
  

リリース ノート 

DocAve® 6 SP7  

ソフトウェア プラットフォーム 

 

リリース日: 2016 年 6 月 30 日 



2   

 
DocAve 6: リリース ノート 

DocAve 6 SP7 アップデート詳細 

お使いの DocAve インスタンスのアップデートについては、DocAve コントロール パネル ユーザーガイド 内 更新マ

ネージャー セクションを確認してください。 

DocAve 6 SP 7 へのアップデートに関連する重要な詳細は以下の表の通りです。 

直接アップデートに必要な 

最低バージョン 

DocAve 6 のバージョンすべて 

対応する SharePoint  

バージョン 

SharePoint Online、SharePoint Server 2010、SharePoint Ser

ver 2013、SharePoint Server 2016 に対応しています。SharePoi

nt のバージョンに関する詳細は、DocAve 6 インストール ガイド を確認し

てください。  

その他 AvePoint 製品との 

依存関係 

対応プラットフォーム バージョン間の互換表については、AvePoint ナレッジ

ベース内 Governance Automation, DocAve, SharePoint, and 

SnapManager for SharePoint Support Matrix (英語) を確認し

てください。 

新規ライセンス要否 × 

IIS リセット要否 ○ 

マネージャー サーバーの 

リブート要否 

× 

エージェント サーバーの 

リブート要否 

× 

アップデート状況の確認方法 コントロール パネル > 更新マネージャー > 履歴の表示 でアップデート

状況を検証できます。履歴の表示 ページで、新しくインストールした更新の 

バージョン 列を確認してください。 

 

 

  

http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.com/community/kb/governance-automation-docave-and-snapmanager-for-sharepoint-support-matrix
http://www.avepoint.com/community/kb/governance-automation-docave-and-snapmanager-for-sharepoint-support-matrix
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新機能と強化点 

プラットフォーム全般 

 ジョブ モニターで、失敗・停止・スキップ・完了・完了 (実行中に例外あり) の状態のジョブを再実行するこ

とが可能になりました。 

コントロール パネル 

 エージェント モニター で、エージェント サービスを状態に基づいてソートすることが可能になりました。既定で

は、非アクティブ状態のエージェント サービスが最初に表示されます。  

 ストレージ構成 で、物理デバイスを容量利用状況に基づいてソートすることが可能になりました。既定では、

使用可能な空き容量が少ない物理デバイスが最初に表示されます。 

 ソリューション マネージャー が SharePoint 2016 ソリューションに対応しました。 

 ソリューション マネージャー が、SP2016UsageActivityWebParts.wsp、SP2016AuditorM

onitor.wsp、SP2016DocumentAuditing.wsp、SP2016EndUserGranularRestore.

wsp に対応しました。 

移行 

SharePoint 移行 

 以下の移行、および高速移行ジョブが使用可能になりました。 

o SharePoint 2013 to SharePoint 2016 移行 

o SharePoint 2013 to SharePoint Online 移行 

o SharePoint 2010 to SharePoint 2016 移行 

o SharePoint 2007 to SharePoint 2016 移行 

o SharePoint 2007 to SharePoint Online 移行 

 SharePoint 2013 to SharePoint 2016 移行ジョブで、SharePoint アプリを移行先サイトに移行し、

アプリの競合解決を構成することが可能になりました。 
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 SharePoint 2013 to SharePoint Online 移行ジョブが、Nintex ワークフローに対応しました。 

 移行先として SharePoint Online ノードを選択した場合、SharePoint 移行ジョブで SharePoint O

nline サイト コレクションを作成することが可能になりました。 

 増分の SharePoint 高速移行ジョブに対応しました。 

 SharePoint 移行 ただちに実行 画面に、増分移行のための特定の増分タイプが追加されました。 

 SharePoint 移行 ただちに実行 画面で、SharePoint 移行プランが追加されたプラン グループに対して 

完全移行・増分移行 の選択が可能になりました。 

 ジョブ モニターで、失敗・停止・スキップ・完了・完了 (実行中に例外あり) の状態のジョブを再実行するこ

とが可能になりました。 

 schema.xml ファイルを使用してリストの既定のビューが変更された場合、SharePoint 移行ジョブの移

行先としてこのリストを選択し、かつこのリストと同じテンプレートの移行元リストを選択すると、ジョブの実行

後、移行先リストの既定のビューが移行元リストの既定のビューと一致するようになりました。 

 SharePoint 高速移行ジョブのフィルター ポリシーが、サイト コレクションからリスト レベルまで適用可能に

なりました。 

 更新パッチによって旧バージョンから更新された DocAve 6 SP 6 CU1 を使用する場合、移行元として S

harePoint 2010 トップ レベル サイトを選択して、高速エクスポート ジョブを実行すると、ジョブは失敗し、

サイトの一部のリストがバックアップできなくなる問題が解消されました。この問題の解決のため、更新パッチ

に SP2010GranularBackupRestore.cfg ファイルが追加されました。 

 選択したサイト コレクションのノードが 移行元 パネルの 詳細 タブの下に繰り返して表示される問題が解消

されました。移行元のデータ ツリーで、サイト コレクションの下のノードを展開せずに、移行元としてサイト コ

レクションを選択し、SharePoint 2010/2013 高速エクスポート ジョブを実行して、エクスポート ジョブの

実行後に対応するプランを移行元として選択し、SharePoint Online へのインポート ジョブを実行すると、

選択したサイト コレクションのノードが 移行元 パネルの 詳細 タブの下に繰り返して表示されるエラーが解

消されました。 

eRoom 移行 

 eRoom から SharePoint 2016 へのデータ移行に対応しました。 



 5 

 
DocAve 6: リリース ノート 

 

 SharePoint 2016 では、フォルダー レベルの禁則文字から ~、&、{、} が、ファイル レベルの禁則文字

から ~、&、*、:、{、} が削除され、使用可能になりました。カスタム移行プロファイルで、これらの既定の

禁則文字を削除することが可能になりました。 MigrationCommonConfiguration.xml 構成ファ

イル内の <IsEnableIllegalCharReplacement Flag="true"/> ノードの値を false に変更

すると、データは移行プロファイル内の構成に従って移行されます。 

 EMC Documentum リポジトリにリンクされているフォルダーおよびファイルの移行に対応しました。 

 移行オプション サブプロファイルの セキュリティ タブに、非表示のアイテムのセキュリティのみを移行する チ

ェックボックスが追加されました。これにより SharePoint へ非表示の eRoom アイテムのセキュリティのみを

移行することを選択できます。その他の移行されたオブジェクトは、移行先のサイトから権限を継承します。 

 アイテムの添付ファイルの移行に失敗した場合、ジョブ モニター 内の 詳細 タブで、移行が失敗した添付

ファイルのレコードが追加されました。アイテムが正常に移行した場合であっても、アイテムの移行状態は 失

敗 と表示されます。 

 プラン グループ経由で eRoom 移行プランを実行する場合、完全移行・増分移行 を選択可能な オプシ

ョン が追加されました。 

 Interop.eRoomAPI.dll が更新されました。 

パブリック フォルダー移行 

 パブリック フォルダーから SharePoint 2016 へデータの移行が可能になりました。 

 SharePoint 2016 用のファイル システム移行プロファイルから built-in 禁則文字マッピングを削除するこ

とが可能になりました。 

 パブリック フォルダー移行の Microsoft.Exchange.WebService.dll ファイルがアップグレードされま

した。 

 パブリック フォルダー移行ジョブで、フォルダー フィルター レベル グループ内の タイプ フィルター ポリシー ルー

ルが使用可能になりました。 

 パブリック フォルダー移行プランが追加されたプラン グループを実行する場合、ただいま実行 画面の Shar

ePoint 以外の移行 タブで、完全移行 または 増分移行 を選択可能な オプション フィールドが追加さ

れました。 

 添付ファイルを別のドキュメントとして移行先ライブラリに移行できるようになりました。 
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EMC Documentum 移行 

 EMC Documentum から SharePoint 2016 へのデータ移行に対応しました。 

 SharePoint 2016 では、フォルダー レベルの禁則文字から ~、&、{、} が、ファイル レベルの禁則文字

から ~、&、*、:、{、} が削除され、使用可能になりました。カスタム移行プロファイルで、これらの既定の

禁則文字を削除することが可能になりました。MigrationCommonConfiguration.xml 構成ファ

イル内の <IsEnableIllegalCharReplacement Flag="true"/> ノードの値を false に変更

すると、データは移行プロファイル内の構成に従って移行されます。 

 プラン グループ経由で EMC Documentum 移行プランを実行する場合、完全移行・増分移行 が選択

可能となる オプション が追加されました。 

 EMC Documentum 移行では、メタデータ: テキスト、メタデータ: 数値、メタデータ: はい / いいえ、

メタデータ: 日付と時刻 ルールが追加され、カスタム属性によって EMC Documentum ファイルをフィル

ターすることが可能になりました。 

ファイル システム移行 

 ファイル システムから SharePoint 2016 へデータの移行が可能になりました。 

 ファイル システム高速移行のオフライン モードが向上しました。 

 SharePoint 2016 用のファイル システム移行プロファイルから built-in 禁則文字マッピングを削除できる

ようになりました。禁則文字の置き換え設定 セクションの説明が変更されました。禁則文字を削除すると、

移行先を SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint Online とする移行ジョブ実行の際

にエラーが発生する可能性があることを通知します。 

 ファイル システム移行プランが追加されたプラン グループを実行する場合、ただいま実行 画面の ShareP

oint 以外の移行 タブで、完全移行 または 増分移行 を選択可能な オプション フィールドが追加されま

した。 

Livelink 移行 

 Livelink から SharePoint 2016 へのデータ移行に対応しました。 

 SharePoint Online や OneDrive for Business にインポートする移行データのステージング用インポ

ート場所として Microsoft Azure 環境を使用した際、Livelink 高速移行は、Azure ログの分析、移

行データへの分析結果の書き込みに対応しました。 
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 Livelink 高速移行が、エクスポートおよびインポート モードに対応しました。 

 Livelink 高速移行が、増分移行ジョブに対応しました。プラン グループ経由で Livelink 移行プランを

実行する場合、完全移行・増分移行 が選択可能となる オプション が追加されました。 

 Livelink 高速移行が、コンテンツ、列、管理されたメタデータ、タイプ列、ユーザー、グループの移行に対応

しました。 

 ダイナミック ルールを作成することが可能になりました。これにより、C# でカスタマイズした DLL ファイルを使

用してマッピングを構成することが可能になります。 

 Livelink 高速移行では、リスト マッピング、ユーザー マッピング、グループ マッピングに対応しました。ユーザ

ー タイプ列を ユーザーまたはグループ タイプ列へマッピングできるようになりました。 

 Livelink 高速移行を使用して権限およびドキュメント バージョンを移行することができるようになりました。 

 ショートカット タイプのデータを ドキュメントへのリンク 列に移行できるようになりました。 

 Livelink 高速移行が、コンテナおよびコンテンツ レベルの競合解決に対応しました。 

 Livelink 高速移行が、フィルター ポリシーおよびフィルター オプションに対応しました。 

 Livelink 高速移行が、プラン グループ、通知、スケジュールに対応しました。 

 Livelink 高速移行で、Livelink カテゴリを SharePoint 列として移行することが可能になりました。 

 Livelink 高速移行の移行プロファイルに、以下のオプションが追加されました。 

o 移行オプション 

 カテゴリ マッピング  

 複合ドキュメント オプション 

 フォルダー設定 

 フォルダー構造の管理 

 リンク オプション 

 ナビゲーション オプション 

 ルート ファイル オプション 
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o 詳細オプション 

 文字数制限設定 

 禁則文字の置き換え設定 

 Livelink 高速移行で、移行オプション サブプロファイル内の カスタム パス セクションおよび マッピング オ

プション サブプロファイル内の Livelink カテゴリを SharePoint コンテンツ タイプとして移行する オプ

ションが非表示になりました。 

 Livelink 高速移行の構成ファイル LivelinkMigrationConfiguration.xml が更新されました。 

 LivelinkMigrationConfiguration.xml 構成ファイル内の <IsRestoreGroupAsUser Fla

g="false"/> ノートを変更することにより、Livelink グループをユーザーとして SharePoint サイト コレ

クションへ移行できるようになりました。移行後、Livelink グループ内のユーザーは移行先に移行されません。

SharePoint へ移行できるのは、移行元に存在するマッピング内で定義されたグループのみです。 

 SharePoint 2016 では、フォルダー レベルの禁則文字から ~、&、{、} が、ファイル レベルの禁則文字

から ~、&、*、:、{、} が削除され、使用可能になりました。カスタム移行プロファイルで、これらの既定の

禁則文字を削除することが可能になりました。MigrationCommonConfiguration.xml 構成ファ

イル内の <IsEnableIllegalCharReplacement Flag="true"/> ノードの値を false に変更

すると、データは移行プロファイル内の構成に従って移行されます。 

 Livelink 高速移行の ただちに実行 画面で、前回の移行ジョブでメタデータ / セキュリティの移行に失

敗したオブジェクトを再移行する チェックボックスは非表示になりました。 

 SharePoint 2016 向けの 移行済みオブジェクトを示している DocLinks を Notes/Domino リ

ンク トラッキング ページへ移動する 機能に対応しました。 

Notes/Domino 移行 

 Notes/Domino から SharePoint 2016 へのデータ移行に対応しました。 

 プラン グループ経由で Notes/Domino 移行プランを実行する場合、完全移行・増分移行 が選択可能

となる オプション が追加されました。 

 SharePoint 2016 では、フォルダー レベルの禁則文字から ~、&、{、} が、ファイル レベルの禁則文字

から ~、&、*、:、{、} が削除され、使用可能になりました。プロファイル設定 > 詳細オプション > 禁

則文字の置き換え設定 で、これらの禁則文字を削除できるようになりました。このアクションを実行すると、

移行先を SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint Online とする移行ジョブ実行の際
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にエラーが発生する可能性があります。文字数制限設定 で、フォルダー名の最大文字数 および ファイル

名の最大文字数 が 260 に変更されました。129 ~ 260 文字数のフォルダーまたはファイル名を使用で

きるのは SharePoint 2016 および SharePoint Online のみです。 

 Notes/Domino フォームに From フィールドが含まれていない、かつ Notes/Domino フィールドを Sh

arePoint の 作成者 列へマッピングする列マッピングが構成されていない場合、Notes/Domino 移行は、

Notes/Domino API 経由で移行元ドキュメントの作成者を取得して、作成者 列の値として最初の作

成者を移行されます。 

 MigratorToolConfig CheckSecurity 属性を LotusNotesMigrationWorker.xml ファイ

ルに追加しました。これにより DocAve 移行ツールでスキャン分析が実行される場合に、移行元の権限を

スキャンするかどうかを指定することができるようになります。 

 DocAve マネージャーでコンテンツ タイプ マッピングまたは列マッピングが構成されている場合は、移行元に

存在するマッピング内のフォームおよびフィールドのみが移行されます。移行元でフォームのエイリアスが設定さ

れると、コンテンツ タイプ マッピングを構成する際にフォームのエイリアスを入力する必要があります。 

 <DXLConfig ConvertBmpToGif="True"/> ノードを LotusNotesMigrationWorker.

xml 構成ファイルに追加しました。これにより移行元バックアップ プロセスの切断の発生を防ぐことができま

す。  

 データのバックアップに使用されるローカル パス上の DXL ファイルを読み込むことができるようになりました。 

Quickr 移行 

 Quickr から SharePoint 2016 へのデータ移行に対応しました。 

 プロファイル設定 > マッピング オプション > リスト マッピング で、ディスカッション掲示板 SharePoint 

リスト テンプレートに対応しました。 

 Quickr サーバーがインストールされていない、Notes/Domino クライアントのみがインストールされている

サーバーに、移行元 DocAve エージェントがインストールされている場合は、Quickr 移行が使用できるよ

うになりました。 

 SharePoint 2016 では、フォルダー レベルの禁則文字から ~、&、{、} が、ファイル レベルの禁則文字

から ~、&、*、:、{、} が削除され、使用可能になりました。プロファイル設定 > 詳細オプション > 禁

則文字の置き換え設定 で、これらの禁則文字を削除できるようになりました。このアクションを実行すると、

移行先を SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint Online とする移行ジョブ実行の際

にエラーが発生する可能性があります。文字数制限設定 で、フォルダー名の最大文字数 および ファイル

名の最大文字数 は 260 に変更されました。129 ~ 260 文字数のフォルダーまたはファイル名を使用で
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きるのは SharePoint 2016 および SharePoint Online のみです。 

 サード パーティ Interop.VBA.dll ファイルが更新されました。 

データ保護 

スタンバイ センター 

 テスト フェールオーバー ジョブを実行して、スタンバイ ファームのフェールオーバー準備が完了したかどうかをテ

ストすることが可能になりました。テスト フェールオーバー ジョブを実行すると、読み取り専用のスタンバイ ファ

ームを取得します。また、テスト フェールオーバー ジョブを停止し、本番ファームおよびスタンバイ ファームをテ

スト フェールオーバーの実行前の状態に回復することも可能です。 

最小単位バックアップ & リストア 

 ジョブ モニターで、失敗・停止・スキップ・完了・完了 (実行中に例外あり) の状態のジョブを再実行するこ

とが可能になりました。 

プラットフォーム バックアップ & リストア  

 ジョブ モニター では、プラットフォーム バックアップ ジョブを再実行可能 (複数件を同時に実行可能) な 

再実行 アクションが追加されました。 

 プラットフォーム バックアップ プランを含むプラン グループの実行前に、設定を構成する ただちに実行 インタ

ーフェイスが更新されました。 

 ファーム クローンが、SharePoint サーバーおよび SQL サーバーがいずれも Azure VM 上に存在する S

harePoint ファームのクローンに対応しました。 

 ファームの再構築が、SharePoint サーバーおよび SQL サーバーがいずれも Azure VM 上に存在する 

SharePoint ファームの再構築に対応しました。 

 プラットフォーム バックアップおよびプラットフォーム リストアが、SharePoint サーバーおよび SQL サーバーが

いずれも Azure VM 上に存在する SharePoint ファームのコンポーネントのバックアップおよびリストに対

応しました。 

 プラットフォーム バックアップが、Hyper-V クラスター内の Windows Server 2016 ノードにホストされて

いる VM のバックアップに対応しました (VHDS 共有ディスクには未対応)。プラットフォーム リストア、ファー

ムの再構築、ファーム クローンでは VM バックアップ データのリストアに対応しました。 
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 プラットフォーム バックアップが、ESX/ESXi 6.0 または vCenter 6.0 ホスト サーバーにホストされる VM 

のバックアップに対応しました。プラットフォーム リストア、ファームの再構築、ファーム クローンが VM バックアッ

プ データのリストアに対応しました。 

 コントロール パネル > ジョブ パフォーマンス通知 で、プラットフォーム バックアップのジョブ パフォーマンス通

知の設定を構成可能になりました。 

SQL Server データ マネージャー 

 SQL Server データ マネージャーでは SharePoint コンテンツ データベースの VHDX ファイルの分析およ

びリストアに対応しました。 

VM マネージャー 

 ジョブ モニター に、VM バックアップ ジョブを再実行可能 (複数件を同時に実行可能) な 再実行 アクシ

ョンが追加されました。 

 DocAve では、Hyper-V クラスター内の Windows Server 2016 ノードにホストされている VM のバ

ックアップおよびリストアに対応しました (VHDS 共有ディスクには未対応)。 

 DocAve では、VMware ESXi 6.0 または VMware vCenter server 6.0 ホスト サーバーにホスト

される VM のバックアップおよびリストアに対応しました。 

管理 

管理センター 

 すべての機能が SharePoint 2016 に対応しました。 

 管理センター > セキュリティ > ユーザーと権限の編集 > サイトの権限 で SharePoint グループ名を

クリックすると、SharePoint グループを編集可能になりました。 

 管理センター > セキュリティ > セキュリティ検索 に、SharePoint ユーザーとグループ、外部ユーザー、

ゲスト リンクを持っているユーザー などを検索可能な ユーザー タイプ が追加されました。 

 DocAve 管理センターでは、登録済みの SharePoint サイト グループ内で SharePoint Online サイ

ト コレクションを作成できるようになりました。 
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コンテンツ マネージャー 

 SharePoint 2016 に対応しました。 

 ID/GUID ではなく、値に基づいて参照列の関連関係を移動 / コピー可能になりました。 

 コンテンツ マネージャー構成ファイルで、コンテンツ マネージャー ジョブの実行後、移動元の非アクティブのア

カウントの状態を移動先で保持するかどうかを制御できるようになりました。 

 DocAve GUI でリスト通知をコピー / 移動するかどうかを選択可能になりました。 

展開マネージャー 

 SharePoint 2016 に対応しました。 

 SharePoint Online から SharePoint 2013 または 2016 にデータを展開する際、展開元と展開先

のバージョンが異なるためキューに追加できないというメッセージが表示されるようになりました。 

 SharePoint Online ツリー配下でサイト コレクション コンテナを作成可能になりました。 

レプリケーター 

 SharePoint 2016 のデータ レプリケートに対応しました。 

 サイトまたはリスト レベルの Nintex ワークフロー定義をオンプレミス版 SharePoint 2013 から ShareP

oint Online へレプリケートできるようになりました。...\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP201

0\Replicator ディレクトリへ移動して、SP2010Replicator.xml 構成ファイルを開き、BackupNi

ntexWorkflowForO365="False"属性の値を True に変更します。  

 プラン グループ経由でレプリケーター プランを実行する場合、完全移行・増分移行 が選択可能となる オ

プション が追加されました。 

レポート ポイント 

 レポート ポイントには、ストレージ トレンド、ストレージ分析、ユーザー ストレージのサイズ 3 種類のダッシュ

ボード Web パーツが追加されました。 

  



 13 

 
DocAve 6: リリース ノート 

 

ストレージ最適化 

アーカイバ 

 アーカイバ ジョブのスキップされたオブジェクトの統計が向上しました。オブジェクトが親ノードからの継承を停

止したと説明するコメントがアーカイバ ジョブ詳細に追加されました。 

 オートノミー統合 エクスポート方法を使用して、SharePoint データを SFTP ストレージ タイプのエクスポ

ート先にエクスポートできるようになりました。 

 エンド ユーザーの各アーカイバ ジョブが処理プール プロセスのスレッドによって処理されます。プロセスはジョブ

完了後の 5 分後に終了します。 

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 バージョンをアーカイブする際、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 バージョンのコンテンツ レベルの完全な情報をバックアップするかどう

かを制御できるように、EndUserArchiverAdvancedMode パラメーターを AgentCommonSt

orageEnv.cfg ファイルに追加しました。 

 DocAve エージェント サーバー の ...\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010(2013/2016

)\Compliance ディレクトリ内の ManifestVEO.xml ファイルを構成することで、アーカイバ ジョブ用に収

集したメタデータおよび manifest XML ファイル内の各アイテムをカスタマイズすることが可能になりました。 

 アーカイバ ルールで、手動承認を有効にする および アーカイブ前にエクスポートする チェックボックスを同

時に選択可能になりました。 

 アーカイバ ジョブ内のオブジェクトのスキップ ロジックが向上しました。構成したアクションがアーカイバのロジック

に従ってオブジェクトに対して実行されない場合、ジョブ モニターでオブジェクトの状態が スキップ となります。 

 DocAve アーカイバ コンテンツ ライフサイクル ジョブのジョブ詳細は DocAve 管理シェルを使用して取得

できるようになりました。 

Cloud コネクタ 

 SharePoint 2016 に対応しました。 

コネクタ 

 SharePoint 2016 に対応しました。 
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 SharePoint 2016 の built-in 禁則文字のマッピング ルールが削除可能になりました。 

 コネクタの構成ファイルを構成することで、同期中にワークフローの進行状況を保持することが可能になりまし

た。 

ストレージ マネージャー 

 SharePoint 2016 に対応しました。 

ヘルス アナライザー 

 SharePoint 2016 に対応しました。 

管理シェル 

 DocAve API およびコマンドレットを使用して SharePoint 2016 コンポーネントに対してアクションを実

行することが可能になりました。 
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既知の問題  

インストール 

 Windows Server 2012 および Windows 8 環境で DocAve 6 プログラムを検索すると、DocAve 

6 ショートカットは既定で Internet Explorer (IE) 10 の Metro UI 版で開きます。IE 10 では Silv

erlight 5.0 に対応していないため、スクリーン解像度が低いので IE が実行できない旨のメッセージが表

示されます。 

対処法: Windows 8.1/Windows 2012 R2 環境のデスクトップ版 IE 10/IE 11 で DocAve 6 を

開きます (デスクトップからのショートカットを使用するなど)。 

 Windows アップデート KB2756920 をインストールした後にコントロール サービスにアクセスできない状

態が発生した場合、ホットフィックス KB2637518 をインストールすることで解決します。ダウンロード リンク

は Microsoft® サポート 技術情報 内にあります。 

コントロール パネル 

 DocAve 6 SP 5 へのアップグレード後、SharePoint にインストールされている ReportCenterSocia

lActivity.wsp ソリューションが正常に更新されません。これは、DocAve 6 SP 5 では ReportCent

erSocialActivity.wsp は UsageActivityWebParts.wsp に名称が変更されており、当該ソリ

ューションの状態が 展開済み ではなく 未展開 となっていることが原因で発生します。 

対処法: ソリューション マネージャーで UsageActivityWebParts.wsp を選択して旧バージョンを削

除してから、リボン上で [展開] をクリックして新しいバージョンを展開します。 

 .Net Framework 3.5 環境に DocAve エージェントをインストールした場合、その後同環境で .Net F

ramework 4.5 にアップグレードしても DocAve インターフェイスで SharePoint Online のサイトは表

示されません。これは、.Net バージョンの情報がはじめに DocAve マネージャーでエージェントを登録する

際に取得されるためです。3.5 から 4.5 へのアップグレード終了後、SharePoint Online に接続する前

にエージェント サービスを再起動する必要があります。 

 Administrators および Users グループで Internet Explorer セキュリティ強化の構成 が有効化

されていると、ジョブ モニターでジョブ レポートおよびライセンス レポートをダウンロードすることができません。  

http://support.microsoft.com/kb/2637518
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対処法: サーバー マネージャーに移動し、セキュリティ情報セクション内の [IE ESC の構成] リンクをクリッ

クします。Internet Explorer セキュリティ強化の構成 インターフェイスが表示されます。Administrat

ors セクションおよび Users セクションで [オフ] ラジオボタンを選択し、[OK] をクリックして変更を保存する

と、レポートをダウンロードできるようになります。 

移行 

SharePoint 移行 

 ブログ テンプレートを使用した SharePoint 2007 サイトから SharePoint 2016 のノードへの移行ジョ

ブを実行する場合、移行先サイトのホームページのサイド リンク バーに カテゴリ が表示されません。これは、

カテゴリ Web パーツの ビューの選択 プロパティが正しく移行されていないためです。 

 

対処法: 移行先で カテゴリ Web パーツを編集して保存します。 

 ブログ テンプレートを使用した SharePoint 2010 サイト コレクションから、SharePoint 2016 の手動

で入力したサイト コレクションへの移行ジョブを実行する場合、移行元サイト コレクションのホームページの 

RSS フィード リンクが移行先に移行されません。これは、RSS フィード リンクが SharePoint 2013 で ブ

ログ リンク Web パーツに保存されていますが、SharePoint 2010 には ブログ リンク Web パーツが

存在しないためです。SharePoint 2010 では、RSS フィード リンクが 投稿 Web パーツに保存されてい

ます。 

対処法: 移行ジョブの終了後、ブログ リンク Web パーツを 移行先サイト コレクションのホームページに

手動で追加します。 

 SharePoint 2007 ライブラリで作成した 集計値 列で、=[Content Type] を列の数式の値として構

成した場合、SharePoint 2007 から SharePoint Online への高速移行ジョブを実行する際に、集計

値 列が移行先に移行されません。これは、SharePoint Online には 集計値 列に関連付けることのでき

る コンテンツ タイプ 列が存在しないためです。 

 

 SharePoint 2007 サイト コレクションから SharePoint Online サイト コレクションへの高速移行で、コ

ンテナの作成 機能を使用して新しい SharePoint Online サイト コレクションを移行先として作成する場

合、移行元サイト コレクションに以下のテンプレートが含まれると、サイト コレクションは作成できません。 

一般的な会議ワークスペース、空の会議ワークスペース、意思決定の会議ワークスペース、イベントの

会議ワークスペース、複数ページの会議ワークスペース、レポート センター、発行ポータル、グループ作
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業ポータル、サイト ディレクトリ、空のサイト、Wiki サイト、ドキュメント ワークスペース 

これは、上記のサイト コレクション テンプレートが SharePoint Online に存在しないためです。 

 

 レポート センター テンプレートを使用する SharePoint 2007 サイト コレクションを SharePoint 2016 

の手動で入力したノードに移行する場合、移行されたサイト コレクションのホームページが移行先で正しく表

示されません。これは、レポート センター サイト コレクション テンプレートが SharePoint Online に存在

しないためです。 

 

 移行ジョブでは、FAST 検索センター、寄付金管理 Web データベース、案件管理 Web データベース、

プロジェクト Web データベース、連絡先管理 Web データベース テンプレートの SharePoint 2010 

サイト コレクションは SharePoint 2016 に移行できません。これは、上記のサイト コレクション テンプレー

トが SharePoint 2016 に存在しないためです。 

 

 SharePoint 2007/2010/2013 サイト コレクションを SharePoint Online に移行する場合、ドキュメ

ント ID に関連されている 参照 列の値が正しく移行先に移行されません。SharePoint Online クライア

ント API の制限により、DocAve ではドキュメントの行 ID を保持できません。 

 SharePoint 2007 から 2010 への移行ジョブを実行し、SharePoint 2010 Web アプリケーション内

で管理パスを作成した場合、移行先として手動で作成したサイト コレクションを選択すると、Web アプリケ

ーション ノードを更新しても新しく作成した管理パスが移行先のツリーに読み込まれません。 

対処法: Web アプリケーションのあるファーム ノードを更新する必要があります。 

eRoom 移行 

 eRoom 内の Windows NT ドメイン タイプを使用してディレクトリ接続を追加し、このドメインからユーザ

ーおよびグループを eRoom へ同期したのち、同期したグループから新たにグループを追加して同一ドメイン

内の SharePoint に eRoom を移行すると、グループの移行に失敗します。これは、eRoom 移行では

ディレクトリ接続名をドメイン名として使用するため、eRoom 移行時に 2 つの異なるドメイン間での移行と

認識されてしまうために発生します。  

対処法: 移行元の eRoom 接続名と移行先のドメイン名をマッピングするようドメイン マッピングを構成し

ます。 
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パブリック フォルダー移行 

 オンプレミス版 Outlook から OWA (Outlook Web App) に向けて、または OWA からオンプレミス版 

Outlook に向けてメールを返信する際、メールの件名を変更すると、返信メールのスレッド インデックス プロ

パティの値が変更され、それ以降の返信が同じトピックで処理されなくなります。返信や転送メール、元のメ

ールなどを移行先 SharePoint 内のディスカッション掲示板に移行する場合、スレッド インデックスの値に

変更があった返信や転送メールは、移行先で同じトピックとして移行されることはありません。 

EMC Documentum 移行 

 互いに属性を継承しあう 2 種類の Documentum タイプが移行後も移行元に存在している場合、これ

ら 2 種類の SharePoint コンテンツ タイプは移行先で継承を保持しません。 

*注意: EMC Documentum のタイプは SharePoint のコンテンツ タイプと同じものになります。 

ファイル システム移行 

 ファイル システム高速移行ジョブで、チェックボックス ユーザーおよびグループを移行する、フォルダーのセキ

ュリティと継承を移行する、ファイルのセキュリティと継承を移行する を選択する場合、プロファイルは使用

できません。 

 ファイル システム移行を実行する際に、移行先としてドイツ語サイトを指定してプランを保存し、メタデータ フ

ァイルの手動での構成を選択した場合、保存する Microsoft Excel ファイル上でドイツ語の翻訳を手動

で編集する必要があります。既定の用語セットのパス: システム; キーワード内の [キーワード] のドイツ語

訳が SharePoint 訳と一致しません。 

対処法: Excel ファイルを開き、Schlüsselwörter を Schüsselwörter (SharePoint 訳に合わせる

ため) に変更して Excel ファイルを保存し、ジョブを再実行します。これにより、既定値が [システム; キーワ

ード] の状態で管理されたメタデータ列が移行先ノードに作成されます。 

Livelink 移行 

 Livelink 高速移行を実行すると、ジョブ モニター > ジョブの詳細 画面で、入れ子リストおよびディスカッ

ション トピックの移行済みタスクの URL が、移行先で誤ったオブジェクトにリンクされます。この問題は、オブ

ジェクトが移行元での順序と同じく移行されず、Azure ログから移行先の URL 情報を取得できないため、

Livelink 高速移行では正確な移行先アイテム URL を確認できないことに起因します。 

 ログに 100 件以上のエラーが存在する場合、Livelink 高速移行は失敗となります。 

 Livelink 高速移行では、ユーザーを移行する、グループを移行する、セキュリティを移行する チェックボッ
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クスを選択する場合、プロファイルは使用できません。 

 移行元のノードを選択してインポート モード プランを作成する際に、[XML ドキュメントにエラーが発生し

ました ([行番号], [列番号])。移行元オブジェクト名に禁則文字が含まれています。] のようなエラー

が発生する可能性があります。 

 

対処法: エラー メッセージ内の行番号と列番号は XML ファイル内の禁則文字の場所を示しています。  

o Livelink 移行の場合、[構成したエクスポート先の UNC パス]\LiveLink Exported Data\[

エクスポートされたプラン ID]\AgentImportTree.xml に移動して、禁則文字を削除するか、

別の文字で置き換えます。  

o Livelink 高速移行の場合、[構成したエクスポート先の UNC パス]\LiveLink High Speed 

Migration Exported Data\docavededicated\[エクスポートされたプラン Id]_[ジョブ ID]

_AgentImportTree.xml に移動して、禁則文字を削除するか、別の文字で置き換えます。 

Quickr 移行 

 Quickr 移行ジョブを開始した直後に停止すると、ジョブが 停止中 状態となって 1 時間半続き、その後

通信失敗によってジョブ失敗となります。これは、ジョブの停止アクションを実行したのが早すぎて、通信が既

に無効になっていても、移行先 DocAve エージェントが移行元 DocAve エージェントからバックアップ デー

タを受信してしまうことに起因します。 

データ保護 

スタンバイ センター 

 ログ シッピング方法でスタンバイ センター グループを作成してデータベースを追加し、移行先 SQL Server 

インスタンスに同じ名前のデータベース (移行元から同期されたデータベースではありません) が存在する場

合、このグループを使用してフォールバック ジョブを実行すると、本番データベースは削除されまたは名前が変

更され、移行先 SQL Server インスタンス内のデータベースが本番ファームに同期されます。これはスタン

バイ センターの誤った使用例です。フォールバック ジョブの実行前にプレスキャン ジョブまたは同期ジョブを実

行すると、移行先 SQL Server インスタンスに、本番データベースと同じ名前のデータベースが使用されて

いることを報告するジョブ レポートが出力されます。 

 ダッシュボードで複数のグループが選択されている場合、スタンバイ センターの同期・フェールオーバー ジョブ

が失敗することがあります。 

 DocAve 6 SP3 を SP4 に更新する場合、AlwaysOn 可用性グループを同期方法として使用した SP
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3 から更新されたスタンバイ センター グループはプレスキャンおよび同期ジョブに失敗します。これは、SP4 

スタンバイ センター AlwaysOn 可用性グループの同期方法が SP3 と異なるためです。 

対処法: SP4 に更新した後、スタンバイ センター グループを編集し、列のヘッダーの [削除] をクリックして

グループ内のノードをすべて削除してから追加しなおします。グループを保存し、このグループを使用してスタ

ンバイ センター ジョブを実行します。 

 SQL インスタンス設定でマスター キーを構成した後に、SQL インスタンスのマスター キーを変更する場合、

更新したマスター キーは SQL インスタンス設定インターフェイス上に表示されません。 

最小単位バックアップ & リストア 

 SharePoint 2010 ファームにインストールした DocAve 5 SP8 CU2 で、サイト コレクションを選択して

完全バックアップジョブを実行し、バックアップ データを DocAve 6 SP7 にインポートして 別の場所へリスト

ア ジョブを実行する場合、データの選択 ツリーを展開して、ノードとしてこのサイト コレクションのみを選択す

ると、リストア先を選択する際にエラーが発生します。  

対処法: インポートされたデータをリストアする場合に、先にサイト コレクション配下のノードを選択してから、

サイト コレクションを再度選択します。 

 全般設定 の アップロードの最大サイズ が 4 GB に設定されている Web アプリケーション配下のライブラ

リ (サイズが 3.56 GB であるファイルが含まれています) をバックアップすると、バックアップ ジョブが失敗しま

す。 

 DocAve 6 SP6 を DocAve 6 SP7 に更新し、サイト コレクションをバックアップした後、オブジェクト ベ

ース リストア または SharePoint で 最小単位バックアップからのリストア 機能を使用してリストア ジョ

ブを実行する場合、フォルダー以下のレベルのデータは検索できません。 

対処法: DocAve_6_SP7.zip ファイル内の MediaPath.zip ファイルを抽出し、System.Data.

SQLite.DLL ファイルを .../MediaPatch/Media/bin/x64 or .../MediaPatch/Media/bin/x86 

ディレクトリ (システムによってフォルダーを選択します) から .../AvePoint/DocAve/Manager/Media/

bin ディレクトリにコピーします。 

 アプリを含む OneDrive for Business を他の OneDrive for Business にリストアする場合、アプリの

ナビゲーションはリストアされますが、リストア先でアプリを開くとエラーが発生します。 

 DocAve を DocAve 6 SP7 に更新する場合、DocAve 6 SP6 を使用してバックアップした SharePoi

nt Online データに対して 別の場所へリスト ジョブを実行すると、リストア先 ツリーの 個人用登録済み

サイト ノード配下のノードが展開できません。これは、DocAve 6 SP6 では SharePoint Online データ

のバックアップに SP2013GranularBackup.exe が使用するのに対し、DocAve 6 SP7 ではバック
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アップ データ のリストアに SP2016GranularRestore.exe が使用されるため、データが 個人用登録

済みサイト にリストアできないことが原因で発生します。 

 最小単位バックアップ & リストアで、リストア元の 参照 列に関連付けられた同じ名前のリストがリストア先

にある場合、別の場所へリストア ジョブの完了後、参照 列の値がリストアされません。  

対処法: リストア先の 参照 列に関連付けられたリストア元のリストに対してリストア ジョブを実行し、ジョブ

の完了後に SP2013GranularBackupRestore.cfg ファイルの forceUseSourceLookupV

alue プロパティを true に変更してから別のリストア ジョブを実行して 参照 列をリストアすることができます。 

 Office 365 の登録ユーザーによって開かれている、またはチェックアウトされているファイルのバージョンはバッ

クアップできません (SharePoint 2010 で発生)。 

 ドメイン マッピングを使用する際、ドメイン サフィックスが追加されている場合はドメイン マッピングが適用され

ません。例: ドメイン名.com (SharePoint 2013 で発生) 

 権限の継承を解除したサブサイトを含むサイト コレクションをリストアする場合、リストア後のサブサイトはサイ

ト コレクションの権限を継承してしまいます。バックアップ ジョブ前に作成したサブサイトのアクセス許可レベル

はすべてサイト コレクションのアクセス許可レベルに含まれます。(SharePoint 2013 で発生) 

プラットフォーム バックアップ & リストア 

 SharePoint 2013/SharePoint 2016 のフォーム ベース認証を使用して作成したサイト コレクションに

対して、最小単位レベルの 元の場所へリストア を実行する場合、リストア ジョブの完了後、サイト コレク

ション内の FBA ユーザーのリストアは失敗となります。 

 DocAve 6 SP5 以前の DocAve で SharePoint 2013 ファームをバックアップする場合、SharePoin

t サーバーの全体管理サーバーの名前は記録されないため、DocAve 6 SP6 以降の DocAve でファー

ムの再構築を実行する際、エージェントは SharePoint サーバー上で SharePoint サーバーの全体管理

を作成しません。 

対処法: 再構築されたファームで SharePoint サーバーを選択して、SharePoint 2013 管理シェルを

開き、New-SPCentralAdministration コマンドレットを入力して SharePoint サーバーの全体管

理を作成します。New-SPCentralAdministration コマンドレットの詳細については、https://tec

hnet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607841.aspx を参照してください。 

 論理 BLOB ストレージ デバイスに複数のストレージ グループが含まれている場合、ストレージ グループ間

の同期用のファイルが論理デバイスに生成されます。プラットフォーム リストアでは、Windows API のコピー

方法を使用して BLOB バックアップ データをバックアップ デバイスから物理デバイスにコピーしてバックアップし

ますが、物理デバイスでは同期用のファイルが生成できないため、リストアされた BLOB データはセカンダリ 
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ストレージ グループに同期できません。 

 Windows 2012 では、データ ファイルがネットシェア パスに保存されているデータベースは VSS を使用し

たバックアップに対応していません。 

 リストアを実行して Web アプリケーションを別のファームにクローンする場合、ドメイン マッピングの設定に完

全修飾ドメイン名を使用すると、ドメイン マッピングが正常に実行されません。これは、ドメイン マッピング設

定では完全修飾ドメイン名に対応していないことが原因で発生します。 

 単一サーバー構成の SharePoint ファームでは、エージェントがインストールされたマシン名が 15 文字を

超過し、かつマシンの IP アドレスが SharePoint 構成の際にデータベース サーバーの値として使用されて

いる場合、DocAve エージェントでこのファームのサーバー ロールについての正しい情報を得ることができませ

ん。C# API ではサーバー名の 15 文字までしか取得することができないため、DNS から取得した情報と

の不一致が発生します。そのため、エージェントでサーバー ロールを取得することができません。  

対処法: サーバー名が 15 文字を超過する場合は、...\AvePoint\Agent\bin\AgentCommonV

CEnv.config に移動し、localSPServerName の値を完全なサーバー名に変更して、修正を保存しま

す。 

 SharePoint 2013 ファーム内に複数の Search Service アプリケーションが存在しており、かつインデッ

クス コンポーネントが同一 SharePoint サーバー内に保管されていない場合、Search Service アプリケ

ーション バックアップの際にインデックス コンポーネントをバックアップすることはできません。 

 別の場所へリストア ジョブを実行して、Microsoft SharePoint Foundation Web アプリケーション 

サービスの停止したエージェントをカスタム エージェント グループに追加します。このグループを使用してバック

アップした Web アプリケーションをリストアすると、リストア ジョブの完了後リストアした Web アプリケーション

のサイトにアクセスできなくなります。 

対処法: このサイトにアクセスするためには、リストア先の Web アプリケーション URL に名前が使用されて

いるサーバー上で Microsoft SharePoint Foundation Web アプリケーション サービスを開始する

必要があります。 

 元の場所へリストア ジョブを実行して用語ストア Managed Metadata Service をリストアした場合、バ

ックアップ ジョブの完了後に作成した用語グループは用語ストアに表示され続けます。 

対処法: これは、元の場所へリストア ジョブの後に IISReset コマンドを実行し、用語ストア管理ツール ペ

ージを更新することで解決することができます。 

 別の場所へリストア ジョブを実行して、ユーザー マッピングが構成された状態で Web アプリケーションおよび

そのコンテンツ データベースをリストアすると、リストア ジョブは例外付きで完了となり、ユーザー マッピングは
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失敗します。  

対処法: リストア ジョブを実行するエージェント アカウントに対してフル コントロール権限を付与して、このエ

ージェント アカウントを使用して別の場所へリストアを再度実行し、競合解決 が 上書きする に設定された

状態でこの Web アプリケーション配下のンテンツ データベースをリストアすると、リストア ジョブは完了となり、

ユーザー マッピングも正常に実行されます。 

 ファーム クローンでは、クローン先ファームへのタグとメモのクローニングには対応していません。  

 ファーム クローンでは、コネクタ BLOB データのクローニングには対応していません。また、ファーム クローンの

後にクローン先コネクタ ライブラリ内のファイルへアクセスすることはできません。SharePoint の コネクタ設

定 画面で、リストア先のコネクタ ライブラリがリストア元のライブラリと同じストレージ場所を使用しているが、

DocAve マネージャー上ではコネクタ ライブラリの設定が何も構成されていないように見える場合、ライブラリ

のパスを構成しても保存することができません。  

対処法: リストア先のコネクタ ライブラリ内のファイルにアクセスするためには、リストア先ファームのコンテンツ 

データベースに関連する RBS 設定を有効化した後、ファーム クローン後にリストア先ファームにクローニング

されたスタブ データベースを使用してコンテンツ データベースを手動で関連づける必要があります。これにより

リストア先のパスに保管された BLOB データが有効化され、リストア先の SharePoint コネクタ ライブラリ

からアクセスできるようになります。 

 透過的データ暗号化 (TDE) が施されたバックアップ済みデータベースの [別の場所へリストア] を実行する

際、事前にリストア元のマスター キーがリストア先にない場合、[別の場所へリストア] ジョブは失敗します。 

対処法: リストア先 SQL Server 上で以下の SQL ステートメントを使用してマスター キーを生成します。 

"USE master;  

GO  

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '<(お使いのパスワード)>';  

Go" 

その後 [別の場所へリストア] ジョブを実行し、TDE 暗号化済みデータベースをリストアします。 

TDE 処理済みのデータベース バックアップは、マスターとなる鍵がリストア先にない場合、別の場所へリスト

アすることはできません。リストア先の SQL Server でマスター キーを作成するには、以下の SQL ステート

メントを使用してください。 

"USE master;  
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GO  

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = '<(お使いのパスワード)>';  

Go" 

*注意: マスター キーのパスワードは、バックアップのパスワードと一致させる必要はありません。 

 バックアップ ジョブの実行前にエレメント <ForceUseCache>false</ForceUseCache> の値を tru

e に変更すると、インデックスを正常に生成することができます。 

 バックアップ作業の実行中に User Profile Synchronization Service が 開始済み の状態で、同じ

場所へリストア ジョブを実行して User Profile Service Application をリストアする場合、リストア後に 

User Profile Synchronization Service が停止します。 

対処法: この問題は、リストア ジョブ後に User Profile Synchronization Service を手動で開始す

ることで解決できます。  

 ファーム クローンを実行する前に SQL Server PowerPivot Service for SQL Server 2008 をリス

トア先の SharePoint ファームで構成することはできません。構成した場合、リストア先のサーバーに再接

続する際にジョブが失敗となります。 

対処法: SQL Server PowerPivot Service がリストア先 SharePoint ファームにインストール・構成

されている場合、以下の方法で解決します。 

o SQL Server PowerPivot Service バックアップ データがファーム クローンに使用するバックアッ

プ ジョブに含まれていない場合、ファーム クローンを実行する前に SQL Server PowerPivot S

ervice をリストア先 SharePoint からアンインストールします。 

o ファーム クローンに使用するバックアップ ジョブに SQL Server PowerPivot Service バックアッ

プ データが含まれている場合、SQL Server PowerPivot の .dll ファイル (Microsoft.Anal

ysisServices.SharePoint.Integration.dll) を各 SharePoint サーバー の GAC に

登録します(例 C:\inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\42083\bin)。 

*注意: リストア先の SharePoint ファームに SQL Server PowerPivot Service がインストール・構成

されていないにもかかわらず、SQL Server PowerPivot Server バックアップ データがバックアップ ジョブ

に含まれている場合、リストア先ファームの SQL Server PowerPivot Service はファーム クローン後も

動作しません。この場合、ファーム クローン ジョブ後に SQL Server PowerPivot を構成し、SQL Serv

er PowerPivot のインストール前に指定の .dll ファイル(Microsoft.AnalysisServices.ShareP

oint.Integrationd.dll および Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.

resources.dll) を GAC から削除する必要があります。 
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管理 

コンテンツ マネージャー 

 Nintex ワークフロー定義を SharePoint Online サイトから SharePoint Online サイトに、または Sh

arePoint Online リストから SharePoint Online リストに移行する場合、Nintex ワークフロー定義が

移行先のワークフロー ギャラリーに表示されず、閲覧および編集することもできません。 

 移動元と移動先がいずれもオンプレミス版 SharePoint 2016 で、メタデータ ファイルの生成機能が有効

になっている状態でコンテンツ マネージャー インポート ジョブ (オフライン コンテンツ マネージャー ジョブ) を

実行する場合、日付タイプに関連付けられている、複数の値のある参照列の移動またはコピーは失敗しま

すが、1 件の値のある参照列は正常に移動またはコピーできます。 

 SharePoint Designer 2013 プラットフォーム ワークフローのワークフロー インスタンスのコピーまたは移動

は対応されていません。 

 移動元が、DocAve コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト に登録されているオンプレ

ミス版 SharePoint サイト コレクションの場合、コンテンツ マネージャー ドメイン マッピングは実行できませ

ん。 

 管理ナビゲーションで構成されたフレンドリー URL を移動先にコピーする場合、フレンドリー URL が正しく

置き換えられないため、リンクは移動先で使用できません。 

 SharePoint 2013 環境でコンテンツ マネージャーを使用する場合、Active Directory フェデレーション 

サービス (ADFS) プロバイダーから Active Directory (AD) プロバイダーへのユーザー マッピングおよびド

メイン マッピングは失敗することがあります。  

対処法: ADFS プロバイダーおよび AD プロバイダーにプレフィックスを追加します。例えば、ユーザー マッピ

ングのプレフィックスを次のように構成します。 

移動元ユーザー名: i:05.t|adfs|contoso\user1  

移動先ユーザー名: i:0#.w|contoso\user1 

 移動元と移動先がいずれも SharePoint Online 環境である場合、SharePoint Designer 2010 プ

ラットフォームの再利用可能なワークフロー テンプレートは移動先にコピーできません。これは SharePoint 

の API 制限に起因します。 

 マージする アクションを使用して ブログ テンプレートのサイト コレクションを  SharePoint Online サイト

にコピーまたは移動する場合、移動先では重複したサイド リンク バーとなります。 
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 トップ レベル サイトを移動先サブサイトに移動またはコピーする場合、サブサイトはサイト コレクションの権限

を継承します。トップ レベル サイトに、全サイトに対する匿名アクセス設定が構成されている場合、匿名アク

セス設定が移動先に移動 / コピーできません。これは、匿名アクセス設定を権限を継承しているサブサイト

へのリストアを禁止する API 制限によるものです。 

 コンテンツ マネージャー ジョブを実行してオンプレミスの SharePoint サイト コレクションから SharePoint 

Online サイト コレクションへ移行する場合、アンケート リスト内の 完了 列の値は移行元で いいえ に設

定されていた場合でも移行先では はい に変更されます。(SharePoint 2010 で発生) 

 コンテンツ マネージャー ジョブを実行して SharePoint オブジェクトを (ディスカッション リストを含めた) コミ

ュニティ サイトから (ディスカッション リストを含めた) チーム サイトへコピーすると、コピー元のディスカッションは

コピー先で使用できなくなります。また、リスト設定内の [削除] アクションがコピー先で非表示となり、サイト 

コミュニティ 機能もコピー先で使用不可となります。(SharePoint 2013 で発生) 

 SharePoint Online の Wiki ページを SharePoint 2013 オンプレミス環境へコピーまたは移動するこ

とはできません。SharePoint 環境に保管されている直近バージョンの Office データを、古いバージョンの 

Office がインストールされている SharePoint 2013 オンプレミス環境へコピーおよび移動することはでき

ません。 

展開マネージャー 

 増分展開ジョブで、SharePoint 2016 MMS 用語グループの削除は展開できません。これは、ShareP

oint 2016 では用語グループの削除がログされないように制限されているためです。 

 API 制限のため、SharePoint 2016 ドキュメント Web パーツ構成は正しく展開されません。  

 SharePoint Online でリストの親ノードからの継承を停止し、外部ユーザーをリストに追加して、展開元

に アクセス権の要求 リストを選択し、展開先に SharePoint Online トップ レベル サイトを選択する場

合、展開マネージャー ジョブを実行すると、アクセス権の要求 リスト内のアイテムは展開先に正しく展開さ

れません。この問題は SharePoint Online の制限に起因します。  

 SharePoint 2016 サイト コレクションから SharePoint Online サイト コレクションに展開する場合、ク

ライアント API 制限により、Web パーツの設定 クエリ文字列 (URL) フィルター、SharePoint リスト 

フィルター、ページ フィールド フィルター、フィルターの選択、HTML フォーム Web パーツ が正しく展

開できません。 

 発行機能が有効になっている状態で SharePoint 2016 サイト コレクションから SharePoint Online 

サイト コレクションに展開する場合、Web サービスによって Web レベルのビデオ コンテンツ タイプの XML 

ドキュメントが更新される際、リスト レベルのビデオ コンテンツ タイプのリソース ファイルが削除されます。この
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問題は、展開マネージャーが Web サービスを呼び出す時に、SharePoint の制限の原因で発生します。  

 API 制限のため、未発行の Nintex ワークフローは展開先環境へ展開することができません。 

 Office 365 の制限により、SharePoint 2010 オンプレミス ワークフローの再利用可能なテンプレートを

作成する場合は、SharePoint Designer を使用する必要があります。リストを作成してから再利用可能

なテンプレートを使用することで、リスト内にワークフロー定義を作成することができます。 

 2010 エクスペリエンス バージョンを選択して、ドキュメント センター テンプレート サイト コレクションを展開

元として指定し、展開先のサイト コレクションを手動で入力して展開マネージャー ジョブを実行すると、[最

高評価のドキュメント Web パーツ] に表示されているドキュメントは展開先へ正常に展開されません。 

 DocAve SP1 と SP3 CU3 ではデータ構造が変わるため、SP1 から SP3 CU3 へのアップグレード実行

後に SP1 の展開ジョブから開始したロールバック ジョブは失敗します。 

 展開元および展開先両方のコンテンツ タイプで名前が一致しているがタイプが一致しない場合、コンテンツ 

タイプは展開先で上書きされません。この場合、元の名前の末尾に数字を追加して新しくコンテンツ名が作

成されます。(SharePoint 2010 で発生) 

 Web フロント エンド レベルの展開プランを構成し、[展開先環境をバックアップする] オプションを選択、ジョ

ブを実行後、DocAve を更新した場合、ジョブ モニター上で Web フロント エンド レベルの展開ジョブを選

択して、リボン上の [ロールバック] をクリックすると、ロールバック ジョブが失敗したことを確認できます。DocA

ve の更新を行うと、このようなロールバックの操作は現在正常に起動しません。 

 展開マネージャー コンテンツ オーガナイザー ルールを使用している展開元および展開先サイト コレクション

にファイルをアップロードする場合、展開先場所がドキュメント ライブラリであり、コンテナ レベルの競合解決 

として マージする を選択し、コンテンツ レベルの競合解決 として 上書きする を選択すると、コンテンツ オ

ーガナイザー ルールがトリガーされず、ファイルが展開先ライブラリに展開されません。 

レプリケーター 

 SharePoint では、レプリケート元となるサイト コレクションに新しいグループを追加するとリアルタイム レプリ

ケート ジョブを開始するイベントが発生し、データのレプリケート先にグループを同期します。SharePoint は

グループ所有者をグループ ユーザーに自動的に追加します。この場合はイベントは発生せず、リアルタイム 

レプリケート ジョブは開始されません。また、グループの所有者はレプリケート先のグループ ユーザーにはレプリ

ケートされません。グループの所有者は、次回以降のレプリケート処理が開始された際に正常にレプリケート

します。 

 レプリケート元およびレプリケート先でコンテンツ クエリ Web パーツを使用する場合、クエリされたリストもレプ

リケートする必要があります。この作業では Web パーツを含む SharePoint オブジェクトに加え、依存リス
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トのレプリケートも必要となります。Web パーツが依存する関連リストはサイト内の複数個所に存在する場

合があるため、レプリケーターではこれらのリストの自動レプリケートは実行しません。 

 管理されるメタデータの用語のレプリケートは、レプリケート元とレプリケート先の両環境で Managed Meta

data Service が Web アプリケーション レベルで関連付けられ、かつ構成されている場合を除いて実行で

きません。 

 プラン マネージャー インターフェイスを使用してプラン ジョブをインポートする際、Silverlight を使用したメモ

リー リークが発生する可能性があります。この問題を解決するためには、ブラウザーを更新してキャッシュをク

リアする必要があります。 

 タイムライン構成の更新分は増分レプリケート ジョブに含まれません。増分レプリケート ジョブは SharePoi

nt イベント キャッシュ テーブルからレコードを特定することができますが、タイムラインの更新分については S

harePoint 内のイベント キャッシュ テーブルには記録されません。このため、タイムライン構成は増分レプリ

ケート ジョブから除外されます。(SharePoint 2013 で発生) 

 コンテンツ クエリ Web パーツのコンテンツは、レプリケート先で正しく表示されない場合があります。これはコ

ンテンツ クエリ Web パーツの関連コンテンツがレプリケート先に存在しないので、レプリケート ジョブに含まれ

ないためです。この問題の解決法として、コンテンツ クエリ Web パーツの関連コンテンツがレプリケート元の

範囲に含まれているか、もしくはレプリケート先に存在するかを確認する必要があります。(SharePoint 20

10 で発生) 

 SharePoint 2010 環境内で関連用語をアイテム レベルでレプリケートする際の問題を回避するため、M

anaged Metadata Service がレプリケート元・レプリケート先の両環境内の Web アプリケーションに関

連付けられていることを確認する必要があります。 

 SharePoint 2013 の保留リストと電子情報開示の機能を使用して新たに作成されたファイル バージョン

は、リアルタイム レプリケートによる複製の対象にはなりません。これは新規作成ファイルが旧バージョンの更

新日時の情報を保持しているためです。この場合、ファイルはスケジュール設定されたレプリケート ジョブが実

行されるタイミングでレプリケートされます。 

 SharePoint Online Client API では通知の複製に対応していないため、レプリケート元の通知はレプリ

ケート先環境へ複製されません。 

 レプリケート元のライブラリで バージョン設定 を構成した場合、送信されたアイテムに対してコンテンツの承

認を必須にする で はい を選択し、かつ メジャーとマイナー (下書き) バージョンを作成する を選択する

と、マイナー バージョン ファイルの承認状態が 承認待ち となります。このとき、レプリケート元のサイト コレク

ションを SharePoint Online サイト コレクションへ複製するジョブを実行すると、ジョブの完了後に 更新

者 の値が正しくないものとなります。これは SharePoint Online クライアント API でマイナー バージョンの 
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更新者 の値の複製がサポートされていないために発生します。 

コンプライアンス 

リーガル ホールド 

 DocAve エージェントを全体管理サーバーまたは 1 つの SharePoint Foundation 2013 SP1 ファー

ムの Web フロントエンド サーバーにインストールし、DocAve マネージャーにログイン後、コンプライアンス 

> リーガル ホールド > バージョン クロール の順に移動した場合、リボン上で [有効化] をクリックしても 

Search Service アプリケーションは有効になりません。リボン上で [コンテンツ ソースの構成] を選択し、[

作成] をクリックして新しいコンテンツ ソースを作成する場合、ファームはコンテンツ ソースの選択フィールドに

読み込まれません。 

Vault 

 選択した Web アプリケーションに対して Vault ジョブを繰り返し実行した際に、ジョブの実行者が選択した 

Web アプリケーションに対して すべて読み取り権限 しか保持していない場合は、Vault ジョブは完全バッ

クアップ ジョブとして実行されます。この問題は、Vault ジョブを実行したユーザーがジョブ内の選択した We

b アプリケーションに対して十分な権限を保持していないため発生します。Vault ジョブを実行するユーザー

が、選択したノードへのフル コントロール権限を保持していることを確認してください。 

 SharePoint 2013 では、Vault に対応する API およびコマンドレットに対応していません。 

 Vault ジョブの実行後にコントロール サービスが停止し、ジョブの完了後にコントロール サービスを再実行し

た場合、ジョブは失敗し、エクスポート済みオブジェクトはジョブ レポートに表示されません。しかし、ジョブ内

の選択したノードの SharePoint コンテンツは正常にエクスポートされます。コントロール サービスではジョブ

情報が受信されず、ジョブはタイムアウトしますが、DocAve エージェントは正常に起動し選択したノードから

コンテンツをエクスポートします。 

レポート ポイント 

 ファーム レベルでのベスト プラクティス レポートには、評価の数は含まれません。(SharePoint 2013 で発

生) 

 フランス語環境のサイト コレクションに展開されたレポート ポイント ダッシュボード Web パーツに Internet 

Explorer 8 でアクセスする場合、Web パーツ内の一部の GUI アイテムが正しく表示されません。原因: 

シングル クオテーション マークを含むフランス語の GUI アイテムは Internet Explorer 8 でエスケープす

ることが出来ないため発生します。 
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対処法: フランス語環境のサイト コレクションに展開されているレポート ポイント ダッシュボード Web パーツ

にアクセスする場合は、Internet Explorer 8 以外のブラウザーを使用してアクセスしてください。 

 DocAve のバージョンを SP3 CU2 にアップデートした後に SharePoint の Web パーツを再展開しない

場合、ソーシャル データの収集と保存に問題が生じる場合があります。 

 DocAve 6 の古いバージョンから SP 5 へアップグレードした後、利用状況レポート画面で過去に作成した

サイト レベルの最終アクセス時刻から更新したプランを選択して、リボン上で [レポートを表示] をクリックす

ると、レポートを表示 画面に表示されるレポートのサイト コレクション URL 列には何のデータも表示されま

せん。 

 

対処法: このデータは、過去に作成したサイト レベルの 最終アクセス時刻 プロファイルから利用状況レポ

ート プランのレポートを生成してから、レポートを表示 画面でレポートを表示することで確認することができ

ます。 

 SharePoint 2013 ファーム内の SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョンのサイト コレクションのト

ップ ディスカッションおよびトップ ブログの投稿 Web パーツでは、SharePoint 2010 では いいね! 機能が

無いにもかかわらず、SharePoint 2013 エクスペリエンス バージョンのサイト コレクション内でディスカッショ

ン掲示板の いいね! データや Web パーツが収集されます。結果として、いいね! はディスカッションの数とブ

ログ投稿のアクティビティ総数には含まれますが、レポートには表示されません。 

 ソーシャル アクティビティ Web パーツを [サブサイトを含む現在のサイト] に設定し、その後新しいサブサイト

を作成した場合、ソーシャル コレクターは新しく作成されたサブサイトを認識しません。 

対処法: 新しいサブサイトの作成後 Web パーツのソーシャル プロパティに移動し、[選択の変更] をクリッ

クしてアイテム表示の構成ウィンドウを開き、[OK] をクリックして構成を保存します。オブジェクト選択のアッ

プデート後は、この Web パーツ のデータは正常に収集されるようになります。 

 SharePoint 2013 環境では、評価データは各アイテムおよびドキュメントのプロパティとして、ソーシャル デ

ータベースではなく該当のコンテンツ データベース内に保存されますが、これによりファーム レベルでアイテムお

よびファイルすべての評価データを取得できにくくなります。各コンテンツ データベース内に保存された評価デ

ータはソーシャル データベースに関連するものではなく、ソーシャル データベースの制限に含めるべきではない

ことに注意してください。 

 DocAve では、発行側ファームの共有サービス データと使用側ファームの共有サービス データは識別されま

せん。このため、両ファームのデータは一括で表示され、ファームごとに分けられることはありません。 

 AvePoint トップ ドキュメント もしくは AvePoint トップ Wiki ページ Web パーツで取得した閲覧

用のデータを含むドキュメントまたは Wiki ページを削除する場合、閲覧用のデータも同時に消去されます。

SharePoint のごみ箱から削除済みコンテンツをリストアし、レポート ポイントでソーシャル データ コレクター 



 31 

 
DocAve 6: リリース ノート 

 

ジョブを実行しても、[すべて] の期間オプションが適用されたリストア済みコンテンツの閲覧用のデータでは、

復元後に閲覧された回数しか表示されません。 

ストレージ最適化 

アーカイバ 

 SharePoint 2016 の制限により、表示 アクションをアイテム レベルでのみ実行する場合、サイト コレクシ

ョン、サイト、リスト、ライブラリの 最終アクセス時刻 が更新されます。そのため、アーカイバ ルールで サイト 

コレクション、サイト、リスト / ライブラリ オブジェクト レベルおよび 最終アクセス時刻 ルールを選択して 

SharePoint 2016 ノードに適用する場合、サイト コレクション、サイト、リスト、ライブラリに対して 表示 ア

クションを実行してからアーカイバ ジョブを実行すると、アクションが構成したルールを満たしている場合でも、

サイト コレクション、サイト、リスト、ライブラリはスキャンされません。 

 13 文字を超えるファイル名を持つアーカイブ済みファイルを SharePoint からダウンロードした場合、ダウン

ロードしたファイルのファイル名は 13 文字しか表示されません。この問題は SharePoint による HTTP ヘ

ッダーのパラメーターの長さ制限により発生します。 

 エンドユーザー アーカイバでは、エラー メッセージの構成インターフェイスで選択済みノードに対するエラー メッ

セージを構成の際、入力するテキストをキーボード上の Ctrl + V により貼り付け、[保存] をクリックし、更

新したエラー メッセージを保存するとエラーが発生します。これは、Silverlight 5.0.61118.00 内のバグ

が原因で発生します。DocAve マネージャーがインストールされたサーバー上で Silverlight を更新する必

要があります。 

 DocAve 6 サービスパック (SP) 3 を SP4 に更新する場合、更新完了後は SharePoint 内のアーカイ

ブ済みデータ (SP3 でアーカイブ) に対する検索権限を持つユーザーは、アーカイブ済みデータを閲覧でき

なくなります。これは、2 つの DocAve バージョン間で生じるロジックの違いにより発生します。  

対処法: DocAve マネージャーへログインし、コントロール パネル > インデックス マネージャー で、SP3 

で使用していたプロファイルと同様の設定が適用されたインデックス プロファイルを新規に作成します。ここで

作成されたプロファイルは SP4 で使用されます。 

 DocAve 6 SP3 を使用してアイテム・アイテム バージョンをアーカイブするアーカイバ ジョブを実行してから 

SP4 への更新を行う場合、SP3 でアーカイブされたアイテム・アイテム バージョンを SP4 のアイテム タイト

ルおよびアイテム バージョンのルールを活用して検索することはできません。この問題は、2 つの DocAve バ

ージョン間で生じるインデックスの違いが原因で発生します。SP3 内のジョブでは、アイテム タイトル用の全

文インデックスは生成されません。 

 DocAve 6 SP3 を SP4 に更新する場合、SP3 で実行したアーカイバ ジョブを選択し、ジョブ モニターで 
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[ジョブ ログのダウンロード] をクリックします。これにより、アーカイバ ジョブのログはダウンロードされますが、処

理プールのログはこのなかに含まれません。この問題は、SP3 で取得した処理プールのログにジョブ ID が含

まれないため発生します。 

 SharePoint 2010 ファームのみ DocAve に存在する場合、アーカイバ リストア インターフェイス内の全

文インデックス モードで、高度検索ポップアップ ウィンドウにニュースフィード アイテムがルールとして表示され

ます。ツリー ノードを選択する前に、高度検索の機能は SharePoint 2010 および SharePoint 2013 

の両環境で表示されます。 

 ニュースフィードの投稿ルールが適用された WSS 2013 ノードに対してアーカイバ ジョブを実行する場合、

ジョブの完了後にニュースフィードの投稿をすべてアーカイブできなくなります。この問題は、WSS 2013 環

境ではユーザー プロファイル サービスに対応していないため発生します。 

 [データをアーカイブする際にデータを SharePoint に保持する] オプションを選択するアーカイバ ルールを

作成し、[次のオプションを選択して各ドキュメント / アイテムにタグを付ける] チェックボックスを選択、選択し

たノードがチェックアウト済みファイルを含むアーカイバ ジョブを実行する場合、アーカイバ ジョブの完了後、チ

ェックアウト済みファイルにはアーカイバ ルールで指定した列の値が表示されません。この問題は、ファイルをチ

ェックアウトする際に [ローカルの下書きフォルダーを使用する] チェックボックスを選択すると発生します。この

ロジックは SharePoint のロジックと一致します。ファイルをチェックアウトする際に [ローカルの下書きフォルダ

ーを使用する] チェックボックスを選択すると、このファイルのプロパティを編集することができません。 

 ノードに対するエンドユーザー アーカイバ リストア用の必須権限を変更し、アーカイバ ジョブを実行しない場

合、ノードへの十分な権限を持つユーザーはアーカイバ済みデータを一切閲覧できないか、アーカイバ リスト

ア ジョブを実行することができなくなります。ノードのリストア権限は Index.db ファイルへ保存されます。Ind

ex.db はアーカイバ ジョブの実行後にのみ更新されます。  

 アーカイバ リストアの全文インデックス モードで高度検索の機能を使用する際、[次の値を含む] および [

次の値に一致する] 条件では、* はワイルドカードとして使用され、データを検索します。  

対処法: スラッシュ (\) を * の前に挿入することで通常の文字として扱われます。  

 テンプレートが発行ポータルであるサイト コレクションを選択し、このサイト コレクションに対してドキュメント ル

ールを適用、アーカイバ ジョブを実行する場合、ジョブの完了後にサイト コレクションのホームページ上の bu

ilt-in 画像は表示されません。このタイプのサイト コレクションで使用される built-in 画像はスタイル ライブ

ラリおよびイメージ ライブラリに保存され、アーカイバ ジョブに含まれます。 

 ツリー ノード内の SharePoint Server 発行インフラストラクチャのサイト コレクションの機能、および Sha

rePoint Server 発行のサイトの機能がアクティブなサイト コレクションを選択すると、このサイト コレクション

のページ ライブラリ配下に大量のページ バージョンが存在することになります。サイト コレクションにサイト コレ
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クションのルールを適用し、アーカイバおよびアーカイバ リストア ジョブを実行すると、バージョンによりページの

サイズが異なります (旧バージョンで発生)。これに加えて、アーカイバ リストア ジョブの実行前と後では、現

在のバージョンのページは異なって表示されます。この問題は SharePoint の制限により発生します。 

 更新マネージャーで DocAve 6 サービス パック (SP) 2 を SP3 にアップグレードし、AgentCommonW

rapperConfig.config ファイルを更新してアーカイバの最終アクセス時刻ルールに使用されるロジックを変

更します。この作業をしても、構成ファイルで SharePoint 内の該当するストレージ マネージャーのスタブに

対する最終アクセス時刻の使用を指定している場合、もう一方のロジック (監査データ取得ジョブにより取

得された最終アクセス時刻を使用する) を適用したポップアップ ウィンドウが表示されます。ポップアップ ウィ

ンドウは DocAve マネージャーによって管理されます。DocAve マネージャーは AgentCommonWrap

perConfig.config ファイルが変更されたかどうかを監査できないため、どのロジックを使用してもポップアップ 

ウィンドウは表示されます。 

 アーカイバ列を含んだ各ファイルにタグ付けをするアーカイバ ジョブを実行、アーカイバ ジョブの SharePoint 

データを変更、および同じノードでアーカイバ ジョブを再度実行すると、アーカイバ列の値はまだ存在します。

これは、データのバックアップ中は DocAve ではアーカイバ列およびカスタム列の識別ができないため発生し

ます。アーカイバ列の値はすべてバックアップ・リストアされます。 

 アーカイバ ルールで [各ドキュメントのスタブを SharePoint に保持する (ストレージ マネージャーを使用)] 

チェックボックスを選択して、SharePoint 2013 環境で Microsoft Office ファイルを含むノード上でアー

カイバ ジョブを実行します。この時、SharePoint データは変更せず、[各ファイルを SharePoint レコード

として宣言する] チェックボックスを選択して再度同じノード上でアーカイバ ジョブを実行すると、アーカイバ ジ

ョブは例外を含み完了します。[各ファイルを SharePoint レコードとして宣言する] チェックボックスを選択

してアーカイバ ジョブを実行すると、ストレージ マネージャーのスタブは実コンテンツに変換されます。 

 サイト コレクションからサイトへの権限継承を解除し、サイト コレクションにグループを追加、エンドユーザー ア

ーカイバ リストアのサイト コレクションに対する必須権限をグループに付与します。この後サイトおよびサイト 

コレクション上でアーカイバ ジョブを実行すると、グループ内のユーザーはまだサイト内のアーカイブ済みコンテ

ンツを閲覧・ダウンロード・リストアすることができます。 

 SharePoint 2010 エクスペリエンスのサイト コレクションと SharePoint 2013 エクスペリエンスのサイト 

コレクションの両環境でアーカイバ ソリューションを展開すると、ソリューション コレクションのうち 1 つを取り消

す際にアーカイバ ソリューションが取り消されます。この問題は SharePoint ロジックにより発生します。  

対処法: コントロール パネル > ソリューション マネージャー で、サイト コレクション上で取り消し済みアー

カイバ ソリューションを展開します。 

 個人用サイトを作成したことのないエージェント アカウントを使用して、サイト コレクションのニュースフィードの

投稿を投稿、アーカイバ ルールのニュースフィード投稿レベルをサイト コレクションに適用し、アーカイバ ジョブ
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を実行する場合、新しく投稿されたニュースフィードの投稿に対するスキャンは失敗します。  

対処法: このエージェント アカウントを活用して個人用サイトを作成します。 

 DocAve 6 SP2 CU1 を使用して、エンドユーザー アーカイバ ソリューションをファーム内の Web アプリケ

ーションの一部に展開、DocAve マネージャーおよびエージェントを DocAve 6 SP4 に更新し、エンドユー

ザー アーカイバ ソリューションが展開されていない Web アプリケーションのエンドユーザー アーカイバの機能

を使用すると、この機能に対する GUI アイテムが正常に表示されません。  

対処法: インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーの Web アプリケーションの Web サ

イトを再起動します。 

 アーカイバでは、SharePoint 2013 環境のアプリをアーカイブすることはできません。 

 アーカイバの全文インデックス モードで検索機能を使用すると、検索したインデックス データのツールチップの

検索キーワードはハイライトされません。これは、インデックス データが DocAve 6 サービス パック SP3 以

前の DocAve バージョンで生成された場合に起こります。 

コネクタ 

 SharePoint のバグにより、Web アプリケーションのコンテンツ データベースの RBS プロバイダーが有効に

なっている場合、SharePoint 2013 から SharePoint 2016 へのデータベース アップグレードが失敗と

なります。アップグレード コマンドの実行前に RBS プロバイダーを無効にすると、データベースが正常にアップ

グレードできます。  

 

 SharePoint 2016 コネクタ ライブラリに 400,000 件のファイルを同期すると、ジョブがタイム アウトとなり、

CPU 使用率が極めて高くなります。ただし、ファイルはすべて移動先に同期できます。これは、SharePoint 

API 制限のため、リソースが開放されないことが原因で発生します。  

 SharePoint 2016 メディア ライブラリはコネクタ ライブラリに変換できません。 

 SharePoint の Explorer ビュー上で大量のコネクタ スタブ、または大量のコネクタ スタブを含んだフォルダ

ーを別のリストへと移動する場合、このアイテムは見つかりません というエラーが表示されることがありますが、

フォルダーおよびコネクタ スタブは移行先へ正常に移動されます。この問題は SharePoint の制限により発

生します。詳細な情報については、TechNet の記事 (Issues Uploading Large Files to SharePo

int) をご参照ください (英語)。 

 ネットシェア パスを使用し、バージョン管理が有効になっているコネクタ ライブラリについては、過去にメジャー 

バージョンを発行しており、かつ複数のマイナー バージョンを持つドキュメントの発行を解除する場合、.fsdl\

history フォルダー内のファイル データが失われる可能性があります。これは SharePoint の問題です。 

http://blogs.technet.com/b/praveenh/archive/2012/11/16/issues-with-uploading-large-documents-on-document-library-wss-3-0-amp-moss-2007.aspx
http://blogs.technet.com/b/praveenh/archive/2012/11/16/issues-with-uploading-large-documents-on-document-library-wss-3-0-amp-moss-2007.aspx


 35 

 
DocAve 6: リリース ノート 

 

 接続先フォルダー内のファイル数が 5000 を超える場合、接続先フォルダーのサブフォルダー内のファイルは 

SharePoint コネクタ ライブラリに同期されません。この問題は SharePoint API の制限により発生しま

す。Microsoft では、1 つのリスト ビュー内で 5000 を超えるアイテムを一度に表示することを推奨してい

ません。これは、SharePoint API でサブフォルダーの数を計算する際に問題が発生することが原因です。  

対処法: SharePoint 全体管理を開き、アプリケーション構成の管理 > Web アプリケーションの管

理 へ移動します。お使いのリストをホストする Web アプリケーションを選択します (例: SharePoint - 8

0.4)。リボン上で [全般設定] を選択し、[リソースの調整] をクリックします。リスト ビューのしきい値の上限

が 5000 と表示されるので、値を編集します。[OK] をクリックして構成を保存します。 

注意:  この対処法を実行すると、パフォーマンス問題を引き起こす可能性があります。 

 サイト URL が長すぎる場合は、SharePoint 上で コネクタ設定 ページに移動することができません。これ

は SharePoint の制限が原因です。コネクタ設定 ページに移動する際に URL が 260 文字を超過す

る場合、エラーが表示され、ページへ移動することができません。 

 コネクタ設定で、ファイル システムからメタデータの読み込み フィールドの [ファイル システムからメタデータを

読み込む] を選択します。パスが長すぎる (255 文字を超える) ファイルのメタデータは SharePoint へ同

期されません。SharePoint API では、パスが 255 文字を超えるファイルのメタデータを取得することがで

きません。 

 SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョンのテンプレートを使用して作成した SharePoint 2013 サ

イト コレクションでは、コネクタのライブラリを作成することはできません。 

 エージェント サービスの中断中に SharePoint コネクタ ライブラリ内のファイルおよびフォルダーの名前が変

更された場合、変更は構成パスの先には同期されません。 

 SharePoint 2010 から SharePoint 2013 にアップグレードする際、コネクタ ライブラリに変換したメディ

ア ライブラリは現状アップグレードすることができません。メディア ライブラリ内のデータは、アップグレード後は

使用できなくなります。 

 SharePoint の制限上の理由から、Information Rights Management は接続データのバージョン 

ファイルには対応していません。 

 ストレージ内にあるファイルのサイズが SharePoint 側では異なる場合、ストレージ側でのファイルの編集は

可能でも、SharePoint 上ではこのファイルを開けない可能性があります。  

対処法: ファイルを再度開くか、同期ジョブを実行します。 

 サファリのブラウザーではコネクタのリンクをアップロードすることができません。これは、サファリが Silverlight に

対応していないため発生します。 
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 SharePoint 2010 のコネクタ ライブラリでは、サイト コレクションのごみ箱からファイルをリストアする場合、

ストレージ場所に存在するファイルは非表示の .fsdl フォルダーからネットシェア フォルダーに移動しません。

これは、SharePoint 2010 の制限によるものです。サイト コレクションのごみ箱からファイルをリストアする

際にイベント ハンドラ―が起動しないため、コネクタはこのイベントを識別することができません。 

対処法: 同期ジョブを実行することで、ストレージ場所にあるファイルが正しい場所へリストアされます。 

 コネクタ先のフォルダーがコネクタ先の環境内のごみ箱フォルダー (...\fsdl\_r) にまだ残っているため、Sha

rePoint のごみ箱から SharePoint へフォルダーをリストアし、[コネクタ リンク ファイルのアップロード] を使

用して、ファイルをリストアしたフォルダーへアップロードする場合、ファイルのアップロードに失敗する可能性があ

ります。フォルダーをリストアし、ファイルをアップする前に同期が正常に機能していない場合、コネクタ ごみ箱

フォルダー (...\fsdl\_r) 内に関連するストレージ フォルダーが残っています。 

対処法: 同期を実行してフォルダーをストレージ システムの正しい場所に移動します。 

 HTTPS プロトコルを使用しているサイトでは、.m4v、.mp4、.wma、および .3gp ビデオは起動しません。 

 コネクタ リンク ファイルを含むフォルダーを SharePoint のごみ箱へ削除し、DocAve 6 SP4 に更新して

から同期ジョブを実行する場合、ストレージ内の関連するコネクタ リンクのファイルはフォルダー (...\_r) に

移動しません。 

 コネクタでは、ファイルのチェックインおよびチェックアウト機能に対応していません。 

 DocAve 6 SP3 でストレージ パスを構成し、構成したパスを削除した後 DocAve SP4 に更新する場

合、削除したストレージ パスに対する資格情報は管理アカウント プロファイルに保存されます。 

ストレージ マネージャー 

 SharePoint のバグのため、Web アプリケーションのコンテンツ データベースの RBS プロバイダーが有効に

なっている場合、SharePoint 2013 から SharePoint 2016 へのデータベース アップグレードが失敗と

なります。アップグレード コマンドの実行前に RBS プロバイダーを無効にすると、データベースが正常にアップ

グレード可能になります。 

 SharePoint 2016 管理シェルで、RBS プロバイダー パラメーターを使用せずに、ストレージ マネージャー

が構成されているサイト コレクションのコンテンツ データベースを別のコンテンツ データベースに変更すると、外

部コンテンツが開きません。これは SharePoint 2016 のバグに起因します。 

 RBS プロバイダー パラメーターを使用せずに AgentToolSP2016MoveStub で、ストレージ マネージャ

ーが構成されているサイト コレクションのコンテンツ データベースを別のコンテンツ データベースに変更すると、

外部コンテンツが開きません。これは SharePoint 2016 のバグに起因します。 
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 スタブ トレース機能が、読み取り専用 SQL Server コンテンツ データベースに存在する SharePoint サ

イト コレクションでアクティブ化されている場合、[外部化の詳細] ボタンはファイル メニューに表示されません。

これは、コンテンツ データベースが読み取り専用のため発生します。SharePoint 環境では、関連する権限

を必要とするコントロールは非表示になります。 

 STSADM で "backup" コマンドを使用し、孤立したスタブを含む SharePoint 2010 サイト コレクショ

ンをバックアップすると STSADM コマンドがフリーズし、関連する SharePoint 2010 サイト コレクションの

ロック状態が読み取り専用 (追加、更新、削除をブロックする状態) に変更されます。この問題は ShareP

oint の制限が原因で発生します (SharePoint 2013 では解消されています)。 

 EBS を有効化した環境で AgentToolSP2013MoveStub.exe ファイルまたは AgentToolSP2010

MoveStub.exe ファイルを実行してサイト コレクションを別のコンテンツ データベースに移動する場合、サイ

ト コレクション内の元のスタブ (サイト コレクションの移動前に生成されたもの) と新たに生成されたスタブ (

サイト コレクションの移動後にストレージ マネージャーのスケジュール ジョブで生成されたもの) へはアクセス

することができません。ただし、実コンテンツへの変換は正常に実行することが可能です。 

 長い URL を含むサイト コレクションに対して [代替ファイル アクセス] 機能をアクティブ化し、制限付きファ

イルをサイト コレクションにアップロードした場合、アップロードは失敗します。SharePoint 2010 では、サイ

ト コレクションの URL は 156 文字以下である必要があります。SharePoint 2013 では、サイト コレク

ションの URL は 152 文字以下である必要があります。 

 サイト コレクション (プラットフォーム バックアップ & リストアを使用して、リストアする前にスケジュール ストレ

ージ マネージャー ルールが適用されたもの) を、プラットフォーム バックアップ & リストアを使用して [元の場

所へリストア] を選択し、スケジュール ストレージ マネージャーでジョブの実行を選択した場合、ジョブは失敗

します。  

対処法: ツリーの更新後、スケジュール ストレージ マネージャー ルールを再度適用し、ジョブを再実行しま

す。 

 SharePoint 2013 のサイトに対し [代替ファイル アクセス] 機能を有効化します。制限付きファイルまた

はブロックされたファイルをライブラリへアップロード、ライブラリのファイル リンクを選択し、表示されたウィンドウ

上で [保存]、[開く]、または [キャンセル] を選択した場合、ファイルをライブラリからダウンロードすることはで

きません。  

対処法: 該当するサイトから サイトの設定 > サイト機能の管理 に移動し、[ダウンロード最小化戦略] 

機能を非アクティブ化します。 

 代替ファイルをコネクタ ライブラリ、または代替ファイル アクセス機能が有効化されたストレージ マネージャー 

ノードにアップロードする際、ファイル名が 123 文字を超えるファイルのアップロードは失敗します。この問題
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は SharePoint の制限により発生します。SharePoint にアップロードするファイルの名前は 128 文字以

内である必要があります。SharePoint に代替ファイルがアップロードされる際は、ファイル名の後ろに自動

的に ".aspx" が追加されます。このため、代替ファイルの名前は 123 文字以内である必要があります。 

 列の追加設定で使用するコンテンツ タイプの管理では、ドキュメントへのストレージ マネージャー リンクおよ

びマルチメディアのコネクタ リンクや、ドキュメント コンテンツ タイプへのコネクタ リンクに対応していません。 

 コンテンツ データベースのファイルストリームを有効化した後、このコンテンツ データベースの RBS を有効化

します。そして、リアルタイム ストレージ マネージャー ルールを構成し、ルールを満たすファイルを SharePoin

t にアップロードする場合、ファイルは SharePoint 上でスタブにはなりません。この問題は SharePoint の

制限により発生します。  

対処法: エージェント サービスを再起動します。 

 コンテンツ データベースのファイルストリームを有効化し、ルールの設定をした場合、このルールを満たすファイ

ルは SharePoint へのアップロード後、スタブとなります。DocAve エージェントをインストール後、ファイルス

トリームによって設定されたルールを満たすファイルは、ファイルストリームが有効になっているコンテンツ データ

ベースへアップロードすることができません。この問題は RBS ロジックにより発生します。詳細については、Av

ePoint のナレッジ ベースに関する Solutions for FileStream Provider and DocAve 6 RBS Pro

vider Coexistence (英語) を参照してください。 

 SharePoint の 大容量ファイルのアップロード ウィンドウをから大容量ファイル、複数のファイル、禁止され

ているファイルなどをアップロードする際に、アップロードするファイルの参照 をクリックしてアップロードするファ

イルをすべて選択しても、ファイルは SharePoint へアップロードされません。 

 

対処法: 大容量ファイルのアップロード ウィンドウにアップロードしたいファイルをドラッグします。

 

  

http://www.docave.com/SitePages/KB/Detail.aspx?kbid=10920
http://www.docave.com/SitePages/KB/Detail.aspx?kbid=10920
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