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プラットフォーム

SQL の枠に収まらない SharePoint ストレージでパフォーマンスを向上、拡張性を強化
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BLOB （Binary Large Object）は、SQL サーバー ストレージの 80% を消費し、それによりデータベ
ースのパフォーマンスの低下だけでなく、ユーザビリティの低下へと繋がります。これらのデータを SQL 内に保
存する代わりに、DocAve バイナリー ストア for SharePoint ではファイル ベースのストレージへ直接オフ
ロードすることで SQL データベースのリソースを最大限に活用し、コストを節約します。DocAve バイナリー
ストレージをお使い頂くと、Microsoft の BLOB ストレージ API を呼び出し、カスタマイズ可能なファイル
サイズ トリガーを基に、SharePoint へアップロード中のコンテンツを SQL コンテンツ データベースへ送信す
るか、ファイルベース ストレージへ送信するかを決定します。ファイルベース ストレージへ保管されたコンテンツ
を1度も SQL へ保管する必要もなく、すべて SharePoint 経由でアクセス・管理することが出来る為、エ
ンドユーザーはデータがまるで SQL コンテンツ データベースに存在するかの様に検索、アクセス、コラボレー
ションすることが出来ます。これにより、効果的且つ敏速な BLOB 管理が可能になります。
DocAve バイナリー ストアによりファイルベース ストレージへと移動されたコンテンツはすべて標準の
SharePoint インデックス、検索、その他ワークフロー、バージョン管理、通知などを含む管理ツールによりサ
ポートされます。バイナリー ストアを導入することで、企業は SQL ストレージのリソースを効果的に管理し、そ
して SharePoint インフラのこれまでにない拡張性を経験することが出来ます。

ビジネス上の利点
SQL ストレージ リソースの効果的な管理でプラットフォームのパフォーマンスを最大限に活用
BLOB コンテンツを SQL データベースに保管することなく、代わりに、ファイルベース ストレージへと直接
オフロードします。これにより、パフォーマンス低下や管理コスト増加の原因となる大容量ファイルによる負荷
が大幅に軽減されます。
SharePoint のドキュメント管理やメディア表示機能をすべて活用
ファイルベース ストレージへ保管されたコンテンツは、ワークフロー、通知、検索、カスタム コンテンツ タイ
プ、メタデータ タグ機能、そして権限管理など SharePoint 管理機能がすべてサポートされます。
エンド ユーザーにとってシームレスな機能
エンドユーザー視点からは、SQL に存在する SharePoint コンテンツと、DocAve バイナリー ストア経
由にてファイルベース ストレージへオフロードされたコンテンツの違いを感じることなく操作が出来ます。
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すべての AvePoint 製品と同様、DocAve ソフトウェア プラットフォームでは Microsoft に完全にサポートされた手法および API のみを使用しています。

技術的な利点
フル機能コンテンツ: DocAve バイナリー ストア経由でファイルベース ストレージへとオフロードされたコンテンツは、 SQL データ
ベースに存在するデータのように表示され、バージョン管理、ワークフロー、通知など、SharePoint のドキュメント管理機能をすべ
て使用出来るようになります。
ファイル サイズを基にした自動オフロードを管理者が定義: どの BLOB ファイルをファイルベース ストレージへ移動させるかをフ
ァイル サイズで判断します。
すべてのネットワーク ファイルシェア、クラウド ストレージシステム等にコンテンツを転送: ファイルシェア、またはクラウド ベースのス
トレージ システム（Rackspace、Amazon、Microsoft を含む）へ直接オフロードします。
SharePoint 検索とのシームレスな統合: ファイルベース ストレージに保管されたデータはすべて、全文検索機能など
SharePoint の標準機能だけではなく、SharePoint API を活用するその他の検索ツールへと統合されています。
カスタム メタデータおよび列タイプの包括的なサポート: DocAve バイナリー ストア経由でファイルベース ストレージへと送信
されたコンテンツはすべて、SharePoint の標準およびカスタムのメタデータ フィールドすべてに対応しており、また列タイプの種類を
追加することが可能です。
統合された権限管理: ファイルベース ストレージに保管されたコンテンツのセキュリティや権限は、完全に SharePoint 権限管
理と統合されています。
Office アプリケーション クライアントおよびサードパーティ製品との完全な双方向性: 拡張されたコンテンツは、コンテンツが
まるで SharePoint の SQL データベースに存在するかのように Office アプリケーション、またはサードパーティ製品から直接表
示・編集することが出来ます。
対応環境
Microsoft SharePoint Server 2010、Microsoft SharePoint Foundation
Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 または Windows SharePoint Services (WSS) v3
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