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はじめに 

1. 目的 

本ドキュメントでは、DocAve製品を利用してファイルサーバーを SharePointへマウントした環境と、従来のファイルサーバーとの

機能比較を行い、ファイルサーバーを SharePoint上で管理する際の特徴や使用手順を紹介します。 

使用する製品はAvePoint DocAveファイルサーバー コネクタ for SharePoint(以下、「DocAveコネクタ」とする)です。DocAve

コネクタを使用することで、従来使用してきたファイルサーバーをそのまま SharePoint へマウントすることができます。その結果、

SharePoint が持つファイル管理機能をファイルサーバーの管理機能として利用し、今まで問題視されてきたファイルサーバーの肥

大化や版管理の難しさなど、ファイルサーバーの管理・運用面で発生する多くの課題を解決することが可能になります。 

 

2. 対象製品 

AvePoint DocAve v5 

 

3. 前提条件 

Microsoft SharePoint Server 2010 をファーム構成で構築するには Active Directory 環境が必須になります。より実践に近

い環境での学習を行うため、本自習書では Active Directory環境上のファーム構成のMicrosoft SharePoint Server 2010 を

使用しています。クライアント環境はWindows 7、Internet Explorer 8 を使用しています。 

また、特に明記されていない限り、本自習書内の操作手順例にて扱っているファイルはMicrosoft Office 2010 ファイルとなりま

す。Microsoft Office以外のアプリケーションで作成されたファイルについては、本自習書内の記述と異なる表示・動作が行われる

可能性もあるため、ご注意ください。 

 

なお、本自習書では AvePoint DocAve v5がインストール済みであることを前提として使用手順を説明します。DocAve コネク

タのインストールと設定手順につきましては DocAve ユーザーガイドをご参照ください。 

http://www.avepoint.co.jp/resources/user-guides/ 
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■システム要件 

DocAveはDocAveマネージャーとDocAveエージェントという 2つの基本モジュールから構成されます。DocAveマネージャーが

DocAve エージェントに指示を送り、DocAve エージェントが実際の処理を実行します。なお、DocAve エージェントは SharePoint

の全Web アプリケーションサービスが有効になっているサーバーにインストールする必要があります。SharePoint 2010 では Index 

サーバーであってもデフォルトで Web アプリケーションサービスが有効となりますので、その場合でも DocAve エージェントが必要と

なります。 

DocAve コネクタのシステム要件は以下の通りです。 

 

【DocAve マネージャーシステム要件】 

カテゴリ 製品バージョン/エディション 

CPU 
デュアルコア CPU以上 

(Intel Core 2 Duo クラス、もしくは Intel Xeon クラス同等の CPU を推奨) 

メモリ DocAve マネージャー用に 2GB の空きメモリ 

HDD 5GB以上の空き容量 

OS 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft Windows Server 2003 R2 

Microsoft Windows Server 2008 

Microsoft Windows Server 2008 R2 

※x86/x64 可 

SQL Server 

SQL Server 2000 

SQL Server 2005 

SQL Server 2008 

※x86/x64 可 

 

【DocAve エージェントシステム要件】 

カテゴリ 製品バージョン/エディション 

CPU SharePoint がサポートするハードウェア環境 

メモリ SharePoint がサポートするハードウェア環境 

HDD SharePoint がサポートするハードウェア環境 

OS SharePoint がサポートする OS環境 

SharePoint 

Windows SharePoint Services 3.0 

Microsoft Office SharePoint Server 2007 

※一部の機能には SP1以降が必要。 

Microsoft SharePoint Foundation 2010 

Microsoft SharePoint Server 2010 
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■用語 

本自習書の中で使用している略語の正式名称はそれぞれ以下の通りです。 

SharePoint の基本的な用語については、以下の URL をご参照ください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee556558.aspx 

 

略語 説明 

SharePoint 2010 Microsoft SharePoint Server 2010 

DocAve DocAve ソフトウェアプラットフォーム 

DocAve コネクタ DocAve ファイルサーバー コネクタ for SharePoint 

IRM Information Rights Management 

AD RMS Active Directory Rights Management Services 

  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee556558.aspx
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第1章 ファイルサーバーに関するよくあるお悩み 

本章では、通常のファイルサーバーと SharePoint 2010 上で管理するファイルサーバーとを比較し、従来の課題の全体像を説明します。 

  



 

12 

 

 SharePoint とは 1.1

SharePoint とは、Microsoft 社が販売している情報共有基盤プラットフォーム構築のためのサーバーである、SharePoint Server 

です。SharePoint には、プラットフォームをカバーする幅広い機能がありますが、主に「文書管理・ポータル・検索」を行うことができます。

日本では SharePoint Server 2007 が爆発的にヒットし、大企業を中心に導入が進んでいます。さらに 2010 年に発売された 

SharePoint Server 2010 では、「ビジネス インテリジェンス・ビジネスデータ連携・ソーシャルネットワーク」などの機能が強化され注目

を集めています。 
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 DocAve コネクタとは 1.2

 

DocAve コネクタは、ファイルサーバー上の指定したフォルダーを「ファイルシェアライブラリ」という名前のライブラリとして SharePoint

サイトで管理するためのツールです。DocAve コネクタを導入することによって、改めて別のストレージを準備したり、データ移行のた

めの時間をとられたりすることなく、それまで管理してきたファイルサーバー上のファイルやフォルダーをSharePoint上で管理することが

できるようになります。 

 

(1) 概要 

DocAve コネクタの目的は、SharePoint の機能を使うことによって、ファイルサーバー単体で利用するよりも、より快適にファイル

サーバーを管理・運用できるようにすることです。たとえば、従来のファイルサーバーの課題として次のようなものがあります。 

 

①蓄積されるファイル数の増加により、特定のファイルを探し出すのに時間がかかる。 

②ファイルの増加に伴い、ストレージの準備にコストがかかる。 

③リソースのセキュリティを維持するために管理者の手間がかかる。 

 

DocAve コネクタを導入すると、SharePoint の機能を利用することで上記のような課題を解決することができるようになります。 

 

 



 

14 

 

しかも SharePoint への移行は不要で、接続するだけでファイルサーバー上のドキュメントを SharePoint から利用することがで

きるようになります。 
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(2) 詳細 

ファイルサーバーと SharePoint に関連付けられたファイルサーバー(以下、「ファイルサーバーwith SharePoint」とする)の機能を

利用することで、ファイルサーバーの管理・運用機能を高めることができます。 

本自習書では、以下のような項目ごとに、ファイルサーバーとファイルサーバーwith SharePoint の機能の違いを比較していま

す。 

 

■ファイルサーバーとファイルサーバーwith SharePoint の機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)ファイルを投稿する △ ○(*1) 

(2)権限を設定しファイルを保護する △ ○ 

(3)ファイルを探す △ ○ 

(4)ファイルを参照する △ ○ 

(5)ファイルを更新する △ ○ 

(6)ファイルを移動する ○ ○ 

(7)ファイルを削除する △ ○ 

(8)気付き機能で見逃しを防ぐ × ○ 

(9)容量を制限する △ ○ 

(10)ファイルの棚卸しをする × ○ 

(11)社外からアクセスする △ ○ 

*1…アップロードできるファイルサイズの上限値については、SharePoint の仕様に基づく制限があります。 

 

【表の記載について】 

上記の表は、ファイルサーバーまたはファイルサーバーwith SharePoint を利用する際に、お客様のご要望が実現できるかどうかに基づ

いて、○、△、×の 3 段階で評価しています。それぞれの評価基準は以下の通りです。 

本自習書で想定しているお客様のご要望は、4.1 評価項目リストをご参照ください。 

 

○…すべてのご要望が実現できる。 

△…一部のご要望が実現できる。 

×…すべてのご要望が実現できない。 
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第2章 DocAve コネクタの接続方法 

本章では、DocAve コネクタの利用方法と DocAve コネクタを利用した場合の制限・ルールを説明します。 
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 DocAve コネクタの接続パターンと作業の流れ 2.1

 

DocAve コネクタを導入し、SharePoint上からファイルサーバーのリソースを利用するには、大きく分けると 2パターンの方法があ

ります。 

1つは「一括コネクト型」での利用方法です。「一括コネクト型」とは、SharePoint上でファイルシェアライブラリの作成権限を持つ

管理者が一括してファイルシェアライブラリを作成する運用方法です。この運用方法では、管理者主導でファイルシェアライブラリが

作成されるため、「管理が一元化できる」という特徴があります。その反面、ライブラリの構成に関するユーザーの自由度は低くなり

ます。 

もう 1つは「随時コネクト型」での利用方法です。「随時コネクト型」は、「一括コネクト型」とは逆に、ユーザーに権限を与えること

により、管理者ではなくユーザー自身が必要に応じてファイルシェアライブラリを作成する運用方法です。この運用方法では、ユーザ

ー主導でファイルシェアライブラリが作成されるため、「ユーザー側の要望を反映した構成がしやすい」という特徴があります。一方で、

ユーザー自身にファイルシェアライブラリの作成を委任することになるため、管理者にとっては構成の全体像やコネクトされている単

位・範囲を管理しにくくなるというデメリットもあります。 

これらの運用パターンに加え、「既存ファイルサーバー」(既にあるデータを取り込む場合)、「新規ファイルサーバー」(データは新規

に投稿していく場合)の組み合わせを加えた計 4パターンの中から、コネクタの接続パターンが決まります。 

 

おすすめの接続パターン 解説 

一括コネクト型・既存ファイルサーバー 2.1.1 

一括コネクト型・新規ファイルサーバー 2.1.2 

随時コネクト型・既存ファイルサーバー 2.1.3 

随時コネクト型・新規ファイルサーバー 2.1.4 

 

以下に、それぞれの接続パターンでの作業の流れを説明します。 
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2.1.1 一括コネクト型の利用：既にファイルが保存されているファイルサーバーをコネクト 

ここでは、「一括コネクト型」での運用を行うケースにおいて、既にファイルサーバーで多数のリソースを管理・運用しており、そのリ

ソースを SharePoint上でも管理していく場合の導入ステップを説明します。 

 

 

 

このパターンでコネクトする場合、管理者は以下のステップを踏む必要があります。 

①ファイルサーバーに保存されているリソースについて調査し、その内容を把握します。 

②「2.3DocAveコネクタ利用時のルール」に記載した SharePoint上の制限を考慮し、そのままでは取り込めないリソースに対す

る対処方法を検討します。必要に応じて SharePoint の設定変更を行います。 

③既存のリソースを SharePoint 上の制限に合うように変更するなど、コネクトするためのリソースの整理を行います。 

④SharePoint上でファイルシェアライブラリを作成し、ファイルサーバーのフォルダーとコネクトします。 
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2.1.2 一括コネクト型の利用：ファイルが保存されていないファイルサーバーをコネクト 

ここでは、「一括コネクト型」での運用を行うケースにおいて、既存のファイルサーバーのリソースを利用するのではなく、新規にファ

イルサーバーを準備し、SharePoint上からファイルを投稿していく場合の導入ステップを説明します。 

 

 

 

このパターンでコネクトする場合、管理者は以下のステップを踏む必要があります。 

①新規のファイルサーバーに、予めファイルシェアライブラリでの利用を考慮したフォルダーツリーを作ります。 

②SharePoint上でファイルシェアライブラリを作成し、①で作成した新規のファイルサーバーのフォルダーとコネクトします。 
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2.1.3 随時コネクト型の利用：既にファイルが保存されているファイルサーバーをコネクト 

ここでは、「随時コネクト型」での運用を行うケースにおいて、既にファイルサーバーで多数のリソースを管理・運用しており、そのリ

ソースを SharePoint上でも管理していく場合の導入ステップを説明します。 

 

 

 

このパターンでコネクトする場合、管理者は以下のステップを踏む必要があります。 

①ファイルシェアライブラリを作成するための権限を個々のユーザーに付与します。 

②「2.3DocAveコネクタ利用時のルール」に記載した SharePoint上の制限を考慮し、そのままでは取り込めないリソースに対す

る対処方法を検討します。必要に応じて SharePoint の設定変更を行います。 

 

上記ステップ後、ユーザーは以下のステップを踏みます。 

③ファイルサーバーに保存されているリソースについて調査し、その内容を把握します。 

④既存のリソースを SharePoint 上の制限に合うように変更するなど、コネクトするためのリソースの整理を行います。 

⑤SharePoint上でファイルシェアライブラリを作成し、ファイルサーバーの任意のフォルダーとコネクトします。 
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2.1.4 随時コネクト型の利用：ファイルが保存されていないファイルサーバーをコネクト 

ここでは、「随時コネクト型」での運用を行うケースにおいて、既存のファイルサーバーのリソースを利用するのではなく、新規にファ

イルサーバーを準備し、SharePoint上からファイルを投稿していく場合の導入ステップを説明します。 

 

 

 

このパターンでコネクトする場合、管理者は以下のステップを踏む必要があります。 

①ファイルシェアライブラリを作成するための権限を個々のユーザーに付与します。 

②新規のファイルサーバーに、予めファイルシェアライブラリでの利用を考慮したフォルダーツリーを作ります。 

 

上記ステップ後、ユーザーは以下のステップを踏みます。 

③SharePoint上でファイルシェアライブラリを作成し、新規のファイルサーバーに作成された任意のフォルダーとコネクトします。 
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【コラム】多数のフォルダー、ファイル、ユーザーへの権限付与について・・・DocAve管理センターの利用 

DocAveコネクタを利用してファイルサーバーのリソースをSharePointで利用する場合、この機会にリソースに対するアクセス権を

見直したいといった要件が出てくる場合があります。 

ファイルサーバー上の既存のリソースに対するアクセス権を整理するには、「ファイルサーバー上で権限を編集し、コネクト時に権

限の読み込みを行う」、「ファイルサーバーからファイルの権限を一度取り込み、SharePoint上で編集する」などの方法があります。

しかし、これらの方法によるアクセス権限の編集は、フォルダーやファイル毎に各ユーザーのアクセス権限を編集しなくてはいけないた

め、管理者にとって時間と手間がかかる作業になります。 

この課題を解決する一つの手段として、「DocAve管理センター」を利用するという方法があります。「DocAve管理センター」と

は、時間と手間がかかる SharePoint 管理者の作業をシンプルかつ確実に行うことを目的として作られた製品です。ファームレベル

からアイテムレベルまで、同じ階層のコンテンツを複数指定し、それらのコンテンツに対して一括操作を行うことができます。 

「DocAve管理センター」の「権限の検索」機能を利用すると、SharePoint のコンテンツに対して付与されている権限を Excel フ

ァイルにエクスポートすることができるようになります。エクスポートしたファイルは権限設定を把握するためだけでなく、各ユーザーの権

限を編集してインポートすることで、権限の一括変更にも利用することができます。 

「ファイルシェアライブラリ」もSharePointのコンテンツとして扱われるため、これらの「DocAve管理センター」の機能を利用すること

ができます。複数のライブラリを指定し、権限を編集するといったことが可能となるため、権限の整理作業の効率が格段に上がり、

管理者の負担が大幅に削減されます。 

DocAve管理センターを利用し、権限の編集および適用を行う方法については、以下の自習書をご参照ください。 

 

「SharePoint Server 2007/2010 人事異動・組織変更対応手順書(4.2.3. 権限のエクスポート・インポート手順)」

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_ReOrganization.pdf 

 

以下の図は、「DocAve管理センター」を利用してエクスポートされた権限編集用の Excel ファイルのイメージです。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_ReOrganization.pdf
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 DocAve コネクタ接続手順 2.2

 

DocAve コネクタでファイルサーバー上の指定したフォルダーを SharePoint サイトへ接続するには、SharePoint サイトに「ファイル

シェアライブラリ」を作成し、指定したフォルダーの内容を読み込む必要があります。 

以下に、SharePoint サイトにファイルシェアライブラリを作成し、ファイルサーバー上のフォルダーの内容を読み込む手順を記載し

ます。本手順は、DocAveマネージャー側でDocAveコネクタの設定が完了していることが前提となります。詳細はユーザーガイド、

またはユーザーガイド （簡易版） for DocAve® ファイルサーバー コネクタ（ファイルシェア ライブラリ）for SharePoint を参照くだ

さい。 

 

ファイルサーバー上の接続先となるフォルダーを選定します。ここでは、以下のフォルダーに関連づけるファイルシェアライブラリを作成します。 

 

 1. ファイルシェアライブラリを作成する SharePointサイトに接続します。 

サイドリンクバーから「すべてのサイトコンテンツ」を選択し、「作成」をクリックします。 

 

 2. 「ライブラリ」セクションから「ファイルシェアライブラリ」を選択します。 
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 3. 「新規」画面が開きます。「名前」に任意のファイルシェアライブラリ名を入力し、「作成」をクリックします。 

 

 4. 「ファイルシェアライブラリの設定」画面が開きます。「パス」にファイルシェアライブラリと関連付けるファイルサーバーのフォル

ダーのパスを、「ユーザー名」、「パスワード」に指定したフォルダーに対して適切な権限(詳細は「2.3.4 コネクタ利用時に

必要なアカウントと権限」参照)を所有しているユーザーのアカウントとパスワードを入力し、「保存」をクリックします。 

※「サーバープロファイルを使用」にチェックを入れると、DocAve マネージャーで事前に設定したサーバープロファイルの

情報を使って、ファイルサーバーを指定することができます。 

 

 5. 作成したファイルシェアライブラリが開きます。「AvePoint ファイルサーバーコネクタ」タブを選択し、「読み込みの操作」-

「フォルダとサブフォルダの読み込み」をクリックします。 

 

 6. フォルダーとサブフォルダーの読み込みに時間がかかる旨のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 
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 7. 読み込みが終了すると、ファイルサーバーの指定したフォルダーに保存されているファイルを参照できるようになります。 
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 DocAve コネクタ利用時のルール 2.3

2.3.1 URL長による制限 

ファイルシェアライブラリを作成する際には、URL の長さに関する SharePoint の制限に注意する必要があります。 

SharePointでは、Internet ExplorerにおけるURL長の制限値と、SQL Serverで作成できるインデックスの長さの制限値に基

づいて、以下のような制限があります。 

 

①「ファイルシェアライブラリパス」(“sites”などの管理パスから開始)+「フォルダーパスの文字数」+「ファイル名の文字数」が 260文

字以下であること。 

例)https://SP-2010/sites/XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXX(下線部が 260文字以下) 

②ダブルバイト文字(ひらがな、漢字などの 1文字が 2バイトで表現される文字)を含む URLの場合、Canonicalized UTF-8 コ

ードにてシングルバイト文字(アルファベットなどの 1文字が 1バイトで表現される文字)に変換された後の URLが 2083文字

以下であること。 

③単一フォルダー名、単一ファイル名が 128文字以下であること。 

※ただし、DocAve コネクタの既定値では、単一フォルダー名が 60文字以下、単一ファイル名が 80文字以下に制限されて

いるため、それ以上の文字数のフォルダー名、ファイル名は自動的にこの文字数以下の名称に変更されます。ファイルシェア

ライブラリに上記の規定値を超える文字数のフォルダー、ファイルを取り込む場合、DocAve コネクタの設定変更が必要で

す。 

 

①、③の制限は、SharePoint でサポートされる URL長の制限となります。 

②の制限は、ファイルを開くなどの操作に伴いURLのパラメータにクエリが付加されることにより発生するものです。SharePointの

仕様として、ダブルバイト文字が URL に含まれる場合、Canonicalized UTF-8 コードにてシングルバイト文字に変換されることから、

①の制限を満たしていても、結果的に URL長が Internet Explorerの制限値を超えてしまう場合があることを考慮した制限となり

ます。 

 

上記の制限は、ファイルシェアライブラリを利用する場合にも同様に適用されます。 

そのため、ファイルシェアライブラリにファイルサーバーのフォルダーを関連付ける際には、フォルダー階層の深さやファイル名が、①、

②、③のファイルパスの長さに関する制限を満たしていることを事前に確認する必要があります。この制限の値を超える場合、ファイ

ルサーバー上のファイル名やフォルダー名を正確に表示することができない、ファイルを開くことができないなどの現象が起こる可能性

があります。 
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2.3.2 権限、プロパティの読み込みに関する制限 

ファイルサーバーwith SharePoint では、ファイルサーバー上のフォルダーやファイルに対する権限をファイルシェアライブラリに取り込

んだり、ファイルのプロパティをファイルシェアライブラリの「列」として取り込んだりすることができます。 

 ■ 権限、プロパティの読み込みを行う前に 

権限やプロパティの取り込みは、ファイルシェアライブラリ作成後の初回の読み込み時(「2.2 コネクタ接続手順」の手順 6)のみという

制限があります。一度読み込みを行った後にファイルサーバー側を変更しても SharePoint側に取り込むことはできないため、ファイ

ルサーバー側から更新を行うようなご利用はお奨めしていません。また、プロパティ読み込みを行った場合、Office ファイルの仕様に

より、ファイルサーバー側のファイルの更新日時が変更されますのでご注意ください。 

 

ファイルに対する権限やファイルのプロパティを SharePoint上で取り込み・参照できるようにするには、DocAve コネクタの設定で

ファイルサーバーと SharePoint 双方の権限・プロパティをマッピングする必要があります。 

以下に、ファイルサーバーと SharePoint の権限・プロパティをマッピングする画面を記載します。以下画面にて設定した権限・プ

ロパティ以外は、SharePoint に取り込んだり、参照したりすることができません。 

 

■ファイルシステム権限と SharePoint権限のマッピング画面 

DocAve管理コンソールから、「ストレージ最適化」-「コネクタ」-「ファイルシェアライブラリ」-「設定」を選択し、「ネットシェア設定」

-「セキュリティマッピング」を選択すると、ファイルサーバー上の権限と SharePointの権限をマッピングする画面が開きます。 
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■ファイルシステムプロパティと SharePoint プロパティのマッピング画面 

DocAve管理コンソールから、「ストレージ最適化」-「コネクタ」-「ファイルシェアライブラリ」-「設定」を選択し、「ネットシェア設定」

-「プロパティマッピング」を選択すると、ファイルシステムプロパティと SharePoint プロパティをマッピングする画面が開きます。 

※本画面で SharePoint プロパティとして設定した名称は、フォルダーのファイルプロパティを読み込んだファイルシェアライブラリに

おいて、「列」の名称として表示されます。 
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2.3.3 ファイルサーバーと SharePoint の仕様上の違いに伴う制限 

 

■アップロードできない拡張子について 

ファイルサーバーwith SharePoint では、特定の拡張子を持つファイルをライブラリにアップロードすることが制限されています。 

たとえば、ファイルサーバーでは共有フォルダー上に実行ファイルを保存するケースもありますが、SharePoint では既定でサイトへ

の実行ファイルなどのアップロードが制限されています。そのため、ファイルシェアライブラリと関連づけられたフォルダー配下に

SharePoint でアップロードが禁止されている拡張子を持つファイルがある場合、そのファイルの読み込みができなくなります。 

アップロードを禁止するファイルの拡張子は、SharePoint 上の設定により変更可能です。詳しい手順については、本自習書

「3.9.2(3)投稿できるサイズやファイルタイプを指定」をご参照ください。 

 

■フォルダー名、ファイル名として使用できない禁則文字について 

SharePointではファイル名やフォルダー名として使用することができない文字(禁則文字)がファイルサーバーと異なります。ファイル

サーバーwith SharePoint を利用する際には、SharePoint側の禁則文字に従う形となります。 

そのため、ファイルシェアライブラリと関連づけられたフォルダーに SharePoint の禁則文字が使用されているファイル名やフォルダー

名がある場合、ファイルサーバー上では利用できていたファイルやフォルダーが SharePoint上で利用できなくなる可能性がありま

す。 

SharePoint の禁則文字については、以下のサイトをご参照ください。 

http://support.microsoft.com/kb/905231/en-us 

以下に示すSharePointの禁則文字については、DocAveコネクタの既定の設定により、SharePointに取り込んだ際に利用可

能な文字に置換することができます。 

 

【DocAve コネクタの設定にて置換できる SharePoint の禁則文字】 

・ティルダ ~ 

・シャープ記号 # 

・パーセント % 

・アンパサンド & 

・中かっこ {} 

・ピリオド . 

※上記の禁則文字はすべて半角です。既定では、上記の文字はアンダーバー”_”に置換される設定になっています。 

  

http://support.microsoft.com/kb/905231/en-us
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■SharePoint の禁則文字の置換後の文字設定画面 

DocAve管理コンソールから、「ストレージ最適化」-「コネクタ」-「ファイルシェアライブラリ」-「設定」を選択し、「ネットシェア設定」

-「共通マッピング」を選択すると、フォルダー名、ファイル名に使用されている SharePointの禁則文字に対する置換後の文字を設

定する画面が開きます。 
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2.3.4 DocAve コネクタ利用時に必要なアカウントと権限 

ファイルサーバーwith SharePoint では、ファイルシェアライブラリを作成する際に、接続先のフォルダーにアクセスするためのアカウ

ントを設定する必要があります。このアカウントは、ファイルシェアライブラリ上でユーザーが操作した内容をファイルサーバーに反映す

る際の実行アカウントとなるため、ファイルサーバーのフォルダーに対して以下のような権限が必要になります。 

 

■ファイルシェアライブラリのアカウントがファイルサーバーのフォルダーに対して所有する必要がある権限 

・フォルダーのスキャン/ファイルの実行 

・フォルダーの一覧/データの読み取り 

・属性の読み取り 

・拡張属性の読み取り 

・ファイルの作成/データの書き込み 

・フォルダーの作成/データの追加 

・属性の書き込み 

・拡張属性の書き込み 

・サブフォルダーとファイルの削除 

・アクセス許可の読み取り 

 

DocAve コネクタ接続時に、「ファイルシェアライブラリ設定」画面(「2.2 コネクタ接続手順」の手順 5)にて、上記の権限を所有す

るアカウントを指定する必要があります。なお、一般的にはフルコントロールの権限を使用する場合が多くなっています。 
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第3章 DocAve コネクタ利用時の機能比較 

本章では、ファイルサーバーとファイルサーバーwith SharePoint の機能比較を行い、それぞれの操作方法を説明します。 
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 ファイルを投稿する 3.1

 

ファイルサーバーの場合、「ドラッグ&ドロップ」や「コピー&ペースト」といった方法で簡単にファイルを投稿することができます。しかし、

手軽である反面、「統一のテンプレートを共有しにくい」、「ファイルに対する分類情報の付与や表示に手間がかかる」といった課題

があります。 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、ファイルを簡単に操作できるファイルサーバーの特徴を残しながら、特定のテンプレー

トから新しいドキュメントを作成するメニューの登録、特有の分類情報を付与するための列の追加といった SharePointの機能を利

用することによって、上記のような課題を解決することができます。 

 

■ファイル投稿に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)ドラッグ&ドロップ ○ ○ 

(2)コピー&ペースト ○ ○ 

(3)Officeから直接保存 ○ ○ 

(4)大きなファイルの保存 ○ △ 

(5)テンプレートから作成 × ○ 

(6)分類のルールを追加 × ○ 
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3.1.1 ファイルサーバーの場合 

(1) ドラッグ&ドロップ 

Windows エクスプローラーを 2 つ起動し、「投稿するファイルの存在するフォルダー」と「投稿先となるファイルサーバーのフォルダー」

をそれぞれ開きます。投稿対象ファイルを投稿先のファイルサーバーに接続しているウィンドウ上にドラッグ&ドロップします。 

 

 

(2) コピー&ペースト 

投稿対象となるファイルを右クリックし、表示されたメニューから「コピー」を選択します。投稿先となるファイルサーバーを開き、任

意の場所で右クリックします。表示されたメニューから「貼り付け」を選択します。 
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(3) Officeから直接保存 

Officeアプリケーションの「ファイル」メニューから、「名前を付けて保存」をクリックします。開かれたウィンドウ上のアドレスバーに、投

稿先となるファイルサーバーのパスを入力し、移動します。指定したパスに接続されます。「ファイル名」に任意のファイル名を入力し、

「ファイルの種類」を指定して「保存」をクリックします。 

以下の図はWord を利用した場合のイメージ図です。 

 

 

(4) 大きなファイルの保存 

ファイルサーバーでは、一度に投稿できる容量に特に制限はありません。ディスクサイズの範囲内であれば、大容量のファイルを

投稿することもできます。 
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3.1.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) ドラッグ&ドロップ 

SharePoint の「エクスプローラーで開く」機能を利用すると、ファイルサーバーと同じく Windows エクスプローラーを利用したドラッ

グ&ドロップでのファイル投稿を行うことができます。 

 

 1. Windows エクスプローラーを起動し、投稿対象のファイルが存在するフォルダーを開きます。 

 

 2. SharePoint サイトに作成したファイルシェアライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「エクスプローラーで開く」ア

イコンをクリックします。 

 

 3. ファイルシェアライブラリがWindows エクスプローラーで開かれます。 
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 4. 手順 1.で開いたウィンドウ上で投稿対象ファイルを、手順 3.で開いたウィンドウ上にドラッグ&ドロップします。 

 

 5. SharePoint サイトにて、手順 4.でファイルを投稿したファイルシェアライブラリを開くと、ファイルが追加されていることが確

認できます。 
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(2) コピー&ペースト 

SharePointの「エクスプローラーで開く」機能を利用すると、ファイルサーバーと同じくWindows エクスプローラーを利用したコピー

&ペーストでのファイル投稿を行うことができます。 

 

 1. Windows エクスプローラーを起動し、投稿対象ファイルが存在するフォルダーを開きます。投稿対象ファイル上で右クリ

ックし、表示されたメニューから「コピー」を選択します。 

 

 2. SharePoint サイトに作成したファイルシェアライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し「エクスプローラーで開く」アイ

コンをクリックします。 

 

 3. ファイルシェアライブラリがWindowsエクスプローラーで開きます。任意の場所で右クリックし、表示されたメニューから「貼

り付け」を選択します。 
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 4. SharePoint サイトにて、手順 3.でファイルを投稿したファイルシェアライブラリを開くと、ファイルが追加されていることが確

認できます。 
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(3) Officeから直接保存 

Office アプリケーションでファイルを保存する際に、「ファイル名」にファイルシェアライブラリの Web アドレスを入力することで、指定

したライブラリへ直接保存することが可能です。 

 

 1. Officeアプリケーションの「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」をクリックします。開かれたウィンドウ上の「ファイル名」

にファイルシェアライブラリの Web アドレスを入力し、「保存」をクリックします。 

例）ファイルシェアライブラリのWeb アドレスが

http://fsdl-sp2010/FS_with_SharePoint/Forms/AllDocument.aspxの場合、

“/Forms/AllDocument.aspx”を除いたWebアドレス“http://fsdl-sp2010/FS_with_SharePoint”までを「ファ

イル名」に入力します。 

 

 2. 指定したファイルシェアライブラリが開きます。「ファイル名」に任意のファイル名を入力し、「保存」をクリックします。 

 

  

http://fsdl-sp2010/FS_with_SharePoint/AllDocument.aspx
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(4) 大きなファイルの保存 

ファイルサーバーwith SharePointの場合、最大 2GBまでのファイル(SharePointの仕様に準拠)を一度にアップロードすることが

可能です。ただし、SharePoint へアップロードできるファイルサイズは既定で”50MB”に設定されているため、50MB以上のファイル

を投稿したい場合は、SharePointの設定を変更する必要があります。 

以下に、SharePoint上に一度にアップロードできるファイルサイズを変更する方法を記載します。 

 

 1. SharePoint の「サーバーの全体管理」画面から「Web アプリケーションの管理」を開きます。 

対象のWeb アプリケーションを選択し、「全般設定」をクリックします。 

 

 2. 「アップロードの最大サイズ」に一度にアップロードできる制限サイズを入力し、「OK」をクリックします。 

※指定できる最大の数値は 2GB(2047)となります。本設定後、この Web アプリケーションのサイトへ一度にアップロード

するファイルの合計サイズが指定したサイズよりも大きくなる場合、ファイルをアップロードすることができなくなります。 
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(5) テンプレートから作成 

SharePointの「コンテンツタイプ」を利用して、テンプレートとなるファイルを設定することで、ユーザーが共通の書式や入力欄を元

にファイルを作成・アップロードすることができるようになります。テンプレートからファイルを作成した場合、保存時に別ファイルとして保

存されるため、テンプレートを上書きしてしまうといったトラブルを防ぐことができます。 

以下に、テンプレートの作成とコンテンツタイプの設定方法を記載します。 

 

 1. テンプレートにするドキュメントをテンプレート形式で任意の場所に保存します。以下の例では、Word ドキュメントを「サ

ンプルテンプレート.dotx」として保存します。 

 

 2. 手順 1.で保存したテンプレートを設定したいファイルシェアライブラリを開きます。 

「サイトの操作」-「サイトの設定」を選択します。 

 

 3. 「ギャラリー」から「サイトコンテンツタイプ」を選択します。 
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 4. 「作成」をクリックします。 

 

 5. 新しいサイトコンテンツタイプとして、テンプレート用のコンテンツタイプを作成します。設定項目に値を入力して「OK」をク

リックします。 

 

 6. 指定したコンテンツタイプが作成され、設定画面が表示されます。「詳細設定」を選択します。 
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 7. 「新しいドキュメントテンプレートをアップロードする」を選択し、「参照」をクリックして手順 1.で保存したドキュメントテンプ

レートを参照させます。「OK」をクリックします。 

 

 8. テンプレートを設定するファイルシェアライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「ライブラリの設定」をクリックしま

す。 

 

 9. 「詳細設定」を選択します。 
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 10. 「コンテンツタイプの管理を許可する」で「はい」を選択し、「OK」をクリックします。 

 

 11. 「既存のサイトコンテンツタイプから追加」をクリックします。 

 

 12. 手順 5.～7.で作成したコンテンツタイプを選択し、「追加」をクリックします。 
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 13. 「追加するコンテンツタイプ」に作成したコンテンツタイプが追加されていることを確認し、「OK」をクリックします。 

 

 14. コンテンツタイプを関連づけたファイルシェアライブラリに戻ります。「ドキュメント」タブを選択し、「新しいドキュメント」をク

リックします。作成したコンテンツタイプが表示されることを確認します。 

 

 15. 設定したコンテンツタイプ名をクリックすると、設定したコンテンツタイプに関連づけたテンプレートが開きます。 

※テンプレートからファイルを作成した場合、間違えて上書き保存を選択してしまってもファイルは上書きされず、「名

前を付けて保存」画面が開きます。 
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(6) 分類のルールを追加 

SharePoint サイトの列を利用して、各ファイルに対して分類のためのルールを付与することができます。列情報を追加すると、フ

ァイルのソートやフィルタリングの条件として指定することができるようになるため、ファイル管理の利便性が向上します。 

また、SharePointの新機能である「用語セット」の機能を利用すると、候補となる分類項目を階層化して管理することも可能

です。 

以下に、例として「用語セット」の機能を利用した「部署名」という列を追加する方法を記載します。 

 

 1. SharePointの「サーバーの全体管理」画面から「アプリケーション構成の管理」を開き、「サービスアプリケーションの管理」

-「Managed Metadata Service」を開きます。左ペインにて「Managed Metadata Service」の右の▼をクリックし、

「新しいグループ」をクリックします。 

 

 2. 右ペインに必要な情報を入力し、「保存」をクリックします。 

 

 3. 左ペインにて、手順 2.で作成したグループ名の右の▼をクリックし、表示されたメニューから「新しい用語セット」を選択し

ます。 
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 4. 任意の用語セットの名前を入力します。 

 

 5. 用語セットの設定項目を入力し、「保存」をクリックします。 

 

 6. 左ペインにて、手順 3.～5.で作成した用語セット名の右の▼をクリックし、表示されたメニューから「用語の作成」を選択

します。 

 

 7. 「用語セット」に登録する用語を入力します。ここまでの手順で、用語セットの設定は完了です。 
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 8. 列を追加したいファイルシェアライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「列の作成」アイコンをクリックします。 

 

 9. 「列の作成」画面が開きます。「列名」に”部署名”と入力し、「この列の情報の種類」で”管理されたメタデータ”を選択

します。 

 

 10. “管理用語セットの使用”を選択し、作成した用語セットを選択します。 
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 11. 各設定項目を入力し、「OK」をクリックします。 

 

 12. サイトのページに戻り、列が追加されていることを確認します。 

 

 13. 手順 12.までの設定が完了すると、ファイルを投稿する際、以下の図のように投稿画面で「部署名」という列の値が設

定できるようになります。 

値を入力するには、入力欄の右にある「有効な選択肢の参照」アイコンをクリックします。 
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 14. 値の選択画面が表示され、手順 7.で「用語セット」に登録した用語の中から、任意の用語を選択することができるよ

うになります。 
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 権限を設定しファイルを保護する 3.2

 

ファイルサーバーでは、Active Directory ユーザーやグループに対する権限の付与や親フォルダーからの権限の継承、ディスクが

持ち出された場合のファイル保護などの設定によって、適切なアクセス制御や情報漏えい対策を行うことができます。また、

IRM(Information Rights Management)機能を利用すると、ファイルに対するアクセス制限をさらに細かく管理することができま

す。 

ファイルサーバーwith SharePoint でファイルを管理する場合、上記に加え、SharePoint の監査機能を利用したファイルに対す

るアクセスの監視や、上位のフォルダーから下位の階層の権限付与状況の確認ができるため、より高度な権限管理・ファイル保護

を行うことが可能です。 

 

■権限設定とファイル保護に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)Active Directory アカウントに対する権限付与 ○ ○ 

(2)権限の継承 ○ ○ 

(3)ディスクの持ち出しから保護 ○ ○ 

(4)IRM によるファイル保護 △ ○ 

(5)監査機能を使用してファイルへのアクセスをチェック × ○ 

(6)下位階層の権限把握が上位階層で可能 × ○ 
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3.2.1 ファイルサーバーの場合 

(1) Active Directory アカウントに対する権限付与 

ファイルサーバーでは、Active Directory で定義されるユーザーやセキュリティグループに、各ファイルやフォルダーに対する権限を

付与することができます。 

 

権限を付与するには、ファイルやフォルダー上で右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」を選択します。プロパティ設定画

面表示後、「セキュリティ」タブの「詳細設定」をクリックします。 

ユーザーやグループに付与されているアクセス権限は、以下の図のようにセキュリティの詳細設定画面の「アクセス許可」タブで確 

認できます。また、「アクセス許可の変更」を選択すると、権限を編集することができます。 
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(2) 権限の継承 

ファイルサーバーでは、親フォルダーの権限を下位の階層のフォルダーやファイルに継承することができます。既定では、下位の階

層フォルダーは上位の階層の権限を自動的に継承します。 

 

権限の継承の状態は、ファイルやフォルダー上で右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」を選択すると、「アクセス許可」

タブで確認できます。そのフォルダーの権限がどのフォルダーのアクセス権限を継承しているかは「継承元」列に、権限がどの範囲ま

で継承されているかは「適用先」列に表示されます。 

 

 

権限の継承を設定するには、上記画面で「アクセス許可の変更」をクリックします。 

「このオブジェクトの親からの継承可能なアクセス許可を含める」を有効または無効にすることで、継承の有無を設定することが 

できます。 
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(3) ディスクの持ち出しから保護 

Windows オペレーティングシステムが持つファイルやフォルダーの暗号化機能(Encrypting File System : EFS)を使用することで、

ディスクが盗難にあった場合でもその内容を読みだされないようにすることができます。 

 

暗号化の設定をするには、ファイルやフォルダー上で右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」を選択します。プロパティの

設定画面で「詳細設定」をクリックします。 

「内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する」にチェックを入れると、暗号化が有効になります。 
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(4) IRM によるファイル保護 

Microsoft社が提供している Information Rights Management(IRM)機能を使用することにより、情報漏えい対策を強化す

ることができます。IRM による保護を設定することで、フォルダーやファイルに対して何らかの権限が与えられているユーザーであっても

より細かいレベルで操作を制限できるようになります。 

ファイルサーバーでは、共有フォルダー内のファイルにアクセス制限を設定することで、ファイルごとにユーザーの操作を制御すること

ができます。 

以下に、例としてMicrosoft Word ファイルに IRM による保護を設定する手順を示します。 

※本手順は、既に環境内に AD RMS がセットアップされていることが前提となります。 

 

 1. アクセス制限を設定するOfficeファイルの「ファイル」メニューを開き、「情報」を選択します。「文書の保護」-「ユーザーア

クセスの制限」-「アクセス制限あり」を選択します。 

 

 2. アクセス情報が求められます。ファイルの所有者となる Active Directory ユーザーアカウントを入力し、「OK」をクリックし

ます。 

 

 3. 「変更」に変更権限を与えるユーザーのアカウントを入力し、「OK」をクリックします。「変更」権限を持つユーザーは、ファ

イルの編集や保存はできますが、印刷は行えなくなります。 
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 4. 変更権限を与えられたユーザーアカウントでファイルにアクセスし、「ファイル」メニューを開きます。 

IRM による保護が行われ、「印刷」の部分がグレーアウトされていることを確認します。 
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3.2.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) Active Directory アカウントに対する権限付与 

ファイルサーバーwith SharePoint でも、ファイルサーバーと同じく Active Directory で定義されるユーザーやセキュリティグループ

に権限を付与することができます。SharePoint の場合、各フォルダーやファイルだけでなく、ライブラリが存在する「サイト」のレベルで

権限付与を行うことも可能です。 

以下に、例としてファイルシェアライブラリ上のフォルダーやファイルに対して権限を付与する手順を示します。 

 

 1. ファイルシェアライブラリを開き、対象のフォルダーやファイルをポイントします。▼をクリックして「権限の管理」をクリックしま

す。 

 

 2. 「アクセス許可の付与」をクリックします。 

※上位の権限を継承している場合は、「権限の継承を中止」をクリックし、継承を解除してから操作を行います。 

 

 3. 「アクセス許可の付与」画面が開きます。「ユーザー/グループ名」に権限を付与するユーザーのアカウント名を入力し、

「名前の確認」アイコンをクリックします。「アクセス許可の付与」で任意の付与方法を選択し、「OK」をクリックします。 

Active Directory ユーザーやグループに直接権限を付与する、または SharePoint独自の権限管理用グループである

SharePoint グループのメンバーに追加することができます。 
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(2) 権限の継承 

ファイルサーバーwith SharePoint でも、ファイルサーバーと同じく親フォルダーの権限を下位の階層のフォルダーやファイルに継承

することができます。既定では、下位の階層のフォルダーは上位の階層の権限を自動的に継承します。 

以下に、例として固有の権限を設定しているフォルダーに対し、権限の継承を設定する手順を示します。 

 

 1. ファイルシェアライブラリを開き、対象のフォルダーやファイルをポイントします。▼をクリックして「権限の管理」を選択しま

す。 

 

 2. 親フォルダーから権限が継承されていないフォルダーの場合は、“このフォルダーには固有の権限が設定されています。”と

表示されています。「権限の継承」をクリックします。 

 

 3. フォルダー独自の権限が失われる旨のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 

 

 4. 権限が親フォルダーから継承されると“このフォルダーは親から権限を継承します。(継承元)”と表示されます。 

「権限の継承を中止」をクリックすると、継承が解除され、再度固有のアクセス権が設定できるようになります。 
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(3) ディスクの持ち出しから保護 

ファイルサーバーwith SharePoint では、実体のファイルはファイルサーバーのストレージ上に存在しています。そのため、ファイルサ

ーバーと同様にWindows オペレーティングシステムが持つファイルやフォルダーの暗号化機能(Encrypting File System : EFS)を使

用することで、ディスクが盗難にあった場合でもその内容を読みだされないようにすることができます。この設定は、SharePoint上か

らではなく、ファイルサーバー上で行います。 

 

暗号化の設定をするには、ファイルシェアライブラリと同期されているファイルやフォルダー上で右クリックし、表示されたメニューから

「プロパティ」を選択します。プロパティの設定画面で「詳細設定」をクリックします。 

「内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する」にチェックを入れると、暗号化が有効になります。 
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(4) IRM によるファイル保護 

ファイルサーバーwith SharePointでは、IRM機能と SharePointを統合することで、SharePoint上から展開、またはダウンロー

ドされるファイルを保護することができます。SharePoint上の IRM保護はライブラリ単位で設定されるため、ライブラリの中に存在す

るすべてのファイルが保護の対象となります。 

以下に、ファイルシェアライブラリで IRM を有効にする手順を示します。 

※本手順は、既に環境内に AD RMSがセットアップされていること、および AD RMS と SharePoint環境の統合設定が完了し

ていることが前提となります。 

 

 1. IRM によるファイル保護を有効にするライブラリを開き、「ライブラリの設定」をクリックします。 

 

 2. 「権限と管理」セクションから「Information Rights Management」を選択します。 

 

 3. ライブラリに対して適用するアクセス制限の内容を設定し、「OK」をクリックします。ここまでの手順で、ライブラリに対する

IRM保護の設定は完了です。 
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 4. IRM保護が有効になったライブラリからドキュメントを展開すると、設定したアクセス制限の内容に従い、ドキュメントへの

操作が制限されます。 

以下の例は、「ドキュメントの印刷の許可」を無効にしたライブラリから開いたドキュメントです。IRM による保護が行われ、

「印刷」の部分がグレーアウトされていることを確認します。 
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(5) 監査機能を使用してファイルへのアクセスをチェック 

SharePoint の監査機能を設定することで、サイトやファイルなどへのユーザーのアクセスを記録し、不正なアクセスがないかどうか

の確認に利用することができます。 

また、DocAve製品には SharePoint のコンプライアンス用の製品が用意されており、監査機能をさらに強化することも可能です。

詳細は以下の自習書をご参照ください。 

 

「SharePoint Server 2007/2010 利用状況の見える化と分析手順書」

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_UsageReporting.pdf 

 

以下に、SharePoint標準機能での監査の設定と、ログの採取方法を記載します。 

 

 1. SharePoint のトップレベルサイトで「サイトの操作」-「サイトの設定」を選択します。 

 

 2. 「サイトコレクションの管理」セクションから「サイトコレクションの監査設定」を選択します。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_UsageReporting.pdf
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 3. 「監査設定の構成」画面が開きます。監査対象となる項目をチェックして「OK」をクリックします。本設定後、該当サイ

トに対して監査対象に設定した操作を行った場合、アクセス記録が残されるようになります。 

 

 4. 監査で記録されたログを参照するには、次の手順を行います。 

トップレベルサイトで「サイトの操作」-「サイトの設定」を選択します。 

 

 5. 「サイトコレクションの管理」セクションから「監査ログレポート」を選択します。 
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 6. 「カスタムレポートの生成」を選択します。 

 

 7. 「ファイルの場所」で「参照」をクリックしてファイルを保存する場所を選択します。 

 

 8. 「イベント」でログを取得するイベントにチェックを入れて「OK」をクリックします。 

 

 9. 保存したファイルを開くと、以下の図のように監査のレポートが表示されます。 
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(6) 下位階層の権限把握が上位階層で可能 

ファイルサーバーでは、下位のフォルダーにだけアクセス権を持つユーザーが存在していたとしても、そのフォルダーの上位の階層か

らは存在が確認できません。たとえば、「総務部」の下に「採用」というフォルダーがあり、ユーザー(user01)が「総務部」フォルダーに

はアクセス権限がなく、「採用」フォルダーにはアクセス権限を持つとします。この場合、「総務部」フォルダーから、ユーザー(user01)

が下位の「採用」フォルダーに対してアクセス権限を持っていることは確認することができません。 

 

 

しかし、SharePoint の場合、上位の階層のフォルダーに対するアクセス権限がないユーザーでも、その配下の階層にあるフォルダ

ーにアクセス権限がある場合、以下の図のように”制限付きアクセス”として表示されます。そのため、配下の階層に固有権限を持

つユーザーが存在することを、上位の階層からでも把握することができます。 
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 ファイルを探す 3.3

 

ファイルサーバーでファイルを探す場合は、ファイル名からどのフォルダーにあるかを推測する方法、プロパティでソートしてから対象

の範囲にあるファイルをピックアップする方法などがあります。 

ファイルサーバーwith SharePoint では、上記に加え、「ビュー」を利用したソートやフィルタリング、階層にとらわれない高度な検

索機能が利用できることで、ファイルがより探しやすくなります。また、SharePointでは全文検索によってファイル内の内容も検索対

象とできるため、検索で利用できる条件が広がります。 

 

■ファイルの検索に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)フォルダー階層をたどる ○ ○ 

(2)ファイル名で推測 ○ ○ 

(3)複数階層をまたいだ検索 △ ○ 

(4)全文検索/高度な検索 △ ○ 

(5)プロパティでソート ○ ○ 

(6)ビューでフィルター × ○ 
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3.3.1 ファイルサーバーの場合 

(1) フォルダー階層をたどる 

ファイルが存在するフォルダーが分かっている場合、Windows エクスプローラーでフォルダーの階層をたどります。以下の図は、見

積書 A を探す場合の例です。 
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(2) ファイル名で推測 

ファイル名は分かっていてもフォルダーの階層が分からないという場合、関連性のあるフォルダー名で推測しながら目的のファイル

を探します。以下の例では、見積書 A を探します。 

 

以下のフォルダー群より、見積書と関係がありそうな「営業部」フォルダーを選択します。 

 

 

「営業部」フォルダー内より「見積書 A」に関係がありそうな「見積書」フォルダーを選択します。 

 

 

「見積書 A」にたどりつきます。 
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(3) 複数階層をまたいだ検索 

ファイルサーバーでは、Windowsエクスプローラーの検索機能を利用してファイルサーバー上のファイルを検索することができます。 

ただし、Windows エクスプローラーが検索対象とするのは指定した場所以下の階層のみとなるため、指定した場所より上位の

階層や異なるツリー階層に目的のファイルがあった場合、検索結果に表示することができません。 

 

たとえば、以下のようなフォルダー階層を持つ共有フォルダーがあったとします。この環境で、「採用日程一覧.xlsx」ファイルを検索

します。 

 

 

「総務部」フォルダー上から”採用日程”というキーワードで検索を実行した場合、「採用」フォルダー内のファイルが検索結果とし

て表示されます。 

 

 

しかし、「採用」より下位の階層の「関連資料」フォルダー上から検索を実行した場合、ファイルは上位の階層に存在するため、

検索結果に表示されません。 

 

 

同様に「総務部」とは異なる「営業部」のフォルダー上から検索を実行した場合にも、ファイルは別のツリー階層に存在するため、

検索結果に表示されません。 
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(4) 全文検索/高度な検索 

ファイルサーバーでは、Windows エクスプローラーの検索機能を利用してファイルサーバー上のファイルを検索するため、クライアン

ト端末として利用しているオペレーションシステムのバージョンや設定により、検索結果が左右されてしまうことがあります。 

たとえば、Windows 7 クライアントを利用しているユーザーの場合、「フォルダーオプション」の「検索」タブにある「検索項目」の設

定次第でファイル本文内の文言に対する検索結果が変わります。 

 

 

以下に、例として「セミナー」という文言を含む「採用日程一覧.xlsx」を「セミナー」の単語で検索した場合の検索結果画面を示

します。 

 

■「インデックスが作成されている場所で、ファイル名と内容を検索する」を選択している場合（本文内は検索されない） 

 

 

■「ファイル名と内容を常に検索する」を選択している場合（本文内が検索される） 
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(5) プロパティでソート 

“ファイルの更新日が最新のもの”や”ファイルサイズが最大のもの”などといったファイルのプロパティ情報に基づき、特定の条件で

ファイルを探す場合は、列のソートを利用することができます。 

以下の図は、「サイズ」列でソートした例です。「サイズ」をクリックするとファイルサイズでのソートが行われ、一番小さいサイズのファ

イルが最上部に表示されるため、すぐにファイルを見つけることができます。 

 

ウィンドウ上にソートしたい列が表示されていない場合、列の部分で右クリックし、表示したい列をクリックすることによって列を追

加で表示させることができます。ただし、この設定はユーザー個人の設定となるため、カスタマイズした表示形式を他のユーザーと共

有することはできません。 
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3.3.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) フォルダー階層をたどる 

ファイルが存在するフォルダーが分かっている場合、ファイルサーバー上で特定のファイルを探す時と同様に、フォルダー階層をたど

ります。以下の例では「見積書 A」まで階層をたどります。 

 

 1. 「営業部」をクリックします。 

 

 2. 「見積書」をクリックします。 

 

 3. 「見積書 A」にたどりつきます。 
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(2) ファイル名で推測 

ファイル名は分かっていてもフォルダーの階層が分からないという場合は、関連性のあるフォルダー名で推測しながら目的のファイ

ルを探します。以下の例では「見積書 A」というファイル名から関連性のあるフォルダーを推測し、目的のファイルを探索します。 

 

 1. 見積もりに関係がありそうな「営業部」をクリックします。 

 

 2. 見積書 A に関係がありそうな「見積書」をクリックします。 

 

 3. 「見積書 A」にたどりつきます。 
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(3) 複数階層をまたいだ検索 

ファイルサーバーwith SharePointでファイルを探す場合は、SharePointの検索機能を使用して目的のファイルを探すことができ

ます。SharePoint の検索機能は、現在表示しているフォルダー階層に左右されることなく検索を行うことが可能です。また、検索

機能の設定によっては、対象とする場所をプルダウン指定することもできます。 

 

 

以下の例では、サイト内のあるライブラリを参照している状態から、別ライブラリ内に存在する「見積書 A」というファイルを検索し

ます。 

※本手順は、事前に検索機能の設定を行い、インデックスが作成されていることが前提となります。また、SharePointの検索

機能では、SharePointサーバー側でクロール(インデックスの作成処理)済みのファイルのみが結果として表示されるため、ファ

イルをアップロードした直後の状態で検索を行うと、検索結果として表示されないことがあります。 

 

 1. 「見積書A」が存在しないライブラリを参照している状態で、検索フィールドに”見積書A”と入力し、「検索」ボタンをクリ

ックします。 

 

 2. 以下の図のように、サイトの異なるライブラリ上に保存されている「見積書 A」のファイルが検索結果として表示されます。

検索結果のリンクをクリックすることで、直接ファイルにアクセスすることも可能です。 
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(4) 全文検索/高度な検索 

SharePointでは、「全文検索」の機能により、ファイル本文中の内容からファイルを検索することが可能です。全文検索を行うた

めのインデックスデータは SharePointのサーバー上で管理されているため、ユーザーが利用するクライアント端末のバージョンや設定

に依存することなく、全文検索を行うことが可能です。 

以下に、例として「サンプルファイルです。」という文字列が含まれているファイル(ファイル名は、「全文検索可能.docx」)を検索す

る手順を示します。 

※本手順は、事前に検索機能の設定を行い、インデックスが作成されていることが前提となります。また、SharePointの検索

機能では、SharePointサーバー側でクロール(インデックスの作成処理)済みのファイルのみが結果として表示されるため、ファ

イルをアップロードした直後の状態で検索を行うと、検索結果として表示されないことがあります。 

 

以下の図のようなファイルを検索します。 

 

 

 1. 検索フィールドに”サンプルファイルです。”と入力し、「検索」ボタンをクリックします。 

 

 2. ファイル本文内に含まれる文言が検索され、検索結果に「全文検索可能.docx」が表示されます。 

 



 

77 

 

(5) プロパティでソート 

ファイルサーバーwith SharePoint では、ファイルサーバーと同様に列の情報でファイルをソートすることができます。本書の

3.1.2(6)で解説した分類用カスタム列でソートを行えば、独自の分類情報でソートを行うこともできます。 

ここでは例として、既定の「更新日時」列を利用して、更新日時が最新のファイルを探す手順を示します。 

 

 1. ファイルシェアライブラリを開き、「更新日時」の右の▼をクリックし、「降順」をクリックします。 

 

 2. 以下の図のように更新日時でのソートが行われ、更新日が最も近いファイルが最上部に表示されるため、すぐに目的の

ファイルを見つけることができます。 
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(6) ビューでフィルター 

SharePointのビュー機能を使用すると、特定の条件でフィルタリングを行って目的のファイルを探すことができます。ビューには「個

人用ビュー」と「バプリックビュー」があり、「個人用ビュー」は作成したユーザーのみが使うビュー、「パブリックビュー」はサイトを参照する

すべてのユーザーが共通の設定として利用できるビュー、と使い分けることが可能です。 

以下の例では、個人用ビューを設定し、「「更新日時」が 2011年 4月 4日以降である」という条件でファイルを探す手順を示し

ます。 

 

 1. ファイルシェアライブラリを開き、「参照」タブを選択します。ビュー名をクリックし、「ビューの作成」を選択します。 

 

 2. 作成するビューの形式を選択します。この例では、「標準ビュー」を選択します。 

 

 3. 「ビューの作成」画面へ移動します。「ビュー名」に任意のビューの名前を入力します。「対象ユーザー」で”個人用ビュー

を作成する”を選択します。 

※「パブリックビュー」を作成すると、サイトを利用するすべてのユーザーが利用できるビューを作成できます。「パブリッ

クビュー」を作成できるのは、管理者の権限を持つユーザーのみです。 
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 4. 「フィルター」で”次の条件に該当する場合だけアイテムを表示する”を選択し、条件を入力します。 

 

 5. 作成したビューを選択すると、以下の図のように「更新日時」列が 2011年 4月 4日以降のファイルのみが表示される

ようになります。 
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 ファイルを参照する 3.4

 

ファイルサーバーでは、Windows エクスプローラーに表示されるドキュメントをクリックして開くことで、ファイルを参照することができ

ます。 

ファイルサーバーwith SharePoint では、DocAve ファイルシェアライブラリを通して、ファイルサーバーのドキュメントを SharePoint

上で参照することが可能です。また、画像ファイルの管理に特化した DocAve メディアシェアライブラリを導入すると、ファイルサーバ

ーと同様に画像や動画のサムネイルビューを表示することも可能となります。さらに、Office Web Appsが導入された環境であれば、

Office アプリケーションで作成したファイルを Office アプリケーションがインストールされていない環境から参照することができます。 

 

■ファイルの参照に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)ファイルオープンによる参照 ○ ○ 

(2)サムネイル表示による一覧化 △ ○ 

(3)ファイルプロパティの取り込み － ○ 

(4)Excel Services による参照 × ○ 
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3.4.1 ファイルサーバーの場合 

(1) ファイルオープンによる参照 

ファイルサーバーでは、ファイルの中身を確認するためにダブルクリックしてファイルを開きます。参照するファイルを開くためのアプリケ

ーションがインストールされていない環境では、ファイルを開くことができません。 

 

 

(2) サムネイル表示による一覧化 

ファイルサーバーでは、表示形式の設定を変更することによって、以下の図のように画像や動画の縮小版やサムネイルを表示す

ることができます。フォルダーの表示形式は、フォルダーの「その他のオプション」を開いて変更します。 
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3.4.2 ファイルサーバー with SharePoint の場合 

(1) ファイルオープンによる参照 

ファイルサーバーwith SharePoint でファイルの中身を参照する場合は、サイト上でファイル名をクリックするか、プルダウンメニュー

から該当する参照のメニューを選択します。Office Web Apps の設定がされている環境では、Office アプリケーションがインストー

ルされていない端末からも Office ファイルを開くことができます。 

以下の例はWord ファイルを参照した場合の画面です。 

 

 

 

「Microsoft Wordで編集」を選択した場合、クライアント端末にインストールされているMicrosoft Word が起動し、以下の

図のように Office アプリケーションから開かれます。 

 

 

Office Web Apps が有効になっている環境では、「ブラウザーで編集」メニューが表示されます。「ブラウザーで編集」を選択した

場合、以下の図のようにブラウザー上でファイルを開くことができます。 
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(2) サムネイル表示による一覧化 

SharePointにDocAveメディアシェアライブラリを導入すると、画像ファイルや動画ファイルの縮小版やサムネイルを一覧化できま

す。また、サムネイルをポイントすることによって画像や動画のプロパティが表示されたり、画像や動画の評価を登録したりすることが

できます。 

※なお、SharePoint Server 2010、SharePoint Foundation 2010の動画サムネイルについては、追加で手順が必要となりま

す。動画サムネイルを表示させたい場合には、弊社、もしくは弊社のパートナーまでお問い合わせください。 
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(3) ファイルプロパティの取り込み 

DocAve コネクタを利用すると、関連づけたファイルサーバーのフォルダーを初回に読み込む際、ファイルのプロパティを取得するこ

とができます。プロパティはライブラリの「列」として取り込まれるため、ビューに追加し、ソートや検索に利用することができます。 

※ファイルプロパティの読み込みは、初回読み込み時にファイルサーバー側から SharePoint 側への一方向の同期として行われ

ます。その後 SharePoint上で列の値を編集した場合、SharePoint の仕様により Office ファイルの場合はファイル自身のプロ

パティも更新されます。なお、Office ファイル以外の PDF ファイルなどは、プロパティの更新は行われません。 

 

ファイルプロパティをライブラリの「列」として表示するためには、以下の図のように、ファイルシェアライブラリ作成時に「ファイルシェア

ライブラリの設定」画面の「ファイルシステムからメタデータの読み込み」で「はい」を選択します。 

 

 

プロパティを読み込んだ場合、以下の図のようにファイル側に設定されていたプロパティ値が SharePoint 側の列情報として取り

込まれます(左図がファイルサーバー上のファイルのプロパティ、右図が DocAve コネクタによる取り込み後の SharePoint上のファイ

ルのプロパティです）。 
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(4) Excel Services による参照 

SharePointでは、Excel Services を利用して SharePoint上で Excelのレポートなどを一元管理することができます。DocAve

コネクタを利用したファイルサーバーwith SharePointの環境でも、通常のドキュメントライブラリと同様にExcelファイルを発行し、参

照することが可能です。 

以下に、ファイルシェアライブラリに Excel ファイルを発行し、参照する手順を示します。 

 

 1. 発行したい Excel ファイルを開き、「ファイル」-「保存と送信」-「SharePoint に保存」を選択します。 

「場所の参照」をダブルクリックします。 

 

 2. 「ファイル名」に発行先の SharePoint サイト URL を入力し、「保存」をクリックします。 
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 3. SharePoint サイトが参照されます。発行先のファイルシェアライブラリをダブルクリックして開きます。 

 

 4. 「ファイル名」に発行するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。 

 

 5. 以下の図のように、発行した Excelの内容をブラウザー上で参照することができます。 
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 ファイルを更新する 3.5

 

ファイルサーバーでファイルを更新する場合、バージョン管理を行おうとすると類似したファイル名が増えて更新するファイルが分か

らなくなってしまうなど、ファイルの管理が複雑化してしまうことがあります。 

ファイルサーバーwith SharePointの場合、SharePointのバージョン管理機能を利用することによって、同一のファイル名を保持

したまま過去の版を残すことができるようになります。これにより、むやみにファイルの数を増やすことなく、厳密な版管理を実現する

ことが可能です。また、SharePointのワークフローを使って、ファイルの更新から確認までを関係するユーザーのタスクとして登録する

と、更新時のドキュメント承認の業務をスムーズに遂行する仕組みを作ることができます。 

 

■ファイル更新に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)そのまま上書き ○ ○ 

(2)上書きするかどうかの確認 ○ ○ 

(3)排他制御 ○ ○ 

(4)バージョン管理 × ○ 

(5)下書きを隠す × ○ 

(6)承認ワークフロー × ○ 
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3.5.1 ファイルサーバーの場合 

(1) そのまま上書き 

更新対象ファイルを編集し、そのまま上書き保存する場合は、上書きするかどうかの確認はされません。Office アプリケーション

では、「ファイル」メニューから「上書き保存」をクリックすることで、展開中のファイルの更新を保存することができます。 

 

 

(2) 上書きするかどうかの確認 

別のフォルダーから同名のファイルをコピーまたは移動させてファイルを更新する場合は、上書きするかどうかの確認が表示されま

す。表示された選択肢から「移動して置換」を選択すると、元々存在するファイルが上書きされ、更新が反映されます。 
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(3) 排他制御 

ファイルサーバー上のファイルを開く場合、多くのアプリケーションは排他的にファイルを展開するため、別のユーザーが利用している

ファイルはロックされて編集することができない仕組みとなっています。 

Office アプリケーションの場合、別のユーザーによって編集されているファイルは、以下の図のように「読み取り専用サーバー文書」

と表示され、更新内容を保存するには別のファイル名で保存する必要があります。 
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3.5.2 ファイルサーバー with SharePointの場合 

(1) そのまま上書き 

ファイルサーバーwith SharePointでも、「チェックアウト」がされていないファイルを編集し、そのまま上書き保存する場合は、上書

きするかどうかの確認はされません。 

SharePoint の「チェックアウト」機能の詳細については、3.5.2(3)を参照してください。 

 

 1. ファイルのプルダウンメニューから「ブラウザーで編集」または「Microsoft Wordで編集」を選択します。 

 

 2. 「Microsoft Wordで編集」を選択してファイルを編集した場合、「ファイル」メニューの「上書き保存」をクリックします。 

 

 3. 「ブラウザーで編集」を選択してファイルを編集した場合、「ファイル」メニューの「上書き保存」をクリックします。 
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(2) 上書きするかどうかの確認 

ファイルサーバーwith SharePointでは、ファイルを SharePointサイトにアップロードすることによって更新をすることができます。同

名のファイルをアップロードすることによって更新を行う場合、アップロード時に「既存のファイルを上書きする」にチェックが入っているこ

とを確認します。 

 

「既存のファイルを上書きする」のチェックをはずした状態で同名のファイルを同一フォルダー内にアップロードしようとすると、以下の

ようなエラーメッセージが表示され、上書き更新を行うことはできません。 
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(3) 排他制御 

ファイルサーバーwith SharePoint では、「チェックイン」、「チェックアウト」機能を利用して排他制御を行うことができます。チェック

アウトされたファイルは、チェックアウト中のユーザー以外が編集や更新を行うことができなくなります。 

 

 1. 更新するファイルのドロップダウンメニューから「チェックアウト」を選択します。 

 

 2. チェックアウトの確認メッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 

 

 3. ファイルがチェックアウトされると、「種類」列のファイルアイコンが変わります。ファイルのプルダウンメニューから「ブラウザーで

編集」または「Microsoft Wordで編集」を選択します。 
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 4. 手順 3.の後、別のユーザーがファイルを編集しようとすると、「このファイルは”ドメイン名¥アカウント名”によってチェックアウ

トされています。」というメッセージが表示されます。このファイルを編集する場合は、「ファイルのコピーを保存して編集する」

を選択して別名でファイルを保存する必要があり、チェックアウトされているファイル自体を更新することはできません。 

 

 5. ファイルの内容を編集後、サイト上へ更新を反映させるには、「ファイル」メニューから「情報」を選択します。「チェックアウ

トされた文書」で「チェックイン」をクリックします。 

 

 6. ドキュメントが格納されているファイルシェアライブラリに戻ります。ファイルの「種類」列でアイコンが変更され、更新日時

がチェックインした時刻に更新されていることを確認します。 
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(4) バージョン管理 

ファイルサーバーwith SharePoint では、ファイルシェアライブラリのバージョン設定を有効にすることによって、ファイル名を変更する

ことなく過去の版を管理することができます。 

管理できるバージョンの種類には、メジャーバージョンとマイナーバージョンが存在し、メジャーバージョンは正式公開版、マイナー

バージョンは公開する前のファイルの「下書き」として使い分けることができます。 

 

 1. バージョン管理を設定するライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「ライブラリの設定」をクリックします。 

 

 2. 「バージョン設定」を選択します。 

 

 3. バージョン設定画面が開きます。「ドキュメントのバージョン履歴」で、ファイルシェアライブラリ内のファイルに対するバージョ

ン管理を設定します。管理したいバージョンのレベルに合わせて、”メジャーバージョンを作成する”、または”メジャーとマイ

ナー(下書き)バージョンを作成する”を選択します。「OK」をクリックします。 
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 4. バージョン管理が有効になったファイルシェアライブラリでは、ファイルの更新時に以下のようなチェックインのためのウィンド

ウが表示されます。ファイルを更新する際にバージョンを繰り上げる場合、必要な情報を入力し、「OK」をクリックします。 

※手順 3.で設定したバージョン管理の方法によって画面が異なります。左画面がマイナーバージョンを有効にした場

合、右画面がメジャーバージョンのみ有効にした場合の画面です。 

  

 5. バージョン管理によって管理されている過去の版の履歴を確認するには、ファイルのプルダウンメニューから、「バージョン

履歴」を選択します。 

 

 6. 「バージョン履歴」の画面が表示され、ファイルの更新履歴を確認することができます。更新日時のリンクをクリックすると、

その版のドキュメントが開かれます。 
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(5) 下書きを隠す 

ファイルサーバーwith SharePoint では、ファイルのバージョンを管理できるだけでなく、バージョンの種類による参照制限を行うこ

とが可能です。マイナーバージョン(下書き)として保存したファイルは参照できるユーザーを制限し、メジャーバージョンのみを全ユーザ

ーに公開するといった運用を行うことができます。 

 

 1. 下書きに対するアクセスを制限するには、ライブラリの「バージョン設定」で行います。「ライブラリ」タブを選択し、「ライブラ

リの設定」をクリックします。 

 

 2. 「バージョン設定」を選択します。 

 

 3. 「ドキュメントのバージョン履歴」で「メジャーとマイナー(下書き)バージョンを作成する」を選択します。 

次に、「下書きアイテムのセキュリティ」で、下書き(マイナーバージョンで保存したファイル)を表示できるユーザーを選択し、

「OK」をクリックします。 
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(6) 承認ワークフロー 

ファイルサーバーwith SharePointでは、SharePointのワークフロー機能を使用することによって、ファイルに対する承認ワークフロ

ーを作成することができます。 

以下に、SharePoint既定の「承認」ワークフローを利用し、ファイルの更新時に承認担当者へ承認の依頼が送信されるワーク

フローを設定、および実行する手順を示します。 

 

 1. ワークフローを追加したいファイルシェアライブラリを開きます。ワークフローのアイコンを選択し、「ワークフローの追加」をク

リックします。 

 

 2. 「ワークフロー」で”承認-SharePoint 2010”を選択し、「名前」にワークフロー名を入力します。「開始オプション」でこ

のワークフローの開始オプションを設定し、「次へ」をクリックします。 
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 3. 承認ワークフローの設定画面が開きます。「割り当て先」に承認者とするユーザー名を入力し、「名前の確認」アイコン

をクリックします。「保存」をクリックします。 

 

 4. ワークフロー設定画面で、作成したワークフローが追加されていることを確認します。 

ここまでの手順で、ワークフローの設定は完了です。 

 

 5. 次に、設定したワークフローを実施する手順を説明します。 

承認ワークフローの依頼者は、ワークフローを実施したいファイルが存在するライブラリでファイルのプルダウンメニューから

「ワークフロー」を選択します。 

※この例では、ワークフローの開始条件が手動となっているため、ユーザー操作によりワークフローを開始する必要が

あります。手順 2.での開始条件の設定次第で、特定の操作が行われた際に自動でワークフローが開始されるよ

うにすることも可能です。 
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 6. 手順 3.で設定したワークフローを選択します。 

 

 7. 「承認者」、「依頼」、「すべてのタスクの期限」項目を確認し、必要に応じて設定を変更の上「開始」をクリックします。 

 

 8. 「ドキュメントの承認」列に「進行中」と表示されることを確認します。これでワークフローが開始されました。 
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 9. ワークフローが開始されると、承認担当者にメールが送付されます。 

 

 10. 承認ワークフローの担当者は、ファイルを承認するために「タスク」を選択します。 

 

 11. ワークフローの進行に伴って登録されたタスクを選択します。 
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 12. 「ワークフロータスク」画面で「承認」を選択し、更新されたファイルを承認します。 
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【コラム】保存バージョン数を超えた過去バージョンのファイルをファイルサーバーから削除する 

ファイルサーバーwith SharePoint では、実体のファイルはファイルサーバーのストレージ上に存在しています。3.5.2で記載した

「バージョン管理」の機能を利用した際に作成される過去の版についても、同じく実体はストレージ上に存在しています。 

バージョン管理機能によって作成された過去の版のドキュメントは、DocAveコネクタでのファイルサーバーのマウント時に作成され

る隠しフォルダー「.fsdl」内の「history」フォルダーで管理されています。SharePoint 側で保持するバージョン数を制限している場合、

「history」フォルダー内の保存バージョン数を超えた過去のバージョンのファイルは、ファイルシェアライブラリの同期が行われたタイミン

グで削除されます。 

保持するバージョン数の制限を行う場合は、保存バージョン数を超えた過去バージョンのファイルの実体を定期的に削除するた

め、DocAve コネクタ側で同期処理を定期スケジュールとして構成する運用が推奨されます。 

以下の図は、SharePoint上で保持するバージョンを過去 2バージョンまでと設定したライブラリ上で、ファイルシェアライブラリの同

期を行う前後の「history」フォルダー内の比較画像です。 

 

■SharePoint上でのバージョン管理設定 

 

■ファイルサーバーのストレージ側の動作（ファイルシェアライブラリの同期時） 
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 ファイルを移動する 3.6

 

ファイルサーバーでファイルを移動する場合、投稿の際と同じく「ドラッグ&ドロップ」や「カット&ペースト」といった方法で簡単に操

作することができます。 

ファイルサーバーでの移動と同様に、ファイルサーバーwith SharePoint でファイルを移動する場合も、エクスプローラーから「ドラッ

グ&ドロップ」「カット&ペースト」といった方法でファイルを操作することができます。 

 

■ファイルの移動に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)ドラッグ&ドロップ ○ ○ 

(2)カット&ペースト ○ ○ 
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3.6.1 ファイルサーバーの場合 

(1) ドラッグ&ドロップ 

Windows エクスプローラーを 2 つ起動し、「移動対象ファイルの存在するフォルダー」と「移動先となるフォルダー」をそれぞれ開き

ます。移動するファイルを移動先のファイルサーバーに接続しているウィンドウ上にドラッグ&ドロップすることでファイルを移動できま

す。 

 

 

(2) カット&ペースト 

移動対象となるファイルを右クリックし、表示されたメニューから「切り取り」を選択します。移動先のフォルダーを開き、任意の場

所で右クリックします。表示されたメニューから「貼り付け」を選択します。 

 

  



 

105 

 

3.6.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) ドラッグ&ドロップ 

SharePoint の「エクスプローラーで開く」機能を利用すると、ファイルサーバーと同じく Windows エクスプローラーを利用したドラッ

グ&ドロップでのファイル移動を行うことができます。 

なお、ファイルシェアライブラリの場合、同一ライブラリ内での移動、およびローカルの保存場所からの移動についてはサポートして

いますが、異なるファイルシェアライブラリ間でファイルを移動させることはできません。 

ここでは、例として同一ライブラリ内でのファイル移動の手順を示します。 

 

 1. 移動対象ファイルが存在しているフォルダーを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「エクスプローラーで開く」アイコンをク

リックします。 

 

 2. フォルダーがWindows エクスプローラーで開きます。 

 

 3. 移動先のフォルダーを開きます。ここでは、移動対象ファイルが存在するフォルダーの一つ上の階層を選択しています。

「ライブラリ」タブを選択し、「エクスプローラーで開く」アイコンをクリックします。 
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 4. 移動先となるフォルダーがWindows エクスプローラーで開きます。移動対象ファイルを手順 3.で開いたウィンドウ上にド

ラッグ&ドロップします。 

 

 5. SharePoint サイトにて、手順 4.でファイルの移動先としたファイルシェアライブラリを開くと、ファイルが移動されていること

が確認できます。 
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(2) カット&ペースト 

SharePoint の「エクスプローラーで開く」機能を利用すると、ファイルサーバーと同じく Windows エクスプローラーを利用したカット 

&ペーストでのファイル移動を行うことができます。 

なお、ファイルシェアライブラリの場合、同一ライブラリ内での移動、およびローカルの保存場所からの移動についてはサポートして

いますが、異なるファイルシェアライブラリ間でファイルを移動させることはできません。 

ここでは、例として同一ライブラリ内でのファイル移動の手順を示します。 

 

 1. 移動対象ファイルが存在するフォルダーを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「エクスプローラーで開く」アイコンをクリック

します。 

 

 2. 移動対象ファイルが存在するファイルシェアライブラリが Windows エクスプローラーで開きます。移動するファイル上で右

クリックし、表示されたメニューの中から「切り取り」を選択します。 

 

 3. 移動先のフォルダーを開きます。ここでは、移動対象ファイルが存在するフォルダーの一つ上の階層を選択しています。

「ライブラリ」タブを選択し、「エクスプローラーで開く」アイコンをクリックします。 
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 4. 移動先となるフォルダーがWindows エクスプローラーで開きます。任意の場所で右クリックし、表示されたメニューから

「貼り付け」を選択します。 

 

 5. SharePoint サイトにて、手順 4.でファイルの移動先としたファイルシェアライブラリを開くと、ファイルが移動されていること

が確認できます。 
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 ファイルを削除する 3.7

 

ファイルサーバー上でファイルを削除した場合、ファイルはごみ箱のような一次削除領域には入らず、完全に削除されます。一度

削除したファイルは、ファイルサーバー側・クライアント側どちらにも残らないため、ファイルを復元するためには、ユーザーに再投稿して

もらう、バックアップデータをリストアする、など非常に手間のかかる作業が必要になります。 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、SharePoint サイト上で削除したファイルはごみ箱に移動する仕組みになっているた

め、うっかり削除してしまった場合でも簡単な操作でファイルを復元することができます。また、ごみ箱は 2段階になっており、削除さ

れたファイルはまず「ユーザーが復元できるごみ箱」に入った後、一定期間経過後に「管理者が復元できるごみ箱」に自動で移動し

ます。さらに一定期間が経過すると、ファイルは完全に削除されます。ごみ箱を利用することで、削除したファイルがすぐに消えること

なく一定期間保管され、かつ不要なファイルがいつまでも残ることがないようにすることができます。さらに、監査機能を利用すること

で、削除を実行したユーザーを特定し、悪意あるデータ削除の防止につなげることも可能です。 

 

■ファイルの削除に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)メニューからの削除 ○ ○ 

(2)ごみ箱からファイルを復活 × ○ 

(3)ごみ箱の中身を自動削除 × ○ 

(4)削除したユーザーの特定 × ○ 
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3.7.1 ファイルサーバーの場合 

(1) メニューからの削除 

ファイルサーバー上でファイルを削除する場合、以下のようなダイアログボックスが表示されます。「はい」をクリックするとファイルは

完全に削除され、復元できなくなります。 

 

削除されたファイルは、ユーザー端末の「ごみ箱」にも入りません。 
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3.7.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) メニューからの削除 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、ファイルサーバーと同じく削除の際にダイアログボックスが表示されます。しかし、ファイ

ルサーバーのように完全にファイルが削除されるわけではなく、「ごみ箱」に移動して一定期間保管されます。 

 

 1. 削除対象のファイルのプルダウンメニューから、「削除」を選択します。 

 

 2. ダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックします。 

 

 3. ファイルがライブラリ内から削除され、ごみ箱に移動します。「ごみ箱」をクリックします。 
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 4. 手順 2.で削除したファイルがごみ箱に移動していることが確認できます。 
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(2) ごみ箱からファイルを復活 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、ライブラリから削除したファイルは一度「ごみ箱」に移動するため、間違って削除してし

まったファイルを復元することができます。 

 

 1. 3.7.2(1)で削除したファイルを、ごみ箱から復元します。「ごみ箱」をクリックします。 

 

 2. 「ごみ箱」内に削除したファイルが表示されます。ここでは、自分が削除したファイルのみが表示されます。復元したいファ

イルをチェックし、「選択したアイテムの復元」をクリックします。 

 

 3. ダイアログボックスが表示されます。「OK」をクリックします。 

 

 4. ライブラリを開くと、ごみ箱から復元されたファイルがライブラリに戻っていることが確認できます。 
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(3) ごみ箱の中身を自動削除 

SharePoint 上のサイトで削除したファイルは、まず「サイトのごみ箱」に移動します（3.7.2(1)、および(2)で解説しているごみ箱は、

こちらの「サイトのごみ箱」となります）。 

その後、一定期間が経過すると、「サイトコレクションのごみ箱」に移動します。「サイトコレクションのごみ箱」に移動したファイルは

さらに一定期間保管され、その後完全に削除されます。 

「サイトのごみ箱」と「サイトコレクションのごみ箱」でファイルが保管される期間は、既定ではそれぞれ 30日間となっています。以

下に、「サイトコレクションのごみ箱」の確認、およびごみ箱内での保管期間を変更する手順を示します。 

 

 1. 削除されたファイルは、まずサイトのごみ箱に移動します。 

 

 2. サイトのごみ箱内で一定期間が経過すると、ファイルはサイトコレクションのごみ箱に自動的に移動します。 

サイトコレクションのごみ箱を開くには、SharePointのトップレベルサイトで、「サイトの操作」-「サイトの設定」をクリックし

ます。 

 

 3. サイトの設定画面が開きます。「ごみ箱」をクリックします。 
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 4. サイトコレクションのごみ箱が開きます。「ビューの選択」で「エンドユーザーのごみ箱から削除したアイテム」を選択すると、

サイトのごみ箱での保管期間が過ぎたファイルがサイトコレクションのごみ箱に移動していることが確認できます。管理者

はサイト内で削除されたすべてのファイルを確認することができ、3.7.2（2）と同様の手順で、このごみ箱からファイルを復

元することも可能です。 

 

 5. ごみ箱にファイルが保管される期間は、既定では 30日間となっていますが、Web アプリケーションごとに変更することが

できます。SharePointの「サーバーの全体管理」画面から「Webアプリケーションの管理」を開きます。対象のWebアプ

リケーションを選択し、「全般設定」をクリックします。 

 

 6. Web アプリケーションの全般設定画面が開きます。「ごみ箱にあるアイテムを削除するまでの時間」で、ごみ箱で保管す

る日数を入力し、「OK」をクリックします。 
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 7. サイトのごみ箱を開きます。ファイルの保管期間が変更されていることが確認できます。 

 

 8. サイトコレクションのごみ箱を開きます。ファイルの保管期間が変更されていることが確認できます。 
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(4) 削除したユーザーの特定 

ファイルサーバーwith SharePointの場合、SharePointの監査機能を利用することによって、ファイルが削除された時にログを残

すことができます。監査ログレポートを確認することによって、ファイルがいつ、誰によって削除されたのかが明らかになり、ごみ箱からの

ファイルの復元の依頼や、悪意のあるデータ削除の防止に役立てることができます。 

 

 1. SharePoint のトップレベルサイトで、「サイトの操作」-「サイトの設定」をクリックします。 

 

 2. 「サイトコレクションの管理」セクションから「サイトコレクションの監査設定」を選択します。 
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 3. 「監査設定の構成」画面が開きます。「ドキュメント、アイテム」の「監査対象となるイベントの指定」で「アイテムの削除

または復元」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。本設定後、該当サイトに対してファイルの削除を行った場合、アク

セス記録が残されるようになります。 

 

 4. 監査で記録されたログを参照するには、次の手順を行います。 

SharePoint のトップレベルサイトで、「サイトの操作」-「サイトの設定」をクリックします。 
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 5. 「サイトコレクションの管理」セクションから「監査ログレポート」を選択します。 

 

 6. 監査ログレポートの種類を選択します。コンテンツアクティビティレポートから「削除」を選択します。 

 

 7. 「参照」をクリックしてファイルを保存する場所を選択します。 
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 8. レポートを保存するライブラリ名を選択し、「OK」をクリックします。 

 

 9. レポートの保存先参照画面で「OK」をクリックします。 

 

 10. 「検証は正常に完了しました」というメッセージが表示されます。「レポートを表示するには、ここをクリックします。」をクリ

ックします。 

 

 11. 「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。「開く」をクリックします。 
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 12. 削除のイベントを記録した監査ログレポートがMicrosoft Excel のファイルとして開きます。 

「レポートデータ 1」というシートを選択すると、削除されたファイルと削除したユーザーのユーザーID(「ユーザーID」列)、

削除した時間(「発生時間」列)などの情報を確認することができます。 
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【コラム】ごみ箱から削除されたファイルをファイルサーバーから削除する 

コラム「保存バージョン数を超えた過去バージョンのファイルをファイルサーバーから削除する」にも記載している通り、ファイルサーバ

ーwith SharePoint では、実体のファイルはファイルサーバーのストレージ上に存在しています。そのため、ファイルシェアライブラリ上

で削除したファイルをファイルサーバー上からも削除する場合、追加の手順が必要になります。 

SharePoint 上のファイル削除は、3.7章に説明されているように「ごみ箱」を利用して段階的に行われます。ファイルシェアライブ

ラリ上で削除したファイルは、一度「サイトのごみ箱」で保管され、次に「サイトコレクションのごみ箱」に保管されます。この段階では、

ファイルシェアライブラリと関連づけられたファイルサーバーのフォルダー側では、実体のファイルは削除されていません。ファイルサーバー

側の実体のファイルは、「ファイルが「サイトコレクションのごみ箱」から削除され、ファイルシェアライブラリと同期が行われたタイミング」

で削除されます。 

SharePoint 上でファイルが削除された時、ファイルサーバー側に実体のファイルが残ったままにならないようにしておくため、

DocAve コネクタ側では同期処理を定期スケジュールとして構成する運用が推奨されます。 

以下の図は、SharePoint上で削除された「削除ファイル」というファイルが、SharePoint側の削除および同期の操作によって、フ

ァイルサーバー上の実体のファイルとしてどのような状態になるかを示しています。 

 

■ファイルサーバーのストレージ側の動作(ファイルシェアライブラリからファイルの削除時） 
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 気付き機能で見逃しを防ぐ 3.8

 

ファイルサーバーの場合、ファイルやフォルダーに対して変更が加えられた際に、その変更状況を利用者に知らせるための仕組み

がありません。 

ファイルサーバーwith SharePointの場合、ファイルやフォルダーに対して変更が加えられた際に、SharePointからユーザーにメー

ルを送信することによって変更状況を通知したり、ユーザーが RSS フィードを購読したりすることによって、ファイルやフォルダーの変更

状況を把握することができます。また、共有サイトのページにWeb パーツとしてライブラリを組み込むことによって、ライブラリを開くこと

なくファイルやフォルダーの変更状況を確認できるようになり、ライブラリの更新をすばやく把握することが可能になります。 

 

■気付き機能に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)通知で変更をプッシュ配信 × ○ 

(2)RSS × ○ 

(3)Web パーツでポータルに表示 × ○ 
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3.8.1 ファイルサーバーの場合 

ファイルサーバーの場合、ファイルやフォルダーに対して変更が加えられた際に、その変更状況を利用者に知らせるための仕組み

がありません。 
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3.8.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) 通知で変更をプッシュ配信 

SharePoint の「通知」機能を利用することによって、通知を設定したライブラリ内のファイル、またはフォルダーに「追加」、「変更」、

「削除」といった更新が加えられた場合、電子メールで変更の通知を受け取ることができます。 

※本手順は、SharePoint サーバー側でメール通知の設定が完了していることが前提となります。 

 

 1. メール通知を設定する対象のファイルシェアライブラリを開き、「ライブラリ」タブを選択します。「通知」-「このライブラリに

通知を設定」をクリックします。 

 

 2. 「新しい通知」設定画面が開きます。 

「配信方法」で”電子メール”が選択されていることを確認します。 

「通知の対象」、「指定の変更に関する通知の送信」、「通知を送信するタイミング」で任意の値を設定し、「OK」をクリ

ックします。本設定後に、このライブラリに対して「通知の対象」で設定した変更があった場合、メールにて通知を受け取

ることができるようになります。 
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 3. 以下は、ライブラリ内のファイルが削除された時に送信されるメールです。 
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(2) RSS 

SharePoint の RSS フィード機能を利用することによって、ファイルやフォルダーの変更状況を配信することができます。ライブラリの

利用者は、配信された RSS フィードを購読することによって、ファイルやフォルダーの更新を即時に確認することができるようになりま

す。 

 

 1. RSS を設定する対象のファイルシェアライブラリを開き、「ライブラリ」タブを選択します。「ライブラリの設定」をクリックしま

す。 

 

 2. 「通信」セクションから「RSS設定」をクリックします。 
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 3. RSS設定画面が開きます。RSS フィードの機能を有効化します。「このリストで RSS を利用できるようにする」で”はい”

が選択されていることを確認し、「列」で RSS フィードに表示させるファイルの情報にチェックを入れます。本設定により、ラ

イブラリの RSS フィード機能が有効化され、RSS フィードを配信することができるようになります。 

 

 

 4. 配信される RSS フィードを確認するには、対象のファイルシェアライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「RSS フ

ィード」をクリックします。 
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 5. 「このフィードを購読する」を選択します。 

 

 6. 「このフィードの購読」画面が開きます。「購読」をクリックします。 

 

 7. 「このフィードを正しく購読開始しました。」というメッセージが表示されます。本設定後、ライブラリの RSS フィードを購読

できるようになります。 
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 8. Internet Explorerの「お気に入り」バーから、「フィード」タブに手順 6.で購読した RSSフィードが追加されていることが確

認できます。 

 

 9. RSS フィードはブラウザーで確認することができます。 
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(3) Web パーツでポータルに表示 

SharePointサイトのページを編集することによって、ファイルシェアライブラリをサイトページのWebパーツとして表示することができ

ます。Web パーツとして表示することによって、ライブラリにアクセスしなくても、ファイルやフォルダーに加えられた変更状況を把握する

ことができるようになります。 

以下に、ファイルシェアライブラリ上の更新を Web パーツとして共有サイトに表示する方法を記載します。 

 

 1. 共有サイトのページで「サイトの操作」-「ページの編集」を選択します。 

 

 2. 「挿入」タブを選択し、「Webパーツ」をクリックします。 

 

 3. Webパーツとして追加するファイルシェアライブラリ名を選択し、「追加」をクリックします。 
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 4. 共有サイトのページを開きます。サイトページにWeb パーツとして追加したライブラリが表示されていることが確認できま

す。本設定後、このライブラリに対して加えられた変更は、この Web パーツからも参照できるようになります。 

 

 5. Web パーツとして追加したライブラリを特定の条件でフィルタリングして表示することで、特定の更新期間のファイルのみ

を表示することもできます。ここでは、例として「過去 1週間以内に更新されたファイルやフォルダー」という条件でフィルタリ

ングしてWeb パーツに表示する方法を説明します。 

ライブラリのビュー作成画面で、「フィルター」項目に以下の条件を設定したビュー「週間更新履歴」を作成します。 

(フィルタリング条件を設定する方法については、「3.3.2(6)ビューでフィルター」をご参照ください) 
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 6. 「オプション」タブを選択します。手順 3.で追加したWeb パーツをチェックし、「Webパーツのプロパティ」をクリックします。 

 

 7. Web パーツのプロパティ情報設定画面が開きます。「ビューの選択」で手順 5.で作成した「週間更新履歴」ビューを選

択し、「適用」をクリックします。 

 

 8. 「1週間以内に更新されたファイルやフォルダー」のみ表示できるようになります。 
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 容量を制限する 3.9

 

ファイルサーバーの場合、クォータの設定をすることにより容量を制限することができますが、ドライブ毎という大きな単位での設定

となります。 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、サイトコレクション単位で容量を制限することができると同時に、一度に投稿できるフ

ァイルやフォルダーのサイズを制限することもできます。また、ファイルシェアライブラリに対してファイルの保持有効期限を設定すること

により、不要なファイルがストレージをいつまでも占有することなく、ファイルサーバーのリソースを有効に利用することができるようにな

ります。 

 

■容量の制限に関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバー with SharePoint 

(1)クォータの設定 ○ ○ 

(2)容量の把握 △ ○ 

(3)投稿できるサイズやファイルタイプを指定 × ○ 

(4)ファイルに有効期限を付けて自動削除 × ○ 
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3.9.1 ファイルサーバーの場合 

(1) クォータの設定 

ファイルサーバーでクォータを設定するには、ドライブ上で右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」を選択します。「クォータ」

タブを選択し、「クォータの管理を有効にする」にチェックを入れて、ドライブのクォータの設定を有効にします。ドライブの使用容量が

設定したしきい値を超える際に、以下のようなメッセージが表示され、それ以上保存することができなくなります。 

 

(2) 容量の把握 

ファイルサーバー上でファイルやフォルダーの使用容量を把握するには、ファイルやフォルダー上で右クリックし、表示されたメニュー

から「プロパティ」を選択します。「サイズ」で現在の使用容量を確認します。 

※共有のルートフォルダーについては、この方法でサイズを確認することができません。 
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3.9.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

(1) クォータの設定 

SharePoint では、「クォータテンプレート」という機能を利用してサイトコレクション単位でクォータを設定することができます。 

以下に、サイトコレクションにクォータを設定するための手順を示します。 

 

 1. SharePoint の「サーバーの全体管理」画面から「アプリケーション構成の管理」を選択し、「サイトコレクション」セクション

から「クォータテンプレートの指定」を選択します。 

 

 2. 「クォータテンプレートの指定」画面が開きます。「新しいクォータテンプレートを作成する」を選択し、「記憶域の制限値」

に設定したいクォータの内容を設定して「OK」をクリックします。 

 

 3. SharePoint の「サーバーの全体管理」画面から「アプリケーション構成の管理」を選択し、「サイトコレクション」セクション

から「クォータとロックの構成」を選択します。 
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 4. 「サイトコレクション」でクォータを設定するサイトコレクションを選択します。「現在のクォータテンプレート」で、手順 2.で作

成したテンプレートを選択し、「OK」をクリックします。本設定後、このサイトコレクションは、手順 2.で設定したクォータの

値によって管理されるようになります。 

 

 5. サイトコレクションの容量が手順 4.で設定したクォータテンプレートのしきい値を超えるタイミングで、以下のようなメッセー

ジが表示され、ファイルをアップロードすることができなくなります。 
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(2) 容量把握 

SharePointでは、クォータテンプレートの設定画面を利用して、サイトコレクション単位での使用容量を確認することができます。 

 

 1. SharePoint の「サーバーの全体管理」画面から「アプリケーション構成の管理」を選択し、「サイトコレクション」セクション

から「クォータとロックの構成」を選択します。 

 

 2. 「サイトコレクション」で、使用済み容量を確認したいサイトコレクションを選択します。「サイトのクォータ情報」で「現在使

用済みの記憶域サイズ」に、選択したサイトコレクションの使用済み容量が表示されます。 
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(3) 投稿できるサイズやファイルタイプを指定 

SharePoint では、サイトへ一度にアップロードできるサイズをWeb アプリケーション単位で設定することができます。また、ファイル

サイズが大きいことが予想されるファイル形式のファイルをアップロードできないようにすることによって、容量制限に役立てることもでき

ます。 

※サイトへ一度にアップロードできるサイズは、既定では”50MB”になっています。 

 

■アップロードの最大サイズを設定する方法 

 

 1. SharePoint の「サーバーの全体管理」画面から「Web アプリケーションの管理」を開きます。 

対象のWeb アプリケーションを選択し、「全般設定」をクリックします。 

 

 2. 「アップロードの最大サイズ」に一度にアップロードできる制限サイズを入力し、「OK」をクリックします。 

※指定できる最大の数値は 2GB(2047)となります。本設定後、この Web アプリケーションのサイトへ一回にアップロード

するファイルの合計サイズが指定したサイズよりも大きくなる場合、ファイルをアップロードすることができなくなります。 
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■アップロードを禁止するファイル形式を設定する方法 

 

 1. SharePoint の「サーバーの全体管理」画面から「セキュリティ」を選択し、「一般的なセキュリティ」セクションから「ブロック

するファイルの種類の定義」を選択します。 

 

 2. 「Web アプリケーション」で、対象の Web アプリケーションを選択します。投稿を禁止するファイルの拡張子を入力し、

「OK」をクリックします。本設定後、このWebアプリケーション内のサイトに、指定したファイルの拡張子を持つファイルを投

稿することができなくなります。 
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(4) ファイルに有効期限を付けて自動削除 

ファイルサーバーwith SharePointでは、特定の条件を満たしているファイルを自動的に削除するルールをライブラリに対して設定

することができます。この設定により、長い間使用されていないファイルや不要なファイルがストレージの容量を占有することなく、ファ

イルサーバーのリソースを有効に利用することができるようになります。 

 

 1. 対象のファイルシェアライブラリを開きます。「ライブラリ」タブを選択し、「ライブラリの設定」をクリックします。 

 

 2. ライブラリの設定画面で、「情報管理ポリシーの設定」を選択します。 

 

 3. 「ポリシーソースの変更」をクリックします。 
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 4. 「ライブラリとフォルダー」を選択し、「保持ステージを追加する」をクリックします。 

 

 5. 「ステージのプロパティ」設定画面が表示されます。「イベント」でファイルの保持期限を設定し、「処理」で「イベント」で

設定した条件に合致する場合の処理を設定します。「OK」をクリックします。 

 

 6. 「保持の管理方法の指定」に、手順5.で設定した保持ステージが追加されていることを確認し、「OK」をクリックします。 
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 7. 設定したファイルシェアライブラリで、条件に合致するファイルが削除されるようになります。 
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 ファイルの棚卸しをする 3.10

 

ファイルサーバーには、保存されているファイルの状態に応じて、段階的に退避したり、削除したりする仕組みがありません。 

ファイルサーバーwith SharePoint では、自動仕分け機能を利用して、特定の条件のファイルのみファイルシェアライブラリに転送

し、実体のファイルを外部ストレージに置くといった運用を行うことができます。また、DocAve アーカイバを導入することによって、「最

後にアクセスされてから一定期間が経過している」、「最終更新日が指定日時より前」などの条件で、重要度が低いと思われるフ

ァイルを低価格のストレージへと移動させることも可能です。このように特定のルールに基づいて自動的にファイルを棚卸しすることに

より、ストレージを有効に利用することができます。 

 

■ファイルの棚卸しに関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)ファイルに有効期限を付けて自動削除 × ○ 

(2)投稿ファイルの自動仕分け × ○ 

(3)論理削除  × ○ 

(4)物理削除 × ○ 
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3.10.1 ファイルサーバーの場合 

ファイルサーバーには、保存されているファイルを自動で管理し、整理するための仕組みがありません。 
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3.10.2 ファイルサーバー with SharePoint の場合 

(1) ファイルに有効期限を付けて自動削除 

ファイルサーバーwith SharePointでは、特定の条件を満たしているファイルを自動的に削除するルールをライブラリに対して設定

することができます。この設定により、長い間使用されていないファイルや不要なファイルがストレージの容量を占有することなく、ファ

イルサーバーのリソースを有効に利用することができるようになります。 

 

 1. 対象のファイルシェアライブラリ名をクリックします。「ライブラリ」タブを選択し、「ライブラリの設定」をクリックします。 

 

 2. ライブラリの設定画面で、「情報管理ポリシーの設定」を選択します。 

 

 3. 「ポリシーソースの変更」をクリックします。 
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 4. 「ライブラリとフォルダー」を選択し、「保持ステージを追加する」をクリックします。 

 

 5. 「ステージのプロパティ」設定画面が表示されます。「イベント」でファイルの保持期限を設定し、「処理」で「イベント」で

設定した条件に合致する場合の処理を設定します。「OK」をクリックします。 

 

 6. 「保持の管理方法の指定」に、手順5.で設定した保持ステージが追加されていることを確認し、「OK」をクリックします。 
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 7. 設定したファイルシェアライブラリで、条件に合致するファイルが削除されるようになります。 
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(2) 投稿ファイルの自動仕分け 

SharePoint の「コンテンツオーガナイザー」機能を利用することによって、「自動仕分けライブラリ」という仕分け専用のライブラリに 

アップロードしたファイルを、設定した仕分けのルールに基づいて指定のファイルシェアライブラリへ移動させることができるようになりま

す。 

送信先として指定したファイルシェアライブラリにファイルが移動したタイミングで、実体のファイルはファイルサーバー側に反映されま

す。この動作を利用して、特定条件のファイルの格納専用ライブラリとしてファイルシェアライブラリを使用することができます。 

以下に、「コンテンツオーガナイザー」機能を利用して仕分けのルールを設定する方法を記載します。 

 

 1. トップレベルサイトで「サイトの操作」-「サイトの設定」を選択します。 

 

 2. サイトの設定画面が開きます。「サイトの操作」セクションから「サイト機能の管理」を選択します。 

 

 3. 「コンテンツオーガナイザー」機能で「アクティブ化」をクリックします。 

 

 4. ボタンの表示が”アクティブ化”から”非アクティブ化”に変わり、ボタンの右に”アクティブ”という文字が表示されることを確

認します。本設定後、「コンテンツオーガナイザー」機能が利用できるようになります。 
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 5. 次に、コンテンツオーガナイザーで仕分けを行うためのルールを設定します。 

トップレベルサイトで「サイトの操作」-「サイトの設定」をクリックし、サイトの設定画面を開きます。 

「サイトの管理」セクションから「コンテンツオーガナイザーのルール」を選択します。 

 

 6. 「新しいアイテムの追加」をクリックします。 

 

 7. 「名前」に任意のルール名を入力し、「ルールの状態および優先順位」でルールの優先度を設定します。「提出アイテム

コンテンツタイプ」で仕分けするファイルのコンテンツタイプを選択します。 

※同じ条件で異なるファイルシェアライブラリに仕分けられるルールが 2 つ以上ある場合、「ルールの状態および優先順

位」で設定した優先度が高い方のルールが適用されます。 
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 8. 「条件」で任意の条件を設定します。ここでは、ファイルの「名前」プロパティが”サンプル”という文字列で始まるファイルを

仕分けの対象としています。仕分けの対象としたファイルの送信先を選択し、「OK」をクリックします。本設定後、コンテン

ツオーガナイザーのルールに設定した条件に合致するファイルを自動仕分けライブラリにアップロードすると、指定した送信

先に自動的に仕分けられるようになります。 

 

 9. コンテンツオーガナイザーのルールに設定した条件に合致するファイルを自動仕分けライブラリにアップロードすると、以下

のようなメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。 

 

 10. コンテンツオーガナイザーのルールにファイルの送信先として設定したファイルシェアライブラリやフォルダーを開くと、手順 9.

でアップロードしたファイルが保存されていることが確認できます。 
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 11. 手順 9.の後、ファイルサーバー側にも実体のファイルとして保存されます。 
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(3) 論理削除 

DocAve アーカイバを導入することにより、特定の条件に合致するファイルをアーカイブするルールを設定することができます。また、

DocAve監査マネージャーを導入すると、ファイルに対するアクセスを監査することができるため、DocAve アーカイバで「最終アクセ

ス日から○○日経過したらアーカイブする」などのルールを設定することもできるようになります。アーカイブされたファイルは任意の保

存場所を指定できるため、特定の条件に合致したら低コストストレージへ移動するといった運用が可能となります。 

アーカイブされたファイルは SharePoint上からは見えなくなりますが、アーカイブデータをリストアすることで、いつでも元の状態に戻

すことができます。 

DocAve監査マネージャーでアクセス記録を取得する方法は、以下の自習書をご参照ください。 

 

「SharePoint Server 2007/2010 利用状況の見える化と分析手順書」

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_UsageReporting.pdf 

 

以下に、DocAve アーカイバで「最終アクセス日から○○日経過したらアーカイブする」というルールを設定する方法を記載しま

す。 

※本手順は、DocAve監査マネージャーでアクセス監査の設定が完了していることが前提となります。 

 

 1. DocAve管理コンソールから、「ストレージ最適化」-「アーカイバ」-「プランビルダー」を選択します。 

 

 2. 「プラン名」に任意のプラン名を入力します。 

左ペインの「ファーム」で、プルダウンメニューからアーカイバ対象のファイルシェアライブラリに接続できるファームを選択しま

す。「エージェントグループ」で、プルダウンメニューから対象のエージェントグループを選択します。 

ツリーを展開し、アーカイブルールを適用するファイルシェアライブラリにチェックを入れます。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_UsageReporting.pdf
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 3. 中央ペインで「論理デバイス」のプルダウンメニューから、アーカイバデータを保存する論理デバイスを選択します。 

「保持ポリシー」のプルダウンメニューから、アーカイバデータに適用する保持ポリシーを選択します。 

※「論理デバイス」、「保持ポリシー」の設定方法は、以下の自習書をご参照ください。 

「SharePoint Server 2007/2010 コンテンツライフサイクル管理手順書(4.1 事前準備)」 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_ContentsLifeCycleManagement

.pdf 

「スケジュール」でアーカイバルールの適用スケジュールを設定します。 

 

 4. 「高度設定」を選択し、「スタブ作成」のチェックを外します。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_ContentsLifeCycleManagement.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/AvePoint_TechDocs_SelfTeaching_ContentsLifeCycleManagement.pdf
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 5. 「ルール」タブを選択します。「ドキュメント」にチェックを入れ、「アクセス日時」の入力項目の右にあるボタンをクリックしま

す。 

 

 6. アーカイブするファイルの最終アクセス日時を指定し、「OK」をクリックします。 

 

 7. 「保存」をクリックします。 

 

 8. 保存に成功した旨のメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。本設定後、アーカイブルール適用のスケジュー

ルに設定した日時になると、指定したファイルシェアライブラリ内の条件に合致するファイルがアーカイブされるようになりま

す。 
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 9. アーカイブルールを適用したファイルシェアライブラリを開くと、条件に合致したファイルがアーカイブされ、ファイルが参照で

きないことが確認できます。 

■アーカイブ前 

 

■アーカイブ後 

 

 10. 手順 9.の後、ファイルシェアライブラリを同期したタイミングで、ファイルサーバー側のファイルも削除されます。 

SharePoint 上でファイルがアーカイブされた時、ファイルサーバー側に実体のファイルが残ったままにならないようにしておくため、

DocAve コネクタ側で同期処理を定期スケジュールとして構成する運用が推奨されます。 

■同期前 

 

■同期後 
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(4) 物理削除 

物理削除とは、DocAve アーカイバによって論理削除された後、さらにストレージ上からアーカイブデータそのものを完全に削除す

ることを意味します。 

以下に、物理削除されるまでの期間を DocAve コンソール上で設定する方法を記載します。 

 

 1. DocAve管理コンソールから、「コントロールパネル」-「データ」-「保持ポリシー」を選択します。 

 

 2. アーカイバの保持ポリシー設定画面が開きます。「プロファイル名」に任意のプロファイル名を入力します。 

「保持期間」に、データが物理削除されるまでの期間を設定し、「保存」をクリックします。 
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 3. 手順 2.で保存した保持ポリシーは、アーカイバルールの設定画面で「設定」タブの「ストレージ」項目を設定する際、「保

持ポリシー」のプルダウンメニューから選択することにより、アーカイバルールに適用されます。 
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 社外からアクセスする 3.11

 

ファイルサーバーの場合、サーバー内のリソースをセキュアな状態で外部に公開するには、一般的に VPN接続を利用する手法

がとられます。VPN を利用すると、公開範囲や手法にもよりますが、専用機器の用意や、ユーザーごとにクライアント側へのソフトウ

ェア導入などが必要になり、コストや時間がかかるケースが多くみられます。 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、サーバー内のリソースを SharePointサイト上で公開できるため、SharePointサイト

を公開するための仕組みをそのまま利用することができます。SharePoint サイトを公開するには、一般的にリバースプロキシサーバ

ーを社外と社内の境界に配置し、かつSSLの証明書を配布することによってセキュアな状態を保ちます。社外からは、インターネット

などの公開された接続経路を利用してアクセスすることができるようになるため、利用者が増えることによってコストが増加したり、時

間を浪費したりすることがありません。 

 

■社外からのアクセスに関する機能比較 

項目 ファイルサーバー ファイルサーバーwith SharePoint 

(1)セキュリティの担保 ○ ○ 

(2)コスト × ○ 

(3)時間 × ○ 
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3.11.1 ファイルサーバーの場合 

ファイルサーバーの場合、特定のユーザー以外はアクセスできない VPN接続を利用することによってファイルサーバーのリソースを

保護します。VPN接続を利用するには、アクセスポイントとなる場所に VPN専用のルーターを配置する、VPN専用の回線を引く

などの準備が必要です。また、VPN接続の利用には、社外からアクセスする利用者の増加に比例して、工事のための時間や、機

器や回線の増設のためのコストなどがかかるケースが多くなります。 

 

(1) セキュリティの担保 

ファイルサーバーを外部に公開する場合、社内と社外のアクセスポイントに VPNルーターなどデータを暗号化するための機器を

配置することによってデータの経路を保護し、社外に公開されたリソースをセキュアな状態に保つことができます。VPN接続を利用

したファイルサーバーの社外への公開は、特定の拠点間など「データを公開する範囲が管理できる」という前提のもとにセキュリティを

担保しているため、社外への公開範囲を広げると、管理の対象も増えることになります。 

 

(2) コスト 

VPN接続によってファイルサーバーを公開する場合、社外からアクセスする利用者の数が増加するたびに、VPNルーターなどの

機器を準備する、VPN回線を新たに開通するなどのコストがかかります。 

 

(3) 時間 

VPN接続によってファイルサーバーを公開する場合、VPN回線を開通するための時間がかかります。また、社外からアクセスする 

利用者の増加に伴って VPN回線を増築するため、利用できるようになるまでに時間がかかります。 
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3.11.2 ファイルサーバーwith SharePointの場合 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、SharePoint サイトを通してファイルサーバー上のリソースを利用することができます。

そのため、セキュリティについては通常の SharePointサイトの公開と同様の仕組みでよく、一般的にリバースプロキシサーバーと SSL

証明書を組み合わせてリソースを保護する手法がとられます。また、SharePointサイトを通してファイルサーバーのリソースを利用す

るため、新たに回線を整備する必要はなく、インターネット回線をそのまま利用することができます。 

 

(1) セキュリティの担保 

ファイルサーバーwith SharePoint の場合、リバースプロキシサーバーを社内と社外の境界に配置し、社内へのアクセスを制御す

ることによって、SharePointサイト内のリソースを保護します。また、SSL証明書を対象の SharePoint サーバーに配布し、

SharePoint サイト内のリソースを暗号化することによって、社外に公開されたリソースをセキュアな状態に保つことができます。 

リバースプロキシサーバーと SSL証明書を組み合わせることで、ファイルシェアライブラリを含む SharePointサイトに対するアクセス

を一元管理できるようになります。そのため、インターネットなどの公開されている回線を利用して社外からアクセスしても、セキュア

な状態を保つことが可能です。 

 

(2) コスト 

リバースプロキシサーバーと、SSL証明書を組み合わせてファイルサーバーを公開する場合、リバースプロキシサーバーとして利用

するサーバーのコストと、SSL証明書の発行のコストが初期コストとしてかかります。ただし、これらは利用者ごとに必要となるもので

はないため、利用者の数が増加することによるコストの増加はありません。 

 

(3) 時間 

リバースプロキシサーバーと、SSL証明書を組み合わせてファイルサーバーを公開する場合、リバースプロキシサーバーを構築する 

ための初期導入の時間がかかります。ただし、これらはパフォーマンス上の問題が生じた場合以外は基本的に増設する必要がなく、

利用者数が大幅に増えない限り、頻繁に導入時間を取られることはありません。また、リバースプロキシサーバーの設定については、

Forefront Threat Management Gateway サーバーなど、SharePoint サーバーへのアクセスルールが既定のルールとして用意さ

れているものもあり、こうした仕組みを利用することによって、導入にかかる時間を短縮することもできます。 
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第4章 付録 

本章では、ファイルサーバーwith SharePoint 導入にあたっての評価項目や導入時のパラメータシートを記載します。 
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 評価項目リスト 4.1

本項では、お客様のファイルサーバーの現在のご利用状況や、ファイルサーバーに対するご要望を元にファイルサーバーwith 

SharePoint の導入を検討していただくために、導入にあたっての評価項目のリストを記載いたします。 

 

■「接続パターン」の評価項目 

DocAveの接続パターンは、お客様のご利用の目的により大きく 4つに分けることができます。接続パターンにより、DocAve コネ

クタのご利用までのステップが異なります。 

以下のチャートは、お客様の状況において推奨される接続パターンを判断する際にご利用ください。 

 

 

 

おすすめの接続パターンを実現するにあたり、検討すべき事項については以下の表の「解説」に記載している章をご確認くださ

い。 

 

おすすめの接続パターン 解説 

一括コネクト型・既存ファイルサーバー 2.1.1 

一括コネクト型・新規ファイルサーバー 2.1.2 

随時コネクト型・既存ファイルサーバー 2.1.3 

随時コネクト型・新規ファイルサーバー 2.1.4 

  



 

164 

 

■ファイルサーバーwith SharePoint の「機能」に対する評価項目リスト 

以下の表に、ファイルサーバーwith SharePoint で実現できるご要望を一覧化しています。お客様がご利用を希望される機能

のチェック表としてご利用ください。それぞれのご要望を実現する方法については、「解説」に記載されている章をご確認ください。 

 

機能 ご要望 チェック 解説 

ファイルを投稿する 

Windows エクスプローラーを利用して手軽に投稿したい □ 
3.1.2(1) 

3.1.2(2) 

Microsoft Office のアプリケーションから直接保存する形で

投稿したい 
□ 3.1.2(3) 

サイズが大きなファイルを投稿したい □ 3.1.2(4) 

共通の社内テンプレートを使いたい □ 3.1.2(5) 

ファイル投稿時に分類ルールをつけたい □ 3.1.2(6) 

ファイルを保護する 

Active Directory アカウントを利用して権限を付与したい □ 3.2.2(1) 

親フォルダーから権限を継承したい □ 3.2.2(2) 

ディスクの盗難からファイルを保護したい □ 3.2.2(3) 

IRM を利用してファイルを保護したい □ 3.2.2(4) 

ファイルへのアクセスを記録したい □ 3.2.2(5) 

下位階層の権限設定状況を上位階層で把握したい □ 3.2.2(6) 

ファイルを検索する 

フォルダーの階層をたどってファイルを探したい □ 3.3.2(1) 

フォルダー名から推測してファイルを探したい □ 3.3.2(2) 

複数階層をまたいでファイルを探したい □ 3.3.2(3) 

全文検索でファイルを探したい □ 3.3.2(4) 

ファイルのプロパティでソートしてファイルを探したい □ 3.3.2(5) 

ビューを切り替えてファイルを探したい □ 3.3.2(6) 

ファイルを参照する 

ファイルを開いて参照したい □ 3.4.2(1) 

サムネイル表示で一覧参照したい □ 3.4.2(2) 

ファイルのプロパティを SharePoint上で参照したい □ 3.4.2(3) 

Excel Services を利用して共有レポートを参照したい □ 3.4.2(4) 

ファイルを更新する 

ファイルを上書き更新したい □ 
3.5.2(1) 

3.5.2(2) 

ファイル更新中に排他制御したい □ 3.5.2(3) 

ファイルのバージョンを管理したい □ 3.5.2(4) 

下書きとして保存したバージョンを隠したい □ 3.5.2(5) 

社内の承認ワークフローでファイル更新のスピードを早めた

い 
□ 3.5.2(6) 

ファイルを移動する Windows エクスプローラーを利用して手軽に移動させたい □ 
3.6.2(1) 

3.6.2(2) 

ファイルを削除する 

削除したファイルをゴミ箱に一時保存しておきたい □ 3.7.2(1)  

ごみ箱からファイルを復活したい □ 3.7.2(2) 

ごみ箱の中身を自動削除したい □ 3.7.2(3) 

ファイルを削除したユーザーを特定したい □ 3.7.2(4) 
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気付き機能で見逃し

を防ぐ 

ファイルサーバーに対する変更を通知したい □ 3.8.2(1) 

ファイルサーバーに対する変更を RSSで配信したい □ 3.8.2(2) 

ファイルサーバーに対する変更を一覧で把握したい □ 3.8.2(3) 

容量を制限する 

クォータを設定したい □ 3.9.2(1) 

使用されている容量を把握したい □ 3.9.2(2) 

投稿できるファイルのサイズやファイルタイプを指定したい □ 3.9.2(3) 

ファイルの棚卸をする 

不要なファイルを段階的に自動削除したい □ 3.9.2(4) 

投稿ファイルを自動的に仕分けしたい □ 3.10.2(2) 

ファイルの保存場所を段階的に移動したい □ 
3.10.2(3) 

3.10.2(4) 

社外からアクセスする 
社外からアクセスできる仕組みを低コスト・短時間で準備し

たい 
□ 3.11.2 
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 設計シート 4.2

DocAve コネクタ使用時に必要なパラメータシートです。お客様環境に合わせてご利用ください。 

 

【SharePoint ファイルシェアライブラリの構成】 

(1) ファイルシェアライブラリ作成画面 

※SharePointサイトの「すべてのサイトコンテンツ」-「作成」-「ファイルシェアライブラリ」をクリックして開きます。項目「ファイルシェア

ライブラリのログオン設定」以下は、「保存」をクリックした後に表示されます。 

 

項目 設定値 

名前と説明 

 名前  

 説明  

ナビゲーション 

 
このファイルシェアライブラリをサイドリンク

バーに表示する 

 

ドキュメントのバージョン履歴 

 
このファイルシェアライブラリを編集するた

びにバージョンを作成する 

 

ファイルシェアライブラリテンプレート 

 ファイルシェアライブラリテンプレート  

ドキュメントのテンプレート 

 ドキュメントのテンプレート  

ファイルシェアライブラリのログオン設定 

 サーバープロファイルを使用  

  選択値  

 パス  

 ユーザー名  

 パスワード  

ファイルシェアライブラリの権限設定 

 読み込み権限 

  すべて選択  

  フルコントロール  

  デザイン  

  投稿  

  サイト管理者  

 同期権限 

  すべて選択  

  フルコントロール  

  デザイン  

  投稿  

  サイト管理者  
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 SharePoint への保存およびファイルシステムへの保存に使用する権限 

  すべて選択  

  フルコントロール  

  デザイン  

  投稿  

  サイト管理者  

読み込みの基本構成 

 今すぐルートフォルダを読み込む  

ファイルシステムから権限を読み込む 

 ファイルシステムから権限を読み込む  

ファイルシステムのファイル削除の同期設定 

 すべて選択  

 
同期の実行中に SharePointへ保存さ

れたファイルを削除する 
 

 
同期の実行中にコネクタタイプではない

ファイルを削除する 
 

ファイルシステムからメタデータの読み込み 

 
メタデータをファイルシステムから読み込

みますか？ 

 

ファイルの読み込み制限値 

 
フォルダのサブフォルダとファイルの 

最大値 
 

  入力値  

名前の一致 

 

このファイルシェアライブラリおよびネット

シェアパスのファイル名を一致させます

か？ 

 

ファイルサイズ制限 

 
2GB より大きいファイルのアップロードを

許可する 
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【DocAve コネクタのインストールと設定】 

(2) DocAve ソリューションマネージャー画面 

※DocAve管理コンソール画面から「ストレージ最適化」-「コネクタ」-「ファイルシェアライブラリ」-「インストール」をクリックし、「機

能をアクティブ化するには、予めこちらからソリューションを展開してください。」というメッセージの「こちら」をクリックして開きます。

または、「コントロールパネル」-「DocAveシステム」-「DocAve ソリューションマネージャー」をクリックして開きます。 

 

項目 設定値 

ファーム  

 ストレージ最適化 

  DocAve.SP2010.Connector.ContentLibrary.wsp  

  DocAve.SP2010.Connector.MediaLibrary.wsp  
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(3) ファイルシェアライブラリインストール画面 

※DocAve管理コンソールの「ストレージ最適化」-「コネクタ」-「ファイルシェアライブラリ」-「インストール」をクリックして開きます。 

 

項目 設定値 

ネットシェアサーバー構成 

 構成 

  プロファイル名  

  サーバー名  

  アクセス権限  

  ユーザー名  

  パスワード  

Web アプリケーション  

 アクティブな機能  

 コネクタタイプ 

  ネットシェア設定  

   ネットシェア設定  

  クラウドストレージ設定  

   クラウドストレージ設定  

  サードパーティ製ストレージの設定  

  
 サードパーティ製ストレージの設

定 

 

 同期データ 

  同期スケジュール  

   入力値  

   毎  

   時刻  
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【DocAve コネクタのオプション設定】 

(4) ファイルシェアライブラリ設定画面 

※DocAve管理コンソールの「ストレージ最適化」-「コネクタ」-「ファイルシェアライブラリ」-「設定」をクリックして開きます。 

 

項目 設定値 

設定プロファイル 

 プロファイル名  

 機能設定  

 プロパティマッピング  

 共通マッピング  

 セキュリティマッピング  

機能設定 

 プロファイル名  

 ストレージデバイスからデータを読み込む 

  構成 

   すべて選択  

   フルコントロール  

   デザイン  

   投稿  

   サイト管理  

 ストレージデバイスと SharePoint 間の同期 

  構成 

   すべて選択  

   フルコントロール  

   デザイン  

   投稿  

   サイト管理  

 SharePoint への保存 

  構成 

   すべて選択  

   フルコントロール  

   デザイン  

   投稿  

   サイト管理  

 その他の設定 

  
ファイル数が次の制限を超える場合

に読み込みを拒否する 
 

   入力値  

  
SharePoint へのフォルダ読み込み

時のフォルダの権限 
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プロパティマッピング 

 プロファイル名  

 ファイルシステムプロパティ  

 SharePoint プロパティ  

共通マッピング 

 プロファイル名  

 文字の長さ設定 

  フォルダ名の最大文字数  

   文字数  

  ファイル名の最大文字数  

   文字数  

 禁則文字の置き換え設定  

  ~  

  #  

  %  

  &  

  {  

  }  

  .  

セキュリティマッピング 

 プロファイル名  

 ファイルシステム権限 

  ディレクトリの参照  

  データの読取り  

  ファイルの作成  

  データの書込み  

  ディレクトリの作成  

  サブディレクトリとファイルの削除  

  データの追加  

  拡張属性の読取り  

  拡張属性の書込み  

  ファイルの実行  

  フォルダのスキャン  

  属性の読取り  

  属性の書込み  

  書込み  

  削除  

  権限の読取り  

  閲覧  

  読み取りと実行  

  修正  
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  権限の変更  

  所有権の取得  

  同期  

  フルコントロール  

  既定  

 


