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DocAve ストレージ マネージャー for SharePoint に

ついて 

SharePoint 2010 がエンタープライズ コンテンツの中央リポジトリになるのに伴い、データ ソースの利用と統合

が進み、BOLB と呼ばれる非構造データが作られ、これが SharePoint SQL サーバーのスペースの最大 9

5％ を占めてしまいます。BLOB を無視していると、データベースのパフォーマンスとユーザー エクスペリエンスの

低下を招くことになりかねません。 

そこで、DocAve ストレージ マネージャーを使用すれば、ファイルのサイズ、種類、その他のドキュメント プロパテ

ィを基に、様々なリアルタイムのビジネス ルールとスケジュールされたビジネス ルールを組み合わせて BLOB コン

テンツが外部化されるため、データの急増による悪影響を軽減することができます。同時に、SharePoint 管理

者は、以下のことを実現することができます。 

 BLOB ストレージの階層ストレージ管理 (HSM) を利用して、SharePoint のTCO （総所有コスト） 

を削減する。 

 SQL サーバーのリソースを最適化すると同時に、外部化したコンテンツへのシームレスなユーザー アク

セスとやり取りを維持することで、ユーザー エクスペリエンスを改善する。 

 SharePoint ファームの内外で、高度にカスタマイズが可能なビジネス ルールを使用して、コンテンツの

ライフサイクル管理を行うことができるため、情報ガバナンス ポリシーを徹底しやすくなる。 

 Microsoftがフル サポートする EBS / RBS の API を利用して、SharePoint の管理機能とほとん

どのサード パーティ アプリケーションを、すべての BLOB と連携させる。 

補完的な製品 

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

ジャーと次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

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

します。 

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

ァームの間で SharePoint コンテンツをコピーします。DocAve レプリケーターでは、即時のレプリケー

ション、イベントに対応したレプリケーション、スケジュールされたレプリケーション、またはオフライン環境で



6   

 
DocAve 6: ストレージ マネージャー 

 

のレプリケーションを実行することができます。すべてのコンテンツ、構成、およびセキュティの設定を、完

全に忠実に同期し、管理します。 

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

ユーザーが行った操作と変更内容をレポートします。 

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

調整します。 

 

始める前に 

DocAve ストレージ マネージャーをインストールする前にファームおよびシステム要件を参照してください。 

構成 

DocAve ストレージ マネージャーを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストー

ルし、正しく構成しておく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、ストレージ マ

ネージャーを使用できません。 

エージェント 

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

りします。DocAve エージェントにより、DocAve マネージャーと関連するサーバーと通信することができ、ストレ

ージ マネージャーを正しく機能させます。 

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

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

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

DocAve プラットフォーム (DocAve マネージャーと DocAve エージェント) をインストールするについては、Do

cAve 6 インストール ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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必要な権限 

以下の権限は、ストレージ マネージャーのエージェント アカウントに必要な権限です。これらの権限で、ストレー

ジ マネージャーは正しく機能します。 

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

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

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

追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

2. SharePoint 権限 

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

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

サービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

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

ル コントロール 

3. SQL 権限 

 コンテンツ データベース、スタブ データベース、SharePoint 構成データベースなどの ShareP

oint に関するすべての db_owner のデータベース役割があります。 

 SQL サーバーへの dbcreator のデータベース役割。ストレージ マネージャー ジョブを実行

する前に、スタブ データベースを作成する必要があるためです。 

ローカル システム権限 

1. ユーザーは次のローカル システム グループのメンバーです。 

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

 パフォーマンス モニター ユーザー 

 DocAve ユーザー (グループは自動的に作成され、以下の権限を持ちます。) 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリ

に対するフル コントロール 
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o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eve

ntLog6 のレジストリに対するフル コントロール 

o 通信証明書のフル コントロール 

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

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

[ユーザー権限の割り当て] の順に進んでください。）  

o DocAve エージェント インストール先ディレクトリの権限に対するフル コントロール   

2. Provider dll をインストールする GAC に対するフル コントロール 

3. 構成ファイルを再構成する Microsoft SQL リモート BLOB ストレージ フォルダに対するフル コン

トロール  
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はじめに 

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

ストレージ マネージャーの起動 

ストレージ マネージャーを起動し、その機能にアクセスするには、以下の手順に従って操作します。 

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

ブのウィンドウの左側に、すべてのモジュールが表示されます。 

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

3. [リアルタイム ストレージ マネージャー] または [スケジュール ストレージ マネージャー ] をクリックし

て、適切なモジュールを起動します。 

 

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

[リアルタイム ストレージ マネージャー] または [スケジュール ストレージ マネージャー] をクリックすると、スト

レージ マネージャーのユーザー インターフェイスが起動し、適切な ストレージ マネージャー タブが表示されます。

このタブに、お使いのファーム環境が表示され、ここからストレージ マネージャーの機能のリストに簡単にアクセス

することができます。 

 

図 2:リアルタイム ストレージ マネージャーの ユーザー インターフェイス 

1. SharePoint ツリー (範囲 パネル) にお使いファームにあるすべてのコンテンツが表示されます。この

パネルを使用し、アクションを実行する対象のコンテンツを選択します。コンテンツを選択すると、リボン 

に新しいタブと機能が表示されます。 

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

る内容は、SharePoint ツリーおよび ワークスペース での選択により動的に変わります。 

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

テンツがすべて表示されます。 
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ファームおよびノードの選択 

ファームおよびノードの選択: 

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

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

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

 

ストレージ マネージャーを構成および使用するための基本

手順 

以下の手順は、ストレージ マネージャーを正しく使用するために必要な基本手順です。リンクをクリックすると、そ

れぞれのセクションに移動します。 

1. BLOB プロバイダの構成 

2. 論理デバイスの構成 

3. 孤立した BLOB の整理の構成 および 処理プールの構成 (スケジュール ストレージ マネ

ージャーのみ) 

4. リアルタイム ストレージ マネージャー ジョブの構成 または スケジュール ストレージ 

マネージャー ジョブの構成・実行 
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BLOB プロバイダの構成 

DocAve ストレージ マネージャーを使用するには、BLOB プロバイダを有効にする必要があります。 

バイナリ ラージ オブジェクト (BLOB) は、SQL コンテンツ データベースに保存される非構造データ (ファイル、

添付ファイルなど) です。既定では、SharePoint にアップロードされるファイルまたは添付ファイルは、コンテンツ 

データベースに BLOB として保存されます。BLOB プロバイダを構成すると、BLOB をコンテンツ データベース

から指定した外部ストレージに外部化することができます。BLOB プロバイダ機能は、SharePoint データベー

スのトラフィックを遮断し、BLOB トラフィックのすべてを外部の BLOB ストレージにリダイレクトします。データのス

タブは、SharePoint に保持されます。また、BLOB プロバイダは、スタブ データベースを作成し、指定したファ

ームまたはノードでプロバイダを有効します。 

SharePoint ユーザーおよびアプリケーションに透明性を提供するために、リモート BLOB ストレージ (RBS) 

または外部 BLOB ストレージ (EBS) は SharePoint インターフェイス経由でファイルシェア コンテンツを表示

するために使用されます。EBS は、Microsoft SharePoint Server 2007 および 2010 が提供するインタ

ーフェイスで、RBS は、Microsoft SQL サーバー用の追加機能パックとして組み込まれる標準化された高度

なプログラミング インターフェイスのセットです。 

*注意: リアルタイム ストレージ マネージャーの外部化の条件を満たしているドキュメントを、容量が不十分な 

BLOB ストレージ デバイスにスアップロードすると、アップロードは失敗します。 

*注意: RBS プロバイダはサード パーティ プロバイダであるため、SQL Server 2008 R2 Enterprise エデ

ィションが必要です。RBS は、Microsoft SQL Server 2005 ではサポートされていません。 

 

機能 RBS EBS 

BLOB ストレージの範囲 RBS は、コンテンツ データベース 

レベルおよび Web アプリケーション 

レベルで使用できます。それぞれの

コンテンツ データベースは、それぞれ

の BLOB ストレージを持つことがで

きます。RBS の方が柔軟性に優

れています。 

EBS は、ファーム レベルでのみ

使用できます。 
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機能 RBS EBS 

プロバイダ数 複数の RBS プロバイダを同じ Sh

arePoint ファームに置くことができ

ます。 

SharePoint ファーム 1 つに対

し、EBS プロバイダは 1 つのみ

です。 

インターフェイス 管理対象。 

RBS は、完全な .NET ベースの

ソリューションです。技術的な観点

から言えば、RBS が .NET に極

めてうまく適合します。 

管理対象外。 

EBS は、レガシーの COM イン

ターフェイスに依存します。 

BLOB を SQL サーバー 

ストアから BLOB ストアに

移行、またはその逆 

Windows PowerShell カスタム 

SharePoint インターフェ

イス 

SharePoint 2010 には、多くの 

Windows PowerShell コマンド

が備えられており、これらのコマンド

を使用して、RBS のインストールお

よび構成を管理することができま

す。 

なし 

BLOB プロバイダの推奨事項 

BLOB プロバイダを有効にする前に、BLOB プロバイダの構成について、以下の注意事項を必ずお読みくださ

い。 

必須事項:  

 ウィザードを開始します。RBS (DocAve エージェント) がお使いのファームの Web フロント エンドにイ

ンストールされていること、また、これらの Web フロント エンドがユーザーの方を向いているかどうかを確

認します。 

 最適なパフォーマンスを得るためには、ファーム内にスタブ データベース用のデータベース サーバーを選

択します。 
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 ファーム レベルで、EBS および RBS について、すべてのスタブ (ポインタ) を管理するように選択します。

ファーム 1 つにつき、1 つのスタブ データベースとします。各コンテナに 100 万以上のアイテムが入ると

予想される場合に限り、下位レベルの設定を適用します。 

 下位レベルでスタブ データベースを構成する場合には、継承を考慮してください。サブ データベースの

継承については、付録 B: サブ データベースの継承 を参照してください。 

 RBS を有効にするスケジュールを構成し、拡大中のファーム用にプランを必ず作成します。 

以下のことが起こらないように注意してください。 

 エージェントのインストール中にサーバーが存在しない。Web フロントエンドで RBS/EBS のインストー

ルに失敗する (ユーザー向きまたはアプリケーション向きのいずれも)。 

 RBS ではなく EBS を選択しかない場合: お使いの SQL サーバーのバージョンに応じて、適切なもの

を選択してください。必要に応じて、後で EBS から RBS にアップグレードすることができます。EBS か

ら RBS へのアップグレードについては、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス ガイド を参照してく

ださい。 

 これらの構成を必要以上に最小単位に設定すること。簡単な管理を目指すこと: このデータベースは

お使いのファーの障害回復プランに含まれるため、データベースが多すぎると、フェールオーバーが必要以

上に複雑になる可能性があります。 

 スケジュール構成をスキップする。ファームが拡大している中で、新しいコンテンツ データベースが追加さ

れ、ストレージ最適化ソフトウェアの他の部分と連携させることが必要になります。 

BLOB 外部化のベスト プラクティスについては、AvePoint ホワイトペーパーを参照してください。http://ww

w.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_wit

h_BLOB_Externalization.pdf 

BLOB プロバイダの有効化 

サーバーで BLOB プロバイダを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

*注意: RBS プロバイダのみを有効にすると、リアルタイム ストレージ マネージャーのルールは、Web アプリケー

ション (コンテンツ データベース) レベルでのみ使用できます。EBS プロバイダのみを有効にすると、リアルタイム 

ストレージ マネージャーのルールは、Web アプリケーション (コンテンツ データベース) レベルおよびサイト コレク

ション レベルで使用できます。EBS と RBS の両方のプロバイダを有効にすると、RBS が使用されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_with_BLOB_Externalization.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_with_BLOB_Externalization.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_with_BLOB_Externalization.pdf
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*注意: エージェントが正しくインストールされていない Web フロント エンドで RBS / EBS プロバイダを有効に

する場合は、スタンドアロン エージェント ツールを使用する必要があります。これらのツールによる BLOB プロバ

イダの有効化の詳細については、付録 D: エージェント ツールによる BLOB プロバイダの有効化 を

参照してください。 

1. BLOB プロバイダにアクセスするには、[リアルタイム ストレージ マネージャー] / [スケジュール ストレ

ージ マネージャー] > [BLOB プロバイダ] の順に進みます。BLOB プロバイダ ページがワークス

ペースに表示されます。 

2. [BLOB プロバイダ バイナリのインストール] を選択して、指定したサーバーに BLOB プロバイダの

バイナリをインストールします。このページには、指定したファーム内のすべてのサーバーの情報が表示さ

れます。既定では、BLOB プロバイダ バイナリは、エージェントと一緒にインストールされます。一部の B

LOB プロバイダ バイナリがインストールされていない場合、未インストール が BLOB プロバイダ バイ

ナリ 列に表示されます。必要に応じて、[インストール] をクリックし、必要な BLOB プロバイダ バイナ

リをインストールします。 

3. 終了したら、[次へ] をクリックします。スタブ データベースの構成 ページが表示されます。 

4. スタブ データベースの構成 - すべてのストレージ マネージャー スタブの情報をストアする場所を指定

します。ファーム名をクリックしてツリーを展開し、ファーム レベル、Web アプリケーション レベルおよび / 

またはコンテンツ データベース レベルを選択します。 

簡単に使用するため、ファーム全体に 1 つのスタブを構成することをお勧めします。場合により (例えば、

ファイルが数百万にも上るレコードの管理など)、Web アプリケーション / コンテンツ データベース レベル

で異なるスタブ データベースを構成する必要があります。詳細については、付録 B: サブ データベ

ースの継承 を参照してください。 

*注意: すべてのスタブ データベースが正しくバックアップされるようにしてください。データベースが破損し

た場合、バックアップされているスタブ データを完全にリストアする必要があります。 

5. スタブ データベースにリンクするノードを選択してから、リボンの 管理 グループ上の [構成] をクリックし

ます。各ツリーのノードの近くにある [構成] ボタンをクリックして、選択しているノードのスタブ データベー

スを構成することもできます。 

a. スタブ データベースの構成 - データベース サーバー (スタブ データベースが存在している場

所) とスタブ データベースの データベース名 を指定します。サブ データベースの継承について

は、付録 B: サブ データベースの継承 を参照してください。 

*注意: コンテンツ データベースのスタブ データベースを構成し保存した後に、構成を変更す

ることはできません。 
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既定では、ファームで使用されるデータベース サーバーは自動的に読み込まれます。スタブ デ

ータベースの管理および維持を考慮し、既定データベース サーバーを使用することをお勧めし

ます。以下の条件のいずれかが当てはまる場合、他のデータベース サーバーを指定する必要

があります。 

 アカウントに、既定 SQL サーバーに接続するために必要な権限がない。 

 アカウントに、既定 SQL サーバーでスタブ データベースを作成するために必要な権

限がない。 

 既定の SQL サーバーが別のマシン上にあり、ネットワーク状態が 「弱い」。 

b. 認証 - データベースにアクセスする認証方法を選択します。 

 Windows 認証 (推奨、既定オプション) - これを利用して Windows を使用し

てユーザーを確認します。 

 SQL 認証 - 特定の SQL サーバーのアカウントおよびパスワードに従ってユーザーを

確認します。 

c. 接続文字列 - この機能を使用して、コマンド ラインを利用してサブ データベースを作成し構

成します。[詳細設定] をクリックして、詳細構成を展開します。[接続文字列を直接編集す

る] で [接続文字列] の方法を選択すると、Windows 認証または SQL 認証を使用して

スタブ データベースを作成および接続します。 

*注意: [接続文字列を直接編集する] を選択すると、上記の構成 a および b は使用で

きなくなります。 

i. Windows 認証を使用してサブ データベースを作成するには、以下の情報を入力し

てください。 

o サーバー - SQL サーバーのインスタンス名を入力します。入力する名前は

ネットワークでのサーバー名、IP アドレス、または、構成マネージャー エイリア

ス名でなければなりません。ローカル サーバーの既定インスタンスに接続する

には、以下の例を参照してください。 

 Server=; 

 Server=.; 

 Server= IP Address; 

 Server=localhost; 
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 Server=localDatabase\instancename; 

o データベース - データベース名を入力します。データベースを指定しない場

合、ログイン用に定義されている既定のデータベースが使用されます。データ

ベースに接続するには、次の例を参照してください:Database=データベー

ス名 

o Trusted_Connection - ログイン検証のWindows 認証モードを使用

するには、値に [True]  を設定します。 

o DataSource – サーバーのインスタンス名、ホスト名および IP アドレスを

入力します。このフィールドを指定しない場合、ローカル コンピュータの既定イ

ンスタンスに接続されます。 

o フェールオーバー パートナー - データベース ミラーリングに使用するフェール

オーバー サーバー名を入力します。 

o 初期カタログ - スタブ データベース名を入力します。 

o 統合セキュリティ - Windows 認証の SSPI を承認するには、値に [Tru

e] を設定します。 

ii. SQL 認証を使用してブ データベースを作成するには、以下の情報を入力してくださ

い: 

*注意: インストラクションのキーと値は "=" で結ぶ必要があります。複数のインスト

ラクションは ";" で区切ります。 

o サーバー - SQL サーバーのインスタンス名を入力します。入力する名前は

ネットワークでのサーバー名、IP アドレス、または、構成マネージャー エイリア

ス名でなければなりません。ローカル サーバー上の既定のインスタンスに接続

するには、以下の例を参照してください。 

 Server=; 

 Server=.; 

 Server=IP Address; 

 Server=localhost; 

 Server= localDatabase\instancename; 
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o データベース - データベース名を入力します。データベースを指定しない場

合、ログイン用に定義されている既定のデータベースが使用されます。データ

ベースに接続するには、次の例を参照してください:Database= データベー

ス名 

o Trusted_Connection - ログイン検証の Windows 認証モードを使

用するには、値に [False] を設定します。データベースへの接続に使用さ

れる証明書を指定することができます。 

o ユーザー ID - ログイン名を入力します。 

o パスワード - パスワードを入力します。 

o DataSource – サーバーのインスタンス名、ホスト名および IP アドレスを

入力します。このフィールドを指定しない場合、ローカル コンピュータ上の既

定のインスタンスに接続されます。 

o フェールオーバー パートナー - データベース ミラーリングに使用するフェール

オーバー サーバー名を入力します。 

o 初期カタログ - スタブ データベース名を入力します。 

6. 終了したら、[OK] をクリックして BLOB プロバイダの有効化 ページに進みます。 

7. BLOB プロバイダの有効化 - DocAve エージェントがインストールされているファームの BLOB プロ

バイダの状態 が表示されます。この手順で選択したファーム上の BLOB プロバイダを有効または無効

にします。操作 列で [構成] をクリックすると、以下のオプションが表示されます。 

 ファームの RBS の有効化 (ファーム名) - RBS の有効化に使用されるファームのコンポー

ネントとスケジュールが表示されます。 

a. ツリー構造 - ファーム名をクリックしてツリーを展開します。必要に応じて、[有効] の

チェックボックスをクリックして、選択したコンテンツ データベースの RBS 状態を表示し、

RBS を有効にすることができます。RBS は、Web アプリケーション レベルおよびコン

テンツ データベース レベルで使用できます。Web アプリケーション レベルで RBS を

有効にすると、指定した Web アプリケーションの下の既存および新規追加のコンテン

ツ データベースの両方の RBS が有効になります。 

 新規コンテンツ データベースを含む - このレベルで [有効] チェックボックス

を選択すると、すべての新規追加のコンテンツ データベースについて RBS が

有効になります。RBS はスケジュール ジョブによって自動的に有効にされま
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す。この機能を使用するには、[スケジュール] フィールドでスケジュールを構

成する必要があります。 

b. スケジュール (ファームの EBS の有効化 を選択している場合に使用できます) - こ

のスケジュールは RBS を有効にする目的で、新規追加のコンテンツ データベースを

確認します。スケジュールに基づき RBS を有効にするかどうかを選択します。ストレー

ジ マネージャーは、指定したスケジュールに従ってファームで新規コンテンツ データベー

スを検索します。新規コンテンツ データベースが見つかると、ストレージ マネージャーは

そのデータベースに対して RBS を有効にします。 

 スケジュールなし - RBS をただちに有効します。 

 スケジュールを手動で設定する - スケジュールを構成して、このスケジュール

に従って RBS を有効にします。[開始時刻] と [間隔] を選択します。 

 ファームの EBS の有効化 (ファーム名) - ファームの EBS 状態が表示され、EBS を使用

できます。EBS を有効にするには [有効] をクリックします。無効にするには [無効] をクリック

します。SharePoint 2010 環境を使用する場合、ファームの RBS を有効にすることをお勧

めします。 

*注意: EBS および RBS の両方が SharePoint オブジェクトに対して有効になっている場

合、RBS が最初に使用されます。 

8. 概要 – ファームに関するすべての情報が表示されます。必要に応じて、[編集] をクリックして構成を

編集します。[完了] をクリックしてただちに EBS プロバイダを有効 / 無効にするか、または、EBS プロ

バイダを有効 / 無効にせず、RBS プロバイダの構成を保存します (RBS を選択している場合)。[完

了して実行] をクリックすると、構成を保存し、ただちに該当する  BLOB プロバイダを有効 / 無効に

します。 

*注意: スケジュールを使用せずに RBS プロバイダを有効にする場合は、[完了して実行] をクリック

して RBS プロバイダをただちに有効にする必要があります。[完了] をクリックすると、RBS プロバイダの

構成を保存するだけで、RBS を有効にしません。 
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論理デバイスの構成 

ストレージ マネージャーは、アップロード済みの BLOB コンテンツを外部デバイスに保存するため (SharePoint 

にはデータのスタブだけを残します)、最初に物理デバイスを 1 つ以上を構成し、次に論理デバイスを設定する

必要があります。BLOB コンテンツを保存する外部の場所によりますが、Net Share、EMC Centera、クラウ

ド ストレージ、Dell DX ストレージ、Caringo ストレージまたは HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム デ

バイスに書き込みすることができます。 

さらに、DocAve では、バックアップ データを保存する際に複数のストレージ デバイス (物理デバイス) を単一

論理ユニット (論理デバイス) として扱うこともできます。この機能によって、多数の小さなデバイスをまとめること

ができるため、特に大規模なストレージ マネージャーの範囲で有用です。論理デバイスは、アーカイブのストレー

ジ マネージャーのプランを作成する前に定義しておく必要があります。 

*注意: ストレージ ポリシーを使用する代わりに、DocAve ストレージ マネージャーでは、DocAve マネージャ

ーのサービスの状態とは関係なく、論理デバイスを使用して SharePoint からスタブに正常にアクセスします。 

物理デバイスの定義または論理デバイスの設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレン

ス ガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/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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ストレージ マネージャーの全体設定の構成 

リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャー ルールを作成する前に、まず、孤立した BLOB を整理する

方法を定義し (必須ではありませんが推奨です)、処理プールを構成する必要があります (スケジュール ストレ

ージ マネージャーに必須です)。 

孤立した BLOB の整理の構成 

ストレージ マネージャー スタブが SharePoint から削除されると、既定では BLOB コンテンツは外部ストレー

ジに保持されます。孤立した BLOB の整理 機能を構成して、SharePoint から該当するスタブが削除され

た後に、外部ストレージでの孤立した BLOB コンテンツを削除するようにします。 

この設定は必須ではありませんが、外部ストレージ スベースをより最適化するために、この機能を利用することを

お勧めます。リアルタイム ストレージ マネージャーの外部化の条件を満たしているドキュメントを、容量が不十分

な BLOB ストレージ デバイスにスアップロードすると、アップロードは失敗します。 

孤立した BLOB の整理のルールを構成するには、以下の手順を実行します。 

1. [リアルタイム ストレージ マネージャー] タブまたは [スケジュール ストレージ マネージャー] タブをク

リックします。 

2. [全体設定]グループの [孤立した BLOB の整理] をクリックします。 

3. ファーム名をクリックしてツリーを展開します。BLOB 整理のルールを構成する Web アプリケーションま

たはデータベースを選択します。ツリーを展開してから、ファーム ノードをクリックして表示するオブジェクト

を選択します。 

4. [構成] をクリックします。孤立した BLOB の整理を有効化 オプションが表示されます。[いいえ] を

選択すると、選択した範囲の [孤立した BLOB の整理を有効化] 機能が無効にします。[はい] を

選択すると、以下のオプションが表示されます: 

a. 範囲の定義 - [新規コンテンツ データベースを含む] を選択すると、構成済みの BLOB 整

理ポリシーを、選択している Web アプリケーションに新規に追加されたコンテンツ データベース

に適用します。 

b. スケジュール - 孤立した BLOB を整理するスケジュールを構成します。 
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 開始時刻 - スケジュール BLOB の整理ジョブの開始日時を指定します。タイム ゾ

ーンを変更するには、[開始時刻] フィールドの下のタイム ゾーンをクリックします。 

 間隔 - [日間]、[週間]、[ケ月間] のオプションを使用して、設定するスケジュール

に基づきルールの再実行間隔を設定します。 

 [カレンダー ビュー] をクリックすると、日間、週間、または ケ月間 によって、ポップアッ

プ カレンダーにスケジュール BLOB 整理ジョブが表示されます。 

c. 詳細設定 - コンテンツの削除を遅らせる時間を指定します。[日間]、[週間]、[ケ月間] オ

プションを使用してり削除を遅らせることができます。 

ストレージ マネージャー  スタブを誤って削除した場合には、このオプションを使用して、孤立し

た BLOB コンテンツが削除されないようにします。スタブがエンドユーザーによって SharePoin

t から削除された場合、ここで指定した期間の間、孤立した BLOB コンテンツは外部デバイス

に保持されます。この期間中に、削除されたストレージ マネージャー スタブを SharePoint に

リストアすることができ、正常にリストアされた後にっは、通常通りにアクセスすることができます。

指定された時間が経過すると、孤立した BLOB コンテンツは削除されます。 

*注意: 孤立した BLOB コンテンツが予期せず削除される可能性があるため、SQL サーバ

ー RBS 保持ツールを使用して、手動で削除を遅らせることはお勧めしません。もし、孤立した 

BLOB コンテンツが予期せず削除されてしまったら、SharePoint にリストアされたバックアップ

済みのスタブが BLOB コンテンツと関係のない孤立したスタブになります。 

d. 競合解決 -選択したノードに構成済みの BLOB 整理設定が既にある場合、実行する操作

を選択します。 

 上書きする - 競合が発生した場合、[上書きする] を選択すると、構成済みの設定

を現在保存されている設定に置き換えて、選択したノードに適用します。 

 上書きしない - 競合が発生した場合に、[上書きしない] を選択すると、構成済み

の設定を保持します。新規の構成設定は、構成済み設定を置き換えません。また、

設定が適用されているノードに、新規の構成設定を適用しません。構成済みの設定

を持たないノードの場合、新規の構成設定が適用されます。 

 [競合アイテムの表示] をクリックすると、構成済みスケジュールと削除の遅延設定を

持つノードが表示されます。 

5. [OK] をクリックすると設定を保存します。[キャンセル] をクリックすると操作をキャンセルします。 

6. BLOB 整理ルールを保存すると、ノードの構成したルール設定が [スケジュール] および [削除まで

の期間] 列に表示されます。 
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処理プールの構成 (スケジュール ストレージ マネージャーのみ) 

処理プール機能を使用して、同時に最大数のスケジュール ストレージ マネージャー ジョブをコントロールすること

ができます。通常、スケジュール ストレージ マネージャーのジョブはかなりリソースを消費するため、複数のストレ

ージ マネージャーのジョブを同時に実行すると、サーバーのパフォーマンスへ影響を与えることがあります。この状

態を避けるために、処理プールを使用します。 

処理プールに追加されたスケジュールされたストレージ マネージャーのジョブは、処理プールの設定に従って実行

されます。処理プールに入れられるジョブの数は、同時に実行できるスケジュール ストレージ マネージャー ジョブ

の最大数です。残りのジョブは、キューに置かれます。 

各 SharePoint ファームには、Default_Farm (ファーム名) という名前の既定の処理プールがあります。

既定の処理プールに設定されるジョブの数は 5 つです。 

処理プールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [全般設定] で [スケジュール ストレージ マネージャー タブ] > [処理プール] の順に進みます。 

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

3. 処理プール名 を入力します。新しい処理プールを識別できるように、[説明] (オプション) を入力する

こともできます。 

4. ドロップダウン リストから、[ファーム] を選択します。処理プールは。このファームのスケジュール ストレー

ジ マネージャー ルールに対してのみ使用することができます。 

5. ドロップダウン リストから、[エージェント グループ] を選択します。エージェントは、スケジュール ストレー

ジ マネージャー ジョブを実行するためのこの処理プールによって使用されます。エージェント グループの

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

6. スケジュール ストレージ マネージャー ジョブに使用される ジョブ数 を指定します。例えば、8 を入力す

ると、8 つのスケジュール ストレージ マネージャー ジョブを同時に実行できます。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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リアルタイム ストレージ マネージャー ジョブの構成 

リアルタイムのストレージ マネージャー ジョブは、SharePoint SQL サーバーに BLOB コンテンツをアップロード

して、指定した外部デバイスにコンテンツにリダイレクトします。この操作は リアルタイム に行われます。すなわち、

BLOB コンテンツは SQL に実際にはアップロードされません。そのため、ドキュメント サイズは、外部デバイスに

移動されるコンテンツを指定するために使用できる唯一の条件です。 

リアルタイム ストレージ マネージャーを使用するには、少なくともルールを 1 つ作成し、選択したノードに適用す

る必要があります。 

リアルタイム ストレージ マネージャー ジョブの作成 

*注意: RBS のみを有効にする場合、リアルタイム ストレージ マネージャー ルールは Web アプリケーション 

(コンテンツ データベース) レベルで使用できます。EBS のみを有効にする場合、リアルタイム ストレージ マネー

ジャー ルールは Web アプリケーション (コンテンツ データベース) レベルとサイト コレクション レベルで使用でき

ます。RBS プロバイダと EBS プロバイダの両方が使用できる場合、RBS プロバイダが使用されます。 

*注意: BLOB ストレージ デバイスのスペースが不足していると、コンテンツのアップロードに失敗します。 

リアルタイム ストレージ マネージャーのルールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [リアルタイム ストレージ マネージャー] タブをクリックし、範囲パネルからコンテンツを選択します。 

*注意: ツリーで新規作成済み SharePoint オブジェクトが表示されない場合、該当するノードを右

クリックして  をクリックしてツリーの表示を更新します。 

*注意: 複数のルールが同じレベルで構成されている場合、条件に従ってルールは自動的に並べられ

ます。すなわち、大きいファイル サイズの条件のルールが最初に確認されます。ストレージ マネージャー 

ルールのいずれか 1 つが起動している限り、アップロード済み BLOB コンテンツは外部デバイスに移動

されます。 

2. [既存のアーカイバ ルールを再利用する]、[既存のルールからコピーを作成する] または [新しいル

ールを作成する] を選択します。 

 既存のアーカイバ ルールを再利用する - ドロップダウン リストで選択されているストレージ マ

ネージャー ルールのすべての設定を使用します。このオプションを選択すると、異なる場所で同
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じストレージ マネージャー ルールを使用することができるため、ルールの範囲を拡大することが

できます。 

 既存のルールからコピーを作成する - ドロップダウン リストで選択されているストレージ マネー

ジャー ルールの設定をコピーします。ルールを更新して (必要に応じて) 、新しい名前でルール

を保存します。このオプションを選択すると、既存のルールから新しいルールを簡単に作成する

ことができます。 

 新しいルールを作成する - 新規のストレージ マネージャー ルールを作成します。新しいルー

ル名と 説明 (オプション) を入力します。 

*注意: 直接再利用できる共通ルール、または一部を少し変更して使用できる共通ルールを作成し

ておくことをお勧めします。これは、作成済みのルールを活用するのに役立ちます。 

3. データベースの選択 (RBS が有効な場合に表示されます) - コンテンツ データベースを選択して、ル

ールの範囲を選択します。 

*注意: 該当するデータベースにスタブ データベースがない場合、または、RBS が有効になっていない

場合、このフィールドのオプションは淡色表示されます。 

 新規コンテンツ データベースを含む - 新規追加のコンテンツ データベースにルールを適用し

ます。このオプションを選択すると、新規追加のコンテンツ データベースに対して同じルールが自

動的に有効になります。手動で構成する必要はありません。なお、このオプションを有効にする

には、Web アプリケーション レベルでスタブ データベースを構成する必要があります。また、BL

OB プロバイダを構成するときに、[新規コンテンツ データベースを含む] を選択する必要があ

ります。 

*注意: このオプションを選択しない場合、EBS プロバイダのみが有効になっている Web アプ

リケーションのコンテンツ データベースは、新規作成ルールを継承しません。 

 すべて選択 - すべての既存コンテンツ データベースを選択します。 

4. 条件 - 外部デバイスにアップロードする BLOB コンテンツのサイズを KB または MB で指定します。

ファイルのサイズがここに指定した閾値以上の場合、BLOB コンテンツは外部デバイスにアップロードさ

れます。 

5. ストレージ - ドロップダウン リストでデータを保存する論理デバイスを指定します。必要に応じて、[論

理デバイスの新規作成] をクリックして新規論理デバイスを作成します。ストレージの作成の詳細につ

いては、論理デバイスの構成 を参照してください。 

6. データの圧縮 設定を選択します (オプション) 。[圧縮] チェック ボックスをオンにするとデータが圧縮さ

れます。スライダで圧縮レベルを調節します。低い圧縮レベルの場合、圧縮速度は速くなりますが、デー
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タ セットが大きくなります。一方、高い圧縮レベルの場合、圧縮速度は遅くなりますが、小さく高品質

なデータ セットになります。なお、小さいデータ セットの方がシステム リソースを占有するため、ジョブの

実行にかかる時間が長くなります。圧縮は、SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) で

行われます。 

7. [暗号化] チェック ボックス (オプション) をオンにすると、データが暗号化されます。暗号化によって機密

データは保護されますが、データを暗号化すると、アーカイブの時間が長くなります。暗号化は、Share

Point サーバー (SharePoint エージェント) で行われます。セキュリティ プロファイルのドロップダウ

ン リストから暗号化で使用するセキュリティ プロファイルを選択するか、[セキュリティ プロファイルの新

規作成] をクリックして、新しいセキュリティ プロファイルを作成します。セキュリティ プロファイルの詳細に

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

8. リアルタイム ストレージ マネージャー ルールを保存すると、そのルールは、選択したノードに対して自動

的に有効になります。ワークスペースの右側の ルールと設定 フィールドに、そのルールが表示されます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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スケジュール ストレージ マネージャー ジョブの構成・実行 

スケジュール ストレージ マネージャー ジョブを実行するには、1 つ以上のスケジュール ストレージ マネージャー 

ルールと構成設定をそのジョブに適用する必要があります。スケジュール ストレージ マネージャーのルールと設定

で、選択しているノード内のオフロードするコンテンツ、コンテンツの保存場所、処理プールの情報、通知設定、

およびジョブ スケジュールを定義します。 

スケジュール ストレージ マネージャー ジョブを構成する方法は 2 つあります。 

1 つは、スケジュール ストレージ マネージャー プロファイルを作成し、選択したノードにそのプロファイルを適用す

る方法です。スケジュール ストレージ マネージャーのプロファイルは、ルールと設定の構成を保存済みプロアファイ

ルに統合します。スケジュール ストレージ マネージャーのプロファイルを作成しておけば、同じルールと設定を繰り

返して適用する必要なく、1 つ以上のノードに適用することができます。この方法は、お使いのファーム内の複数

のノードに、同じ構成および (または) BLOB のオフロード条件が必要な場合に使用してください。 

もう 1 つは、選択したノードに対してルールを構成し、そのノードの設定を手動で構成し、そのルールと設定の

両方を適用する方法です。この方法は、異なる構成または条件が必要なノードに対して使用します。これらの

構成または条件は、ファームの他の場所で再利用される可能性の低いものです。 

選択する方法に関係なく、ジョブを実行するためには、少なくとも 1 つのスケジュール ストレージ マネージャーの

ルールを作成および保存し、ノードに適用する必要があります。プロファイルとルールの作成および構成について

は、以下の説明を参照してください。 

プロファイル マネージャーによるジュール ストレージ マネージャー プロ

ファイルの作成 

プロファイル マネージャーで、ストレージ マネージャーのプロファイルを構成しします。このプロファイルは、ルールお

よび設定の構成を保存済みのプロファイルに統合します。これにより、一連の同じルールおよび設定を、複数の

ノードにすぐに適用することができます。それぞれのノードについて同じ設定を繰り返して構成する必要はありませ

ん。 

スケジュール ストレージ マネージャー プロファイルを作成および構成するには、以下の手順に従ってください。 
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1. [プロファイル管理] グループの [プロファイル マネージャー] をクリックします。 

2. プロファイル管理 ページで、リボンの [管理] グループの [作成] をクリックします。[プロファイルの作

成] の構成ページが表示されます。 

3. 以下の設定を構成します。 

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

b. ファーム - ドロップダウン リストからファームを選択して、プロファイルを作成します。 

c. カテゴリ - このプロファイルをユーザーが容易に認識できるようにするために、オプションでカテゴ

リ名 (DocAve/NetApp など) を入力することができます。 

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

6. [ルール管理] グループで [作成] をクリックし、スケジュール ストレージ マネージャー ルールを作成しま

す。スケジュール ストレージ マネージャー ルールの作成の詳細については、 

7. スケジュール ストレージ マネージャー ルールの作成・構成 を参照してください。 

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

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

れます。 

9. ルールの基本設定を構成します。設定の構成の詳細については、設定の構成 を参照してください。 

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

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

集したいページの隣にある [編集] をクリックします。 

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

ャー ウィンドウが表示されます。 

13. プロファイル マネージャー ウィンドウいは、作成済みのプロファイルが表示されます。既存プロファイルを

表示、編集、または削除するには、プロファイル名の左側にあるチェックボックスを選択し、[管理] グル

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

を閉じ、スケジュール ストレージ マネージャー タブに戻ります。 

14. 作成済みプロファイルの適用とストレージ マネージャー ジョブの実行については、選択したノードへ

のスケジュール ストレージ マネージャー プロファイルの適用とジョブの実行 を参照

してください。 
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スケジュール ストレージ マネージャー ルールの作成・構成 

スケジュール ストレージ マネージャーを使用して、外部デバイスにアップロードする BLOB コンテンツと、そのコン

テンツをオフロードする日時などの細かい条件を設定することができます。スケジュール ストレージ マネージャーで

は、様々な条件を選択することができます。さらに、リアルタイム ストレージ マネージャー ルールとは対照的に、

スケジュール ストレージ マネージャーのルールの範囲は、使用される BLOB プロバイダによって制限されません。 

1. [スケジュール ストレージ マネージャー] タブをクリックして、範囲パネルからコンテンツを選択します。 

2. [ルール管理] グループの [作成] をクリックします。 

3. [既存のアーカイバ ルールを再利用する]、[既存のルールからコピーを作成する] または [新しいル

ールを作成する] を選択します。 

 既存のアーカイバ ルールを再利用する - ドロップダウン リストで選択されているストレージ マ

ネージャーのルールの設定を使用します。このオプションによって、元のルールの範囲が拡大しま

す。このオプションを選択すると、異なる場所で既存のストレージ マネージャー ルールを使用す

ることができます。 

 既存のルールからコピーを作成する - ドロップダウン リストで選択されているストレージ マネー

ジャー ルールの設定をコピーします。必要に応じてルールを更新して、新しい名前でルールを

保存します。 

 新しいルールを作成する - 新しいストレージ マネージャー ルールを作成します。新しいルール

名と 説明 (オプション)  を入力します。 

*注意: 直接再利用できる共通ルール、または一部を少し変更して使用できる共通ルールを作成し

ておくことをお勧めします。これは、作成済みのルールを活用するのに役立ちます。 

4. 条件 - SharePoint のドキュメント、ドキュメント バージョン、添付ファイルレベル内の外部デバイスに

オフロードするオブジェクトおよびデータを選択します。各レベルには、構成を強化する条件フィルターの

固有のセットが含まれます。詳細については、付録 A: フィルター条件 を参照してください。 

下表は、各レベルでサポートされる条件の詳細です。 

ルール 

レベル 

ドキュメント 
ドキュメント バ

ージョン 
添付ファイル 
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ルール 

レベル 

ドキュメント 
ドキュメント バ

ージョン 
添付ファイル 

名前 √ × √ 

タイトル × √ × 

サイズ √ √ √ 

更新日時 √ √ × 

作成日時 √ × √ 

更新者 √ √ × 

作成者 √ × √ 

コンテンツ タイプ √ × × 

列 (テキスト) √ × √ 

列 (数値) √ × √ 

列 (はい/いいえ) √ × √ 

列 (日付と時刻) √ × √ 

最新バージョンの保持 

選択したバージョン数が SharePoint に保持されま

す。他のバージョンは外部ストレージに保存されます。 

 

*注意: このルールが使用されると、現在のバージョン

は常に SharePoint リスト / ライブラリで保持されま

す。 

× √ × 

親リスト タイプ ID √ √ √ 

最終アクセス時刻 √ √ √ 
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a. ルールを構成したら、[追加] をクリックして、そのルールを既存のルールに追加します。各ルー

ルの下にある X をクリックすると、ルールを削除します。 

b. 2 つ以上のルールを構成する場合、ルールの下にある論理アイコンをクリックして、ルール間の

論理関係を変更します。2つの論理関係、And および Or があります。既定の論理関係は 

And です。 

 And - すべてのルールを満たすコンテンツが外部デバイスにアップロードされます。 

 Or - ルールのいずれか 1 つを満たすコンテンツが外部デバイスにアップロードされま

す。 

c. [基本フィルター条件] フィールドに、ルールの論理関係が表示されます。例えば、[基本フィ

ルター条件] フィールドの論理関係が ((1 And 2) Or 3) の場合、フィルター ルール 1 と、

フィルター ルール 2 またはフィルター ルール 3 を満たすコンテンツが外部デバイスにアップロード

されます。 

5. ストレージ - ドロップダウン リストからデータを保存する論理デバイスを指定します。必要に応じて、[論

理デバイスの新規作成] をクリックして新規論理デバイスを作成します。論理デバイスの作成の詳細

については、論理デバイスの構成 を参照してください。 

6. [データの圧縮] の設定をオプション選択します。[圧縮] チェック ボックスをオンにするとデータが圧縮さ

れます。スライダで圧縮レベルを調節します。低い圧縮レベルの場合、圧縮速度は速くなりますが、デー

タ セットが大きくなります。一方、高い圧縮レベルの場合、圧縮速度は遅くなりますが、小さく高品質

なデータ セットになります。なお、小さいデータ セットの方がシステム リソースを占有するため、ジョブの

実行にかかる時間が長くなります。圧縮は、SharePoint サーバー (SharePoint エージェント) で

行われます。 

7. [暗号化] チェック ボックス (オプション) をオンにすると、データが暗号化されます。暗号化によって機密

データは保護されますが、データを暗号化すると、アーカイブの時間が長くなります。暗号化は、Share

Point サーバー (SharePoint エージェント) で行われます。ドロップダウン リストから暗号化に使用

する セキュリティ プロファイル を指定するか、または [セキュリティ プロファイルの新規作成] リンクを

クリックして新しいセキュリティ プロファイルを設定します。セキュリティ プロファイル情報の詳細については、

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

8. スケジュール ストレージ マネージャー ルールを保存すると、[ルールと設定] の [ルール] フィールドに

一覧表示されます。ルールは、ワークスペースの右側にある [ルールと設定] に表示されます。 

9. 作成したルールについて、設定の構成 を続けて実行し、ルールと設定を選択したノードに適用します。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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設定の構成 

スケジュール ストレージ マネージャーのルールを作成し、保存すると、ワークスペースの [ルールと設定] フィール

ドで追加オプションを構成することができます。 

以下のオプションを構成します。 

1. [順序] のドロップダウン リストでルールの順序を指定します。特定の SharePoint オブジェクトに複数

のスケジュール ストレージ マネージャー ルールを構成すると、適用したルールの 1 つを満たすコンテンツ

が外部デバイスにアップロードされます。順序を変更して、最初に確認するルールを指定することができ

ます。 

2. 処理プール - スケジュール ストレージ マネージャー ルールに使用される処理プールを指定します。[新

規処理プール] をクリックして、新しいプールを作成します詳細については、処理プールの構成 (ス

ケジュール ストレージ マネージャーのみ) を参照してください。 

3. 通知 - メール通知設定を構成します。[通知プロファイル アドレスおよび設定の選択] ドロップダウン 

リストから構成済み通知プロファイルを選択するか、または、[新規通知] のリンクをクリックして、新規メ

ール通知プロファイルを作成します。選択した通知プロファイルの詳細情報を表示するには、[表示] を

クリックします。 

*注意: 電子メール通知を送信するには、メールの送信設定 をコントロール パネルで構成する必要

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

4. スケジュール - BLOB コンテンツを外部ストレージに保存するスケジュールを選択します。 

 スケジュールなし - 構成を終了したら、すぐにプランを実行します。 

 スケジュールを手動で設定する - スケジュールを手動で設定して、指定した開始時刻と間隔

に従ってスケジュール ストレージ マネージャー ジョブを実行します。 

5. [適用] をクリックすると、選択したノードにスケジュール ストレージ マネージャー ルールとジョブ設定を適

用します。選択したノードにスケジュール ストレージ マネージャー ルールとジョブ設定を適用すると、[す

ぐに実行] ボタンが使用できるようになります。または、[適用して実行] をクリックすると、スケジュール 

ストレージ マネージャー ルールとジョブ設定を保存して、スケジュール ストレージ マネージャー ジョブをた

だちに実行します (このボタンは [適用] と [すぐに実行] 機能を組み合わせたものです)。 

6. 選択したノードにスケジュール ストレージ マネージャー ルールとジョブ設定を適用した後に、[すぐに実

行] をクリックすると、スケジュール ストレージ マネージャー ジョブをただちに実行します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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選択したノードへのスケジュール ストレージ マネージャー プロファイル

の適用とジョブの実行 

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

*注意: 選択したノードの下の特定のルールだけを実行するには、まず、不要なルールを無効にします。詳細に

ついては、既存ルールの無効化 を参照してください。 

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

1. 範囲 パネルからノードを選択します。 

2. 右側の ルールと設定の構成 ウィンドウで、ファーム ツリーで選択したノードにプロファイルを適用するた

めのオプションを選択します。 

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

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

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

に表示され、必要に応じて編集することができます。 

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

ルで構成済みの元の設定には影響しません。 

プロファイルを作成していない場合は、ドロップダウン リストの [新規プロファイル] リンクをクリッ

クして、新しいプロファイルを作成します。詳細については、プロファイル マネージャーに

よるジュール ストレージ マネージャー プロファイルの作成 を参照してください。 

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

ロップダウン リストからプロファイル名を選択します。なお、この画面から既存のプロファイル を変

更することはできません。 

 プロファイルを作成していない場合、ドロップダウン リストの [新規プロファイル] リンクをクリック

して、新しいプロファイルを作成します。詳細については、プロファイル マネージャーによ

るジュール ストレージ マネージャー プロファイルの作成 を参照してください。 

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

イルが選択したノードに適用され、選択したノードの下のすべてノードはプロファイル ルールと設定を継

承します。継承の詳細については、継承と継承中止 を参照してください。 
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4. [ルール管理] ウィンドウ [すぐに実行] をクリックすると、ジョブをただちに実行します。ジョブ モニターで

実行中のジョブを確認できます。または [適用して実行] をクリックすると、1 回のクリックで、プロファイ

ルの適用とジョブの実行の両方を行うことができます。 

 

選択したノードへのスケジュール ストレージ マネージャー ルールの適

用とジョブの実行 

スケジュール ストレージ マネージャーのルールを選択したノードに適用し、ジョブを実行します。 

1. 範囲 パネルからノードを選択します。特定のノードに適用されたすべてのルールが、[ルールと設定] ワ

ークスペースの [ルールと設定の構成] に表示されます。 

2. 必要に応じて、スケジュール ストレージ マネージャーのルールをさらに作成するか、または、[順序] フィ

ールドの数字を変更して最初に実行するルールを指定します。順序 を変更して、ルールが最初に確

認されるようにします。ルールの順序を変更するには、[順序] 列の値を変更します。 

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

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

ては、継承と継承中止 を参照してください。 

4. [すぐに実行] をクリックすると、適用したルールと設定をただちに実行します。ジョブ モニターで実行中

のジョブを確認できます。または [適用して実行] をクリックすると、1 回のクリックで、ルールの適用とジ

ョブの実行の両方を行うことができます。 
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作成済みルールの管理  

作成および適用したストレージ マネージャー ルールを、編集、除外、無効化 (有効化)、削除することができま

す。継承を適用したり、中止することもできます。ストレージ マネージャー ルールの管理については、以下のセク

ションに参照してください。 

継承と継承中止 

選択したノードにストレージ マネージャー ルールを作成すると、サブノードは親ノードに適用されているルールを

自動的に継承します。 

継承の中止 は、下位レベル ノードと上位レベル ノードを論理的に区切ります。例えば、外部デバイスにアップ

ロードされない常用のデータを確認する場合に、これを使用します。 

ルールを初めて構成する場合、リアルタイム / スケジュール ストレージ マネージャーのレベルで直接、ルールを構

成することができます。特定レベル (レベル A) でルールを構成した後に、ルールをレベル A 以上に直接構成す

ることができますが、 

ルールをレベル A より下のレベルで構成したい場合は、最初に、ルールの継承を解除する必要があります。継

承を解除するには、[ルール管理] グループの [継承の中止] をクリックします。 

ストレージ マネージャー ルールの継承をノードに手動で適用するには、以下の手順に従ってください。 

1. 親ノードのストレージ マネージャー ルールを継承するノードを選択します。 

2. [ルール管理] グループで [継承] をクリックしてルールを継承します。[継承] をクリックすると、このボタ

ンは [継承の中止] に変わります。 
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継承の使用について 

 既定では、上位レベルで構成されたストレージ マネージャー ルールは、下位レベルで継承されます。 

 上位レベルのストレージ マネージャー ルールを継承するノードには、新しいルールを作成することはでき

ません。最初に、継承を解除する必要があります。 

 継承したストレージ マネージャー ルールを、表示することはできますが、編集したり、削除することはでき

ません。 

 ノードへのルールの継承を解除した後で、上位レベルのルールを再継承する場合、このノードへの継承

を解除した後に追加されたルールはすべて、以下のノードから削除されます。 

o 上位レベルのルールを再継承するノード。 

o 前述のノードからルールを継承するノード。 

*注意: 指定したレベルの新規追加のルールは、削除されません。これらのルールはストレージ マネージャー ル

ールのリストに残っているため、必要に応じて、再適用することができます。 

継承中止の条件 

 指定したレベルでルールの継承を解除する場合、継承は、このレベルでのみ解除されます。下位レベル

のルールの継承は解除されません。 

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

ことができます。 

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

ます。 

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

SharePoint オブジェクトのすべてに影響します。 

 指定したノードのルール継承を解除した後に、上位レベルでスケジュール ストレージ マネージャー ジョブ

を実行すると、このノードは、このルールを使用していても、指定したジョブの範囲に含まれません。 
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ストレージ マネージャー ルールの編集・削除 

既存のストレージ マネージャー ルールを編集したり、ノードから削除することができます。以下の説明を参照して

ください。 

既存のストレージ マネージャー ルールの編集 

編集 機能を使用して、作成済みのストレージ マネージャー ルール設定を変更することができます。ルール名、

説明、条件、ストレージ ポリシー、データの圧縮 および データの暗号化 の設定は、すべて編集することがで

きます。ルール名 は固定されているため、編集 機能で変更することはできません。 

既存のストレージ マネージャー ルールを編集するには、以下の手順に従ってください。 

1. 編集したいルールを含むノードを、範囲 パネルで選択します。 

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

す。 

3. [ルール管理] グループで [編集] をクリックします。 

4. 編集中のルールが複数の SharePoint オブジェクトに関連付けられている場合、このルールに関連付

られているオブジェクトがポップアップ ウィンドウに表示されます。必要に応じて、[更新] グループの [続

行] をクリックして編集を続けます。 

5. ストレージ マネージャー ルール ページが表示され、このルールの設定が表示されます。 
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ノードから既存のルールを削除 

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

機能を使用すると、ルールの管理を簡素化し、不要な作成済みルールの数が少なくなります。 

既存のストレージ マネージャー ルールを削除するには、以下の手順に従ってください。 

1. 削除したいルールを含むノードを、範囲 パネルで選択します。 

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

す。 

3. [ルール管理] グループの [削除] をクリックします。 

4. 選択したノードと、ツリーでこのルールを継承するサブ ノードから、ルールが削除されます。 

*注意: 削除したルールはストレージ マネージャー ルールのリストに残るため、必要に応じて再度適用すること

ができます。 

ルールの有効化と無効化  

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

(ジョブの実行中に省略される) にすることができます。例えば、一部のルールを特定のジョブで実行する必要が

ない場合に、この無効化が有用です。ストレージ マネージャー ルール リストからルールを完全に削除するルール

の削除機能とは対照的に、ルールの無効化の場合、特定の実行の際にルールを省略しますが、そのルールは

ストレージ マネージャー マネージャー ルール リストから保存されるため、後で使用することができます。 

ルールの有効化と無効化については、以下の説明を参照してください。 

既存ルールの無効化 

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

によっては、特定のジョブに対して、ルールを無効にしたいことがあります。 

ストレージ マネージャーのルールを無効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. 無効にしたいルールを含むノードを、範囲 パネルで選択します。 
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2. ルールの左にあるチェックボックスを使用して [ルールと設定] ワークスペースからルールを選択します。 

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

ルの状態が 無効 に変わります。 

*注意: 指定レベルでストレージ マネージャー ルールを無効にすると、継承した下位レベルのルールも無効にな

ります。 

無効なルールの有効化 

既存の無効なストレージ マネージャー ルールを有効にするには、以下の手順を実行します。 

1. 有効にしたいルールを含むノードを、範囲 パネルで選択します。 

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

3. [ルール管理] グループの [有効] をクリックすると、選択したルールが有効になります。状態 列のルー

ルの状態が 有効 に変わります。 

ルールの削除 

ファーム ツリー内のノードに不要なルールを削除します。ルールを削除すると、ストレージ マネージャー ルールのリ

ストからそのルールが永久に削除されます。 

ストレージ マネージャー ルールを削除するには、ルール ビューアを使用します。詳細については、ルールの削除 

を参照してください。 

*注意: 削除は、元に戻せない操作のため、削除しようとしているルールが、本当にもう不要なルールであるかど

うかを確認してください。 

ルール ビューアの使用 

ルール ビューアを使用して、作成済みストレージ マネージャー ルールの検索および管理を行います。基本の操

作は次のとおりです。 

 ルール ベース ビューを使用して、ルールを表示および検索する。 

 範囲ベース ビューを使用して、ルールを表示および検索する。 

 ファーム ツリー全体で不要なルールを削除する。 
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 選択した範囲からルールを削除する。 

ルール ビューアを起動するには、[ルールの表示] グループの [ルール] をクリックします。ルールの表示ページが

表示されます。ルール ビューアの使用については、以下の説明を参照してください。 

ルールベースの表示 

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

されるのは、範囲、プロファイル名 (スケジュール ストレージ マネージャー ルールのみ)、および、モジュール の

列です。 

なお、モジュール 列のみ、  アイコンをクリックし、[モジュール] の選択を解除して [OK] をクリックすると、選

択を解除することができます。 

ルールベース の表示の場合、以下の機能を使用することができます。 

 すべてのページを検索 - キーワードを入力して  をクリックし、すべてのページから関連するルールを

検索します。 

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

索します。 

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

ルドカードは使用できません。 

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

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

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

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

 

ルールの削除 

ルール ベース の表示で、ストレージ マネージャー ルールを削除するには、以下の手順に従ってください。 

1. [リアルタイム ストレージ マネージャー] タブ、または [スケジュール ストレージ マネージャー] タブを

クリックします。 

2. [ルールの表示] グループの [ルール] をクリックします。 

3. ポップアップ ウィンドウの [表示] グループの [ルール ベース] をクリックします。 
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4. 削除するルールの左側にあるチェックボックスを選択して、ルールを削除します。 

5. [管理] グループの [削除] をクリックして、選択したルールを削除します。ルールは、ストレージ マネー

ジャー ルールのリストから完全に削除されます。 

範囲ベースの表示 

範囲ベース  のテーブルの 1 列目 (範囲) にすべてのルール関連の URL がアルファベット順に表示されます。

ルール名 列も表示されます。ルール名 には、範囲に適用されているルールが同じ列に一覧表示されます。 

ノード レベル 列には、選択した範囲のレベルが表示されます。プロファイル名 列には、指定したスケジュール 

ストレージ マネージャー ルールがあるプロファイルの名前が表示されます。 

なお、ルール名 / プロファイル名 列の選択を解除するには、  アイコンをクリックし、[ルール名] / [プロファ

イル名] の選択を解除して [OK] をクリックします。 

範囲ベース の表示の場合、以下の機能を使用することができます。 

 すべてのページを検索 - キーワードを入力して  をクリックし、すべてのページから関連するルールを

検索します。 

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

索します。 

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

ルドカードは使用できません。 

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

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

特定の 数字 を入力すると、直接該当するページへ移動します。または、 < あるいは > アイコンをク

リックして、前のページまたは次のページに移動することができます。 

ルールの削除 

範囲ベース の表示で、ストレージ マネージャー ルールを削除するには、以下の手順に従ってください。 

1. [リアルタイム ストレージ マネージャー] タブ、または [スケジュール ストレージ マネージャー] タブを

クリックします。 

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

4. 範囲の左側にあるチェックボックスを使用して、ルールを削除する範囲を選択します。 

5. [管理] グループの [削除] をクリックして、選択したルールを削除します。 

詳細については、ノードから既存のルールを削除 を参照してください。 
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スタブの管理 

ストレージ マネージャー ジョブを実行し、BLOB コンテンツが外部ストレージにオフロードされると、SharePoint 

には実際のデータのスタブが残ります。ここでは、これらのスタブの実体化の方法と、旧バージョンのスタブを最新

バージョンのスタブにアップグレードする方法を説明します。 

スタブの実体化 

スタブの実体化 機能を使用して、スタブを SharePoint の SQL サーバー上の実データに変換することがで

きます。スタブとコンテンツの定義の詳細については、スタブまたは実コンテンツの判定 を参照してください。 

1. [リストア] グループの [リアルタイム ストレージ マネージャー] / [スケジュール ストレージ マネージ

ャー] > [スタブの実体化] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

2. ポップアップ ウィンドウでスタブ リストアを実行する範囲を選択します。ツリーを展開してから、テキスト ボ

ックスに条件を入力し、拡大鏡をクリックして、指定したオブジェクトを検索します。Enter キーを押しま

す。テキスト ボックスに指定したオブジェクトのみが展開されたツリーに表示されます。 

3. ツリーは、アイテム レベルまで展開することができます。[アイテム] をクリックすると、外部ストレージに保

存されているアイテムのすべてのスタブが [スタブ ブラウザ] に表示されます。スタブ名、スタブ タイプ、

スタブの実データのサイズが表示されます。 

4. スタブの実体化をただちに行うか、または [スケジュール] フィールドで指定した日時に実行するように

選択します。以下の設定を構成します。 

 すぐに変換する - スタブをただちに変換するには、このオプションを選択します。 

 スケジュールを手動で設定する -スタブを スケジュールに従って変換するには、このオプションを

選択します。このオプションを選択すると、以下のオプションが表示されます。 

o スケジュール設定 -  変換ジョブの開始日時を指定します。 

5. [OK] をして構成を保存します。選択した範囲のスタブは、変換ジョブの後に、実データに変換されま

す。 

それぞれの スタブの実体化 ジョブについて、同時に実行するスレッド数を設定する方法については、ストレー

ジ マネージャー ジョブのスレッド数のカスタマイズ を参照してください。 
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スタブまたは実コンテンツの判定 

SharePoint には、ストレージ マネージャーのスタブを特定するマーカーはありません。データがスタブなのか、ま

たは実データなのかを判定する方法については、以下の説明を参照してください。 

 EBS プロバイダを使用している場合は、Microsoft SQL Server Management Studio のサイト 

コレクションのコンテンツ データベースに移動します。AllDocs テーブルで、docflags 列の指定したア

イテムの値が 65535 を超えている場合、このアイテムはスタブです。それ以外の場合、このアイテムは

実コンテンツです。 

 RBS プロバイダを使用している場合、Microsoft SQL Server Management Studio のサイト 

コレクションのコンテンツ データベースに移動します。AllDocStreams テーブルで、Rbsld 列の指定

したアイテムの値が Null の場合、このアイテムはスタブです。コンテンツ 列の指定したアイテムの値が 

Null でなければ、このアイテムは実データです。 

DocAve 5 スタブと BLOB データを DocAve 6 形式にアップグ

レード 

DocAve 6.1 では、旧バージョンの DocAve から DocAve 5.7 にアップグレードした後に、旧バージョンの D

ocAve で生成されたストレージ マネージャーのスタブと BLOB データを、DocAve 6.1 形式にアップグレード

することができます。これらのオプションはコントロール パネルで実行します。詳細についてはDocAve 6 コントロ

ール パネル リファレンス ガイド を参照してください。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/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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ジョブ状態の確認 

[リアルタイム ストレージ マネージャー] タブ、または [スケジュール ストレージ マネージャー] タブで、[統計]  

グループの [ジョブ モニター] をクリックし、該当するモジュールのジョブ モニターに移動します。該当するストレー

ジ マネージャー ジョブの状態が表示されます。 

これは、ジョブを監視し、エラーを診断する場合の最初の手順です。各オプションの詳細については、DocAve 

6 ジョブ モニター リファレンス ガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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ホット キー モードへのアクセス 

DocAve ではホット キー モードがサポートされているため、キーボードのみを使用し、アクションを実行することが

できます。 

ストレージ マネージャーのインターフェイスからホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを押し

ます。 

下表は、ストレージ マネージャー インターフェイスのトップ レベルのホット キーのリストです。下位レベルのインタ

ーフェイスにアクセスした後に、トップ レベルにに戻るには、Ctrl+Alt+Z キーを押します。 

例えば、H キーを押し続けると、ストレージ最適化のホーム ページに戻ります。 

操作インターフェイスとホット キー 

ストレージ最適化のホーム ページ H 

リアルタイム ストレージ プラン 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 

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 

ヘルプと詳細 0 
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リアルタイム ストレージ マネージャー 

機能名とホット キー 

継承 I 

継承の中止 S 

作成 N 

編集 E 

削除 M 

有効化 P 

無効化 Q 

ルール R 

スタブの実体化 C 

BLOB プロバイダ B 

論理ドライブ T 

孤立した BLOB の整理 O 

ジョブ モニター J 
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BLOB プロバイダ 

機能名とホット キー 

BLOB プロバイダ ペー

ジ 

 

 

 

 

B 

構成 

 

G 

 

OK O 

キャンセル C 

戻る B 

次へ N 

完了 F 
完了 F 

完了して実行 なし 

キャンセル C 

 

孤立した BLOB の整理 

機能名とホット キー 

孤立した BLOB の整理ページ O 構成 

 

C OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

 

ルール管理 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル C 

編集 E 続行 

 

Z/T OK O 

キャンセル C 

キャンセル C 

 

ルール 

機能名とホット キー 

リアルタイム ルール ページ (スケ

ジュール ルール ページ) 
Z 

ルール ベース R 削除 D 

範囲ベース S 削除 D 
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閉じる X 

 

スタブの実体化 

機能名とホット キー 

スタブの変換ページ U OK O 

キャンセル C 

 

スケジュール ストレージ マネージャー 

機能名とホット キー 

継承 I 

継承の中止 S 

作成 N 

編集 E 

削除 M 

有効化 P 

無効化 D 

適用 A 

適用して実行 W 

ただちに実行 R 

ルール U 

スタブの実体化 V 

BLOB プロバイダ B 

論理ドライブ T 

処理プール F 

孤立した BLOB の整理 O 

プロファイル マネージャー X 

ジョブ モニター J 

 

プロファイル マネージャー 
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機能名とホット キー 

プロファ

イル マ

ネージャ

ー ペー

ジ 

M 作成 N プロフ

ァイル

の作

成ペ

ージ 

N 作成 M OK O 

キャンセル C 

編集 

 

E 

 

続行 T OK O 

キャンセル C 

キャンセル C 

削除 R 

有効化 P 

無効化 Q 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

キャンセル C 

詳細

の表

示 

V 詳細

の表

示ペ

ージ 

 

V 

 

編集 E 編

集

ペー

ジ 

E 作成 M OK O 

キャン

セル 

C 

編集 

 

E 

 

続行 T OK O 

キャン

セル 

C 

キャンセ

ル 

C 

削除 R 

有効化 P 

無効化 Q 

OK O 

キャンセル C 

キャン

セル 

C 

 

編集 E 編集

ページ 

E 作成 M OK  O 

キャンセル C 

編集 

 

E 

 

OK  O 

キャンセル C 

削除 R 

有効化 P 
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処理プール 

機能名とホット キー 

処理プール ページ P 作成 N 

 

OK O 

キャンセル C 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

 

スケジュール ストレージ マネージャーのページで使用できる他の操作については、リアルタイム ストレージ マネー

ジャー の構成を参照してください。 

  

無効化 Q 

OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる C 
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DocAve ストレージ マネージャーの使用例 

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

レージ マネージャーのの機能をいつ、どのような理由から使用すればよいか、この使用例を参考にしてください。

なお、ここで紹介する状況は、DocAve プラットフォームと適用可能なモジュールが正しくインストールされており、

要件 (エージェント アカウントの適切な権限の設定や論理デバイスの作成など) が満たされていることを前提に

しています。 

DocAve ストレージ最適化パッケージと階層ストレージとの併用 

SharePoint 管理者は、DocAve ストレージ最適化パッケージを使用して、階層ストレージ管理 (HSM) を

利用してデータ ストレージを管理することができます。データを適切な階層ストレージに移動すれば、ストレージ 

コストが減少し、SQL サーバーのパフォーマンスは改善されます。DocAve ストレージ マネージャーを使用して、

SharePoint でデータにアクセスしたり、データを更新する頻度によりますが、データを適切な階層にオフロード

することができます。以下は、オフロードされる SharePoint コンテンツに関係する階層ストレージ構造の例です。 

 頻繁に更新されたり、アクセスされるコンテンツは、階層ストレージ 1 (最も高価で、システム パフォーマ

ンスに優れている) にオフロードします。 

 6 ヶ月以上更新されないコンテンツは、階層ストレージ 2 (階層ストレージ 1 より安価で、標準的な

システム パフォーマンス) にオフロードします。 

 2 年以上更新されないコンテンツは、階層ストレージ 3 (3 つの階層の中で最も安価) にオフロードし

ます。 

 コンテンツにすぐにアクセスする必要がなければ、DocAve アーカイバ を使用して NAS またはクラウド 

ストレージに移動します。 

この階層ストレージ構造をセットアップするために、ジョー (SharePoint 管理者) は最初に、SQL に残すデー

タの閾値のサイズを指定しなければなりません。DocAve のホワイトペーパー の説明に従って、512 KB また

は 1 MB より大きい BLOBs を外部化します。これによって、読み込みと書き込みの両方のパフォーマンスが改

善され (ベースのストレージ プラットフォームのパフォーマンス特性と同様であれば)、256 KB 未満のドキュメン

トへのアクセスは、SQL サーバーのコンテンツ データベースに保存されている BLOB を使用するよりも高速にな

ります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_with_BLOB_Externalization.pdf
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ジョーは、この情報を考慮して、対象の Web アプリケーションを選択し、以下のリアルタイム ストレージ マネー

ジャー ルールを設定しました。 

*注意: ジョーは DocAve コネクタ に接続されているコンテンツに対して、ストレージ マネージャー ルールを適

用することもできます。 

 

 
図 3: 512 KB より大きいアクティブなコンテンツを外部化します。 

ジョーは、スケジュール ストレージ マネージャーを使用して、アクセス頻度の低いデータについてルールを構成しま

した。 

 

図4: 6 ヶ月以上更新されていないコンテンツを階層ストレージ 2 (T2) に移動。 

最後に、古いデータを外部化するスケジュール ストレージ マネージャーのルールを構成しました。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Connector_User_Guide.pdf
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図 5: 2 年以上更新されていないコンテンツを階層ストレージ 3 (T3) に移動。 

アクティブなデータに対するルールを作成した後で、古いデータ (3 年以上更新されていないデータ) を管理する

ルールを構成することにしました。このコンテンツについて、古いデータを NAS ストレージに移動する アーカイバ 

ルール を構成しました。 

ジョーはストレージ マネージャーとアーカイバを併用して (また、「接続された」コンテンツをストレージ管理範囲に

組み込むことで)、SQL サーバーのストレージ容量を増やし、SQL サーバーのパフォーマンスを改善することがで

きました。ジョーは、ストレージ マネージャーを使用して、データの更新頻度に従って、ストレージの様々な階層に

コンテンツを移動することにしました。BLOB ストレージの外部化に関する AvePoint のホワイトペーパーの情

報を利用して、512 KB 以上の BLOB をオフロードすることにしました。最後に、アーカイバを構成して期限切

れになったコンテンツを NAS (またはクラウド) ストレージを移動しました。これで、対象範囲のドキュメントを適

切かつ適時に保存することができます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
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コンプライアンス環境のストレージ最適化とデータ保護 

DocAve ストレージ マネージャーは、SharePoint データ ストレージの管理を改善させるだけではなく、コンプ

ライアンス環境にも有用です。コンプライアンス / 管理された環境で SharePoint を使用する場合に不可欠

なことは、次のとおりです。 

 アクティブで、編集可能なコンテンツのすべてのバージョンは、コンプライアンス ストレージ デバイスに保

持され、いったん書き込まれた情報は変更できないようにする ( WORM ストレージ、Dell DX ストレ

ージなど)。 

 編集不可のアクティブ ドキュメントは、保持し、変更はできないようにすること。 

 非アクティブ ドキュメントは適宜保存し、必要に応じて、保持し、変更不可にすること。 

最後の要件を実現するには、DocAve アーカイバ (後述) を使用します。一方で、前の 2 つの要件を実現す

るには、スケジュール ストレージ マネージャーを使用します。そのため、SharePoint コンテンツ データベースで、

指定条件に一致するデータを検索するルーチン検索を実行するように、スケジュール ストレージ マネージャーを

構成します。スケジュール ストレージ マネージャーは、条件に合うデータが見つかると、実データをコンプライアン

ス ストレージに移動する一方で、SharePoint にデータ スタブを作成します。そのため、SQL サーバーのストレ

ージ容量を増やすだけでなく、スケジュール ストレージ マネージャーは、ドキュメントの各バージョンのレコード (ま

たは「階層リンク」) が常に存在するようにします。 

DocAve ストレージ最適化を使用して、このシステムを確立するために、ジョー (SharePoint 管理者) はま

ず、ルールを作成して適用する Web アプリケーションを選択しました。また、SharePoint から外部の BLOB 

ストレージに「外部化」すべきデータを特定するための条件を決める必要があります。ジョーは、会社が ShareP

oint の 契約 コンテンツ タイプを使用して、機密性の高い契約書を分類していることを知っていたので、スケジ

ュール ストレージ マネージャーのルール作成機能を使用して、以下の条件ルールを作成しました。 

 

スケジュール ストレージ マネージャーはこの条件ルールを使用して、契約 コンテンツ タイプで分類されたすべて

の SharePoint コンテンツを外部化します。ジョーはルールと設定ウィンドウで、スケジュール ストレージ マネー

ジャーを毎晩実行するようにスケジュールを構成しました。この構成で、次のことを確実に行います。 

 すべての 契約書 (新しくアップロードされたものを含む) をコンプライアンス ストレージにオフロードする。 
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 スケジュール ストレージ マネージャー プランを業務時間外に実行する。これにより、業務時間内に Sh

arePoint のパフォーマンスに影響しません。 

さらに、ジョーはデータ保護モジュールの 最小単位バックアップ&リストアのルール を構成して、Web アプリケーシ

ョンのコンテンツを毎晩バックアップするようにしました。ストレージ マネージャーと最小単位バックアップ & リストア

にルールを構成したので、すべてのアクティブなコンテンツ バージョンのコンプライアンス ストレージに確実にレコー

ドを持たせることができるようになりました。 

最後に、ジョーは保管中のコンプライアンス データをさらに管理するために、古い 契約 コンテンツ タイプのドキュ

メントを SharePoint から削除することにしました。ジョーは、アーカイバ ルール を構成し、更新日が 6ヶ月以

上前ののドキュメントをアーカイブするようにしました。また、このアーカイバ ジョブを毎週実行するようにしました。 

ジョーは、DocAve ストレージ最適化とデータ保護機能を利用して、コンプライアンス データ ストレージを適切

に管理できるようになりました。スケジュール ストレージ マネージャーでは、契約 コンテンツ タイプのドキュメントを

コンプライアンス ストレージに移動します。コンテンツが SharePoint から削除されても、定期的に最小単位バ

ックアップ & リストアのバックアップを実行することで、すべてのコンテンツ バージョンのレコードを確保することがで

きます。最後に、DocAve アーカイバで SharePoint からデータ スタブを削除し、コンプライアンス ストレージか

ら実データを削除し、コンプライアンス ストレージ内のコンテンツをアーカイブします。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Granular_Backup_and_Restore_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Archiver_User_Guide.pdf
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付録 A: フィルター条件 

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

の条件列が必要です。 

*注意: カスタム プロパティの条件でストレージ マネージャー ルールを設定する前に、該当するプロパティがリス

ト / ライブラリに追加されている必要があります。 

ドキュメント オブジェクト レベル 

1. 名前 - ドキュメント名を入力します。 

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

す。これは検索するオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一致す

るコンテンツが検索されます。 

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

力した名前と一致しないドキュメントのすべてが外部化されます。 

 次の値を含む - このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力した名前を含むオブ

ジェクトが外部化されます。 

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

ないドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全なドキュメント名を入力します。入力した名前に等しいドキュメントが

外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なドキュメント名を入力します。入力した名前と等しくないドキュメ

ントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

2. サイズ - ドキュメントのデータ サイズを入力します。ドロップダウン リストから選択できる値の単位は KB、

MB、GB です。 

 ≧ - 入力したサイズ以上のドキュメントが外部化されます。 

 ≦ - 入力したサイズ以下のドキュメントが外部化されます。 

3. 更新日時 - ドキュメントが更新された期間を設定します。 

 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に更新されたドキュメントが外部化されます。 
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 次の日付以前 - 選択した日時より前に更新されたドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以降 - 更新日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、年間 以

降のドキュメントが外部化されます。 

4. 作成日時 - ドキュメントが作成された期間を設定します。 

 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に作成されたドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以前 - 選択した日時より前に作成されたドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以降 - 作成日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、年間 以

降のドキュメント バージョンが外部化されます。 

5. 更新者 - ドキュメントを最新更新したユーザーの 名前 を入力します。 

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

ドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 更新者の完全な名前を入力します。更新者の名前が入力した値に等し

いドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

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

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

形式で入力します。 

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

nt に表示される名前として使用されます。 

6. 作成者 - ドキュメントを作成したユーザー名を入力します。 

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

れるドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

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

のドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

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

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

す。これは検索するオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一致す

るコンテンツが外部化されます。 



   59 

 
DocAve 6: ストレージ マネージャー 

 

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

力した名前と一致しないコンテンツ タイプ名のドキュメントが外部化されます。 

 次の値を含む - このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力したコンテンツ タイプ

を含むオブジェクトが外部化されます。 

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

を含まないコンテンツ タイプ名のドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できませ

ん。 

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

タイプ名のドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なコンテンツ タイプ名を入力します。入力した名前に等しくないコ

ンテンツ タイプ名のドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

8. 列 (テキスト) - ユーザーがカスタマイズして列名と、テキスト コンテンツを入力します。 

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

す。これは検索するオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一致す

るコンテンツが外部化されます。 

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

力した値と一致しないテキスト列を含まれるドキュメントが外部化されます。 

 次の値を含む - このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力したテキスト列を含

まれるオブジェクトが外部化されます。 

 次の値を含まない - 入力した値を含まないテキスト列のドキュメントが外部化されます。ワイ

ルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全なテキスト列の値を入力します。入力した値に等しいテキスト列のド

キュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なテキスト列の値を入力します。入力した値に等しくないテキスト

列のドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

9. 列 (数値) - 列の名前と、その後にアラビア数字を入力します。 

 ≧ - 数値列の値が入力した数以下のドキュメントが外部化されます。 

 ≦ - 数値列の値入力した数以上のドキュメントが外部化されます。 

 ＝ - 数値列の値入力した数に等しいドキュメントが外部化されます。 
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10. 列 (はい / いいえ) - 列名を入力し、はい または いいえ を選択します。 

 はい - はい / いいえの列の値が はい のドキュメントが外部化されます。 

 いいえ - はい / いいえの列の値が いいえ のドキュメントが外部化されます。 

11. 列 (日付と時刻) - 列名を入力して、日付と時刻を設定します。 

 実施時間 - 日付と時刻の列が選択した 2 つの日時の間のドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以前 - 日付と時刻の列が選択した日付より前のドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以降 - 日付と時刻の列がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、

年間 以降のドキュメントが外部化されます。 

12. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値に等しい - 完全なリストの ID 番号を入力します。ID 番号が入力した値に等しい指

定リストのドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なリストの ID 番号を入力します。ID 番号が入力した値に等し

くない指定リストのドキュメントが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

13. 最終アクセス時刻 - ドキュメントの最終アクセス日時の期間を設定します。 

 実施時間 - 最終アクセス日時が選択した 2 つの日時の間のドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以前 - 最終アクセス日時が選択した日付より前のドキュメントが外部化されます。 

 次の日付以降 - 最終アクセス日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、

年間 以降のドキュメントが外部化されます。 

ドキュメント バージョンのオブジェクト レベル 

1. タイトル - ドキュメント バージョンの タイトル を入力します。 

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

す。これは検索するオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一致す

るコンテンツが外部化されます。 

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

力したタイトルと一致しないタイトルのドキュメント バージョンが外部化されます。 

 次の値を含む - このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力したタイトルを含むオ

ブジェクトが外部化されます。 
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 次の値を含まない - ドキュメント バージョンのタイトルの一部を入力できます。入力したタイト

ルと一致しないタイトルのドキュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用でき

ません。 

 次の値に等しい - 完全なドキュメント バージョン タイトルを入力します。入力したタイトルに等

しいドキュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なドキュメント バージョン タイトルを入力します。入力したタイトル

に等しくないドキュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

2. サイズ - ドキュメント バージョンのデータ サイズを入力します。ドロップダウン リストから値の単位として 

KB、MB、GB を選択します。 

 ≧ - 入力したサイズ以上のドキュメント バージョンが外部化されます。 

 ≦ - 入力したサイズ以下のドキュメント バージョンが外部化されます。 

3. 更新日時 - ドキュメント バージョンが更新された期間を設定します。 

 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に更新されたドキュメント バージョンが外部化されます。 

 次の日付以前 - 選択した日時より前に更新されたドキュメント バージョンが展開されます。 

 次の日付以降 - 更新日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、年間 以

降のドキュメント バージョンが外部化されます。 

4. 更新者 - ドキュメント バージョンを最後に更新したユーザー名を入力します。 

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

れるドキュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 更新者の完全な名前を入力します。このオプションでは入力した値に等し

い更新者の名前のドキュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

5. 最新バージョンを保持 - テキスト ボックスに設定したドキュメント バージョン (メジャー バージョン およ

び マイナー バージョン) 数が SharePoint の左に表示されます。残りのバージョンが外部化されます。 

6. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値に等しい - 完全なリストの ID 値を入力します。入力した値に等しいリスト ID のドキ

ュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なリストの ID 番号を入力します。入力した値に等しくないリスト 

ID のドキュメント バージョンが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

7. 最終アクセス時刻 - ドキュメント バージョンの最終アクセス時刻の期間を設定します。 
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 実施時間 - 最終アクセス日時が選択した 2 つの日時の間のドキュメント バージョンが外部

化されます。 

 次の日付以前 - 最終アクセス日時が選択した日付より前のドキュメント バージョンが外部化

されます。 

 次の日付以降 - 最終アクセス日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、

年間 以降のドキュメント バージョンが外部化されます。 

添付ファイル オブジェクト レベル 

1. 名前 - 添付ファイル名を入力します。 

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

す。これは検索するオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一致す

るコンテンツが外部化されます。 

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

力した名前と一致しない添付ファイルが外部化されます。 

 次の値を含む - このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力した名前を含むオブ

ジェクトが外部化されます。 

 次の値を含まない - 添付ファイル名の一部を入力できます。入力した名前を含まない添付

ファイルが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 完全な添付ファイル名を入力します。入力した名前に等しい添付ファイル

が外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全な添付ファイル名を入力します。入力した名前に等しくない添付

ファイルが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

2. サイズ - 添付ファイル のデータ サイズを入力します。ドロップダウン リストから値の単位として KB、M

B、GB を選択します。 

 ≧ - 入力したサイズ以上の添付ファイルが外部化されます。 

 ≦ - 入力したサイズ以下の添付ファイルが外部化されます。 

3. 作成日時 - 添付ファイルが作成された期間を設定します。 

 実施時間 - 選択した 2 つの日時の間に作成された添付ファイルが外部化されます。 

 次の日付以前 - 選択した日時より前に作成された添付ファイルが外部化されます。 
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 次の日付以降 - 作成日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、年間 以

降の添付ファイルが外部化されます。 

4. 作成者 - 添付ファイルを作成したユーザー名を入力します。 

 次の値を含む - 作成者の名前の一部を入力できます。入力した値を含む作成者名の添付

ファイルが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しい - 作成者の完全な名前を入力します。ID 番号が入力した値に等しい作

成者名の添付ファイルを展開します。ワイルドカードは使用できません。 

5. 列 (テキスト) - 列名とテキスト コンテンツを入力します。 

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

す。これは検索するオブジェクトを指定する最も柔軟な方法です。入力したテキストと一致す

るコンテンツが外部化されます。 

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

力した名前と一致しないテキスト列名の添付ファイルが外部化されます。 

 次の値を含む - このフィールドではワイルドカードを使用できません。入力したテキスト列を含

まれるオブジェクトが外部化されます。 

 次の値を含まない - テキスト列に入力したテキストが含まれない添付ファイルが外部化されま

す。ワイルドカードは使用できません。 

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

付ファイルが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

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

等しくない添付ファイルが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

6. 列 (数値) - 列の名前と、その後にアラビア数字を入力します。 

 ≧ - 数値列の値が入力した数以上の添付ファイルが外部化されます。 

 ≦ - 数値列の値が入力した数以下の添付ファイルが外部化されます。 

 ＝ - 数値列の値が入力した数に等しい添付ファイルが外部化されます。 

7. 列 (はい / いいえ) - 列名を入力し、はい または いいえ を選択します。 

 はい - はい / いいえの列の値が はい の添付ファイルが外部化されます。 

 いいえ - はい / いいえの列の値が いいえ の添付ファイルが外部化されます。 
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8. 列 (日付と時刻) - 列名を入力して、日付と時刻を設定します。 

 実施時間 - 日付と時刻の列の値が選択した 2 つの日時の間にある添付ファイルが外部化

されます。 

 次の日付以前 - 日付と時刻の列の値が選択した日付より前添付ファイルが外部化されます。 

 次の日付以降 -日付と時刻の列の値がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、

年間 以降の添付ファイルが外部化されます。 

9. 親リスト タイプ ID - リストの ID 番号を入力します。 

 次の値に等しい - 完全なリストの ID 値を入力します。ID 番号が入力した値に等しい指定

リスト内の添付ファイルを展開します。ワイルドカードは使用できません。 

 次の値に等しくない - 完全なリストの ID 番号を入力します。ID 番号が入力した値に等し

くない指定リスト内の添付ファイルが外部化されます。ワイルドカードは使用できません。 

10. 最終アクセス時刻 - 添付ファイルの最終アクセス時刻の期間を設定します。 

 実施時間 - 最終アクセス日時が選択した 2 つの日時の間の添付ファイルが外部化されます。 

 次の日付以前 - 最終アクセス日時が選択した日付より前の添付ファイルが外部化されます。 

 次の日付以降 - 最終アクセス日時がドロップダウン リストで選択した 日間、週間、ヶ月間、

年間 以降の添付ファイルが外部化されます。 
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付録 B: サブ データベースの継承 

場合により (例えば、ファイルが数百万にも上るレコードの管理など)、Web アプリケーション / コンテンツ データ

ベース レベルで異なるスタブ データベースを構成する必要があります。このケースに当てはまる場合は、以下の

情報を参照してください。 

新規追加の Web アプリケーションおよびコンテンツ データベースについて、以下のスタブ データベース継承ルー

ルがあります。 

 既定では、親ノードのスタブ データベースは下位レベルで使用されます。 

 親ノードにスタブ データベースが構成されていない場合、その親の親ノードのスタブ データベースが使用

され、以降もこのルールが適用されます。 

ストレージ マネージャー ジョブの実行中に、特定の SharePoint オブジェクトについてスタブ データベースが構

成されていない場合、そのオブジェクトのスタブ データベースも、前述のルールに従って自動的に構成されます。

スタブ データベースの構成は保存され、DocAve に表示されます。該当するスタブ データベースは、指定した 

SharePoint オブジェクトに対して後で実行されるすべてのストレージ マネージャー ジョブで使用されます。 

例えば、Web アプリケーションにスタブ データベースだけが構成され、それに対してストレージ マネージャー ルー

ルを設定すると仮定します。Web アプリケーションの下のコンテンツ データベースには、スタブ データベースを構

成していません。ストレージ マネージャーのルールがWeb アプリケーションの指定したコンテンツ データベースに対

して起動されると、そのコンテンツ データベースは Web アプリケーションのスタブ データベースを継承します。スタ

ブ データベースの構成は保存され、このコンテンツ データベースに対して後で実行されるすべてのストレージ マネ

ージャー ジョブにで使用されます。 

下表の × は該当するコンポーネントが構成されないままであることを意味します。下位レベルが上位レベルのス

タブ データベースを継承しない用にする場合は、指定のレベルまでツリーを展開し、下位レベルのそれぞれについ

て、スタブ データベースを構成します。 
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選択したノ

ード 

サブ データベースの構成状態 

既存の Web ア

プリケーション 

既存のコンテンツ 

データベース 

新規追加の We

b アプリケーショ

ン 

新規追加のコンテンツ 

データベース 

ファーム ノ

ードのみ 

× × ファームのスタブ 

データベースを継

承します。 

ファームのスタブ データ

ベースを継承します。 

Web アプ

リケーション 

ノードのみ 

選択した Web 

アプリメーション ノ

ードのサブ データ

ベースだけが構成

されています。 

× × 新規追加のコンテンツ 

データベースが選択し

た Web アプリケーショ

ン ノードの中にある場

合、Web アプリケーシ

ョンのサブ データベース

を継承します。それ以

外の場合、構成されて

いないままの状態で

す。 

コンテンツ 

データベー

ス ノードの

み 

× 選択したコンテンツ 

データベース ノード

のサブ データベース

だけが構成されてい

ます。 

× × 

ファーム ノ

ードと We

b アプリケ

ーション ノ

ード 

ファーム ノードと

選択した Web 

アプリケーション ノ

ードのサブ データ

ベースだけが構成

されています。 

× ファームのスタブ 

データベースを継

承します。 

新規追加のコンテンツ 

データベースが選択し

た Web アプリケーショ

ン ノードの中にある場

合、Web アプリケーシ

ョンのサブ データベース

を継承します。それ以

外の場合、ファームの
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選択したノ

ード 

サブ データベースの構成状態 

既存の Web ア

プリケーション 

既存のコンテンツ 

データベース 

新規追加の We

b アプリケーショ

ン 

新規追加のコンテンツ 

データベース 

サブ データベースを継

承します。 

ファーム ノ

ードとコンテ

ンツ データ

ベース ノー

ド 

× ファーム ノードと選

択した コンテンツ デ

ータベース ノードの

サブ データベースだ

けが構成されていま

す。 

ファームのスタブ 

データベースを継

承します。 

ファームのスタブ データ

ベースを継承します。 

Web アプ

リケーション 

ノードとコン

テンツ デー

タベース ノ

ード 

選択した Web 

アプリケーション ノ

ードとコンテンツ 

データベース ノー

ドのサブ データベ

ースだけが構成さ

れています。 

選択した Web ア

プリケーション ノード

とコンテンツ データ

ベース ノードのサブ 

データベースだけが

構成されています。 

× 新規追加のコンテンツ 

データベースが選択し

た Web アプリケーショ

ン ノードの中にある場

合、Web アプリケーシ

ョンのサブ データベース

を継承します。それ以

外の場合、構成されて

いないままの状態で

す。 

ファーム ノ

ード、Web 

アプリケー

ション ノー

ドとコンテン

ツ データベ

ース ノード 

ファーム ノード、

選択した Web 

アプリケーション ノ

ードおよびコンテン

ツ データベース ノ

ードのサブ データ

ベースだけが構成

されています。 

ファーム ノード、選

択した Web アプリ

ケーション ノードお

よびコンテンツ デー

タベース ノードのサ

ブ データベースだけ

が構成されていま

す。 

ファームのスタブ 

データベースを継

承します。 

新規追加のコンテンツ 

データベースが選択し

た Web アプリケーショ

ン ノードの中にある場

合、Web アプリケーシ

ョンのサブ データベース

を継承します。それ以

外の場合、ファームの
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選択したノ

ード 

サブ データベースの構成状態 

既存の Web ア

プリケーション 

既存のコンテンツ 

データベース 

新規追加の We

b アプリケーショ

ン 

新規追加のコンテンツ 

データベース 

サブ データベースを継

承します。 
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付録 C: 構成ファイルの詳細設定 

ここでは、構成ファイルに設定できる詳細設定について説明します。ほとんどの場合、これらの詳細設定は非常

に細かい設定であるため、構成する必要はありません。DocAve の機能に慣れているユーザーのみ、以下の説

明に従って詳細設定を構成してください。 

AgentCommonStorageEnv.cfg 

この構成ファイルは、ストレージ マネージャー ジョブを効率的かつ柔軟に実行するための管理設定です。 

すべての SharePoint 2010 サーバーで DocAve エージェントをインストールするには…\Program Files

\AvePoint\DocAve6\Agent\Data\SP2010\Arch パスに移動して、構成ファイル AgentCo

mmonStorageEnv.cfg を探します。 

ストレージ マネージャー ジョブのスレッド数のカスタマイズ 

スケジュール ストレージ マネージャー ジョブと スタブの実体化 ジョブに使用するスレッド数をカスタマイズするこ

とができます。以下の手順を参照してください。 

1. DocAve エージェントのインストール パスにアクセスします。既定のパスは "…\AvePoint\DocAve

6\Agent\data\SP2010\Arch   " です。 

2. AgentCommonStorageEnv.cfg を探し、メモ帳で開きます。 

3. MaxThreadCount という名前のノードを探し、値を大きな値に変更します。既定値は 1 で、それ

ぞれの スケジュール ストレージ マネージャー ジョブと スタブの実体化 ジョブに使用されるスレッドが 

1 つ であることを意味します。属性の最大値は 10 です。 

4. 変更を保存してファイルを閉じます。 

5. 各 DocAve エージェント サーバーで以上の手順を繰り返します。 

6. 変更を保存すると、新しく起動するすべての スケジュール ストレージ マネージャー ジョブと スタブの

実体化 ジョブが、指定したスレッド数を使用して実行されます。 
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ストレージ マネージャー データをオフロードする間隔の設定 

構成ファイル AgentCommonStorageEnv.cfg を編集し、同期しないストレージ マネージャー データの

オフロード頻度を設定します。 

*注意: ストレージ マネージャー ルールのデバイスの同期データ タイプが 非同期 の場合のみ、この機能を使

用することができます。このタイプの論理デバイスの詳細については、DocAve 6 コントロール パネル リファレンス 

ガイド を参照してください。 

1. DocAve エージェントのインストール パスにアクセスします。既定のパスは "…\AvePoint\DocAve

6\Agent\data\SP2010\Arch" です。メモ帳で AgentCommonStorageEnv.cfg ファイ

ルを開きます。 

2. 構成ファイルで、物理デバイスも非同期コピーする時間間隔 (頻度) を設定します。時間間隔を設定

するには、以下のパラメータを構成します。 

 SyncRAIDDeviceInterval = “86400000” - この属性に値を入力し、外部データ

を非同期コピーする間隔を定義します。時間間隔の単位は ミリ秒 です。既定の時間間隔

は 86400000 ミリ秒で、データは 24 時間毎に物理デバイスにコピーされることになります。 

3. 構成ファイルを保存したら、DocAve エージェントがインストールされているサーバーで、[スタート] > 

[すべてのプログラム] > [AvePoint DocAve 6] > [DocAve 6 エージェント ツール] > [エ

ージェント再起動サービス ツール] の順に進み、エージェント サービスを再起動します。これで、Shar

ePoint データは、SyncRAIDDeviceInterval パラメータに設定された間隔に従って、物理デバ

イスへ同期せずにオフロードされます。 

複数の物理デバイスに非同期のモードが適用されている場合、以下の論理に従ってデータはオフロードされます。 

 データが物理デバイス 1 に正常に書き込まれると、物理デバイス 1 のこのデータは、指定された時間

間隔が経過した後に、物理デバイス 2、3、4…に同時に書き込まれます。 

 物理デバイス 1 への書き込みが失敗すると、DocAve はデータを物理デバイス 2 に書き込みます。

データの書き込みに成功すると、物理デバイス 2 に書き込まれたデータは、指定された時間間隔が経

過した後に、物理デバイス 1、3、4…にコピーされます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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付録 D: エージェント ツールによる BLOB プロバイダの

有効化 

エージェントが正しくインストールされていない Web フロントエンドで RBS / EBS を有効にしようする場合に、

このツールを使用して、プロバイダを有効にすることができます。 

ここでは、.exe ツールを使用して、EBS/RBS を有効にする手順を説明します。BLOB プロバイダの詳細につ

いては、BLOB プロバイダの構成 を参照してください。 

なお、エージェント アカウントを使用して、該当する .exe ツールを実行することをお勧めます。以下の 2 つの .

exe ツールを実行するのに必要な権限については、 

必要な権限 を参照してください。 

EBS の有効化  

このツールで EBS を有効にするには、以下の手順に従ってください。 

*注意: EBS を有効にする場合、 .dll ファイルが再ロードされるため、IIS を再起動する必要があります。 

1. DocAve エージェントのインストール パスにアクセスします。既定のパスは ".…\AvePoint\DocAve

6\Agent\bin" です。 

2. AgentToolSP2010StorageEBS.exe を探して右クリックし、[管理者として実行] を選択しま

す。 

3. 以下のボタンがツールに表示されます。 

 EBS の状態の確認 のフィールドには、次のオプションがあります。 

o EBS を確認 - ファームで EBS の有効化を確認します。 

o EBS を有効にする - ファームで EBS を有効にします。ポップアップ ウィンドウで、IIS 

をただちに再起動するか、または後で再起動するかどうかを選択します。 

o EBS を無効にする - ファームで EBS を無効にします。ポップアップ ウィンドウで、IIS 

をただちに再起動するか、または後で再起動するかどうかを選択します。 

 Blob Com のインストール フィールドには、次のオプションがあります。 
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o インストール - BLOB Com をファームにインストールします。ポップアップ ウィンドウで、

IIS をただちに再起動するか、または後で再起動するかどうかを選択します。 

o アンインストール - BLOB Com をファームからアンインストールします。ポップアップ ウ

ィンドウで、IIS をただちに再起動するか、または後で再起動するかどうかを選択しま

す。 

 Blob Com が正しくインストールされているかどうかを確認する フィールドには、次のオプシ

ョンがあります。 

o 確認 - 左側のフィールドに表示されるアイテムの状態を確認します。 
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RBS の有効化 

このツールを使用して RBS を有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve エージェントのインストール パスにアクセスします。既定のパスは …\AvePoint\DocAve6

\Agent\bin です。 

2. AgentToolSP2010StorageRBS.exe を探して右クリックし、[管理者として実行] を選択し

ます。 

3. 以下のボタンがツールに表示されます。 

 リモート BLOB ストレージ インストール状態 のフィールとには、次のオプションがあります。 

o 確認 - このファームでRBS のインストール状態を確認します。 

o インストール - ファームに RBS をインストールします。 

o アンインストール - ファームから RBS をアンインストールします。 

 以上のオプションを使用して RBS インストール状態を確認した後に、リモート BLOB ストレ

ージ インストール状態 フィールドで以下のアクションを実行することができます。 

o 参照 - ファームのツリー構造を生成します。ツリーはコンテンツ データベース レベルま

で展開されます。 

o 確認 - ツリー上の SharePoint ノードを選択し、[確認] をクリックし、RBS を選択

したノードで有効するかどうかを確認します。 

o 有効 - 指定したノード上の RBS を有効にします。 

o 無効 - 指定したノード上の RBS を無効にします。 
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付録 E: カスタマイズ サポート表 

√ はリストアがそのレベルでサポートされることを意味し、空白はリストアがそのレベルでサポートされないことを意

味します。  
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          リストア対象                 

 

レベル                  

コンテンツをオフロードするレベル  

リストアの選択 
ドキュメント レ

ベル 

ドキュメント バージョ

ン レベル 
添付ファイル レベル 

Web アプリケーション √ √ √ 

 

サイト コレクション √ √ √ 

 

サイト √ √ √ 
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DocAve 6: ストレージ マネージャー 

 

          リストア対象                 

 

レベル                  

コンテンツをオフロードするレベル  

リストアの選択 
ドキュメント レ

ベル 

ドキュメント バージョ

ン レベル 
添付ファイル レベル 

ライブラリ内のライブラリ 

/ フォルダ 
√ √  
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DocAve 6: ストレージ マネージャー 

 

          リストア対象                 

 

レベル                  

コンテンツをオフロードするレベル  

リストアの選択 
ドキュメント レ

ベル 

ドキュメント バージョ

ン レベル 
添付ファイル レベル 

リスト内のリスト / フォ

ルダ 
  √ 
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DocAve 6: ストレージ マネージャー 
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パティであり、著作権、登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されています。この発行内の登録
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