <サーバー名> は通常 DocAve マネージャーがインストールされているホスト マシンです。 

 注意: DocAve が開かない場合、このセッションでポップアップが有効にされていることを確認してくださ

い。 

3. 既定の管理者権限を使用してログインします:  

a. ログイン ID: admin 

b. パスワード: admin 

 この資料のログイン証明書変更セクションの手順に従いログイン権限を変更する必要があります。ベスト 

プラクティスとして、管理者権限パスワードを初期ログイン時に変更することを推奨します。 

4. 以下は DocAve のログイン画面です。 
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バイナリー ストアの構成 

バイナリー ストアを実行する前に、DocAve において EBS 又は RBS を有効化しストレージ デバイスを追加する必要が

あります: 

 

External Blob Storage (EBS) 又は Remote Blob Storage (RBS は SharePoint 2010 

のみ) の有効化 

バイナリー ストアは SQL ストレージからデータを外部に配置する為に EBS 又は RBS の技術を使用しています。バイナリ

ー ストア又はストレージ最適化ツールのいずれかを使用する前にお使いの SharePoint ファームの EBS 又は RBS を

有効にしなければなりません。EBS の有効化方法は以下の通りです。 

1. DocAve の初期画面より、ストレージ最適化タブをクリックします。カーソルを “設定” に合わせ、

“EBS&RBS プロバイダ設定” を選択します。 
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2. 画面左よりお使いのファームを選択します。EBS 又は RBS どちらかのラジオ ボタンを選択し、“有効” ボタ

ンをクリックします。（以下は “EBS” を例としています。） 

 

 

DocAve v5.6 以前 の DocAve のレガシー バージョンにおいて、ストレージ最適化に Remote Blob 

Storage (RBS) を使用する場合、http://go.microsoft.com/ から RBS_x64.msi パッケージを ダ

ウンロードし、それをすべての SharePoint のフロント エンド Web サービスの “C:\Program Files 

(x86)\AvePoint\DocAve5\Agent\Bin.” に設置します。オプションに従いサービスを再起動する

と ”RBS” オプションが有効になります。 

 

物理デバイスと論理デバイスの追加 

ファイルを外部ストレージに移動する前に、どのように DocAve を外部ストレージに接続するかということを構成しなくては

なりません。SQL サーバーからアクティブな SharePoint データをバイナリー ストアが削除する場合、拡張したデータを保

存するには階層 １ストレージを使用すべきであることに注意が必要です。また、SharePoint の WFE と SQL サーバー

間の通信と同様にストレージ デバイスと WFE 間のネットワーク通信も安全で良質の状態が保たれていることが重要です。 

はじめに、拡張ストレージとして使用したい環境に適用する物理ストレージ デバイスを追加します。 

1. 右上の “コントロール パネル” ボタンをクリックします。 

http://go.microsoft.com/
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2. カーソルを “データ” に合わせ、“デバイス管理” をクリックします。 

 

3. “デバイス タイプ” 項目の隣で “ストレージ” ラジオ ボタンをクリックします。 
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列から追加したい物理デバイスのデータ タイプを選択します。 

 

 ネットシェア – 拡張ドライブが UNC を使用してマウントが可能である場合、このオプションを選択します。 

 FTP – 拡張ドライブが FTP プロトコルを使用して通信する場合、このオプションを選択します。 

 TSM – ドライブが IBM Tivoli Storage マネージャーにより管理されるデバイスの場合、このオプショ

ンを選択します。 

 EMC Centera － 拡張デバイスが EMC Centera ストレージ デバイスの場合、このオプションを選択

します。 

 クラウド ストレージ – 拡張したいデバイスがクラウド ストレージの場合、このオプションを選択します。現

在、DocAve は Amazon S3、Microsoft Azure と RackSpace クラウド ストレージをサポートし

ます。 

4. 画面右側の “物理デバイス” で ”追加” ボタンをクリックするとドライブ タイプの追加オプションを構成するポッ

プアップが表示されます。必要な情報をすべて入力した後、“保存” をクリックします。 
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すべての物理デバイスを追加した後、これらを論理デバイスに配置します。（複数の物理デバイスを 1 つの論理デバイスへ

集約することが出来ます。） 

拡張されたファイルの SharePoint インデックスを保管する論理デバイスを構成することから開始し、その論理デバイスにア

ーカイブされたデータのインデックスを保存して SharePoint から接続します: 

5. 物理デバイスを追加した後にデバイス管理画面から続けます。 

6. デバイス タイプの隣の “ストレージ” ラジオ ボタンをクリックします。

 

7. 残りの論理デバイス オプションを構成します: 
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 論理デバイス名: デバイスの名前を入力してください。この名前は DocAve 全体を通して参照されま

す。 

 論理デバイス タイプ (ネットシェア以外にその他のデータ タイプを構成している場合、この手順は無視し

てください。) 2 つの選択肢のうち 1 つを選択します: 

 ロード バランス: このデバイスは DocAve のロード バランス プールに追加され、必要に応じて

他のドライブからのオーバー フローを処理します。 

 専用: このデバイスは処理するよう明確に指定されたジョブの為だけに使われます。 

 データ タイプ: 現在のシステム設定に基づいて 5 つの選択肢の中から １つを選択します。論理デバイ

スに追加出来る現在の物理デバイスは画面右の “物理デバイス” 列に表示されます。これらのタイプは

本手順の“4”に記載されています。 

 階層: このオプションでは階層 1 のままにします。 DocAve は階層ストレージを構成し、それぞれの階

層で指定したビジネス ルールに基づいてデータを移動することが出来ます。 
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8. 中央の列、物理デバイス列（タブ）の下に画面右の列から物理デバイスをドラッグ＆ドロップします。 

 

9. メディア サービスのタブをクリックし、マネージャーのインストール時に自動的に作成されたメディア サービスを画

面右の列から画面中心部のメディア サービス列の下部に対してドラッグ＆ドロップします。 

 

 

 

 



 Page | 26  

10. “保存” をクリックします。ポップアップが表示され、デバイス作成が成功したことを確認する為に “OK” をクリッ

クします。 

 

次に、もう １つの論理デバイスを作成することによりコンテンツ ストレージの論理デバイスを構成してください。（イ

ンデックスとアーカイブ データの両方を同じ論理デバイスに保存する場合はこのセクションをスキップしてください。） 

1. インデックス論理デバイス（index）を追加した後 DocAve マネージャーの画面から続けることが出来ます。 

 

  



 Page | 27  

2. “新規” ボタンをクリックします。 

 

 

3. 上記の 7 から 11 までの手順に従い新しい論理デバイス作成のプロセスを繰り返してください。 
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バイナリー ストアのポリシー構成 

 

このセクションでは SharePoint コンテンツのバイナリー ストアのポリシー構成を段階的に説明します。 

インデックスの場所を指定する 

はじめに、SharePoint インデックスの保存場所を構成します。 

1. “ストレージ最適化” タブをクリックします。“設定” にカーソルを合わせ、“デバイス設定” をクリックします。 
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2. 画面左から SharePoint ファームを選択します。 

 

3. バイナリー ストア行におけるインデックス デバイスのドロップダウン メニューにてインデックス データで作成した論

理デバイスを選択します。 
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4. 既定デバイス行におけるドロップダウン メニューにて、以前の手順で作成した論理デバイスを追加し、選択し

ます。 

 

 

5．“適用” ボタンをクリックし、表示されるポップアップで “OK” をクリックします。 
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バイナリー ストアのプラン作成 

SharePoint のインデックス先を指定した後、バイナリー ストアの設定に戻り、バイナリー ストア プランを構成します。 

1. ストレージ最適化タブをクリックします。“バイナリー ストア” にカーソルを合わせ、“リアルタイム オフロード” をク

リックします。 

 

2. 画面左のドロップダウンより SharePoint ファームを選択します。 
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3. ドロップ ダウン メニューより表示されるファームのフォルダーをクリックします。 

 

 

4. ファームが読み込まれると、オフロードするコンテンツが選択出来るようになります。チェック ボックスを一度クリッ

クすることでアイテムとサブアイテムを選択することが出来ます。範囲内に含みたい個々のサブ アイテムのフォ

ルダーをクリックすることが出来ます。 
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5. オフロードするコンテンツを選択した後で、 EBS または RBS を使用するかという事を基に残りのバイナリー 

ストアのオプションを構成します: 

EBS では、サイト コレクション プロパティを構成します： 

 条件: 

o 既存のコンテンツをオフロード：バイナリーストアはオフロード元の SharePoint から

指定された論理デバイスに対して既存のコンテンツをオフロードします。カレンダーを使

用して、この操作を遅らせることも同様に出来ます。 

o すべてのドキュメント: DocAve バイナリー ストアはオフロード元の SharePoint 上

のすべてのアイテムとドキュメントをサイズに関係なくオフロードする。 

o ドキュメント サイズ: DocAve バイナリー ストアは指定したデータ サイズより小さいフ

ァイルをオフロードしない。 

 フィルター オプション: 特定されたファイル タイプのみロード オフされているこ

とを保証する事前設定ファイル フィルターを選択します。 

o 論理デバイス: デバイス管理でストレージ デバイスとして構成した論理デバイスを選

択します。 

o データ構成 (高度な知識を持つユーザーにのみ推奨): 

o 圧縮: DocAve バイナリー ストアはロード オフされたデータを圧縮します。次を選択

する必要があります。 

 SharePoint エージェント: SharePoint エージェントはメディア サービス

へネットワークを通して送信する前の圧縮プロセスを実行します。 

 メディア サービス: DocAve メディア サービスは圧縮を行います。 

o 暗号化: DocAve バイナリー ストアはデータを暗号化します。次を選択する必要が

あります。 

 SharePoint エージェント: SharePoint エージェントは暗号化プロセスを

実行します。 

 メディア サービス: DocAve メディア サービスは暗号プロセスを実行します。 
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RBS では、コンテンツ データベースを構成します。 

 詳細設定： 

o 既存のコンテンツをオフロード：バイナリーストアはオフロード元の SharePoint から

指定された論理デバイスに対して既存のコンテンツをオフロードします。カレンダーを使

用して、この操作を遅らせることも可能です。 

 条件: 

o すべてのドキュメント: DocAve バイナリー ストアはオフロード元の SharePoint 上

のすべてのアイテムとドキュメントをサイズに関係なくオフロードする。 

o ドキュメント サイズ: DocAve バイナリー ストアは指定したデータ サイズより小さいフ

ァイルをオフロードしない。 

 論理デバイス:  

o 論理デバイス: デバイス管理でストレージ デバイスとして構成した論理デバイスを選

択します。. 

 データ構成 (高度な知識を持つユーザーにのみ推奨): 

o 圧縮: DocAve バイナリー ストアはロードオフされたデータを圧縮します。次を選択

する必要があります。 

 SharePoint エージェント: SharePoint エージェントはメディア サービス

へネットワークを通して送信する前の圧縮プロセスを実行します。 

 メディア サービス: DocAve メディア サービスは圧縮を行います。 

o 暗号化: DocAve バイナリー ストアはデータを暗号化します。次を選択する必要が

あります。 

 SharePoint エージェント: SharePoint エージェントは暗号化プロセスを

実行します。 

 メディア サービス: DocAve メディア サービスは暗号プロセスを実行します。 
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6. バイナリー ストアのポリシーにより保存された SQL ストレージ スペースのプレビューを 閲覧する為には “テス

ト実行” をクリックしてください。 

 

7. バイナリー ストアのジョブを作成する為に “適用” をクリックします。 

 

 

8. IIS の再起動が必要であるというポップアップが表示された場合、“今すぐ再起動” または “後で再起動” の

いずれかをクリックします。バイナリー ストアは IIS の再起動が行われるまでは如何なるデータのリアル タイム 

アーカイブも開始することはありません。 
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おめでとうございます！DocAve バイナリー ストアはお使いの SharePoint 環境をリアルタイムであなたのドキュメントを

アーカイブしています。 
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ジョブモニター 

 

DocAve バイナリー ストアへすべての変更を反映した後、ジョブ モニターから以前 DocAve で完了したバイナリー ストア

のジョブと同様に変更の反映とその進行状況も閲覧することができます。 

1. 画面右上の “ジョブ モニター” ボタンをクリックします。ジョブ モニター画面の左上の大きな青いバナーをクリッ

クし、“ストレージ最適化” まで下方向にスクロールします。 
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2. すべてのバイナリー ストアのジョブをこの画面に読み込みます。 

 

 

3. ジョブの詳細レポートをダウンロードする為に、“ダウンロード” をクリックします。 

 

 

4. レポートを削除するには対象を選択し、“削除” をクリックします。 
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ログイン証明書の変更 

 

DocAve 既定の管理者のログイン パスワード変更を強く推奨します。 

1. “コントロール パネル” をクリックし、“DocAve システム” にカーソルを合わせ、”アカウント管理” をクリックしま

す。 

 

2. “ユーザー” タブをクリックします。 
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3. “admin” ユーザーをクリックします。 

 

4. “パスワードの変更” をクリックします。 
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5. 古いパスワードと新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを確認、最後に ”保存“ をクリックします。 
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おめでとうございます！ 

 

DocAve バイナリー ストアを使用して、BLOB ファイルを外部ストレージにオフロードすることによりお使いの SQL ストレー

ジ環境は最適化されました。この環境を管理サポートやその他のインフラ関連の情報につきましては、

www.avepoint.co.jp/sharepoint-products/を参照してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avepoint.co.jp/sharepoint-products/
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