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DocAve リーガル ホールド for SharePoint について 

DocAve リーガル ホールドを使用すれば、電子証拠開示などの法的要求に対し、組織は迅速かつ正確に対

応することができます。この製品は、有効なものやアーカイブ済みの Microsoft SharePoint コンテンツのすべ

てを対象に、キーワードやキーフレーズ、またはキーワードとフレーズを組み合わせて、全文検索を行うことができ

ます。また、作成者や更新者でコンテンツを検索したり、特定の作成者や更新者のコンテンツを保持したり、あ

るいは抽出することもできます。検索結果は .CSV、.XLS、.PDF などの形式でエクスポートすることができるた

め、外部でのレビューが可能です。また、ドキュメント管理ツール (Concordance および Autonomy) にエク

スポートするうこともできます。また、SharePoint アイテムに対して、ファイルを「凍結」し、アクセスや編集の権

利を制限することができるため、保管されているコンテンツについて、まったく変わらない完全に忠実なコピーを作

成することができます。 

補完的な製品 

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

ル ホールドと次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

 DocAve 最小単位バックアップ & リストア: すべてのファーム コンテンツをバックアップし、コンテンツをア

イテム レベルまでリストアします。 

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

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、この製品の SharePoint ガバナンス 

ポリシーを調整します。 
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始める前に 

リーガル ホールドをインストール、まずシステムとファームの必要な条件を確認してください。 

構成 

リーガル ホールドを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームに正しくインストール、構成す

る必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、リーガル ホールドを使用できません。 

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。リーガル ホールドの SharePoint ドキュメント / アイテム検索用の Search Service アプリケーショ

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

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

cAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

ライセンスおよび権限 

リーガル ホールドを正しくインストールして適切に使用するには、エージェント アカウントに以下の権限が設定さ

れていなければなりません。  

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

的に構成される権限のリストについては、ローカル システム権限 を参照してください。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:これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 リーガル ホールドを使

用する前に、手動で構成する必要があります。 

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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 ファーム管理者グループのメンバー 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾ

ーンに対するフル コントロール 

 Managed Metadata Service:用語ストア管理者 

 Search Service:フル コントロール 

3. SQL 権限:DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & リストアを使用する前に、この権限を手動で構

成する必要があります。自動的に構成されません。 

 メンバーは、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 

ロールを持ちます。 

ローカル システム権限 

一部のローカル システム権限は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、次のロ

ーカル グループのメンバーとして設定されます: 

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

 パフォーマンス モニター ユーザー 

 DocAve ユーザー (このグループは DocAve により自動的に作成され、次の権限を持ちます) : 

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 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventlog 

のレジストリに対する フル コントロール 

o 通信証明書に対するフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてログオン 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] > [セキュリティの設定] > [ローカル ポリシー] > [ユーザー権利の

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 ディレクトリのフル コントロール権限 
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はじめに 

リーガル ホールド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。 

リーガル ホールドの起動 

リーガル ホールドを起動し、その機能を使用するには、以下の手順に従ってください。 

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

2. ナビゲーション メニューの左側にある [コンプライアンス] をクリックしてコンプライアンス モジュールを表

示します。 

3. [リーガル ホールド] をクリックしてモジュールにアクセスします。  

 

図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウ 

  



 9 

 
DocAve 6: リーガル ホールド 

 

ユーザー インターフェイスの概要 

リーガル ホールド ユーザーインタフェースは、リーガル ホールドのランディング ページに起動します。このページから、

リーガル ホールドの機能のリストに簡単にアクセスすることができます。 

1. リボン - 選択したノードについて使用できる操作を表示します。SharePoint ツリーでの選択によって、

表示される内容が変わります。 

2. リーガル ホールドについて- 簡潔な説明とグラフィックスでリーガル ホールドの主な機能を要約します。 

3. 次のステップ- リンクをクリックすると、指定された操作を直接実行することができます。 

4. これらの設定を使用してできること- バージョン クロール、検索結果の表示場所、コンプライアンスの構

成などリーガル ホールドの設定を表示します。 

 

図 2: リーガル ホールドのユーザー インターフェイス 
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リーガル ホールド ジョブの事前構成 

リーガル ホールド ジョブを実行する前に、次の構成を設定する必要があります。次の説明に従って、コンプライア

ンス構成を設定し、保存先設定およびバージョン クロール設定を構成します。 

コンプライアンスの構成 

リーガル ホールド ジョブを実行する前に、データベースと論理デバイスを含むコンプライアンス構成を設定する必

要があります。コンプライアンス データベースを使用して、情報を保持し、オフライン検索のジョブに関連するデー

タを検索します。論理デバイスを使用して、保持済みのアイテムおよびドキュメントのコピーを保存します。 

コンプライアンス データベースの構成 

リーガル ホールドでは、ファーム内にコンプライアンス データベースを構成する必要があります。コンプライアンス デ

ータベースを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. リーガル ホールドのユーザー インターフェイスの [ホーム] タブで、[設定] グループの [コンプライアンス

の構成] をクリックします。コンプライアンスの構成 インターフェイスが表示されます。  

2. コンプライアンス データベースを構成するファームをワークスペースで選択します。[コンプライアンスの構

成] ボタンと [論理デバイスの構成] ボタンが有効になります。 

3. リボンの [データベースの構成] をクリックします。コンプライアンス データベースの構成 インターフェイ

スが表示されます。 

4. 次のコンプライアンス データベースの設定を構成します。 

 コンプライアンス データベースの構成 - [データベース サーバー] および [データベース名] 

のフィールドに新しい名前とデータベース名を入力します。  

*注意: 指定したデータベースをアーカイバ検索に使用する場合、DocAve マネージャーおよ

び DocAve メディア サービスからこのデータベースにアクセスできることを確認してください。指

定したデータベースを SharePoint 検索に使用する場合、DocAve マネージャーおよび Do

cAve エージェントからこのデータベースにアクセスできることを確認してください。指定したデータ

ベースをアーカイバ検索および SharePoint 検索の両方に使用する場合、DocAve マネー

ジャー、 DocAve エージェント、および DocAve メディア サービスからこのデータベースにアク
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セスできることを確認してください。指定したデータベースが存在しない場合、既定では指定の

名前のデータベースが自動的に構成されます。  

 認証 - データベースの [Windows 認証] または [SQL 認証] を選択します。 

*注意: 選択した認証モードの [アカウント] および [パスワード] を入力します。[テスト] 

をクリックして、指定したアカウントを検証することもできます。 

必要に応じて [フェールオーバー データベース サーバー] をクリックします。指定したデータベ

ースが壊れた場合、コンプライアンス データベースに保存されているデータを、スタンバイ データ

ベースに転送することができます。 

 詳細設定 - 接続文字列を直接編集して指定したファームのコンプライアンス データベースを

構成する場合、[詳細設定] をクリックして [接続文字列を直接編集する] を選択します。

左側の 接続文字列の例 に従って、接続文字列を入力します。接続文字列の編集について

は、Microsoft SQL サーバー ユーザー ガイドを参照してください。 

5. 構成を保存するには [OK] をクリックします。 

6. 上記の手順を繰り返して、他のファームのコンプライアンス データベースを構成します。 

論理デバイスの構成 

保持済みのドキュメントおよびアイテムを保存する論理デバイスを、それぞれの各ファームに構成する必要があり

ます。論理デバイスを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. リーガル ホールドのユーザー インターフェイスの [ホーム] タブで [設定] グループの [コンプライアンス

の構成] をクリックします。コンプライアンスの構成 インターフェイスが表示されます。 

2. 論理デバイスを構成するファームをワークスペースで選択します。[コンプライアンスの構成] ボタンと 

[論理デバイスの構成] ボタンが有効になります。 

3. リボンの [論理デバイスの構成] をクリックします。論理デバイスの構成 インターフェイスが表示されま

す。 

4. [論理デバイスを指定] ドロップダウン リストから、作成済みの論理デバイスを選択するか、または、新

しい論理デバイスを作成します。論理デバイスの作成については、コントロール パネルのリファレンス ガイ

ド を参照してください。 

5. [OK] をクリックして構成を保存します。 

保存先設定 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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リーガル ホールドの保存先設定では、エクスポート済みのデータを保存するエクスポート先と検索結果を保存す

る検索結果の表示場所を構成することができます。リーガル ホールド検索プランを保存する場合、まずエクスポ

ート先と検索結果の表示場所を構成する必要があります。 

保存先の設定 インターフェイスにアクセスするには、リーガル ホールドのユーザー インターフェイスで [ホーム] タ

ブの下の [設定] グループの [保存先の設定] をクリックします。 

エクスポート先の構成 

検索結果をエクスポートし、指定した場所にアイテムを保持する場合、エクスポート先を構成する必要がありま

す。保存先の設定 インターフェイスにアクセスすると、既定でエクスポート先モードが選択され、作成済みのすべ

てのエクスポート先がメイン パネルに表示されます。  

エクスポート先を検索して、エクスポート先モードで表示する情報を定義するには、以下の設定を構成します。 

 検索 - エクスポート先の名前 / 説明のキーワードを検索テキスト ボックスに入力して、指定した検索

範囲 (すべてのページを検索 / 現在のページを検索) の中でエクスポート先を検索します。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

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

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

 – 列名に表示される  を選択すると、列を非表示にすることができます。 

エクスポート先を管理するには、次のいずれかのツールを使用してください。  

 作成 - リボンの [管理] グループの [作成] をクリックします。エクスポート先の作成 インターフェイス

が表示されます。以下の設定を構成します。 

o 名前と説明 - 作成するエクスポート先の [名前] を入力します。必要に応じて、[説明] (オ

プション) を入力します。 

o パス - UNC パスを、\\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\shared folder 

の形式で入力します。  

o *注意: 指定したフォルダーが存在しない場合、既定では指定した名前のフォルダーが指定し

た場所に作成されます。  

o 該当するチェックボックスに [ユーザー名] および [パスワード] を入力して、[検証テスト] を

クリックします。DocAve は、入力したパスとユーザーの情報が有効かどうかを確認します。 
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 詳細の表示 - エクスポート先 ページでチェックボックスをオンにして、既存のエクスポート先を選択し、

[管理] グループの [詳細の表示] をクリックします。詳細の表示 インターフェイスが表示されます。エク

スポート先の設定を変更する場合、リボンまたはウィンドウの右下にある [編集] をクリックします。 

 編集 - エクスポート先 ページでチェックボックスをオンにして、既存のエクスポート先を選択し、[管理]

グループの [編集] をクリックします。 

 削除 - エクスポート先 ページでエクスポート先を 1 つ以上選択し、[管理] グループの [削除] をク

リックします。 

検索結果の表示場所の構成 

スケジュールした SharePoint 検索ジョブおよびアーカイバ検索ジョブを実行する場合、検索結果が表示され

る場所を構成する必要があります。検索結果のすべては、指定された検索結果の表示場所に保存されます。  

*注意: ジョブ モニターでジョブを削除すると、ジョブの検索結果は検索結果の表示場所から削除されます。 

検索結果の表示場所を構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. リーガル ホールドのユーザー インターフェイスの [ホーム] タブで、リボンの [設定] グループの [保存先

の設定] をクリックします。保存先の設定 インターフェイスが表示されます。 

2. リボンの [モード] グループの [検索結果の表示場所] をクリックします。検索結果の表示場所の構

成 ページが表示されます。 

3. UNC パスを、\\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\shared folder の形式で入力し

ます。  

*注意: 指定したフォルダーが存在しない場合、既定では指定した名前のフォルダーが指定した場所

に作成されます。  

4. 該当チェックボックスにユーザー名とパスワードを入力して、[検証テスト] をクリックします。DocAve は、

入力したパスとユーザーの情報が有効かどうかを確認します。 

5. [保存] をクリックして構成を保存します。 

ドキュメント / アイテム バージョンのクロール 

アイテム バージョン と ドキュメント バージョン という高度な SharePoint 検索条件を使用して、指定したア

イテム / ドキュメントを検索する場合、まずドキュメント / アイテム バージョンをクロールする必要があります。Do
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cAve バージョン クロールは、SharePoint 検索サービスの拡張機能で、検索のアイテム バージョンおよびドキ

ュメント バージョンをクロールすることができます。  

アイテム / ドキュメント バージョンをクロールする前に、ドキュメントおよびアイテム バージョンをクロールする Web 

アプリケーションを含むコンテンツ ソースを作成する必要があります。コンテンツ ソースを作成し、アイテム / ドキュ

メント バージョンをクロールする方法については、以下の説明を参照してください。 

Search Service アプリケーションの有効化 

コンテンツ ソースを作成する前に、該当する Search Service アプリケーションを有効にする必要があります。

SharePoint Search Service アプリケーションを有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. リーガル ホールドのユーザー インターフェイスの [ホーム] タブで、リボンの [設定] グループの [バージ

ョン クロール] をクリックします。バージョン クロール インターフェイスが表示されます。 

2. すべての使用可能なファームのすべての有効な Search Service アプリケーションが表示されます。チ

ェックボックスをオンにして、コンテンツ ソースの構成用の Search Service アプリケーションを選択しま

す。 

3. [操作] グループの [有効] をクリックして、選択した Search Service アプリケーション有効にします。 

4. 次に、コンテンツ ソースを構成して管理します。 

コンテンツ ソースの構成および管理 

コンテンツ ソースは、クロールするリソースを保存する場所です。コンテンツ ソースへ Web アプリケーションを 1 

つ以上追加することができます。すべてのアイテム / ドキュメント バージョンがクロールされます。  

作成済みのコンテンツ ソースを構成して管理するには、リボンの [設定] グループの [コンテンツ ソースの構

成] をクリックします。次の方法でコンテンツ ソースを検索して、コンテンツ ソースの構成 インターフェイスに表示

されるコンテンツ ソースの情報を定義します。 

 検索 - 保持名 / 説明、保持の SharePoint 内の元の場所、保持を管理するユーザー / グループ

のキーワードをテキストボックスに入力して、指定した検索範囲 (すべてのページを検索 / 現在のペー

ジを検索) の中で保持を検索します。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 
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  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣

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

 – 列名に表示される  を選択すると、列を非表示にすることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列の  アイコンをクリックし、アイテム名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。すべてのフィルターを削

除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

コンテンツ ソースの作成 インターフェイスで、次のツールを使用してコンテンツ ソースを構成して管理します。 

 作成 - リボンの [コンテンツ ソースの管理] グループの [作成] をクリックします。コンテンツ ソースの

作成 インターフェイスが表示されます。設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

o コンテンツ ソース名 - 作成したコンテンツ ソースの [名前] を入力します。必要に応じて、こ

のコンテンツ ソースの [説明] (オプション) を入力します。 

o コンテンツ ソースの作成 - [コンテンツ ソースの作成] フィールドのファーム名をクリックしてツ

リーを展開します。このコンテンツ ソースを追加する Web アプリケーションを選択します。選択

した Web アプリケーション内のすべてのドキュメント / アイテムがクロールされます。 

o [OK] をクリックしてコンテンツ ソースを保存するか、または、[OK してただちにクロール] をク

リックして、コンテンツ ソースを保存すると同時にクロールを開始します。[OK してただちにクロ

ール] をクリックすると、ただちにクロール ウィンドウが表示されます。クロール タイプの選択につ

いては、クロール オプション を参照してください。 

o [OK] をクリックして完了して コンテンツ ソースの構成 インターフェイスに戻ります。 

 詳細の表示 - コンテンツ ソースの構成 インターフェイスで既存のコンテンツ ソースを選択し、[コンテ

ンツ ソースの管理] グループの [詳細の表示] をクリックします。詳細の表示 インターフェイスが表示

されます。このコンテンツ ソースの設定を変更するには、リボンの [管理] グループの [編集] をクリック

します。 

 編集 - 既存のコンテンツ ソースを選択して、リボンの [コンテンツ ソースの管理]グループの [編集] 

をクリックします。 

 削除 - 削除する既存のコンテンツ ソースを 1 つ以上選択して、リボンの [コンテンツ ソースの管理] 

グループの [削除] をクリックします。 
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 クロール スケジュール - リボンの [クロール設定] グループの [クロール スケジュール] をクリックして、

既存のコンテンツ ソースのクロール スケジュールを構成します。クロール スケジュールの構成については、

クロール スケジュールの構成 を参照してください。 

 開始 - スケジュールで既存コンテンツ ソースをクロールする代わりに、[クロール設定] グループの [開

始] をクリックして、選択したコンテンツ ソースの完全 / 増分クロールを開始します。完全クロールと増

分クロールについては、クロール オプション を参照してください。 

 更新 - リボンの [更新] グループの [更新] をクリックして表示するコンテンツ ソース情報を更新します。 

クロール オプション 

完全クロール は、選択したコンテンツ ソースに追加される Web アプリケーション内のすべてのアイテム / ドキュ

メント バージョンをクロールします。完全クロールの実行時間は、増分クロールより長くなります。増分クロール 

は、最新バージョンのクロールの後に更新されたアイテム / ドキュメントのバージョンをクロールします。増分クロー

ルを初めて実行すると、既定では完全クロールが実行されます。 

クロール スケジュールの構成  

スケジュールに沿ってアイテム / ドキュメント バージョンをクロールする場合、以下の手順に従ってクロール スケジ

ュールを構成します。 

1. チェックボックスをオンにして、クロール スケジュールを構成するコンテンツ ソースを 1 つ以上選択します。 

2. リボンの [クロール設定] グループの [クロール スケジュール] をクリックします。クロール設定 インター

フェイスが表示されます。 

3. [手動でスケジュールを構成する] ラジオ ボタンをオンにします。スケジュール設定 フィールドが表示さ

れます。 

4. [スケジュールの追加] をクリックして、カスタム スケジュールを構成します。スケジュールの追加 インタ

ーフェイスが表示されます。 

5. ポップアップ画面で、次のスケジュール設定を構成します。 

 オプション - 該当するラジオ ボタンをクリックして、[完全クロール] または [増分クロール] を

選択します。完全クロールと増分クロールについては、クロール オプション を参照してくだ

さい。 

 タイプ - このスケジュールの時間間隔を選択します。時間毎、日毎、週毎、または月毎のラ

ジオ ボタンを選択して、スケジュールを構成します。  
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 スケジュール設定 - テキスト ボックスに整数を入力して、スケジュールの時間間隔を構成しま

す。スケジュールをさらに詳しく設定する場合は、[詳細設定] をクリックすると詳細設定オプシ

ョンが表示されます。スケジュールの詳細設定については、詳細スケジュール設定 を参照し

てください。 

 再実行期間 - クロール ジョブの [開始時刻] を指定します。次の終了時刻のオプションから 

1 つを選択して、設定を構成します。  

o 終了時刻なし - 手動でクロール ジョブを終了するまで構成済みのスケジュールに沿

ってクロール ジョブを実行します。  

o __ 回後に終了 - ここで指定した回数を実行した後にクロール ジョブを終了します。  

o 終了時刻 __ - ここで指定した日付と時刻でクロール ジョブを終了します。  

6. [OK] をクリックして構成済みスケジュールを保存するか、または、[キャンセル] をクリックして、保存せ

ずに スケジュールの追加 インターフェイスを閉じます。  

7. カスタム スケジュールを追加する場合は、[スケジュールの追加] をクリックして、上記の手順を繰り返

してください。[カレンダー ビュー] をクリックすると、カレンダーにスケジュールが表示されます。 

8. [OK] をクリックしてスケジュールを保存するか、または、[OK してただちにクロール] をクリックして、ク

ロールをただちに実行します。 

詳細スケジュール設定 

詳細スケジュール設定の構成は、選択したスケジュール タイプによって異なります。 

 [時間毎] を選択した場合、以下のオプションから 1 つを選択して設定を構成します。 

o 業務時間の指定:開始時刻:  __  終了時刻:  __ -  稼働時間を指定します。DocAve 

では指定した稼働時間にクロール ジョブを実行します。  

*注意: この時間内に開始されたすべての検索ジョブは、終了時刻になると終了します。 

o 時刻を選択 - 検索ジョブを実行する時刻を指定します。複数の実行時刻を追加するには 

[追加] をクリックします。 

 [週毎] を選択した場合、以下の設定を構成します。 

o 実行間隔: __ 週間 - テキスト ボックスに実行の頻度を週単位で入力します。 

o 指定日: __ - クロール ジョブを実行する週の曜日を指定します。 

 [月毎] を選択した場合、以下のオプションから 1 つを選択し、設定を構成します。 
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o 指定日: __ の __ - クロール ジョブを実行する指定月の日を選択します。例えば、6 月お

よび7月の3日 と設定すると、クロール ジョブは 6 月 3 日と 7 月 3 日に実行されます。 

o 毎 __ ヶ月の指定日: __ - クロール ジョブを実行する月の頻度と日付を選択します。例え

ば、毎 3 ヶ月の指定日: 3 を選択すると、クロール ジョブは 3 ヶ 月毎の 3 日に実行されま

す。 

o 指定日: 毎 __ ヶ月の __ - クロール ジョブを実行する月の日付と月単位の頻度を選択し

ます。例えば、指定日: 毎 3 ヶ月の1番目の月曜日 を選択すると、クロール ジョブはと 3 ヶ

月毎の第 1 月曜日に実行されます。 

o 指定日: __ の __ - クロール ジョブを実行する月日を指定します。例えば、6月および7

月の1番目の月曜日 を選択すると、クロール ジョブはと 6 月および 7 月の第 1 月曜日に

実行されます。 
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SharePoint 検索の実行 

SharePoint 検索では、大量の SharePoint ドキュメント / アイテムから必要なドキュメント / アイテムを、リ

アルタイムまたはスケジュールを設定して検索することができます。必要に応じて、検索結果をエクスポートしたり、

検索結果にリーガル ホールドを適用することができます。以下の手順に従って、SharePoint 検索を実行しま

す。 

リアルタイム SharePoint 検索の実行 

リアルタイム SharePoint 検索は、すぐに実行されます。検索結果にリーガル ホールドを適用したり、必要な

検索結果をエクスポートすることができます。リアルタイム SharePoint 検索を実行するには、以下の手順に従

ってください。 

1. [ホーム] タブで SharePoint 検索が有効であることを確認し、[範囲] でファーム名をクリックしてツリ

ーを展開します。 

2. 展開したツリーから SharePoint 検索を実行するツリー ノードを選択します。 

3. 右側にある検索テキスト ボックスにキーワードを入力します。ワイルドカードがサポートされます。キーワ

ードの詳細については、検索キーワード を参照してください。 

4. 高度検索を使用する場合、テキスト ボックスで [詳細設定] をクリックすると、高度検索 フィールドが

表示されます。高度検索の詳細については、高度な SharePoint 検索条件 を参照してください。 

5. [管理] グループの [検索] をクリックして、入力した検索キーワードに従ってドキュメント / アイテムを

検索します。検索結果 タブに、検索条件を満たすドキュメント / アイテムが表示されます。検索結果

の管理については、検索結果の管理 を参照してください。  

6. 新しい検索を実行するには、[ホーム] タブで [新規検索を開始する] をクリックして、上記の手順を

繰り返します。 

検索結果の管理 

リアルタイム検索を実行した後に、検索されたすべてのドキュメント / アイテムが 検索結果 タブに表示されます。

必要な検索結果に保持を適用したり、または、特定の検索結果を指定した場所にエクスポートすることができ

ます。 

以下の方法で、検索結果 インターフェイスに表示される保持情報を定義することができます。 
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  - リストに表示する列を管理して、表示したい情報のみを表示させます。  をクリックして列名の隣

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

 – 列名に表示される  を選択すると、列を非表示にすることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の  アイコンをクリックし、アイテ

ム名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。すべてのフィルター

を削除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

検索結果を管理するには、次のツールを使用します。 

 リーガル ホールドの適用 - リーガル ホールドを指定した検索結果に適用します。リーガル ホールドが

適用されたアイテム / ドキュメントは編集できません。リーガル ホールドを適用する検索済みのドキュメ

ント / アイテムを選択して、[操作] グループの [リーガル ホールドの適用] をクリックします。リーガル 

ホールドの適用 ウィンドウが表示されます。リーガル ホールドの適用については、リーガル ホールド

の適用 を参照してください。 

 エクスポート - 検索結果をエクスポート先へエクスポートします。エクスポートする検索済みのドキュメン

ト / アイテムを選択して、[操作] グループの [エクスポート] をクリックします。エクスポート設定 ウィン

ドウが表示されます。ドロップダウン リストから作成済みのエクスポート先を選択して、[エクスポート先

の新規作成] をクリックします。エクスポート先の作成については、エクスポート先の構成 を参照し

てください。  

*注意: Concordance システムと統合すると、既定でエクスポートしたコンテンツは Concordance 

プラットフォームで管理されます。 

スケジュールした SharePoint 検索の実行  

特定の SharePoint ドキュメント / アイテムを検索する SharePoint 検索プランを作成することができます。

この機能を使用して、すべての検索結果をエクスポートし、リーガル ホールドを一括して適用することができます。

新しいドキュメント / アイテムが検索されるまで、プランに構成した操作に従って、ドキュメント / アイテムはエクス

ポートまたは保持されます。 

SharePoint 検索プランを作成るには、以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで [SharePoint 検索] が有効であることを確認し、[範囲] でファーム名をクリックし

てツリーを展開します。 

2. 展開したツリーから SharePoint 検索を実行するツリー ノードを選択します。 
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3. 右側にある検索テキスト ボックスにキーワードを入力します。ワイルドカードがサポートされます。キーワ

ードの詳細については、検索キーワード を参照してください。 

4. 高度検索を使用する場合は、[詳細設定] をクリックすると 高度検索 フィールドが表示されます。高

度検索の詳細については、高度な SharePoint 検索条件 を参照してください。 

5. [更新] グループの [プランとして保存] をクリックします。プランの保存 インターフェイスが表示されま

す。以下の設定を構成します。 

 プラン名 - プランの [名前] と [説明] (オプション) を入力します。 

 保持とエクスポート - 該当するチェックボックスをオンにして、検索結果で実行する操作を選

択します。詳細については、 

 保持とエクスポート を参照してください。 

 通知 - ドロップダウン リストから作成済み通知プロファイルを選択してプロファイル設定に従って

ジョブの状態を指定ユーザーに通知するか、または、[通知プロファイルの新規作成] をクリッ

クして新しい通知プロファイルを作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル 

ユーザー ガイド を参照してください。 

 スケジュール - 該当するラジオ ボタンをクリックして、このプランのスケジュールを構成するかどう

かを選択します。スケジュールなし - プランは手動で開始するまで実行されません。手動でス

ケジュールを構成する - カスタム スケジュールに従ってプランを実行します。 

 スケジュール設定 ─ [手動でスケジュールを構成する] をクリックすると、スケジュール設定 

フィールドが表示されます。スケジュールを定義するには、以下の設定を構成します。 

o 開始時刻 - プランを実行する開始時刻を指定します。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから時間単位を選択し

て、このプランの実行する頻度を定義します。 

o 終了時刻 - 該当するラジオ ボタンをクリックして、スケジュールの終了時刻を指定し

ます。[終了時刻なし] を選択すると、手動で終了するまでジョブは終了しません。

[{0} 回後に終了] を選択すると、指定した回数でジョブは終了します。[終了時

刻 {0}] を選択すると、特定の終了時刻にジョブは終了します。 

6. [OK] をクリックしてプランを保存するか、または、[OK して実行] をクリックしてプランをただちに実行し

ます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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保持とエクスポート 

検索プランを保存しながら、保持とエクスポートを実行するには、以下のオプションから 1 つを選択します。 

 保持アクション - 検索したドキュメント / アイテムにリーガル ホールドを適用する場合、[保持] をクリッ

クします。保持の適用 フィールドが表示されます。  

1. [保持の参照] ウィンドウで [参照] をクリックして、適用する保持を選択します。 

2. [操作] グループの [新規保持の追加] をクリックして、アプリケーションの保持を作成します。

詳細については、保持の新規作成 を参照してください。 

3. [更新] グループの [OK] をクリックして、指定したドキュメント / アイテムに保持を適用します。 

 エクスポート - 検索したドキュメント / アイテムをエクスポートする場合は、[エクスポート] をクリックし

ます。エクスポート オプション フィールドが表示されます。ドロップダウン リストから作成済みのエクスポ

ート先を選択して、[エクスポート先の新規作成] をクリックします。エクスポート先の作成については、

エクスポート先の構成 を参照してください。  

*注意: Concordance システムと統合すると、既定でエクスポートした検索結果は Concordance 

プラットフォームで管理されます。 

検索キーワード 

検索フィールドにキーワードを入力する際に、以下のルールを参照してください。 

 複数のキーワードを入力するには、スペース、And、+ または Or で区切ります。  

o 次の例のように、スペース、And、+ または Or で区切ったキーワードの間の論理関係は 「A

nd」 になります。入力したすべてのキーワードを満たすアイテム / ドキュメント名、保持名また

はコンテンツが検索されます (例: A B、A and B または A+B)。A と B の両方を含むア

イテム / ドキュメント名、保持名、またはコンテンツが検索されます。 

o Or でキーワードを区切ると、キーワードの間の論理関係は 「Or」 になります。Or と、スペー

ス、And または + と一緒に使用する場合、スペース、And または + で区切ったキーワード

をカッコで囲みます。いずれかのキーワードを満たすドキュメント / アイテムが検索されます(例: 

A or B、(A and B) or C)。A または B のいずれか 1 つを含むアイテム / ドキュメント名、

保持名、コンテンツが検索されます。(A and B) or C のようにキーワードを入力する場合、
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A と B の両方あるいは C のみを含むアイテム / ドキュメント名、保持名、コンテンツが検索さ

れます。 

 フレーズを入力してアイテム / ドキュメントのコンテンツを検索することができます(例: test successf

ul)。フレーズは、二重引用符で囲む必要があります。例のように、"test successful" を含むアイ

テム / ドキュメントが検索されます。 

高度な SharePoint 検索条件 

高度検索の機能を使用して、オブジェクト レベルを検索したり、保持済みアイテムを含むかどうかやメタデータ フ

ィルター ポリシーを使用するように選択することができます。高度な SharePoint 検索設定を構成するには、

以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブの [範囲] でファームァーム名をクリックしてツリーを展開します。 

2. 展開したツリーから SharePoint 検索を実行するツリー ノードを選択します。 

3. 右側にある検索テキスト ボックスにキーワードを入力します。  

4. [詳細設定] をクリックします。高度検索 フィールドが表示されます。以下の設定を構成します。 

 SharePoint タイプ - 該当するチェックボックスをオンにして、検索オブジェクト レベルを選択

します。DocAve は選択されたオブジェクト レベルでキーワードを検索します。ドキュメント / ア

イテム レベルが既定で選択されていｍます。[ドキュメント バージョン] レベル。または [アイ

テム バージョン] レベルを選択する場合、検索する前にアイテム / ドキュメント バージョンのク

ロールを実行する必要があります。アイテム / ドキュメント バージョンのクロールについては、ド

キュメント / アイテム バージョンのクロール を参照してください。 

 保持ドキュメント / アイテム - 該当するラジオ ボタンをクリックして、保持ドキュメント / アイテ

ムを含めるどうかを選択します。 

 メタデータ フィルター ポリシー - チェックボックスをクリックしてメタデータ フィルター ポリシー検

索を有効にすると、メタデータ フィルター ルールの構成フィールドが表示されます。[条件の追

加] をクリックして新しいルールを追加するか、または、  をクリックして指定したルールを削除

します。  

5. ルール - ドロップダウン リストからルールを選択します。  

*注意: カスタマイズされたメタデータをメタデータ ルールとして使用する場合、リーガル ホールド マッピ

ング ツール を使用して列のプロパティをマッピングする必要があります。このツールの使用については、D

ocAve 6 ツール ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
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 条件 - ルールの条件を選択します。 

 値 - ルールに一致させる値をテキスト ボックスに入力します。  

6. さらにフィルター ポリシーにフィルターを追加するには、上記の手順を繰り返してください。  

*注意: 設定したフィルターに従って、フィルター ルールの間の論理関係を変更できます。現在使用で

きる論理関係は、AND と OR の 2 つです。既定の論理関係は AND です。論理関係を変更する

には、論理関係のリンクをクリックします。 

 AND - すべてのルールを満たすコンテンツが検索されます。 

 OR  - ルールの 1 つを満たすコンテンツが検索されます。 
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アーカイバ検索の実行 

アーカイバ検索機能を使用して、大量のアーカイブ済みドキュメント / アイテムに対して、リアルタイムまたはスケ

ジュールを設定して検索を実行することができます。必要に応じて、検索結果をエクスポートしたり、検索結果

にリーガル ホールドを適用することができます。このセクションではアーカイバ検索を実行する手順を説明します。 

*注意: アーカイバ検索を実行する前に、検索するアーカイブ済みのドキュメント / アイテムに全文インデックス

が生成されていることを確認してください。アーカイバ全文インデックスについては、DocAve 6 アーカイバ ユーザ

ー ガイド を参照してください。  

リアルタイム SharePoint 検索の実行 

リアルタイムのアーカイバ検索は、すぐに実行されます。検索結果にリーガル ホールドを適用したり、必要な検索

結果をエクスポートすることができます。リアルタイムのアーカイバ検索を実行するには、以下の手順に従ってくだ

さい。 

1. [ホーム] タブで表示グループの [アーカイバ検索] をクリックします。 

2. [範囲] でファーム名をクリックしてツリーを展開します。 

3. 展開したツリーからアーカイバ検索を実行するツリー ノードを選択します。 

4. 右側にある検索テキスト ボックスにキーワードを入力します。ワイルドカードがサポートされます。キーワ

ードの詳細については、検索キーワード を参照してください。 

5. 高度検索 を使用する場合は、[高度設定] をクリックします。高度検索フィールド が表示されます。

詳細については、高度な SharePoint 検索条件 を参照してください。 

6. [管理] グループの [検索] をクリックして、入力したキーワードに従ってドキュメント / アイテムを検索し

ます。  

7. 検索結果 タブに、検索条件を満たすドキュメント / アイテムが表示されます。詳細については、検索

結果の管理 を参照してください。  

スケジュール アーカイバ検索  

アーカイバ検索プランを作成して、スケジュールに指定したアーカイブ済みのドキュメント / アイテムを検索するこ

とができます。この機能を使用して、すべての検索結果をエクスポートし、リーガル ホールドを一括して適用する

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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ことができます。新しいドキュメント / アイテムを検索するまで、プランで構成した操作に基づいて、リーガル ホー

ルドがエクスポート、保持されます。 

アーカイバ検索プランを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで [表示] グループの [アーカイバ検索] をクリックします。 

2. [範囲] でファーム名をクリックしてツリーを展開します。 

3. 展開したツリーからアーカイバ検索を実行するツリー ノードを選択します。 

4. 右側にある検索テキスト ボックスにキーワードを入力します。ワイルドカードがサポートされます。キーワ

ードの詳細については、検索キーワード を参照してください。 

5. 高度検索 を使用する場合は、[高度設定] をクリックします。高度検索 フィールドが表示されます。

詳細については、高度なアーカイバ検索条件 を参照してください。 

6. アーカイバ検索プランを構成するには、スケジュールした SharePoint 検索の実行 の手順 3 を

参照してください。 

高度なアーカイバ検索条件 

高度検索の機能を使用して、オブジェクト レベルを検索したり、保持済みアイテムを含むかどうかやメタデータ フ

ィルター ポリシーを使用するように選択することができます。高度な SharePoint 検索設定を構成するには、

以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで表示グループの [アーカイバ検索] をクリックします。 

2. [範囲] でファーム名をクリックしてツリーを展開します。 

3. 展開したツリーから SharePoint 検索を実行するツリー ノードを選択します。 

4. 右側にある検索テキスト ボックスにキーワードを入力します。  

5. [詳細設定] をクリックします。高度検索 フィールドが表示されます。以下の設定を構成します。 

 [フィルター レベル グループの追加] をクリックしてフィルター ルールを追加します。ファイル フ

ィルター ルールの構成 フィールドが表示されます。 

 [ルール] ドロップダウン リストから [フィルター ルール] を選択します。使用できるルールは、ド

キュメント、ドキュメント バージョン、アイテム、アイテム バージョンの 4 つです。 
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 [ルール] ドロップダウン リストの隣にある  をクリックして、フィルター ルールを展開します。[条

件の追加] をクリックしてフィルター ルールに条件を追加するか、または、  をクリックして指

定したルールを削除します。  

 *注意: 設定したフィルターに従って、フィルター ルールの間の論理関係を変更できます。現在

使用できる論理関係は、AND と OR の 2 つです。既定の論理関係は AND です。論理

関係を変更するには、論理関係のリンクをクリックします。 

o AND - すべてのルールを満たすコンテンツが検索されます。 

o OR  - ルールの 1 つを満たすコンテンツが検索されます。 
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保持マネージャー 

リーガル ホールドの保持マネージャーには、一括で保持を適用または解除する機能があります。また、保持マネ

ージャーを使用して、SharePoint で適用されている保持を DocAve に同期することができます。以下のセク

ションでは、DocAve インターフェイスを閉じずに保持を作成する方法と、SharePoint と DocAve で保持を

同期する方法について説明します。 

[保持マネージャー] タブの保持マネージャー リボンでファームを選択します。表に、選択したファームの下にある

すべての保持と基本情報が表示されます。保持の管理を行う前に、選択したファームの保持を DocAve に同

期しておくことをお勧めします。詳細については、保持の DocAve との同期 を参照してください。 

SharePoint の保持 DocAve に同期されている場合、保持の場所が 場所 列に表示されます。保持名の

隣にあるチェックボックスの前に  が付き、SharePoint から同期された保持であることが示されます。  をクリッ

クして保持を展開します。保持済みのアイテム / ドキュメントを表示します。  

以下の方法で、希望の保持を検索し、保持マネージャー に表示する保持の情報を定義することができます。 

 検索 - 保持名 / 説明のキーワードを入力するか、または、保持の SharePoint 内の元の場所、保

持を管理するユーザー / グループのをテキストボックスに入力して、指定した検索範囲(すべてのページ

を検索  / 現在のページを検索) の中で保持を検索します。なお、検索では、大文字と小文字の区

別はありません。 

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

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

 – 列名に表示される  を選択すると、列を非表示にすることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列の  アイコンをクリックし、アイテム名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。すべてのフィルターを削

除するには、[フィルターのクリア] をクリックします。 

保持を管理するには、保持マネージャー インターフェイスで次のツールを使用します。 

 新規保持の追加 - 選択したファームに新しい保持を追加します。[管理] グループの [新規保持の

追加] をクリックします。詳細については、保持の新規作成 を参照してください。 
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 詳細の表示 - 既存の保持を選択して、[管理] グループの [詳細の表示] をクリックします。詳細に

ついては、 

 保持の詳細の表示 を参照してください。 

 編集 - 既存の保持を選択し、リボンの [管理] グループの [編集] をクリックします。  

*注意: SharePoint から同期された保持をアイテム / ドキュメントに適用する場合、この保持は編

集できません。 

 削除 - 既存の保持を 1 つ以上選択して、リボンの [管理] グループの [削除] をクリックします。 

*注意: 1 つ以上のアイテム / ドキュメントを含む保持を削除する場合、すべての保持済みのアイテム 

/ ドキュメントから保持が解除されるまで、削除することはできません。 

 同期 - 適用済みの保持を SharePoint から DocAve に同期します。詳細については、保持の D

ocAve との同期 を参照してください。 

保持の新規作成 

新しい保持を作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで保持マネージャー タブをクリックして 保持マネージャー インターフェイスにアクセスします。 

2. [保持マネージャー] タブの [保持マネージャー] リボンのドロップダウン リストから、保持を作成するファ

ームを選択します。ファームを選択すると、新規保持の追加 機能が使用できるようになります。 

3. [保持マネージャー] タブで [新規保持の追加] をクリックします。新規保持の追加 インターフェイスが

表示されます。以下の設定を構成します。 

 保持名 - 保持の名前と説明 (オプション) を入力します。 

 管理者 - この保持を管理するユーザー / グループの名前を入力します。  

 をクリックして、入力したユーザー / グループの名前が有効であるかどうかを検証します。ま

たは、 をクリックして希望のユーザーを検索できます。ポップアップ ウィンドウの 検索 テキスト 

ボックスに値を入力し、  をクリックしてユーザーを検索します。希望のユーザーを選択して 

[追加] をクリックします。[OK] をクリックしてユーザーを追加するか、または、[キャンセル] を

クリックしてユーザーを追加せずにウィンドウを閉じます。  

 リボンの [更新] グループの [OK] をクリックして構成を保存します。 
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保持の詳細の表示 

既存の保持の詳細を表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. [保持マネージャー] ページで、ワークスペースの表から既存の保持を選択します。 

2. [管理] グループの [詳細の表示] をクリックします。詳細の表示 インターフェイスが表示されます。2 

つのフィールドがあります。 

 保持の詳細 - 保持名、説明、管理者および最終更新日時を含む保持の詳細を表示しま

す。保持が DocAve に同期されていない場合、[管理] グループの 保持の編集 が有効に

なります。[保持の編集] をクリックして編集します。 

 {0} で保持したドキュメント / アイテム - 選択した保持に含まれるすべてのドキュメント / 

アイテムと、アイテム / ドキュメントの名前、タイプ、バージョンなどのアイテム / ドキュメントの基

本情報を表示します。 

リーガル ホールドの適用 

選択したドキュメント / アイテムにリーガル ホールドを 1 つ以上適用することができます。リーガル ホールドを適

用するには、以下の手順に従ってください。 

1. リーガル ホールドを適用する [{0} で保持したドキュメント / アイテム] フィールドから、ドキュメント 

/ アイテムを 1 つ以上選択します。  

2. [保持アクション] グループの [リーガル ホールドの適用] をクリックします。リーガル ホールドの適用 

ウィンドウが表示されます。  

3. [リーガル ホールドの適用] タブで、既存保持を 1 つ以上選択するか、または、[アクション] グルー

プの [新規保持の追加] をクリックして適用する新しい保持を作成します。新規保持の追加 インター

フェイスが表示されます。詳細については、保持の新規作成 を参照してください。 

4. [更新] グループの [適用] をクリックして、選択した保持を指定したドキュメント / アイテムへ適用しま

す。 
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保持の解除  

選択したドキュメント / アイテムに適用されている保持を解除するには、以下の手順に従ってください。 

1. リーガル ホールドを適用する [{0} で保持したドキュメント / アイテム] フィールドからドキュメント / 

アイテムを 1 つ以上選択します。 

2. [保持アクション] グループの [解除] をクリックします。保持の解除 ウィンドウが表示されます。  

3. 選択したドキュメント / アイテムに適用されているすべての保持が表示されます。解除する保持を 1 つ

以上選択します。 

4. [更新]グループの [解除] をクリックして、指定したドキュメント / アイテムから選択した保持を解除し

ます。 

保持のエクスポート 

保持済みのドキュメント / アイテムをエクスポート先にエクスポートするには、以下の手順に従ってください。 

*注意: Concordance システムと統合すると、既定でエクスポートしたコンテンツは Concordance プラット

フォームで管理されます。 

1. エクスポートする保持済みのドキュメント / アイテムを 1 つ以上選択します。 

2. [管理] グループの [エクスポート] をクリックします。エクスポート設定 ウィンドウが表示されます。  

3. ポップアップ ウィンドウのドロップダウン リストから、作成済みのエクスポート先を選択するか、または、[エ

クスポート先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。詳細については、エクス

ポート先の構成 を参照してください。 

保持の DocAve との同期 

保持を SharePoint から DocAve に同期するには、以下の手順に従ってください。 

1. [ホーム] タブで保持マネージャー タブをクリックして 保持マネージャー インターフェイスにアクセスします。 

2. [保持マネージャー] タブで [同期の構成] をクリックします。同期の構成 インターフェイスが表示され

ます。同期の構成 タブのワークスペースに、使用できるファームがすべて表示されます。1 つ以上の既

存のファームを選択します。選択したファーム内の保持が DocAve に同期されます。 
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3. [スケジュールの構成] グループの以下のオプションから 1 つを選択します。 

 [同期] をクリックすると、指定したファーム内の保持を DocAve に同期します。[ただちに同

期] をクリックするとウィンドウが表示されます。ウィンドウで同期タイプを選択します。詳細につ

いては、同期タイプ を参照してください。 

 [スケジュールの構成] をクリックすると、指定したファーム内の保持をカスタム スケジュールに

従って同期します。ポップアップ ウィンドウで以下の設定を構成します。 

o 同期タイプ - 同期タイプを選択します。詳細については、同期タイプ を参照してく

ださい。 

o スケジュール - スケジュール タイプを選択します。スケジュールなし - 同期ジョブは手

動で開始するまで実行されません。手動でスケジュールを構成する - カスタム スケジ

ュールに従って同期ジョブを実行します。 

o スケジュール設定 ─ [手動でスケジュールを構成する] をクリックすると、スケジュー

ル設定 フィールドが表示されます。以下の設定を構成して、スケジュールを定義しま

す。 

 開始時刻 - 同期ジョブを実行する開始時刻を指定します。 

 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから時間単位

を選択して、このプランの実行する頻度を定義します。 

 終了時刻 - 該当するラジオ ボタンをクリックして、スケジュールの終了時刻を

指定します。[終了時刻なし] を選択すると、手動で終了するまでジョブは

終了しません。[{0} 回後に終了] を選択すると、指定した回数でジョブは

終了します。[終了時刻 {0}] を選択すると、特定の終了時刻にジョブは

終了します。 

4. [OK] をクリックして同期のスケジュールを保存するか、または、[OK して実行] をクリックして同期ジョ

ブをただちに実行します。 

5. [更新] グループの [更新] をクリックしてファーム同期の情報を更新します。 

同期タイプ 

完全 同期タイプは、指定したファーム内の保持をすべて DocAve に同期します。増分 同期タイプは、DocA

ve への前回の同期ジョブの後に変更された保持を含む、新規に追加された保持のみを同期します。  

*注意:増分同期ジョブを初めて実行すると、既定で完全同期ジョブが実行されます。 
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リーガル ホールド ツール 

DocAve リーガル ホールドには、AgentToolSP2010eDiscoveryMapping という名前のツールがあり、

特定の列にクロール プロパティ マッピングを構成することができます。プロパティ マッピングが構成されていれば、

高度な SharePoint 検索条件のカスタム メタデータ フィルターのルールを使用することができます。これらのツ

ールの使用方法については、DocAve 6 補足ツール ユーザー ガイド を参照してください。 

付録 A: SharePoint 高度検索のフィルター ポリシーの

例  

 SharePoint 高度検索で構成するフィルター ルールの例については、次の表を参照してください。 

ルール 条件  値  結果  

URL 

次の値を含む test 

URL に "test" を含むアイテム / ドキュメントが検索されます。例: htt

p://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/trainin

g 、 http://webapp:20000/sites/testA/SharedDocument/

training 

次の値を含まない test 

URL に "test" を含まないアイテム / ドキュメントが検索されます。例: 

http://webapp:20000/sites/TeamA/SharedDocument/tr

aining 

次の値に等しい 

http://webapp:20000/si

tes/test/SharedDocume

nt/training 

URL が http://webapp:20000/sites/test/SharedDocume

nt/training であるドキュメント / リストが検索されます。 

次の値と異なる 

http://webapp:20000/si

tes/test/SharedDocume

nt/training 

URL が http://webapp:20000/sites/test/SharedDocume

nt/training ではないドキュメント / リストが検索されます。 

次の値に一致する 

http://webapp:20000/si

tes/tes*/SharedDocume

nt/training 

URL が "http://webapp:20000/sites/tes" で始まり、"with 

/SharedDocument/training" で終わるアイテム / ドキュメン

トが検索されます。例: http://webapp:20000/sites/tesA/Sh

aredDocument/training 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/testA/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/testA/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/TeamA/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/TeamA/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes*/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes*/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes*/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes
http://webapp:20000/sites/tesA/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tesA/SharedDocument/training
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ルール 条件  値  結果  

http://webapp:20000/si

tes/test/SharedDocume

nt/trai?ing 

URL が ? 記号を除き http://webapp:20000/sites/test/Sh

aredDocument/trai?ing に一致するアイテム / ドキュメントが検

索されます。例: http://webapp:20000/sites/test/SharedDo

cument/traiAing 

次の値に一致しない 

http://webapp:20000/si

tes/tes*/SharedDocume

nt/training 

URL が "http://webapp:20000/sites/test"で始まり、"/Sha

redDocument/training" で終わるドキュメント / アイテムが検

索されます。例: http://webapp:20000/sites/test/SharedD

ocument/Learn and training  

名前 

次の値を含む test 名前に “テスト” を含むアイテム / ドキュメントが検索されます。 

次の値を含まない test 名前に “テスト” を含まないアイテム / ドキュメントが検索されます。  

次の値に等しい test 名前が “テスト” であるアイテム / ドキュメントが検索されます。 

次の値と異なる test 名前が “テスト” ではないアイテム / ドキュメントが検索されます。 

サイズ 

≧ 1MB 
サイズが 1MB 以上のアイテム / ドキュメントが検索されます。例: 2MB 

のドキュメント 

≦ 1MB 
サイズが 1 MB 未満のアイテム / ドキュメントが検索されます。例: 50

0 KB のドキュメント 

作成日時 

次の日付以前 2012-08-06 12:15:50 12:15:50 08/06/2012 以前に変更されたファイルが検索されます。 

次の日付以降 2012-08-06 12:15:50 12:15:50 08/06/2012 以降に変更されたファイルが検索されます。 

指定日 2012-08-06 12:15:50 12:15:50 08/06/2012 に変更されたファイルが検索されます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日 以内に更新されたアイテム / ドキュメントが検索されます。 

 次の期間以前 5 日間 5 日 以上前に更新されたアイテム / ドキュメントが検索されます。 

最終更新

日時 

次の日付以前 2012-08-06 12:15:50 12:15:50 08/06/2012 以前に変更されたファイルが検索されます。 

次の日付以降 2012-08-06 12:15:50 12:15:50 08/06/2012 以降に変更されたファイルが検索されます。 

指定日 2012-08-06 12:15:50 12:15:50 08/06/2012 に変更されたファイルが検索されます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日 以内に更新されたアイテム / ドキュメントが検索されます。 

次の期間以前 5 日間 5 日 以上前に更新されたアイテム / ドキュメントが検索されます。 

作成者 

次の値を含む test\user 
作成者に “test\user” を含むアイテム / ドキュメントが検索されま

す。  

次の値を含まない test\user 
作成者に “test\user” を含まないアイテム / ドキュメントが検索され

ます。 

次の値に等しい test\user 
作成者が “test\user” であるアイテム / ドキュメントが検索されま

す。  

http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/trai?ing
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/trai?ing
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/trai?ing
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/traiAing
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/traiAing
http://webapp:20000/sites/tes*/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes*/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes*/SharedDocument/training
http://webapp:20000/sites/tes
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/Learn%20and%20training
http://webapp:20000/sites/test/SharedDocument/Learn%20and%20training
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ルール 条件  値  結果  

次の値と異なる test\user 
作成者が “test\user” ではないアイテム / ドキュメントが検索されま

す。 

最終更新

者 

次の値を含む test\user 
最終更新者に “test\user” を含むアイテム / ドキュメントが検索され

ます。  

次の値を含まない test\user 
最終更新者に “test\user” を含まないアイテム / ドキュメントが検

索されます。 

次の値に等しい test\user 
最終更新者が “test\user” であるアイテム / ドキュメントが検索され

ます。  

次の値と異なる test\user 
最終更新者が “test\user” ではないアイテム / ドキュメントが検索さ

れます。 

コンテンツ 

タイプ 

次の値に等しい タスク コンテンツ タイプが タスク であるアイテム / ドキュメントが検索されます。 

次の値と異なる タスク 
コンテンツ タイプが タスク ではないアイテム / ドキュメントが検索されま

す。 

列: テキス

ト 
テキスト 

次の値を

含む 
test 

テキスト 列の値に “テスト” を含むアイテム / ドキュメントが検索されま

す。 

次の値を

含まない 
test 

テキスト 列の値に “テスト” を含まないアイテム / ドキュメントが検索さ

れます。  

次の値に

等しい 
test 

テキスト 列の値が “テスト” であるアイテム / ドキュメントが検索されま

す。 

次の値と

異なる 
test 

テキスト 列の値が “テスト” ではないアイテム / ドキュメントが検索され

ます。 

列: はい / 

いいえ 
選択肢 

次の値に

等しい 
はい 

選択肢 列の値が “はい” であるアイテム / ドキュメントが検索さ

れます。 

列: 日付と

時刻 
日付 

次の日

付以前 
2012-08-06 12:15:50 

日付 列の値が 2012年8月6日12時15分50秒 以前のアイテム / 

ドキュメントが検索されます。 

列: 数値 数値 

≧ 5 
数値 列の値が 5 以上のアイテム / ドキュメントが検索されます。

例: 8 

≦ 5 
数値 列の値が 5 未満のアイテム / ドキュメントが検索されます。

例: 2 

= 5 数値 列の値が 5 のアイテム / ドキュメントが検索されます。 

ファイル形

式 
次の値に等しい Word 文書 (.doc) 

ファイル形式が “Word 文書 (.doc)” であるファイルが検索され

ます。例: Test.doc 
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ルール 条件  値  結果  

次の値と異なる Word 文書 (.doc) 
ファイル形式が “Word 文書 (.doc)” ではないファイルが検索さ

れます。例: Test.txt 

アーカイブ

日時 
次の日付以前 2012-08-06 12:15:50 

アーカイブ日時が 2012年8月6日12時15分50秒 以前のアイテム 

/ ドキュメントが検索されます。 

チェックイン 

コメント 

次の値を含む 更新済み コメントに “更新済み” を含むチェックイン ドキュメントが検索されます。 

次の値を含まない 更新済み 
コメントに “更新済み” を含まないチェックイン ドキュメントが検索されま

す。 

次の値に等しい 更新済み コメントが “更新済み” であるチェックイン ドキュメントが検索されます。 

次の値と異なる 更新済み 
コメントが “更新済み” ではないチェック インドキュメントが検索されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録 B: アーカイバ高度検索のフィルター ポリシーの例  

アーカイバ高度検索で構成するフィルター ポリシーの例については、次の表を参照してください。 
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*注意: ドキュメント / アイテム フィルター ルールは、SharePoint 高度検索のフィルター ルールと同じです。フ

ィルター ルールが ドキュメント / アイテム の場合のフィルター ポリシーの例については、
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付録 A: SharePoint 高度検索のフィルター ポリシーの例 を参照してください。 

ルール 条件  値  結果  

ドキュメント 

バージョン 

タイトル  

次の値を含む test 
バージョン タイトルに “test” を含むアーカイブ済みドキュメントが

検索されます。例: test(1).doc 

次の値を含まない test 
バージョン タイトルに “test” を含まないアーカイブ済みドキュメ

ントが検索されます。例: test(1).doc 

次の値に等しい test 
バージョン タイトルが “test” であるアーカイブ済みドキュメントが

検索されます。例: test(1).doc 

次の値と異なる test 
バージョン タイトルが “test” ではないアーカイブ済みドキュメント

が検索されます。例: test(1).doc 

次の値に一致する  

te*t.docx 
バージョン タイトルが “te” で始まり、“t.docx” で終わるアーカ

イブ済みドキュメントが検索されます。例: test.docx 

te?t.docx 
バージョン タイトルが ? 記号を除き “te?t.docx” に一致する

アーカイブ済みドキュメントが検索されます。例: teAt.docx  

次の値に一致しな

い 

 te*t.docx 

バージョン タイトルが “te” で始まり、“t.docx” で終わるアーカ

イブ済みドキュメント以外のアーカイブ済みドキュメントが検索さ

れます。例: DocAve.txt  

te?t.docx 

バージョン タイトルが ? 記号を除き “te?t.docx” に一致する

アーカイブ済みドキュメントの以外のすべてのアーカイブ済みドキュ

メントが検索されます。例: DocAve.txt 

サイズ ≧ 1MB 
サイズが 1 MB 以上のアーカイブ済みドキュメントが検索されま

す。例: 2MB のドキュメント 

 ≦ 1MB 
サイズが 1 MB 未満のアーカイブ済みドキュメントが検索されま

す。例: 500 KB のドキュメント 
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ルール 条件  値  結果  

更新日時 

指定日 2012-08-06 12:15:50 
12:15:50 08/06/2012 に更新されたファイルが検索されま

す。 

次の期間内 5 日間 
過去 5 日 以内に更新されたアーカイブ済みドキュメントが検索

されます。 

次の期間以前 5 日間 
5 日 以上前に更新されたアーカイブ済みドキュメントが検索さ

れます。 

更新者 

次の値を含む test\user 
更新者に “test\user” を含むアーカイブ済みドキュメントが検

索されます。  

次の値を含まない test\user 
更新者に “test\user” を含まないアーカイブ済みドキュメント

が検索されます。 

次の値に等しい test\user 
更新者が “test\user” であるアーカイブ済みドキュメントが検

索されます。 

次の値と異なる test\user 
更新者が “test\user” ではないアーカイブ済みドキュメントが

検索されます。 

ファイル形

式 

次の値に等しい Word 文書 (.doc) 
ファイル形式が “Word 文書 (.doc)” であるファイルが

検索されます。例: test.doc 

次の値と異なる Word 文書 (.doc) 
ファイル形式が “Word 文書 (.doc)” ではないファイル

が検索されます。例: Test.txt 

アーカイブ日

時 
次の日付以前 2012-08-06 12:15:50 

アーカイブ日時が 2012年8月6日12時15分50秒 以前の

アイテム / ドキュメントが検索されます。 

アイテム バ

ージョン 

タイトル  

 

次の値を含む test 
バージョン タイトルに “test” を含むアーカイブ済みアイテムが検

索されます。例: test(1).doc 

次の値を含まない test 
バージョン タイトルに “test” が含まれないアーカイブ済みアイテ

ムが検索されます。例: test(1).doc 
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ルール 条件  値  結果  

次の値に等しい test 
バージョン タイトルが “test” であるアーカイブ済みアイテムが検

索されます。例: test(1).doc 

次の値と異なる test 
バージョン タイトルが “test” ではないアーカイブ済みアイテムが

検索されます。例: test(1).doc 

次の値に一致する  

te*t.docx 
バージョン タイトルが “te” で始まり、“t.docx” で終わるアーカ

イブ済みアイテムが検索されます。例: test.docx 

te?t.docx 
バージョン タイトルが ? 記号を除き “te?t” に一致するアーカイ

ブ済みアイテムが検索されます。例: teAt.docx  

次の値に一致し

ない 

 te*t.docx 

バージョン タイトルが “te” で始まり、“t.docx” で終わるアーカ

イブ済みアイテム以外のアーカイブ済みアイテムが検索されます。

例: DocAve.txt  

te?t.docx 

バージョン タイトルが ? 記号を除き “te?t.docx” に一致する

アーカイブ済みアイテム以外のアーカイブ済みアイテムがすべて検

索されます。例: DocAve.txt 

更新日時 

次の日付以前 2012-08-06 12:15:50 
12:15:50 08/06/2012 以前に更新されたファイルが検索さ

れます。 

次の日付以降 2012-08-06 12:15:50 
12:15:50 08/06/2012 以降に更新されたファイルが検索さ

れます。 

指定日 2012-08-06 12:15:50 
12:15:50 08/06/2012 に更新されたファイルが検索されま

す。 

次の期間内 5 日間 
過去 5日 以内に更新されたアーカイブ済みアイテムが検索され

ます。 

次の期間以前 5 日間 
5 日 以上前に更新されたアーカイブ済みアイテムが検索されま

す。 
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ルール 条件  値  結果  

更新者 

次の値を含む test\user 
更新者に “test\user” を含むアーカイブ済みアイテムが検索

されます。  

次の値を含まない test\user 
更新者に “test\user” が含まれますアーカイブ済みアイテム

が検索されます。 

次の値に等しい test\user 
更新者が “test\user” であるアーカイブ済みアイテムが検索

されます。 

次の値と異なる test\user 
更新者が “test\user” ではないアーカイブ済みアイテムが検

索されます。 

アーカイブ日

時 
次の日付以前 2012-08-06 12:15:50 

アーカイブ日時が 2012年8月6日12時15分50秒 以前の

アーカイブ済みアイテムが検索されます。 
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付録 C: ホット キー モードへのアクセス 

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 モードがサポートされています。リーガル ホールド 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 キーを同時に押します。  

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに

戻るには、キーボードの Ctrl +Alt + Z キーを押します。例えば、H を押し続けると、ホーム ページに移動し

ます。 

操作インターフェイス ホット キー 

リーガル ホールド ホーム ページ H 

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 

リーガル ホールド ホーム ページ 

リーガル ホールドのインターフェイスでホーム ページにホット キーでアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを押

してホット キー モードにアクセスしてから H を押せば、ホーム ページに移動します。  

次の表は、ホーム ページの各機能のホット キーのリストです。例えば、P を続けると、SharePoint 検索インタ

ーフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

SharePoint 検索  P 

アーカイバ検索 A 

バージョン クロール  V 

保存先の設定 L 

コンプライアンスの構成 C 
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機能名とホット キー 

新規検索を開始する N 

検索 S 

プランとして保存 SA 

ジョブ モニター J 

 

コンプライアンスの構成 

機能名とホット キー 

コンプライアンス データベース D 

論理デバイスの構成 L 

閉じる X 

保存先の設定 

機能名とホット キー 

エクスポート先  EL 

作成 N 
OK Y 

キャンセル C 

詳細の表示 V 
編集 E 

閉じる C 

編集 E 
OK  Y 

キャンセル C 

削除 D 

検索結果の表示場所 R 
保存 S 

閉じる C 

閉じる C 

 

 



 

 45 

 
DocAve 6: リーガル ホールド 

 

保持マネージャー 

機能名とホット キー 

新規保持の追加 A 

詳細の表示 V 

編集   E 

削除 D 

同期の構成 S 

更新 R 

プラン マネージャー  

機能名とホット キー 

詳細の表示  V 編集 E 保存 S 

キャンセル C 

キャンセル C  

編集 E 保存 S 

キャンセル C 

削除  D 

ただちに実行 R 

 



 

46  

 
DocAve 6: リーガル ホールド 

 

付録 D: カスタマイズ表 

リーガル ホールドで有効なカスタマイズについては、次の表を参照してください。√ は該当 SharePoint オブジェクト レベルが SharePoint 検索またはア

ーカイバ検索でサポートされることを意味します。  

検索モード / 検索

するもの 
SharePoint 検索 アーカイバ検索 注記 検索の際に必要な選択 

Web アプリケーション √ √  
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検索モード / 検索

するもの 
SharePoint 検索 アーカイバ検索 注記 検索の際に必要な選択 

サイト コレクション √ √  
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検索モード / 検索

するもの 
SharePoint 検索 アーカイバ検索 注記 検索の際に必要な選択 

サイト  √   
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検索モード / 検索

するもの 
SharePoint 検索 アーカイバ検索 注記 検索の際に必要な選択 

リスト √   
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