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DocAve コネクタ について 

DocAve コネクタを使用すると、移行ではなく SharePoint を直接経由させることでネットワーク ファイル シェアやク

ラウド ストレージ リソースを共用することができます。接続されたコンテンツは、通常の SharePoint コンテンツのよう

に表示され、SharePoint のドキュメント ライブラリの中に存在するコンテンツと同様に利用可能です。権限管理や

ワークフロー、通知、バージョン管理など、SharePoint が持つすべての強力なドキュメント管理機能を接続コンテン

ツに適用することができます。 

さらにコネクタでは、専用の SharePoint メディアシェア ライブラリを使用してオーディオ・画像ファイルを管理したり、

表示することができます。wmv、wma、mp3、aac、vp6、mp4、mpeg、mpg、avi、wav など、ネットワーク フ

ァイルシェアおよびクラウド ストレージ リソースに保存されたすべての形式のファイルを、SharePoint を介してストリー

ム配信・表示することができるため、高速配信およびストレージの負担削減を実現します。「接続」 するメディア コン

テンツは、権限管理、ワークフロー、通知、バージョン管理などの SharePoint のパワフルなドキュメント管理機能で

管理することが可能になります。 

補完製品 

DocAve 6 プラットフォームでは、各 AvePoint 製品をお互いに連携させて実行することができます。コネクタは以

下の製品と合わせた使用を推奨します。 

 DocAve コンテンツ マネージャー: SharePoint のコンテンツを再構成・移動します。 

 DocAve レプリケーター: SharePoint ファーム間での SharePoint コンテンツのコピーを実行します。 

 DocAve レポート ポイント: SharePoint 環境内の問題点を調べ、SharePoint ユーザーによる操作や

変更内容をレポート化します。 

 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定することで、この製品における SharePoint 

ガバナンス ポリシーを調整します。 

AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。次の URL をクリッ

クして、弊社 Web サイト上から フィードバックを送信 フォームにアクセスしてください。 

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/
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前提条件 

DocAve コネクタをインストールして使用する前に、システムおよびファーム要件セクションを参照してください。 

構成 

DocAve コネクタを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストールし、正しく構成して

おく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、コネクタは機能しません。インストール手

順については、DocAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

エージェント 

DocAve エージェントは DocAve ジョブの実行および SharePoint オブジェクト モデルとの相互コミュニケーション

に使用します。DocAve エージェントにより DocAve マネージャーは該当サーバーと正常に通信を実行し、コネクタ 

コマンドを常に機能することができます。  

*注意: インストールしたエージェントが何らかのアクションを実行すると、サーバーのシステム リソースの使用率が増加

するため、サーバーのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。サーバーにインストールされたエージェントを使

用しない場合、システム リソースの使用率を低く抑えることができるため、サーバー パフォーマンスへの影響は減少し

ます。  

DocAVe プラットフォーム、DocAve マネージャー、DocAve エージェントのインストールについては、DocAve 6 イ

ンストール ガイド を参照してください。 

 

 

 

 

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

エージェントアカウント権限 

コネクタを正しくインストールして適切に使用するためには、エージェント アカウントに以下の権限が設定されている必

要があります。 

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

成される権限のリストについては、ローカル システム権限 を参照してください。 

2. SharePoint 権限: この権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 コネクタを使用する前に手動で

構成する必要があります。 

a. ユーザーは ファーム管理者 グループのメンバーとなります。管理センターはファーム間だけでなく Sh

arePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うため、最適かつ最高品質のサービスを提供

するためにこのアカウントが必要です。 

b. Web アプリケーション用ユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾーン

に対するフル コントロール 

3. SQL 権限: この権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 コネクタを使用する前に手動で構成す

る必要があります。 

 メンバーは、コンテンツ データベース、構成データベースおよび全体管理データベースを含む Share

Point に関連するすべてのデータベース用の db_owner データベース ロールを持ちます。  

 コレクタ ジョブを実行する前にスタブ データベースを作成する必要があるため、メンバーは SQL サ

ーバーへの db_creator データベース ロールを持ちます。  
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ファイルシェア権限 

ファイルシェアにアクセスする場合、コネクタ ライブラリで使用するユーザー アカウントに以下の最小限の必要権限が

設定されていることを確認してください。 

NTFS 権限 必要の有無 必要な理由 

フル コントロール ×  

フォルダーのスキャン / ファイルの

実行 

○ サブディレクトリ内のデータにアクセスする際にフォルダーをスキ

ャンします。ここではフォルダーから直接ファイルを開く必要が

あります。  

ディレクトリの参照 / データの読

み取り 

○ コンテンツを SharePoint 内に表示するには、フォルダー内

のコンテンツをすべて一覧表示する必要があります。また、S

harePoint 経由でバイナリを提供するには、データを読み

取る必要があります。   

属性の読み取り ○ SharePoint には Office ファイル属性を読み取る昇格・

降格機能があり、これらの属性を列データとして使用しま

す。   

拡張属性の読み取り ○ Office ファイルは SharePoint の昇格・降格プロセスに使

用される拡張属性およびカスタム属性を保持しています。   

ファイルの作成 / データの書き

込み 

○ ファイルが SharePoint 内に作成されている場合、ファイル

シェア内にファイルを作成するにはこの権限が必要です。 

ディレクトリの作成 / データの追

加 

○ フォルダーが SharePoint 内に作成されている場合、ファイ

ルシェア内にフォルダーを作成するにはこの権限が必要で

す。バージョン履歴を保存し、別のライブラリが同じファイルシ

ェアに接続しないようにするために、ファイルシェア内に隠しフ

ォルダーが作成されます。   

属性の書き込み ○ SharePoint が列情報を Office ファイルに降格する場

合、ファイル属性を書き込む必要があります。   
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拡張属性の書き込み ○ Office ファイルは SharePoint の昇格・降格プロセスに使

用される拡張属性およびカスタム属性を保持しています。   

サブディレクトリとファイルの削除 ○ SharePoint 内の削除をファイルシェアに同期する場合、こ

の権限が必要です。   

削除 × コネクタでは接続されているルート フォルダーを削除しないた

め、この権限は不要です。   

読み取り権限 ○* * この権限はファイルシェアからの NTFS 権限をコネクタ ライ

ブラリに読み込む場合のみ必要です。   

権限の変更 × コネクタではファイルシェア内の権限情報を変更しないため、

この権限は不要です。   

所有権の取得 × コネクタはファイルまたはフォルダーの所有権を取得しないた

め、この権限は不要です。   

 

ローカル システム権限 

以下のローカル システム権限は、DocAve 6 エージェントのインストール中に自動的に構成されます。 

ユーザーは次のローカル システム グループのメンバーとなります。 

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

 パフォーマンス モニター ユーザー 

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

o HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対するフル コ

ントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventlog レジス

トリに対するフル コントロール 

o 通信証明書に対するフル コントロール 
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o バッチ ジョブとしてのログオン 権限 (コントロール パネル > 管理ツール > ローカル セキュリテ

ィ ポリシー > セキュリティ設定 > ローカル ポリシー > ユーザー権利の割り当て で確認可能) 

o DocAve エージェント インストール ディレクトリのフル コントロール権限 

 ローカル管理者 (ソリューション ファイルをフロントエンド Web サーバーに展開するにはこの権限が必要で

す) 
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はじめに 

SharePoint と DocAve プラットフォーム モジュールには共通の機能があります。本ガイドで説明する共通機能は、

主に DocAve モジュール固有の機能についてです。  

本ガイドで説明されていない共通機能の詳細については、SharePoint のヘルプを参照してください。  

コネクタの開始までの操作については、以下のセクションをご参照ください。 

コネクタの起動 

コネクタの起動および使用については、以下の手順に従ってください。 

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

では、画面左側に全モジュールが表示されます。 

2. [ストレージ最適化] をクリックして、ストレージ最適化モジュールを表示します。 

3. [コネクタ] をクリックしてこのモジュールを起動します。 

 

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

[コネクタ] をクリックすると、コネクタ タブがアクティブな状態でストレージ最適化カテゴリ ユーザー インターフェイスが

起動します。このタブにはお使いのファーム環境が表示され、ここからコネクタ機能一覧に簡単にアクセスすることがで

きます。  

 

図 2: コネクタ ユーザー インターフェイス 

1. SharePoint ツリー (範囲 パネル) - ファーム内のコンテンツを表示します。このパネルからアクションを実

行するコンテンツを選択します。コンテンツを選択すると、リボン に新しい機能が表示されます。  

2. リボン では、選択したノードの使用できるアクションとウィザードが表示されます。SharePoint ツリーでの選

択によって、表示される内容が変わります。 

3. [ワークスペース] 画面には、DocAve 製品で実行する操作の構成の際に使用するフォーム ベースのコン

テンツが表示されます。 
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ファームおよびノードの選択 

ファームおよびノードの選択手順は以下の通りです。 

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

2. 操作を実行するコンテンツの左側にあるラジオ ボタンをクリックします。 

3. コンテンツを選択して、ガイド内の手順を実行します。 

 

コネクタを構成および展開するための基本的な手順 

以下はコネクタを正しく使用するために必要な基本手順です。リンクをクリックすると、それぞれのセクションに移動しま

す。 

1. BLOB プロバイダーの構成  

2. BLOB プロバイダーの有効化 

3. マッピング設定の構成 – コネクタには既定でマッピング設定が実装されているため、これらの設定の構

成は必須ではありません。 

4. コネクタ ソリューションの展開 

5. コネクタ機能のアクティブ化 

6. コネクタ機能の使用:  

 SharePoint でのコネクタ ライブラリの作成 (オプションの手順です。既存の SharePoin

t ドキュメント ライブラリ も接続することができます) 

 SharePoint とストレージ パス間の接続の作成 

7. コネクタ ライブラリのメンテナンス 
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BLOB プロバイダーの構成 

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

ファイルなど) を指します。既定では、SharePoint にアップロードされるファイルや添付ファイルはすべて、BLOB とし

てコンテンツ データベースに保存されます。BLOB プロバイダーを構成することで、BLOB をコンテンツ データベースか

ら指定した外部ストレージに外部化することが可能になります。BLOB プロバイダーは SharePoint データベースの

トラフィックを遮断し、BLOB トラフィックのすべてを外部の BLOB ストレージにリダイレクトしする機能を持っています。

SharePoint 上ではデータはスタブとして保持されます。  

RBS (リモート BLOB ストレージ) または EBS (外部 BLOB ストレージ) を使用して SharePoint インターフェイ

ス経由でファイルシェア コンテンツを表示することで、SharePoint ユーザーおよびアプリケーションに対する透明性を

実現することができます。EBS は Microsoft SharePoint Server 2007/2010 で提供されるインターフェイスで

す。RBS は、Microsoft SQL サーバー用のアドオン機能パックとして組み込まれた標準 API です。 DocAve コ

ネクタを使用するには、これら 2 つの BLOB プロバイダーのうち 1 つを有効化する必要があります。なお、エージェン

トのインストール中に RBS バイナリがインストールされるため、RBS を BLOB プロバイダーとして使用することが推奨

されています。  

コネクタでは、BLOB プロバイダーは既存のファイルシェアを使って SharePoint ライブラリ内ファイルのストレージを構

成する際に使用されます。また、BLOB プロバイダーはスタブ データベースを作成し、指定したファームまたはノード上

でプロバイダーを有効化します。   

*注意: RBS プロバイダーはサード パーティ プロバイダーであるため、使用の際には SQL Server 2008 R2 Ent

erprise エディションが必要となります。RBS は Microsoft SQL Server 2005 ではサポートされていません。 

機能 RBS (SharePoint 2010 および 

SharePoint 2013 の場合) 

EBS (SharePoint 2013 では

未対応) 

BLOB ストレージの範囲 RBS はコンテンツ データベース レベルと 

Web アプリケーション レベルで有効化

できます。各コンテンツ データベースは、

それぞれの BLOB ストレージを持つこと

ができます。RBS は柔軟性で優れてい

ます。 

EBS は、ファーム レベルでのみ有効

化できます。 

プロバイダー数 複数の RBS プロバイダーを同じ Shar

ePoint ファームに設定することができま

SharePoint ファーム 1 つに対し、

設定できる EBS プロバイダーは 1 つ
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機能 RBS (SharePoint 2010 および 

SharePoint 2013 の場合) 

EBS (SharePoint 2013 では

未対応) 

す。 のみです。 

インターフェイス 管理対象です。 

RBS は、完全に .NET ベースのソリュ

ーションです。技術的な観点から言え

ば、RBS は .NET との高い適合性を

持っています。 

管理対象外です。 

EBS は、既存の COM インターフェイ

スに依存します。 

SQL サーバー ストアと BLO

B ストア間での BLOB 移行 

Windows PowerShell カスタム 

SharePoint インターフェイ

ス 

SharePoint 2010/2013では多くの 

Windows PowerShell コマンドが実

装されています。これらのコマンドを使用

して RBS のインストールおよび構成を

管理することができます。 

なし 

 

BLOB プロバイダーの推奨事項 

BLOB プロバイダーを有効化する前に、BLOB プロバイダーの構成について以下の注意事項を必ずお読みください。 

必須事項:  

 ウィザードを開始し、RBS バイナリ (DocAve エージェント) がお使いのファームの Web フロント エンドでイ

ンストール・有効化されていること、また、これらの Web フロント エンドがユーザー方向を向いているかどうか

を確認します。 

 最適なパフォーマンスを得るためには、スタブ データベース用にファーム内のデータベース サーバーを選択する

必要があります。 

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

は各ファームにつきスタブ データベース 1 台です。各コンテナに 100 万以上のアイテムが入ると予想される

場合に限り、下位レベルの設定が必要となります。  
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 下位レベルでスタブ データベースを構成する場合は、継承についても考慮する必要があります。スタブ デー

タベースの継承については スタブ データベースの継承 を参照してください。 

 RBS 有効化スケジュールを構成して、ファーム運用計画を必ず作成することを推奨します。  

注意事項:  

 エージェントのインストールの際は必ずサーバーを準備してください。Web フロントエンドで RBS/EBS を正

しくインストールしてください。ユーザー方向またはアプリケーション方向も確認してください。 

 RBS および EBS は熟慮の上選択するようにしてください。お使いの SQL Server バージョンに適したもの

を選択する必要があります。必要な場合は、後ほど EBS から RBS にアップグレードすることも可能です。E

BS から RBS へのアップグレードについては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してく

ださい。 

 細かすぎる構成はなるべく避けてください。シンプルな管理を目指すようにしてください。このデータベースはお

使いのファームに障害が発生した場合の回復プランに含まれるため、データベースが多すぎると必要以上にフ

ェールオーバーが複雑になる可能性があります。 

 スケジュール構成は必ず設定してください。ファームの拡大に合わせ、新しいコンテンツ データベースを追加し

てその他ストレージ最適化ソフトウェアと連携させる必要が発生する可能性があるためです。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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BLOB 外部化のベスト プラクティスについては、AvePoint ホワイトペーパー を参照してください (英語)。  

BLOB プロバイダーの有効化 

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

*注意: エージェントが正しくインストールされていない Web フロント エンドで RBS / EBS プロバイダーを有効化す

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

有効化の詳細については 付録 E –エージェント ツールを使用した BLOB プロバイダーの有効化 を参

照してください。 

1. BLOB プロバイダーにアクセスするには、全体設定 グループで、コネクタ タブ > BLOB プロバイダー をク

リックします。BLOB プロバイダー ページがワークスペースに表示されます。 

2. Web サービスを実行しているファーム内のすべての SharePoint サーバー上で、RBS バイナリ (DocAve 

エージェント) が既にインストール・有効化されていることを確認します。これには、すべてのアプリケーション サ

ーバーおよびインデックス サーバーも含まれます。 

 BLOB プロバイダー バイナリのインストール ページに、DocAve エージェントがインストールされ

ているすべての Web フロントエンド サーバーに関する情報が表示されます。既定では、エージェン

トのインストール中に BLOB プロバイダーがインストールされます。  

 BLOB プロバイダー バイナリがインストールされていないサーバーがある場合、BLOB プロバイダ

ー バイナリ 列に 未インストール と表示されます。必要な場合、[インストール] をクリックして該

当の BLOB プロバイダーをインストールします。  

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

4. ノードの左側にあるチェックボックスを選択して、スタブ データベースにリンクさせたいノードを選択します。複雑

な操作を回避するため、スタブ データベースをファーム全体で 1 つのみ構成することを推奨します。  

5. スタブ データベースにリンクさせたいノードを選択したら、リボン上で 管理 グループの [構成] をクリックします。 

6. スタブ データベース用にファーム内のデータベース サーバーを選択します。スタブ データベース管理およびメン

テナンスを簡素化するために、SharePoint 全体管理で使用する既定のデータベース サーバーを選択する

ことを推奨します。  

a. スタブ データベースの構成 - データベース サーバー (スタブ データベースがあるサーバー) とスタ

ブ データベースの データベース名 を指定します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_with_BLOB_Externalization.pdf
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*注意: コンテンツ データベースのスタブ データベース構成・保存を完了すると、その後は構成を変

更することができません。  

b. 認証 - データベースにアクセスする認証方法を選択します。 

 Windows 認証 (推奨; 既定のオプション) – ユーザー ID が Windows によって認

識される場合、この方法を使用します。 

 SQL 認証 – 指定したアカウントおよびパスワードによって SQL サーバーが直接ユーザー 

ID を認識します。 

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

の有効化 ページでは、DocAve エージェントがインストールされているファームの BLOB プロバイダーの状

態 が表示されます。 

8. BLOB プロバイダーを有効化するには、アクション 列で [構成] をクリックし、有効化したい BLOB プロバ

イダーについて以下の説明に従ってください。なお、SharePoint 2010 環境を使用している場合、ファーム 

RBS を有効化することを推奨します。SharePoint 2013 環境を使用している場合はファーム RBS の

み有効化できます。 

RBS を有効化するには、以下の手順に従ってください。 

 ファームの RBS の有効化 セクション下で、ファーム名をクリックしてツリーを展開します。必要な場

合、有効にする 列のチェックボックスを選択して RBS の状態を表示し、指定のコンテンツ データベ

ースの RBS を有効化することができます。  

 新しく追加されたコンテンツ データベースすべて (BLOB プロバイダーの構成後に追加されたコンテ

ンツ データベース) の RBS を有効化するには、新規コンテンツ データベースを含む 列で [有効

にする] を選択します。この機能を使用するには、スケジュール フィールドでスケジュールを構成す

る必要があります。  

 新しく追加されたコンテンツ データベースを確認するには、スケジュール ([ファームの RBS の有

効化] を選択すると使用可能になります) を構成します。構成したスケジュールに従って、新しいコ

ンテンツ データベース用ファームを検索します。新しいコンテンツ データベースが見つかったら、このコ

ンテンツ データベースの RBS が有効化されます。 

*注意: コンテンツ データベースが該当する Web アプリケーションに追加されると、新しく追加され

たコンテンツ データベースにスタブ データベース ルールがただちに適用されます。 
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*注意: EBS および RBS の両方が有効化されている場合、RBS が使用されます。  

9. BLOB プロバイダーの構成が終了したら、[OK] をクリックして構成を保存します。[次へ] をクリックして 概

要 ページに進みます。 

10. 概要 ページではすべてのスタブデータベースの情報が表示されます。  

 構成を編集する場合、表上部にある [編集] をクリックします。  

 構成が終了したら、[完了してただちに実行] をクリックして構成を保存します。ただちに該当する 

BLOB プロバイダーが有効化または無効化されます。 

*注意: スケジュールを使用せずに RBS プロバイダーを有効化するには、[完了してただちに実

行] をクリックして RBS プロバイダーを有効化します。[完了] をクリックするとすぐに EBS が有効

化されますが、RBS プロバイダー構成のみが保存されます。RBS BLOB プロバイダーはサーバー

のスキャンが完了するまで有効化されません。 

マッピング設定の構成 

前述のように、コネクタでは SharePoint で使用するファイル シェアを構成する際にいくつかの手順が必要です。コン

テンツを配信する手段となる RBS を構成が完了したら、次のステップとして SharePoint とファイルシェア間の不一

致を解決する必要があります。SharePoint とファイル シェアは、異なる既定メタデータ スタイル、セキュリティ レベル、

名前付け、パス規則を持つ 2 つの異なるシステムです。  

構成するマッピング設定によって、同期しているファイルおよびフォルダー (ならびにそれらのメタデータおよびセキュリティ 

プロパティ) を SharePoint でどのように構成するかが決定されます。なお、コネクタ モジュールには既定でマッピング

設定が実装されているため、これらの設定の構成は必須ではありません。 

一般的な観点として、既に構成済みのマッピングが最も論理的なものである可能性があります。このセクションで

は、SharePoint とファイルシェア間の一般的な相違点を解決するために構成された既定設定について説明します。  
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共通マッピング 

SharePoint では、ファイル名またはフォルダー名が 128 文字を超える場合、または無効な文字 (" # % & * : 

< > ? \ / { | } ~ など) が含まれる場合はサポートされません。既定では、128 文字以上のファイル名またはフ

ォルダー名は、SharePoint との同期後 127 文字以内となるようにプルーニングされます。無効な文字を含むファイ

ル名の場合は、SharePoint との同期後、無効な文字の部分がアンダースコア (_) に置き換えられます。  

既定では、DocAve では DefaultConnectorConmmonSetting という名前の既定共通マッピングを適用

します。このマッピングは編集や削除ができません。新しい共通マッピングを設定するには、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. コネクタ タブ上で、コネクタ設定 グループの [共通マッピング] を選択します。これにより 共通マッピング ペ

ージが表示されます。ここでは既存の共通マッピング プロファイルがすべて表示されます。  

2. 新しいマッピング ルールを作成する場合、管理 グループの [作成] をクリックします。共通マッピングの作成 

ページがワークスペースに表示されます。 

3. 共通マッピングについて以下の設定を構成します。 

a. 共通マッピング名 – 共通マッピングの名前と説明 (オプション) を入力します。  

b. 文字数制限の設定 – コネクタ ライブラリに表示されるフォルダー名およびファイル名の最大文字

数を指定します。フォルダー名およびファイル名は、1 ～ 127 文字の範囲で指定することができま

す。フォルダー名およびファイル名が指定の長さを超える場合、余分な文字数分が自動的に削除 

(プルーニング) されます。フォルダー名およびファイル名のプルーニング作業は、以下のルールに基づ

いて実行されます。 

 ファイル名のプルーニングでは、ファイル拡張子の文字も総文字数に含まれますが、プルー

ニング対象となるのはファイル名のみです。例えば、最大文字数を 7 と指定した場合、d 

abcde.exe という名前のファイル名は、abde.exe という形にプルーニングされます。 

 これは、プルーニングがファイル名の真中から開始されるためです。ファイル システムでは、

ドキュメントのバージョンは一般的にはじめのテキスト (“Copy of”) および最後のテキスト 

(“version1” または “_1”) で識別されます。DocAve では、ファイル名の真中から文

字をプルーニングすることでこれらの識別文字を保持します。 
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 ファイル名のプルーニング後に、SharePoint に同じ名前のファイルが既に存在する場合、

数字によるサフィックスがプルーニング後のファイルおよびフォルダーの元の名前に追加され

ます。 

c. 禁則文字の置き換え設定 – SharePoint とコンテンツを同期する場合、フォルダー名およびファ

イル名に含まれる禁則文字は適切な文字に置き換えられます。既定では、禁則文字はすべてア

ンダースコア (_) に置き換えられます。 

プロパティ マッピング 

ファイル システムから SharePoint にファイルをアップロードすると通常メタデータが失われますが、コネクタはすべての

ファイル システムのメタデータを読み取り、すべてのメタデータを完全忠実に SharePoint に提供する機能を持って

います。プロパティ マッピングでは、メタデータの保存に必要となるファイル システム プロパティと SharePoint メタデー

タ間でのマッピング ルールを構成します。 

既定では、DocAve では DefaultConnectorPropertySetting という名前の既定共通マッピングを適用し

ます。このマッピングは編集や削除ができません。新しいプロパティ マッピングを設定するには、以下の手順に従ってく

ださい。 

1. コネクタ タブ上で、コネクタ設定 グループの [プロパティ マッピング] を選択します。これにより プロパティ 

マッピング ページが表示されます。ここでは既存のプロパティ マッピング プロファイルがすべて表示されます。  

2. 新しいプロパティ ルールを作成する場合、管理 グループの [作成] をクリックします。プロパティ マッピング

の作成 ページがワークスペースに表示されます。 

3. プロパティ マッピングについて以下の設定を構成します。 

a. プロパティ マッピング名 – プロパティ マッピングの名前と説明 (オプション) を入力します。 

b. プロパティ マッピング – 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します。

表の上に表示された [ファイルシェア ライブラリ] タブまたは [メディアシェア ライブラリ] タブをク

リックし、該当するプロパティを設定します。既定では、ファイル システム プロパティは元のプロパティ

名で SharePoint プロパティにマッピングされます。 
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セキュリティ マッピング 

ファイル システムから SharePoint にファイルをアップロードすると通常権限設定が失われますが、コネクタはすべての

ドキュメントおよびファイルシェア レベルの権限を読み取り、SharePoint に読み込む機能を備えています。セキュリテ

ィ マッピングでは、ファイル システム権限と SharePoint 権限間でのマッピング ルールを構成します。 

権限のマッピングは構成可能ですが、SharePoint ではオブジェクトレベルごとに権限を適用することは推奨されませ

んので、ご注意ください。ライブラリでファイル システム セキュリティを再利用するか、SharePoint サイトから継承する

かを作成時に決めることができますが、ここでは後者を強く推奨します。   

既定では、DocAve では DefaultConnectorSecuritySetting という名前の既定共通マッピングを適用し

ます。このマッピングは編集や削除ができません。新しいセキュリティ マッピングを設定するには、以下の手順に従ってく

ださい。 

1. コネクタ タブ上で、コネクタ設定 グループの [セキュリティ マッピング] を選択します。これにより セキュリテ

ィ マッピング ページが表示されます。ここでは既存のセキュリティ マッピング プロファイルがすべて表示されま

す。  

2. 新しいプロパティ ルールを作成する場合、管理 グループの [作成] をクリックします。セキュリティ マッピング

の作成 ページがワークスペースに表示されます。 

3. セキュリティ マッピングについて以下の設定を構成します。 

a. セキュリティ マッピング名 – セキュリティ マッピングの名前と説明 (オプション) を入力します。  

b. セキュリティ マッピング – ファイル システム権限と SharePoint 権限をマッピングします。ドロップ

ダウン リストから SharePoint 権限を選択して、該当するファイル システム権限に適用します。  

4. 権限マッピング用に新しい SharePoint 許可レベルを作成するには、[新規 SharePoint アクセス権限

レベル] をクリックします。ポップアップ ウィンドウに、既定の SharePoint アクセス許可レベルが表示されま

す。既定のアクセス許可レベルは 投稿、デザイン、フル コントロール、なし、閲覧、表示のみ です。これら

の既定 SharePoint アクセス許可レベルを編集および削除することはできません。  

5. 管理 グループの [作成] をクリックします。SharePoint アクセス許可レベルの作成 ページが表示されま

す。新しい SharePoint アクセス許可レベルを作成するには、以下の設定を構成します。 

 名前 / 説明 – SharePoint アクセス許可レベルの名前と説明 (オプション) を入力します。  
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 権限 – 該当するチェック ボックスをクリックして、SharePoint アクセス許可レベルの詳細権限を

選択します。[すべて選択] を選択すると、すべての権限を含むことができます。  

6. 終了したら [OK] をクリックします。新しく作成された SharePoint アクセス許可レベルは、SharePoint 

アクセス許可レベルの管理 ページおよび セキュリティ マッピングの作成ページ の SharePoint 権限 ド

ロップダウン リストに表示されます。 

コネクタ ソリューションの展開 

DocAve でコネクタ機能を使用するには、まずお使いの SharePoint ファームに DocAve コネクタ ソリューションを

展開する必要があります。展開できるコネクタ ソリューションは 4 種類あります。SharePoint 2010 環境では SP

2010ConnectorContentLibrary.wsp および SP2010ConnectorMediaLibrary.wsp の 2 つで

す。 SharePoint 2013 環境では SP2013ConnectorContentLibrary.wsp および SP2013Conn

ectorMediaLibrary.wsp の2 つです。DocAve コネクタ ソリューションをインストール・展開すると、サイト コレ

クションの機能一覧にコネクタ機能が表示されます。使用するコネクタ機能に応じて展開するソリューションを選択して

ください。 

 SP2010ConnectorContentLibrary および SP2013ConnectorContentLibrary ソリューショ

ンには、DocAve ファイルシェア ライブラリ機能および DocAve コネクタ ライブラリ変換機能が含まれます。 

 SP2010ConnectorMediaLibrary および SP2013ConnectorMediaLibrary ソリューション

には、DocAve メディアシェア ライブラリ機能が含まれます。  

DocAve コネクタ ソリューションを展開するには以下の手順に従ってください。 

1. DocAve タブ > コントロール パネル  > ソリューション マネージャー に移動します。 

2. ファーム ドロップダウン リストから展開先となるファームを選択します。 

3. 以下のチェックボックスを選択します。SharePoint 2010 の場合は SP2010ConnectorContentLi

brary.wsp および SP2010ConnectorMediaLibrary.wsp を選択します。 SharePoint 201

3 の場合は SP2013ConnectorContentLibrary.wsp および SP2013ConnectorMediaL

ibrary.wsp を選択します。アクション グループの [インストール] をクリックします。 

4. ソリューションが SharePoint ファーム上にインストールされたら、SharePoint 2010 の場合は SP2010

ConnectorContentLibrary.wsp および SP2010ConnectorMediaLibrary.wsp チェック

ボックスを選択します。 SharePoint 2013 の場合は SP2013ConnectorContentLibrary.ws
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p および SP2013ConnectorMediaLibrary.wsp チェックボックスを選択します。アクション グルー

プの [展開] をクリックします。 

5. ソリューションが正常に展開されると、ソリューションの状態が 状態 列に 展開済み として表示されます。 

ソリューションで実行可能なその他の操作については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド 内 ソリューシ

ョン マネージャー セクションを参照してください。 

*注意: SharePoint 2010 テンプレートを使用して作成した SharePoint 2013 サイト コレクションに対しては、

SharePoint 2010 で使用されるコネクタ ソリューションをインストール・展開する必要があります。 

次のセクションでは、コネクタ機能をアクティブ化する方法について説明します。 

 

コネクタ機能のアクティブ化 

コネクタ ソリューションの展開後は、DocAve ユーザー インターフェイスを介して Web アプリケーション、サイト コレク

ション、サイト、コネクタ ライブラリなどを含めた SharePoint オブジェクトのコネクタ設定を構成することができます。  

SharePoint ユーザー インターフェイス経由でコネクタ ライブラリのコネクタ設定を構成する場合、コネクタ ソリューショ

ンの展開後にコネクタ機能を DocAve または SharePoint 経由でアクティブ化する必要があります。DocAve で

コネクタをアクティブ化すると、複数のサイト コレクションの機能を一度にアクティブ化・非アクティブ化することが可能に

なります。なお SharePoint ではサイト コレクションを 1 つずつアクティブ化・非アクティブ化する必要があります。コネ

クタ機能を有効化するには、以下の関連セクションを参照してください。 

SharePoint 経由でのコネクタのアクティブ化 

SharePoint 経由でコネクタをアクティブ化するには、以下の手順に従ってください。 

1. SharePoint で、コネクタをアクティブ化するサイト コレクションに移動します。サイトの操作 > サイトの設

定 > サイト コレクションの機能 に移動します。サイト コレクションの機能 ページが表示されます。  

2. DocAve コネクタ ライブラリの変換、DocAve ファイルシェア ライブラリ、DocAve メディアシェア ラ

イブラリコネクタ機能 の隣にある [アクティブ化] をクリックします。これにより、選択したサイト コレクション

の機能が有効化されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: DocAve コネクタ ライブラリの変換 機能は、SharePoint ドキュメント ライブラリ、フォーム ライ

ブラリ、画像ライブラリ、およびメディア ライブラリを DocAve コネクタ ライブラリに変換する際に使用します。

これらの SharePoint ライブラリは、コネクタ ライブラリに変換することでコネクタ設定を適用することができる

ようになります。  

3. コネクタ機能をアクティブ化すると、機能の状態は 状態 列に アクティブ として表示されます。 

DocAve 経由でのコネクタのアクティブ化 

DocAve 経由でコネクタをアクティブ化するには、以下の手順に従ってください。 

1. コネクタ タブ上で、管理 グループ配下の [機能の管理] をクリックします。機能の管理 ページが表示され

ます。  

2. 表示 グループでアクティブ化するコネクタ機能 (ファイルシェア ライブラリ、メディアシェア ライブラリ、ライ

ブラリ変換) を選択します。選択した機能について次の設定を構成します。 

a. ツリーの選択 – コネクタ機能をアクティブ化する対象の場所を選択します。  

b. SharePoint ファーム ツリーをサイト コレクション レベルまで展開し、アクション 列の [アクティブ

化] をクリックすると、選択したサイト コレクションでコネクタ機能がアクティブ化されます。Web アプ

リケーション レベルで [すべてアクティブ化] をクリックすると、選択した Web アプリケーション レベ

ル配下のすべてのサイト コレクションでコネクタ機能がアクティブ化されます。 

3. コネクタ機能をアクティブ化すると、該当するサイト コレクション機能の 状態 列の表示が 非アクティブ から 

アクティブ に変わります。 
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SharePoint とストレージ パス間の接続の作成 

DocAve コネクタでは、SharePoint ライブラリとファイルシェアまたはクラウド ストレージとの間の接続を作成すること

ができます。接続は、Web アプリケーション レベル、サイト コレクション レベル、サイト レベル、ライブラリ レベルで作

成することができますが、エンドユーザー側で作成する場合はライブラリ レベルが最も一般的です。  

以下の点にご注意ください。 

 ストレージ パス コンテンツを直接 SharePoint ライブラリに接続する場合は、ライブラリ レベル でコネ

クタ パスを構成します。  

これは、既存のファイルシェアを持つユーザーのチーム サイトを有効にする場合に特に一般的です。  

 Web アプリケーション・サイト コレクション・サイト レベル  または複数のライブラリをファイル

シェアに接続する場合、DocAve コネクタでは選択したファーム ノードの階層を反映したサブフォルダーがファ

イルシェア内に作成されます。  

この方法はエンタープライズ Web アプリケーションの個人用サイトを有効にする場合に特に一般的ですが、

下のレベルにホーム ドライブまたはファイルシェアが維持されます。  

また、接続が構成されたレベルに関係なく、DocAve コネクタ ライブラリ (ファイルシェア ライブラリとメディアシェア ライ

ブラリ) および 4 つの SharePoint ライブラリ (ドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像ライブラリ、メディア ラ

イブラリ) は、実際にストレージ パスに接続されます。  

接続が作成されて同期ジョブが実行されると、SharePoint ライブラリにアップロードされたコンテンツはすべて Share

Point SQL データベースではなく接続ストレージ パスに保存されます。SQL データベースに保存されるのはスタブの

みで、実データは保存されませんが、SharePoint ライブラリ内のコンテンツは、実データが SQL に保存されている

状態と同様に表示され、機能します。   

概要 

Web アプリケーション レベル、サイト コレクション レベル、サイト レベル用のコネクタ設定では、パスの構成 および 

同期設定の構成 の 2 種類があります。  

*注意: ライブラリ レベルに対応するのは パスの構成 のみです。同期設定はライブラリ レベルでは構成できないため、

同期設定の構成 オプションはライブラリで使用できません。 
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 パスの構成 ウィザードでは、ストレージ パスを構成して、ストレージ パスを継承させたいライブラリを有効化

することができます。 

 同期設定の構成 ウィザードでは、マッピング設定やスケジュール設定などの同期設定を構成することができ

ます。  

コネクタ パスの構成 

SharePoint ライブラリをストレージ パスに接続するには、以下の手順に従ってください。 

1. 範囲 パネルから、ストレージ パスに接続するオブジェクトを選択します。  

2. 設定 グループの パスの構成 ドロップダウンをクリックして、[パスの管理] を選択します。  

3. 選択したレベルに対応するセクションを以下で参照してください。 

Web アプリケーション・サイト コレクション・サイト レベル 

*注意: 既定では、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト レベルでは、ネットシェア ストレージにのみ対応

しています。DocAve コネクタではネットシェアに加え、ライブラリ レベル でクラウド ストレージおよび HDS Hitachi 

コンテンツ プラットフォーム ストレージもサポートします。  

Web アプリケーション、サイト コレクション、またはサイト レベルでコネクタ設定を構成するには、以下の手順に従って

ください。 

1. ノードを選択するには コネクタ パスの構成 の手順に従ってください。 

2. ストレージ パスの構成 が表示されます。お使いの SharePoint 環境で希望のノードに接続する物理スト

レージ パスを構成します。継承の詳細情報については、継承設定の構成 を参照してください。 

a. 管理パス (Web アプリケーション レベルのみ) – コネクタ設定の構成場所となる管理パスを指定

します。選択した管理パス配下のサイト コレクションおよびサイトは、Web アプリケーションからコネ

クタ設定を自動的に継承します。選択した管理パス配下のライブラリは、ライブラリの有効化 の

手順で有効化されている場合のみ、Web アプリケーションからコネクタ設定を自動的に継承します。

選択した管理パスに所属しないその他のオブジェクトは、Web アプリケーションからコネクタ設定を

継承しません。 

管理パスを指定したら、[この管理パスを追加] をクリックして追加します。ここでは複数の管理パ

スを追加することができます。  
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b. ストレージ タイプ – ストレージ デバイス タイプを選択します。Web アプリケーション、サイト コレク

ション、サイト レベルでは ネットシェア ストレージのみがサポートされます。 

 ネットシェア – 指定したノードに作成されたコネクタ ライブラリにコンテンツを同期するネッ

トシェア パスを指定します。その後 ユーザー名 と パスワード を入力し、既存ネットシェ

ア パスへの接続を確立します。SharePoint でアップロードされたデータもこのネットシェ

ア パスにも書き込まれて保存されます。このパスは、選択したノードの下に作成されたす

べてのコンテンツ ライブラリの既定ルートストレージ パスになります。詳細 オプションが有

効化されている場合、拡張パラメータ オプションが表示されます。拡張パラメータ オプシ

ョンでは 2 つのプロパティが追加され、ストレージ パスの長さと認証方法をそれぞれ管理

することができます。 

3. 終了したら [次へ] をクリックします。ライブラリの有効化 ページが表示されます。 

4. ライブラリの有効化 – 右側のツリーを使用し、ライブラリ レベルまで移動します。ここではドキュメント ライブ

ラリ、ファイルシェア ライブラリ、メディアシェア ライブラリのみが表示されます。コネクタ設定を有効にするライブ

ラリを選択します。ツリーで既にコネクタ設定を構成済みのライブラリのチェックボックスは選択できません。  

5. 完了したら、[次へ] をクリックします。概要 ページが表示されます。 

6. 概要 ページでコネクタ設定をレビューおよび編集します。[戻る] をクリックすると構成を変更します。[完了] 

をクリックすると構成を完了します。[キャンセル] をクリックすると構成を完了せずに終了します。[完了] をク

リックした場合、UNC パス フィールドで指定したストレージ パスに UNC パス\サイト コレクション名\サイ

ト名\ライブラリ名 の形式でフォルダーが生成されます。 各ライブラリのコンテンツは、ストレージ場所内の

該当するパスまたはフォルダーに保存されます。 

ライブラリ レベル 

多くのエンドユーザーの場合、ライブラリ レベルでコネクタ ストレージ パスを構成して、直接 SharePoint ライブラリに

既存のファイルシェア コンテンツを接続することになります。DocAve コネクタではネットシェアに加え、ライブラリ レベル

でクラウド ストレージおよび HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム ストレージをサポートします。 

権限のマッピングは構成可能ですが、SharePoint ではオブジェクトレベルごとに権限を適用することは推奨されませ

んので、ご注意ください。ライブラリでファイル システム セキュリティを再利用するか、SharePoint サイトから継承する

かを作成時に決めることができますが、ここでは後者を強く推奨します。  
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*注意: ライブラリ レベルで使用可能なコネクタ オプションは パスの構成 のみです。同期設定の構成 オプションは、

ライブラリ レベルで作成された構成には使用できません。 

*注意: 既存の SharePoint ドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像ライブラリ、メディア ライブラリなどをス

トレージ パスに接続する場合、既存 SharePoint ライブラリ内のコンテンツは、ストレージ パスに 「接続」 する前に

ライブラリへアップロードされたコンテンツも含めたすべてがストレージ パスに移動されます。  

ライブラリ レベルでのコネクタ設定は SharePoint から構成することもできます。詳細については SharePoint イン

ターフェイスを使用したコネクタ ライブラリ設定の構成 を参照してください。 

DocAve にライブラリ レベルでコネクタ パスを構成するには以下の手順に従ってください。 

1. ノードを選択するには コネクタ パスの構成 の手順に従ってください。ツリーで既にコネクタ設定を構成

済みのライブラリのチェックボックスは選択できないことに注意してください。 

2. 設定とパス ページが表示されます。  

3. ストレージ パスが既にサイト レベルで構成されている場合、親から継承したパスを使用する が既定で選

択されます。このオプションが選択されている場合、ライブラリは親サイトからストレージ パスを継承します。U

NC パス フィールドと ユーザー名 フィールドは変更できませんが、パスワード の入力は必要となります。こ

のオプションの選択を解除すると、ライブラリ用のストレージ パスを任意で指定することができます。親サイト

がどのストレージ パスにも構成されていない場合、このオプションをライブラリ構成ページで使用することはでき

ません。継承の詳細情報については、継承設定の構成 を参照してください。 

4. ドロップダウン リストから ストレージ タイプ を選択します。 

a. ネットシェア – このライブラリと同期するパスを指定し、データを書き込むパスへのアクセスを確立す

るための ユーザー名 とパスワード を入力します。[詳細] をクリックすると、拡張パラメータ オプシ

ョンが表示されます。このオプションでは、ストレージ パスの長さや認証方法などの設定を管理する

ことができます。拡張パラメータ オプションで使用できるプロパティの詳細については DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザーガイド 内 ネットシェア セクションを参照してください。 

b. HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム – データが保存される プライマリの ネームスペース 

アドレス と、オプションでセカンダリの ネームスペース アドレス を指定します。完全に一致するスト

レージ場所となる ルート フォルダー を入力します。その後、指定したネームスペースへのアクセスを

確立するための ユーザー名 と パスワード を入力します。[詳細] をクリックすると、拡張パラメー

タ オプションが表示されます。このオプションでは追加設定を管理することができます。拡張パラメー

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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タ オプションで使用できるプロパティの詳細については DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガ

イド 内 HDS Hitachi コンテンツ プラットフォーム セクションを参照してください。 

c. オプション - ドロップダウン リストから クラウド タイプ を選択します。ここで選択できるオプションは、

RackSpace クラウド ファイル、Windows Azure ストレージ、Amazon S3、EMC At

mos、AT&T Synaptic の 5 つです。 

メディアシェア ライブラリを構成している場合、ストレージ タイプについて使用可能な追加オプションが 1 つあ

ります。  

d. WMS に関連付けられたネットシェア  – このオプションでは、このパスに保存されたビデオを Win

dows Media サービスに接続します。WMS に関連付けられたネットシェア ストレージを使用す

ることにより、ビデオを Windows Media サービスで再生することができるようになります。なお、こ

の場合は Windows Media サービスが ネットシェア パスに関連付けられている必要があります。 

5. 同期モード – 使用する同期モードを選択します。 

*注意: SharePoint またはストレージ システム上での特定の操作の同期モード動作状況をレビューする

場合、付録 F – SharePoint 上での同期モード動作状況 内のテーブルを参照してください。 

 SharePoint 内の変更をストレージ パスへ同期する – SharePoint インターフェイス経由でフ

ァイルの追加、編集、削除のみを実行する場合、このオプションを選択します。ファイル サーバーに

追加されたファイルは SharePoint に同期されません。ファイル サーバー上での削除および編集

はサポートされていないため、SharePoint 内のデータが失われる可能性があります。孤立したスタ

ブの整理の説明については、AvePoinｔ 補助ツール ユーザー ガイド を参照してください。  

*注意: ここでは、同期モードとして SharePoint 内の変更をストレージ パスへ同期する を選

択することを強く推奨します。Microsoft の報告によると、RBS ストレージ場所の変更またはアク

セスにより、SharePoint と実ファイルとの間で不一致が発生する可能性があります。 

 SharePoint 内の変更をストレージ パスに同期してストレージ パスから新しいファイルを読み

込む - SharePoint インターフェイス経由でファイルの追加、編集、削除を実行して、新しいファイ

ルをストレージ場所へ定期的に追加する場合、このオプションを選択します。このオプションを選択

すると、SharePoint 内の変更はストレージ パスへ同期され、ストレージ パス内で新規に追加さ

れたファイルは SharePoint へ同期されます。 

6. エンドユーザーの権限 – 同期を実行するエンドユーザーを指定するには、アクセス許可レベルを選択します。

このオプションでは、フル コントロール、デザイン、投稿、サイト コレクション管理者 の 4 種類のアクセス許

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
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可レベルを設定できます。これらの 4 つの権限のいずれかを持っているエンドユーザーであれば同期を実行

することができます。なお、既定では、フル コントロール および サイト コレクション管理者 が選択されます。  

7. ファイル システムから権限の読み込み – 既定では、ライブラリは親サイトから権限を継承します。このオプシ

ョンを選択すると、親サイトから継承したライブラリ権限が解除されます。代わりに、ストレージ パスの権限は

同期ジョブの実行後ライブラリに同期されます。このオプションは ネットシェア および WMS に関連付けら

れたネットシェア ストレージ タイプのみで使用することができます。 

 ルート フォルダーの権限のみを読み込む – このオプションを選択すると、親サイトから継承したラ

イブラリ権限が同期後に解除されます。ライブラリ権限は、ストレージ パス権限のルート フォルダー

に置き換わります。ライブラリ配下のファイルおよびフォルダーは、ライブラリから権限を継承します。権

限は、最初の同期時にのみ適用されます。 

 アイテムの権限をすべてファイル システムから読み込んで保持する – このオプションを選択すると、

親サイトから継承したライブラリ権限、およびライブラリから継承したアイテム (フォルダーおよびファイ

ル) の権限も同期後に解除されます。ストレージ パスのルートフォルダーおよびサブフォルダー権限

は、ライブラリに同期されます。権限は、アイテムを SharePoint へ最初に同期する際にのみ適用

されます。 

8. ファイル システムからメタデータの読み込み  – ファイルとフォルダーをメタデータから読み込む際に、ファイル 

システムからメタデータを読み込むかどうかを指定します。なお、メタデータは SharePoint との最初の同期

時にのみ読み込むことができます。このオプションは ネットシェア および WMS に関連付けられたネットシェ

ア ストレージ タイプのみで使用することができます。  

9. コネクタ SDK は、メタデータをファイル システムから接続パス内の Excel ファイルにエクスポートするための 

API を提供します。ファイル システムから Excel ファイルにメタデータをエクスポートし、ファイル システムから

メタデータを読み込む オプションを有効化すると、Excel ファイルに保存されたメタデータが読み込まれます。

これにより、同期ジョブが大幅に高速化します。適切な API を使用して Excel ファイルにメタデータをエクス

ポートする方法については、DocAve コネクタ SDK Help .chm を参照してください。この機能は ネットシ

ェア および WMS に関連付けられたネットシェア ストレージ タイプのみでサポートされています。 

10. 名前の一致  – ファイルおよびフォルダー名をコネクタ ライブラリおよびストレージ パスに一致させるかどうかを

指定します。  

 このオプションを無効にすると、マッピング ルールに従い、同期中にファイル名を SharePoint で変

更します。ストレージ パス内のファイル名は変更されません。  
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 このオプションを有効にすると、ストレージ パス内のファイル名は同期後に SharePoint 内のファイ

ル名と同様のものとなります。ファイル名またはフォルダー名に特殊文字が使用されている場合は、

このオプションを有効にすると、ストレージ パス内のファイル名は同期後に SharePoint 内のファイ

ル名と同様のものとなります。フォルダー名への影響は発生しません。    

11. ファイル サイズ制限 – リンク サイズの大きいファイルを許可する (2 GB 以上) を選択すると、2 GB 

以上のデータをストレージ デバイスからリンクし、ストレージ デバイスと SharePoint の間で同期させること

ができます。 

*注意: SharePoint の制限により、2GB 以上のアイテムについてはリンクのみがアップロードされます。ファ

イルのサイズが 2 GB 以上の場合、SharePoint 上で以下の様な問題が発生する可能性があります。 

 ファイルのコンテンツ タイプを変更することができない 

 ファイルのバージョンを生成すると、リンクのみが SharePoint に保存されるファイルのバージョンが

接続パスに生成されない 

 ファイルが SharePoint のクロール中にインデックスに含まれない 

 ファイルをエクスプローラ ビューでコピー・削除できない 

メディアシェア ライブラリを構成する場合、さらに プレーヤー、サムネイル設定、および リッチ テキスト設定 の 3 つの

コネクタ設定も構成する必要があります。 

1. プレーヤー –  メディア プレーヤーの設定を構成します。 

 プレーヤー サイズ – プレーヤーのスクリーン サイズをカスタマイズします。 

 自動再生を有効にする – この設定を有効化すると、ビデオ アイコンをクリックするとビデオを自動

的に再生します。 

2. サムネイル設定 – サムネイル サイズをカスタマイズする オプションを有効化すると、サムネイルのサイズの

値を指定することができます。ここでは 50 ～ 250 ピクセル範囲でサイズを指定できます。  

3. リッチ テキスト設定  – この機能では、ビデオの再生ボタンを リッチ テキスト タイプ 列に追加することがで

きます。この方法では、現在のサイトの各アイテムのビデオを有効化できます。この機能を使用する手順は

以下のとおりです。 

a. メディアシェア ライブラリの設定 ページで、[全サイトでビデオ プレーヤーのリッチ テキストを有

効にする] を選択します。[保存] をクリックして設定を保存します。 
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b. 対象サイト内のリストにアクセスし、リストで列を作成します。列の作成 ページで、[複数行テキス

ト] および [拡張リッチ テキスト (画像、表、ハイパーリンクを含むリッチ テキスト)] を選択しま

す。 

c. リスト内のアイテムを選択し、アイテム ページで 管理 グループ配下の [アイテムの編集] をクリック

します。アイテムの編集 ページが表示されます。作成された列をクリックし、テキストの書式設定 

> HTML > リッチ テキスト設定 に移動します。プレーヤー設定 ページが表示されます。 

d. このページでは、ビデオへのリンク、プレーヤー タイプ、プレーヤー サイズ などを含むリッチ テキス

ト設定を構成します。ビデオを自動再生したい場合は、自動再生を有効にする チェックボックスを

選択します。 

*注意: この列はアイテムにのみ存在し、ライブラリにはありません。 

SharePoint インターフェイスを使用したコネクタ ライブラリ設定の構成 

ライブラリ レベルの最初のコネクタ設定は、DocAve GUI または SharePoint のいずれかから構成することができま

す。DocAve GUI および SharePoint の両方で構成することができるのはライブラリ レベルのみです。他のレベル 

(Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト) は、DocAve GUI でのみ構成することができます。  

ライブラリ レベルのコネクタ設定オプションは、DocAve GUI および SharePoint の両方で同様となります。ライブ

ラリ レベル セクションでは、DocAve GUI からライブラリ レベルのコネクタ設定を構成する方法を説明しています。

以下のセクションでは、 SharePoint からライブラリ レベルを構成する方法を説明します。  

*注意: DocAve GUI または SharePoint で適用した構成済みのコネクタ設定がライブラリに含まれる場合、これ

らのコネクタ設定はDocAve GUI および SharePoint のいずれからでも編集することができます。 

SharePoint からコネクタ ライブラリを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. お使いのストレージ パスを接続するライブラリにアクセスします。  

2. ライブラリ ページにある ライブラリ タブを選択して、設定 グループ配下の [ライブラリ設定] をクリックしま

す。  

3. ファイルシェア / メディアシェア ライブラリの [ファイルシェア / メディアシェア ライブラリ設定] を選択するか、

または、全体設定 列のドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像ライブラリ、資産ライブラリ の [コネ

クタ設定] を選択します。ファイルシェア / メディアシェア ライブラリ設定 ページが表示されます。  
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4. DocAve コネクタ ライブラリ (ファイルシェア / メディアシェア ライブラリ) の設定と、SharePoint ドキュメン

ト ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像ライブラリ、資産ライブラリの設定を SharePoint 上で構成します。こ

れらの設定の詳細については、ライブラリ レベル を参照してください。 

同期設定の構成 

パスの構成 ウィザードが完了したら、同期設定を構成することができます。このセクションでは、構成したパスの同期

設定の設定方法を説明します。同期設定の構成 ウィザードで同期設定を構成していない場合、既定の同期設定

が使用されます。 

同期設定の構成 オプションは、ライブラリ レベルで作成された構成には使用できません。 

*注意: Hitachi データ システム (HDS) を使用する場合、大文字と小文字の違いがある同一ファイル名またはフ

ォルダー名がファイルシェア内に存在しないことを確認してください。上記のファイルまたはフォルダーが存在する場合、コ

ネクタでは同期を実行しません。これは、SharePoint では大文字と小文字の区別がなく、HDS は大文字と小文

字の区別があるためです。 

以下の手順に従ってください。  

1. 設定 グループの [同期設定の構成] をクリックして選択します。 

2. 同期設定の構成 – 選択したオブジェクトの同期に関連する設定を構成します。  

a. 該当するドロップダウン リストから、[共通マッピング] を選択します。既定の共通マッピング プロファ

イルがドロップダウン リストに表示されます。新しい共通マッピング プロファイルを作成するには、ドロ

ップダウン リストから [新規共通マッピングの作成] を選択します。詳細については 共通マッピン

グ を参照してください。 

b. 該当するドロップダウン リストから、[プロパティ マッピング] を選択します。既定のプロパティ マッピ

ングがドロップダウン リストに表示されます。新しいプロパティ マッピング プロファイルを作成するには、

ドロップダウン リストから [新規プロパティ マッピングの作成] を選択します。詳細については プ

ロパティ マッピング を参照してください。 

c. 該当するドロップダウン リストから、[セキュリティ マッピング] を選択します。既定のセキュリティ マッ

ピングがドロップダウン リストに表示されます。新しいセキュリティ マッピング プロファイルを作成するに

は、ドロップダウン リストから [新規セキュリティ マッピングの作成] を選択します。詳細については 

セキュリティ マッピング を参照してください。 
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d. スケジュールの選択 – ストレージ パスと SharePoint 間でコンテンツを定期的に同期するかどう

かを選択します。 

 スケジュールなし – データの同期スケジュールを構成しません。このオプションを選択した

場合、SharePoint からの同期ジョブを手動で実行する必要があります。 

 スケジュールを手動で構成する – このオプションを選択すると、スケジュール設定 オプシ

ョンおよび 処理プール オプションが有効になります。  

o スケジュール設定 – スケジュールの開始時刻と間隔を指定します。カレンダーで

間隔を表示するには、カレンダー アイコンか、間隔 フィールドに表示された [カレ

ンダー ビュー] をクリックします。その後、スケジュールの終了時刻と終了日時を

指定します。 

o 処理プール – 同期プロセスの処理プールを指定します。それぞれの SharePoi

nt ファームには、DocAve_Farm(ファーム名) という名前の既定処理プール

があります。必要な場合は、ドロップダウン メニューから [新しい処理プール] を

選択して、新しい処理プールを作成します。詳細については 処理プールの構成 

を参照してください。 
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処理プールの構成 

処理プール 機能を使用すると、同時に実行できる同期ジョブの最大数を制御することができます。通常、同期ジョ

ブではリソースを大量に消費するため、複数の同期ジョブを同時に実行するとサーバーのパフォーマンスに影響を与え

る可能性があります。この状況を回避するため、処理プール機能を使用して、同時に実行する同期ジョブ数を制限

することができます。  

同期ジョブは、スレッド形式で処理プールに追加されます。処理プール で許可されるスレッド数は、同時に実行でき

る同期ジョブの最大数です。残りの同期ジョブはキューに追加されます。  

各 SharePoint ファームには既定の処理プール DocAve_Farm(ファーム名) があります。既定の処理プール内

のスレッド数は 5 に設定されています。  

処理プールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 全般設定 ページから、コネクタ タブ > 処理プール に移動します。 

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

3. 処理プール名 と 説明 (オプション) を入力します。 

4. ドロップダウン リストから [ファーム] を選択します。  

5. ドロップダウン リストから [エージェント グループ] を選択します。選択したエージェント グループのエージェン

トは、同期ジョブを実行する際に処理プールで使用します。エージェント グループの作成の詳細については 

DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

6. 同期ジョブに使用する スレッド数 を指定します。例えばここで 8 と入力すると、8 つの同期ジョブが同時に

実行されます。 

継承設定の構成  

サイト コレクション、サイト、ライブラリ レベルでは、親ノードからコネクタ設定が自動的に継承されます。SharePoint 

とストレージ デバイス間の接続を作成する場合、継承はあくまで推奨オプションです。SharePoint とストレージ デ

バイス間の接続は、ライブラリが親ノードで構成された設定を継承するため、実質は SharePoint ライブラリとストレ

ージ デバイス間の接続となります。SharePoint とストレージの間の接続関係に影響を与えるのは、ライブラリ レベ

ルでのコネクタ設定のみです。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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この既定の継承論理が正しく構成されていれば、各レベルでコネクタ設定 (ストレージ パス、マッピング設定 など) 

を手動で構成する必要はありません。ノードの各ライブラリで前述の設定の構成が必要なのは初回のみなので、時

間の節約が実現できます。これは設定を親ノードから継承するためです。 

必要な場合は継承を解除し、各レベルのコネクタ設定を任意で構成することも可能です。前述のように、SharePoi

nt とストレージ デバイス間の接続関係に影響を与えるのはライブラリ レベルでのコネクタ設定のみです。  

継承を解除するには、構成済みの親ノード配下の子ノードを選択して [パスの構成] および [同期設定の構成] 

を選択し、ノード設定を任意で構成します。 

各レベルの継承の詳細については、以下の説明を参照してください。 

サイト コレクション  

上位レベルの Web アプリケーションにコネクタ設定が構成されている場合、既定では配下のサイト コレクションもコネ

クタ設定を継承します。  

 継承を解除するには、パスの構成 および 同期設定の構成 機能にアクセスし、サイト コレクションの設定

を任意で構成します。  

 上位レベルの Web アプリケーションにコネクタ設定が適用されていない場合、管理 グループの パスの構成 

および 同期設定の構成 機能にアクセスし、サイト コレクションのコネクタ設定を構成します。  

*注意: サイト コレクションの管理パスが Web アプリケーション レベルで構成される場合のみ、指定した Web アプ

リケーション配下のサイト コレクションでコネクタ設定を構成することができます。 

サイト 

上位レベルのサイト コレクションにコネクタ設定が構成されている場合、既定ではサイトは親サイト コレクションからコ

ネクタ設定を継承します。  

 継承を解除するには、パスの構成 および 同期設定の構成 にアクセスし、サイトの設定を任意で構成しま

す。 

 上位レベルの サイト コレクションにコネクタ設定が適用されていない場合、パスの構成 および 同期設定の

構成 機能をクリックし、サイトのコネクタ設定を構成します。  

ライブラリ 
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上位レベルのサイトにコネクタ設定が構成されている場合、既定ではライブラリは親サイトからコネクタ設定を継承しま

す。ライブラリ レベルでは同期設定は変更できません。 

*注意: マッピング設定およびスケジュール設定を含む同期設定は、ライブラリ レベルで変更することができません。ラ

イブラリは親レベルから同期設定を自動的に継承しますが、コネクタ設定がサイト レベル以上で構成されていない場

合は、ライブラリでは既定の共通マッピング・プロパティ マッピング・セキュリティ マッピングが使用されます。また、ライブラ

リは既定のスケジュール設定を使用します (スケジュールなし)。この場合、SharePoint からの同期ジョブを手動で

実行する必要があります。 

コネクタ設定の削除  

コネクタ設定の削除 機能を使用することで、Web アプリケーション、サイト コレクション、ライブラリからストレージ パ

ス構成や同期設定構成を削除することができます。この機能を適用すると、SharePoint とストレージ パス間の接

続が削除されます。  

ストレージ パス構成を削除するには、以下の手順に従ってください。コネクタ タブからファーム ツリー上の対象ノードを

選択して 管理 グループの [パスの構成] をクリックし、[パスの削除] を選択します。接続ストレージ パスが選択し

たノードから削除されます。 

同期設定構成を削除するには、以下の手順に従ってください。コネクタ タブからファーム ツリー上の対象ノードを選

択して 管理 グループの [同期設定の構成] をクリックし、[同期設定の削除] を選択します。選択したノードの同

期設定が削除されます。  

*注意: ライブラリ レベルでは同期設定の構成に対応していないため、同期設定の削除 オプションをライブラリ レベ

ルで使用することはできません。  
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SharePoint でのコネクタ ライブラリの作成 

コネクタ機能のアクティブ化後、SharePoint でコネクタ ライブラリを作成してストレージ パスを指定することができま

す。SharePoint でコネクタ ライブラリが構成されると、ライブラリにアップロードされたファイルは既存 SQL ストレージ

に保持されずに、指定されたストレージ デバイス パスにすべて自動的に移動されます。 

権限のマッピングは構成可能ですが、SharePoint ではオブジェクトレベルごとに権限を適用することは推奨されませ

んので、ご注意ください。ライブラリでファイル システム セキュリティを再利用するか、SharePoint サイトから継承する

かを作成時に決めることができますが、ここでは後者を強く推奨します。  

コネクタ ライブラリには、ファイルシェア ライブラリ と メディアシェア ライブラリ の 2 つのタイプがあります。どちらのラ

イブラリにもアップロード可能なファイル タイプに制限はありませんが、メディアシェア ライブラリには次の特殊な機能が

含まれます。 

 メディアシェア ライブラリでは、特定のファイル タイプのサムネイルを表示することができます。詳細については 

メディアシェア ライブラリでのサムネイルの表示 を参照してください。  

 メディアシェア ライブラリに保存されたビデオ ファイルの再生時間は、SharePoint の監査ログに記録されま

す。ビデオ再生アクションは、ドキュメントを開く、ドキュメントのダウンロード、リスト内のアイテムの表示、

アイテムのプロパティの表示 などのイベントに含まれます。SharePoint でビデオの再生時間を記録する

際に監査設定を構成する場合は、監査設定の構成 ページでこのイベント オプションが選択されていること

を確認してください。 

 メディアシェア ライブラリでは、再生中のビデオ ファイルの URL が簡単に確認することができます。プレーヤー

の上部に表示されたファイル タイトルはリンクになっています。このリンクをクリックすると、現在のビデオ ファイル

を再生する Web ページに移動します。この Web ページのアドレス バーに表示された URL は、再生中

のビデオ ファイルの URL です。必要な場合はこの URL をコピーしてペーストすることもできます。  

 メディアシェア ライブラリでは、2 GB 以上のメデイア ファイルも再生することが可能です。このライブラリで再

生されるメディア ファイルには、サイズの制限はありません。 

*注意: ライブラリのコネクタ設定を構成する際は、ファイル サイズ制限 の設定にご注意ください。このオプションを選

択していない場合、ライブラリにアップロードされるファイルのサイズは 2 GB 未満でなければなりません。このオプション

が選択されていると、2 GB 以上のファイルもライブラリにアップロードすることができるようになります。 
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SharePoint でコネクタ ライブラリ (ファイルシェアおよびメディアシェア ライブラリ) を作成するには、以下の手順に従

ってください。 

1. SharePoint 内で、コネクタ機能がアクティブ化されているサイトにアクセスします。 

2. ページの左上にある [サイトの操作] をクリックして、ドロップダウン リストから [その他の設定] を選択しま

す。ライブラリ 列の配下で [ファイルシェア / メディアシェア ライブラリ] を指定します。作成するライブラ

リを選択します。 

 名前と説明 – ライブラリ名および説明 (オプション) を入力します。 

 ナビゲーション – サイド リンク バーにこのライブラリを表示するかどうかを指定します。 

 ドキュメントのバージョン履歴 – このライブラリのファイルを編集するたびに新しいバージョンを作成

するかどうかを指定します。 

 ドキュメントのテンプレート – このライブラリに作成される新規ファイルの既定のテンプレートを ドキ

ュメントのテンプレート ドロップダウン リストから選択します。 

SharePoint で作成されるコネクタ ライブラリの既定のパスを指定する方法などの詳細については、コネクタ パス

の構成 セクションを参照してください。 

*注意: 過去に DocAve 5 コネクタ ライブラリにアクセスしたことがある場合、同一サイトに作成されている DocAv

e 6 コネクタ ライブラリにアクセスする前に、ブラウザの Cookie およびキャッシュをクリアする必要があります。これによ

り、DocAve 6 コネクタ ライブラリを正しく機能させることができます。 
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コネクタ ライブラリの使用 

コネクタ ライブラリの作成およびコンテンツの同期が終了したら、ライブラリ ページでライブラリを管理することができま

す。ここでは次のアクションを実行することができます。 

*注意: ドキュメント タブおよび ライブラリ タブの下のアクションには、基本的な SharePoint ドキュメント ライブラ

リ機能が含まれます。AvePoint の コネクタ タブは、DocAve コネクタ ライブラリに固有なものです。 

ドキュメント タブの使用 

 新規ドキュメント – このライブラリ内に新しいドキュメントを作成します。 

 ドキュメントのアップロード – このライブラリにファイルをアップロードします。なお、SharePoint ライブラリに

はファイルのスタブのみが保存され、アップロードされたファイルは接続パスの指定フォルダーに保存されること

に注意してください。[大容量ドキュメントのアップロード] をクリックすることで、2 GB 以上のライブラリ ドキ

ュメントをアップロードすることもできます。 

 新規フォルダー – このライブラリ内に新しいフォルダーを作成します。 

 ドキュメントの編集 – 選択したドキュメントを開いて編集します。 

 チェックアウト – チェックアウト済みファイルは読み取り専用になるため、編集できません。 

*注意: SharePoint でファイルシェアおよびメディアシェア ライブラリ内のファイルをチェックアウトすると、ネッ

トシェア ストレージに保存されている該当ファイルの元のユーザー権限は 読み取り専用 に変更されます。

元の権限は、ファイルのチェックイン後またはチェックアウトの破棄後にネットシェア ストレージ上で復旧します。 

 チェックイン – チェックアウトしたドキュメントをチェックインし、チェックアウト中の変更を確定します。  

 チェックアウトの破棄 – チェックアウトしたドキュメントをチェックインし、チェックアウト中の変更を破棄します。 

 プロパティの表示 – 選択したファイルのプロパティを表示します。 

 プロパティの編集 – 選択したファイルのプロパティを編集します。 

 バージョン履歴 – 選択したファイルのバージョン履歴を表示・管理します。 

 ドキュメント権限 – 権限ツール にアクセスして、選択したファイルの権限を管理します。 

 ドキュメントの削除 – 現在のライブラリから選択したファイルを削除します。 
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*注意: ファイルは SharePoint で削除されるとごみ箱に移されます。ごみ箱を空にしない限り、接続パス

と SharePoint ライブラリの間の同期は削除されたファイルに適用されません (つまり、ファイルは削除されま

せん)。ファイルを削除した後にサイト コレクションのごみ箱を空にすると、接続パス内の該当ファイルも削除さ

れます。 

 メールでリンクを送信 – 選択したファイルへのリンクをメールで送信します。 

 コピーのダウンロード – 選択したファイルのコピーを使用中のコンピュータにダウンロードします。 

 送信 

o 別の場所 – 選択したファイルを別の場所に移動・コピーします。 

o ドキュメント ワークスペースの作成 – 選択したファイルのドキュメント ワークスペースを作成します。 

 コピーの管理 – 選択したファイルのリンクされたコピーをすべて管理します。 

 移動元に移動 – 選択したファイルにリンクされた移動元ファイルに移動します。 

 ワークフロー – ワークフロー ページを表示して、選択したドキュメントに対して新しいワークフローを開始する

か、実行中・完了済みのワークフローの状態を表示します。 

 発行 – 選択したドキュメントのメジャー バージョンを発行します。 

 未発行 – 選択したドキュメントの現バージョンの発行を停止します。 

 承認 / 却下 – このライブラリへの送信を承認または却下します。 

 承認の取り消し – 送信の承認・却下を取り消して、選択したドキュメントの発行を停止します。 

 お気に入り – 選択したアイテムに [お気に入り] のタグを付与します。 

 タグ / メモ – 選択したアイテムにタグを追加します。アイテムの説明の目的で、メモを追加することもできま

す。メモは公開されます。 

ライブラリ タブの使用 

 標準ビュー – 標準リスト形式でアイテムを表示します。 

 データシート ビュー – データシートリスト形式でアイテムを表示します。  

 新規の列 – このリストに新しい列を追加します。 
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 作業ウィンドウの表示 – 作業ウィンドウを開いて追加コマンドにアクセスします。 

 合計の表示 – 各列の下に合計を表示します。 

 データの更新 – データの再読み込みを実行して、別のユーザーが行った変更を表示します。 

 ビューの作成 – 列、フィルタ、および別の設定を要求に合わせて選択し、新しいビューを作成します。  

 ビューの変更 – 既存のビューを変更します。  

 列の作成 – 新しい列を追加して、現在のライブラリ内の各アイテムに関する追加情報を保存します。 

 上へ移動 – 現在のフォルダーの親フォルダーに移動します。 

 現在のビュー – ドロップダウン リストから異なるビューを選択します。次のページまたは前のページに移動す

るには、現在のページ フィールドの隣にある三角形をクリックします。 

 メールでリンクを送信 – このライブラリへのリンクをメールで送信します。 

 RSS フィード – 選択したライブラリの RSS フィード ページに移動して、フィードを表示・購読します。 

 SharePoint ワークスペースへの同期: SharePoint ワークスペースを使用して、このライブラリの同期コ

ピーを使用中のコンピュータに作成します。 

 Office に接続 – Office の 名前を付けて保存 ダイアログ ボックスと ファイルを開く ダイアログ ボックスの

お気に入りリストに、SharePoint サイト フォルダー内のライブラリへのショートカットを作成します。これによ

り、よく使用するライブラリに Microsoft Office プログラムから簡単にアクセスできるようになります。 

 Outlook に接続 – アイテムを同期し、Microsoft Outlook を使用してオフラインで表示できるようにし

ます。 

 Excel にエクスポート – Microsoft Excel を使用して、このライブラリ内のアイテムをエクスポートします。 

 エクスプローラで開く – このライブラリを標準の Windows エクスプローラ フォルダーとして開きます。 

 フォーム Web パーツ – このライブラリに関連するフォームの Web パーツを変更します。 

 ライブラリの編集 – 現在のライブラリを SharePoint Designer で編集します。 

 新しいクイック操作 – ライブラリ内のアイテムに対してカスタム アクションを実行するためのリボン ボタンを独

自に作成します。 

 ライブラリ設定 – 現在のライブラリの権限、列、ビューなどの設定を構成します。  
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 ライブラリ権限 – 現在のライブラリの権限を管理します。 

 ワークフロー設定 – このライブラリに関連するワークフローの設定を変更します。  

コネクタ タブの使用 

 同期の操作 – 現在のライブラリの同期ジョブを実行します。 

o フォルダーの同期 – 現在のフォルダーのみを同期します。 

o フォルダーとサブフォルダーの同期 – 現在のフォルダーと配下のサブフォルダーを同期します。 

 レポートの表示 – ライブラリの最新の同期ジョブ レポートをダウンロードします。 

*注意: このタブは、SharePoint ドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像ライブラリ、アセット ライブラリには

ありません。ライブラリの コネクタ設定 ページでライブラリ タイプの同期を手動で実行するか、これらライブラリ タイプの

ジョブ レポートをダウンロードすることができます。  

メディアシェア ライブラリでのサムネイルの表示 

メディアシェア ライブラリでは、ビデオ、画像、PPT などのファイル タイプについてサムネイルを表示することができます。

これらのファイル タイプの詳細については  

 

 

 

 

 

 

 

 

付録 A - メディアシェア ライブラリ内のビデオ / オーディオ / 画像ファイル を

参照してください。 
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ビデオ サムネイルを表示する場合、ffmpeg をインストールして構成ファイルを設定するか、、SMPlayer をインスト

ールすることを推奨します。ffmpeg および SMPlayer のインストール・構成については  

 

 

 

 

ffmpeg および SMPlayer のインストールと構成 を参照してください。  

 

 

 

 

 

ffmpeg および SMPlayer のインストールと構成 

メディアシェア ライブラリでサムネイルを表示するには、まず SMPlayer または ffmpeg をインストールして構成しま

す。  

ffmpeg 

ffmpeg のインストールおよび構成については、以下の手順を参照してください。 

1. http: //www.videohelp.com/tools/ffmpeg から ffmpeg.zip ファイルをエージェントのインストー

ル パスへダウンロードして抽出します。既定では、インストール パスは ...\AvePoint\DocAve6\Agent

\bin です。 

2. SP2010SOConnector.config ファイルを …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010

\Connector から指定するか、SP2013SOConnector.config ファイルを …\AvePoint\DocAv

e6\Agent\data\SP2013\Connector から指定します。 
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3. SP2010SOConnector.config ファイルまたは SP2013SOConnector.config ファイルで、<F

FMpegPath> 要素の値を ffmpeg.exe ファイルのフル パスに変更します。例:  

<FFMpegPath>C: \Program Files\AvePoint\DocAve6\Agent\bin\ffmpeg\ffmpeg.e

xe</FFMpegPath> 

4. スタート > すべてのプログラム > AvePoint DocAve 6 > DocAve 6 エージェント ツール に移

動し、[エージェント再起動サービス ツール] をクリックして、ポップアップ ウィンドウで エージェント サービス 

を再起動します。 
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SMPlayer 

SMPlayer のインストールおよび構成については、以下の手順を参照してください。 

1. http: //sourceforge.net/projects/smplayer/  から SMPlayer インストール パッケージをダウンロ

ードします。 

2. 言語の選択ドロップダウン ボックスで、日本語 を選択します。 

3. [次へ] をクリックし、[このライセンス契約に同意します] を選択します。[次へ] をクリックします。 

4. ドロップダウン ボックスから 必須 インストール タイプを選択し、[次へ] をクリックします。 

5. インストール先フォルダーを指定し、[インストール] をクリックします。 

6. インストール プロセスが終了したら、[完了] をクリックしてインストール プロセスを終了します。 

プレーヤー メタデータ列の設定で、ファイルを開く際に使用するプレーヤーを指定します。 
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コネクタ ライブラリのメンテナンス 

お使いのコネクタまたは SharePoint ライブラリが外部ストレージと接続されると、SharePoint との同期を維持して

ライブラリの健全な状態を保つことが重要です。手動同期、スタブの実体化、およびその他のメンテナンス操作につい

ては、以下のセクションを参照してください。 

SharePoint 経由での接続パスを使用したライブラリの手動同期 

接続されたライブラリの同期設定を構成する際にスケジュールが設定されていない場合、ライブラリとストレージ パスを

手動で同期する必要があります。これはストレージ パス内に存在する最新のコンテンツをライブラリ スタブで表示する

ために必要です。手動で同期操作を実行するには、まず SharePoint の コネクタ設定 ページにアクセスします。  

 同期 – 接続ストレージ パスを使用して、現在のライブラリを同期します。 

o レポートの表示 – 現在のライブラリの最新の同期ジョブ レポートをダウンロードします。 

 コネクタ設定の編集 – ライブラリ設定 ページに戻り、現在のライブラリのコネクタ設定を編集します。 

同期が完了すると、ファイル システム内のファイルおよびフォルダーのスタブがライブラリ内で作成・アップロードされます。 

*注意: Hitachi データ システム (HDS) を使用する場合、大文字と小文字の違いがある同一ファイル名またはフ

ォルダー名がファイルシェア内に存在しないことを確認してください。上記のファイルまたはフォルダーが存在する場合、コ

ネクタでは同期を実行しません。これは、SharePoint では大文字と小文字の区別がなく、HDS は大文字と小文

字の区別があるためです。 
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スタブの実体化 

同期ジョブの実行後、データはストレージ パスに移動し、SharePoint 上では元のデータの代わりにスタブが作成さ

れます。これらのスタブを SharePoint の SQL Serverのデータとして戻すには、スタブの実体化 機能を使用しま

す。  

*注意: スタブとコンテンツの定義の詳細については スタブと実コンテンツとの判別 セクションを参照してくださ

い。 

1. アクション  グループで コネクタ タブ > [スタブの実体化] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示さ

れます。  

2. スタブ リストアを実行する範囲をポップアップ ウィンドウ上で選択します。必要な場合は、テキスト ボックスに

条件を入力して虫眼鏡アイコンをクリックすることで、特定のオブジェクトを検索することができます。 

3. ツリーは、アイテム レベルまで展開できます。[アイテム] をクリックすると、同期済みアイテムのスタブがすべて 

スタブ ブラウザ エリアに表示されます。ここではスタブ名、スタブ タイプ、スタブの実データのサイズが表示さ

れます。  

4. 今すぐスタブを変換するか、または スケジュール フィールドで実行する時間を指定してから、次の設定を構

成します。 

 すぐに変換する – スタブを実データにただちに変更する場合、このオプションを選択します。 

 自分でスケジュールを構成する – 構成したスケジュールに基づいてスタブを変更する場合、このオ

プションを選択します。このオプションを選択すると以下のオプションが表示されるので、構成が必要

となります。 

5. [OK] をクリックして変換を開始し、選択した範囲のスタブを実データに変換します。 

スタブと実コンテンツとの判別 

SharePoint では、データがコネクタ スタブかどうかを判別するマーカーは特にありません。データがスタブか実コンテン

ツかを判断するには、以下の方法を参照してください。 

 EBS プロバイダーを使用している場合、Microsoft SQL Server Management Studio でサイト コレ

クション内のコンテンツ データベースに移動し、AllDocs テーブルを検索します。docflags 列でアイテムの

値が 65536 より大きければ、このアイテムはスタブです。それ以外の場合、このアイテムは実コンテンツです。 
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 RBS プロバイダーを使用している場合、Microsoft SQL Server Management Studio でサイト コレ

クション内のコンテンツ データベースに移動し、AllDocStreams テーブルを検索します。Rbsld 列でアイ

テムの値が Null でなく、同時にコンテンツ列の値が Null の場合、このアイテムはスタブです。コンテンツ 

列でアイテムの値が Null でない場合、このアイテムは実コンテンツです。 

コネクタ ジョブ状態の確認 

コネクタ タブで、統計 グループ配下の [ジョブ モニター] をクリックし、コネクタ モジュール ジョブ モニターに移動しま

す。ここでは、スケジュール設定されているコネクタ同期ジョブの状態を表示することができます。  

ジョブを監視し、エラーの調査を実行する場合は、まずジョブ モニターを確認する必要があります。各オプションの詳細

については DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド をご参照ください。 

*注意: DocAve ジョブ モニターでは、スケジュール設定されたコネクタ同期ジョブのみ監視することが可能です。Sh

arePoint 上で手動で実行する同期ジョブの場合は、表示される進行状況バーを参照することで状態を確認でき

ます。 

同期ジョブの完了後、SharePoint 内の各コネクタ ライブラリの同期情報などを含むジョブ レポートが生成されます。

ジョブ レポートのダウンロード方法については、コネクタ タブの使用 および SharePoint 経由での接続パスを

使用したライブラリの手動同期 を参照してください。  

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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DocAve 5 スタブの DocAve 6 形式へのアップグレード 

DocAve 6.1 以降のバージョンでは、DocAve 5 で生成されたコネクタ スタブを DocAve 6 形式へアップグレード

することができます。この操作はすべてコントロール パネル上で実行します。詳細については、DocAve 6 コントロー

ル パネル ユーザーガイド 内 DocAve 5 コネクタ スタブの変換 セクションを参照してください。 

コネクタ SDK を使用したレポートの生成 

コネクタ SDK を使用することで、各コネクタ ライブラリのマッピング情報が含まれたレポートを .csv 形式で生成する

ことができます。これらのレポートは、エンドユーザーの展開の詳細を確認する際などに使用できます。 

レポートに生成される情報には、ファーム名、ライブラリ タイトル、ソリューション名、サイト コレクション URL、サイ

ト URL、ストレージ タイプ、Web アプリケーション URL、ライブラリ URL、接続パス、コンテンツ データベース、

ライブラリ タイプ などが含まれます。このレポートを生成する際に適切なコネクタ API を呼び出す方法については、

DocAve コネクタ SDK ユーザー ガイドを参照してください。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コネクタ ツール 

コネクタ モジュールでは、一緒に提供されるツールがいくつかあります。これらのツールを使用する方法については Doc

Ave 6 補助ツール ユーザー ガイド を参照してください。 

 AgentToolSP2010ConnectorCreateList Tool – このツールは、SharePoint 2010 を使用

する場合に DocAve GUI 外からコネクタ機能を実行します。  

 AgentToolSP2013ConnectorCreateList Tool – このツールは、SharePoint 2013 を使用

する場合に DocAve GUI 外からコネクタ機能を実行します。  

 AgentToolConnectorEncryptPassword Tool – このツールを使用すると、コネクタのパスワード

を暗号化できます。このツールはAgentToolSP2010ConnectorCreateList ツール または AgentTo

olSP2013ConnectorCreateList ツールと合わせて使用されます。このツールは、SharePoint 2010 

および SharePoint 2013 いずれの環境にも使用できます。 

 AgentToolSP2010Connector Tool – このツールは、接続済みストレージ パスに保存されている

ドキュメント バージョンを、DocAve 6.0 から現在の DocAve バージョンにアップグレードします。 このツー

ルは SharePoint 2010 で使用できます。 

 AgentToolSP2013Connector Tool – このツールは、接続済みストレージ パスに保存されている

ドキュメント バージョンを、DocAve 6.0 から現在の SharePoint 2013 向け DocAve バージョンにアッ

プグレードします。 また、このツールはコンテンツ データベースを SharePoint 2010 (DocAve 6 コネクタ

の場合) から SharePoint 2013 へアップグレードする際にも使用できます。 

 AgentToolSP2010OrphanStubClean Tool – このツールは、コネクタの孤立したスタブを Shar

ePoint  2010 で整理します。  

 AgentToolSP2013OrphanStubClean Tool – このツールは、コネクタの孤立したスタブを Shar

ePoint  2013 で整理します。  

 AgentToolSP2010MoveStub Tool – このツールは、既存のスタブ データベースを別のスタブ デー

タベースに変更し、古いスタブ データベースから新しいスタブ データベースに既存のデータをすべてコピーしま

す。このツールは SharePoint 2010 で使用できます。 

 AgentToolSP2013MoveStub Tool – このツールは、既存のスタブ データベースを別のスタブ デー

タベースに変更し、古いスタブ データベースから新しいスタブ データベースに既存のデータをすべてコピーしま

す。このツールは SharePoint 2013 で使用できます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
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コネクタの注意事項 

 ファイルとファイルシェア ライブラリ、メディアシェア ライブラリ、ドキュメント ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像

ライブラリ、アセット ライブラリへの同期が完了した後は、以下の点にご注意ください。 

o コネクタ設定で ファイル システムからメタデータを読み込む 機能が有効化されている場合、同期

ファイルの 更新者 属性は 最終保存者 属性の値を読み込みます。  

o コネクタ設定で ファイル システムからメタデータを読み込む 機能が有効化されていない場合、同

期ファイルの 更新者 属性はエージェント アカウントを値として読み込みます。 

 ファイルシェア ライブラリの タイトル 属性は読み込むことができません。 

 メディアシェア ライブラリでは、AVI ファイルを再生する場合はファイルをダウンロードして実行することを推奨

します。 

 RMS 環境で、DocAve 5 アーカイバ、DocAve 5 バイナリー ストア、DocAve 6 リアルタイム ストレージ 

マネージャーおよびスケジュール ストレージ マネージャーをコネクタ ライブラリ上で使用する場合、一部のファ

イルを開くことができません。これは RMS 環境ではデータが暗号化されるために発生するものです。コネクタ

では、暗号化されたデータを読み込むことができません。 
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スタブ データベースの継承 

例えばファイルが数百万にも上るレコードを管理する場合など、Web アプリケーションからコンテンツ データベース レベ

ルでスタブ データベースを構成する必要のある状況が稀に発生します。万一このケースに当てはまる場合は、以下の

情報を参照してください。 

以下の点にご注意ください。 

 ファーム レベルでスタブ データベースを構成し、下位レベルではスタブ データベースを指定しない場合、新し

く追加された Web アプリケーションおよびコンテンツ データベースは親ノードのスタブ データベースを使用しま

す。 

 コネクタ ジョブの実行中にスタブ データベースの構成されていないオブジェクトがある場合、このオブジェクトは

親ノードのスタブ データベースを使用します。 

例えば、スタブ データベースを Web アプリケーションにのみ構成し、それに対してコネクタ ルールを設定したと仮定し

ます。そして、Web アプリケーション配下のコンテンツ データベースにはスタブ データベースを構成しなかったとします。

この場合、Web アプリケーション配下のいくつかのコンテンツ データベースでコネクタ ルールが発動すると、そのコンテン

ツ データベースでは Web アプリケーションのスタブ データベースが継承されます。スタブ データベースの構成は保存さ

れ、これ以降にこのコンテンツ データベースで実行されるコネクタ ジョブすべてに適用されます。 

以下のテーブルに表示された × は、該当するコンポーネントが未構成であることを意味します。上位レベルのスタブ 

データベースを下位レベルで継承したくない場合は、指定のレベルまでツリーを展開し、下位レベルでスタブ データベ

ースをそれぞれ構成します。 

選択ノード 

スタブ データベースの構成状態 

既存の Web アプリ

ケーション 

既存のコンテンツ デ

ータベース 

新たに追加さ

れた Web ア

プリケーション 

新たに追加されたコンテン

ツ データベース 

ファーム ノードの

み 

× × ファームのスタブ 

データベースを

継承します。 

ファームのスタブ データベー

スを継承します。 

Web アプリケー

ション ノードのみ 

選択した Web アプリ

ケーション ノードのスタ

× × 新たに追加されたコンテン

ツ データベースが選択した 
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選択ノード 

スタブ データベースの構成状態 

既存の Web アプリ

ケーション 

既存のコンテンツ デ

ータベース 

新たに追加さ

れた Web ア

プリケーション 

新たに追加されたコンテン

ツ データベース 

ブ データベースのみが

構成されています。 

Web アプリケーション ノー

ド内にある場合、Web ア

プリケーションのスタブ デー

タベースを継承します。そ

れ以外の場合は、未構成

のままとなります。 

コンテンツ データ

ベース ノードのみ 

× 選択した コンテンツ 

データベース ノードの

スタブ データベースの

みが構成されていま

す。 

× × 

ファーム ノードと 

Web アプリケー

ション ノード 

ファーム ノードと選択

した Web アプリケー

ション ノードのスタブ 

データベースのみが構

成されています。 

× ファームのスタブ 

データベースを

継承します。 

新たに追加されたコンテン

ツ データベースが選択した 

Web アプリケーション ノー

ド内にある場合、Web ア

プリケーションのスタブ デー

タベースを継承します。そ

れ以外の場合は、ファーム

のスタブ データベースを継

承します。 

ファーム ノードと 

コンテンツ データ

ベース ノード 

× ファーム ノードと選択

した コンテンツ データ

ベース ノードのスタブ 

データベースのみが構

成されています。 

ファームのスタブ 

データベースを

継承します。 

ファームのスタブ データベー

スを継承します。 
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選択ノード 

スタブ データベースの構成状態 

既存の Web アプリ

ケーション 

既存のコンテンツ デ

ータベース 

新たに追加さ

れた Web ア

プリケーション 

新たに追加されたコンテン

ツ データベース 

Web アプリケー

ション ノードとコ

ンテンツ データベ

ース ノード 

選択した Web アプリ

ケーション ノードとコン

テンツ データベース ノ

ードのスタブ データベ

ースのみが構成されて

います。 

選択した Web アプ

リケーション ノードとコ

ンテンツ データベース 

ノードのスタブ データ

ベースのみが構成さ

れています。 

× 新たに追加されたコンテン

ツ データベースが選択した 

Web アプリケーション ノー

ド内にある場合、Web ア

プリケーションのスタブ デー

タベースを継承します。そ

れ以外の場合は、未構成

のままとなります。 

ファーム ノード、

Web アプリケー

ション ノード、コ

ンテンツ データベ

ース ノード 

ファーム ノードと選択

した Web アプリケー

ション ノードおよびコン

テンツ データベース ノ

ードのスタブ データベ

ースのみが構成されて

います。 

ファーム ノードと選択

した Web アプリケー

ション ノードおよびコン

テンツ データベース ノ

ードのスタブ データベ

ースのみが構成されて

います。 

ファームのスタブ 

データベースを

継承します。 

新たに追加されたコンテン

ツ データベースが選択した 

Web アプリケーション ノー

ド内にある場合、Web ア

プリケーションのスタブ デー

タベースを継承します。そ

れ以外の場合は、ファーム

のスタブ データベースを継

承します。 
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ホット キー モードの使用 

DocAve ではホット キー モードがサポートされており、キーボードのみを使用してアクションを実行することができます。

コネクタ インターフェイスからホット キー モードにアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キー を同時に押してください。  

次の表は、コネクタ タブのホット キーのリストです。下位レベルのインターフェイスにアクセスした状態でトップ レベルに

戻るには、Ctrl + Alt + Z キーを押します。例えば H キーを押すと、ストレージ最適化のホーム ページに戻ります。 

操作インスタンス ホット キー 

ストレージ最適化ホーム ページ H 

リアルタイム ストレージ マネージャー  R 

スケジュール ストレージ マネージャー  S 

コネクタ  C 

アーカイバ  A 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

ホット キーによるコネクタ ページへのアクセス 

ホット キー モードのトップ レベルで C を押し、コネクタ インターフェイスにアクセスしてから適切なホット キーを選択す

ると、リボンに表示されている機能を使用することができます。リボンの機能および対応するホット キーは以下の表のと

おりです。 

機能名とホット キー 

パスの構成 G パスの構成 G 

パスの削除 R 

同期設定の構

成 

R 同期設定の構成 C 

同期設定の削除 R 
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機能名とホット キー 

機能の管理 F 

共通マッピング C 

プロパティ マッピング N 

セキュリティ マッピング A 

スタブの実体化 -U OK O 

キャンセル C 

BLOB プロバイダー B 

処理プール P 

ジョブ モニター J 

機能の管理  

機能名とホット キー 

コンテンツ ライブラリ -C 

メディアシェア ライブラリ M 

ライブラリ変換 D 

閉じる X 

機能の管理 F (コネクタ メイン インターフェイスで); MF (マネージャー

機能インターフェイスで) 

共通マッピング 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル B 

詳細の表示 V 編集 E OK O 

キャンセ

ル 

B 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル B 
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機能名とホット キー 

削除 D 

閉じる X 

共通マッピング C  

プロパティ マッピング 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル B 

詳細の表示 V 編集 E OK O 

キャンセ

ル 

B 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル B 

削除 D 

閉じる X 

プロパティ マッピ

ング 

N  

セキュリティ設定 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル B 

詳細の表示 V 編集 E OK O 

キャンセ

ル 

B 

閉じる X 

編集 E OK O 

キャンセル B 
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機能名とホット キー 

削除 D 

SharePoint ア

クセス許可レベル

の管理 

M 作成 N 

詳細の表示 V 

編集 E 

削除 D 

閉じる X 

閉じる X 

セキュリティ設定 A 

 

BLOB プロバイダー 

機能名とホット キー 

構成 G 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

キャンセル C 

BLOB プロバイダー B 

処理プール 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

閉じる C 

編集 E OK O 

閉じる C 

削除 D 

閉じる X 

処理プール P 
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コネクタ SDK および PowerShell の使用 

コネクタ SDK 

DocAve コネクタには、コネクタ API によりコネクタを使用するための一連の API が実装されています。コネクタ AP

I の詳細については、コネクタ SDK ヘルプ ファイル AgentCommonConnectorAPI.chm (DocAve SP2 

以前は SP2010ConnectorAPI.chm）を参照してください。このファイルは DocAve エージェント インストー

ル パスに保存されています。既定のパスは "…\AvePoint\DocAve6\Agent\Documents\SDK\Connec

tor"  です。 

コネクタ PowerShell 

DocAve コネクタでは Windows PowerShell でスナップインが登録されます。これにより、Windows PowerS

hell でコネクタ コマンドを実行することで一部のコネクタ機能を使用することができます。コマンドは、DocAve エージ

ェントがインストールされているサーバーでのみ実行することができます。 

*注意: Windows PowerShell でコネクタ コマンドを実行する際に使用するアカウントは、以下の権限が設定さ

れている必要があります。 

 ローカル管理者のメンバー 

 ファーム管理者のメンバー 

 Web アプリケーション用ユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべてのゾーンに対する

フル コントロール 

 メンバーは、コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベー

スを含む SharePoint に関連するすべてのデータベース用の db_owner データベース ロールを持ちます。 

登録済みコネクタ スナップインの追加 

Windows PowerShell でコネクタ コマンドを実行するには、登録したコネクタ スナップインを Windows Power

Shell に追加する必要があります。コネクタ スナップインを追加するには以下の手順に従ってください。  

*注意: コネクタ コマンドを実行する場合、コネクタ スナップインを Windows PowerShell に毎回追加する必要

があります。 
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1. DocAve エージェントがインストールされたサーバーで [スタート] をクリックします。  

2. Windows PowerShell を指定し、クリックして実行します。 

3. 次のコマンドを入力し、Enter キーを押しコネクタ スナップインをインポートします:  

Add-PSSnapin ConnectorSnapIn 

 

図3: コネクタ スナップインの追加 

コネクタ コマンド一覧の取得  

DocAve コネクタでは、Windows PowerShell でコネクタ機能を実行するコマンドが 6 つあります。これら 6 つの

コマンドの基本情報を取得するには、コネクタ スナップインが追加された PowerShell で以下のコマンドを入力しま

す。 

Get-Command -Module ConnectorSnapIn  

 

図4: コネクタ コマンドの取得 

 



 63 

 
DocAve 6: コネクタ 

 

ヘルプ情報の取得  

Windows PowerShell 上でのヘルプ情報の表示  

コネクタ コマンドに関するヘルプ情報を表示する場合、Windows PowerShell で以下のコマンドを入力します。

各コマンド、パラメータ、コマンド ラインの例などの説明が含まれます。 

Get-Command -Module ConnectorSnapIn | Get-Help -Detailed  

.csv ファイルへのヘルプ情報のエクスポート  

ヘルプ情報を .csv ファイルにエクスポートしてローカル コンピュータに保存するには、以下のコマンドを入力します。 

Get-Command -Module ConnectorSnapIn | Get-Help -Detailed | Out-File -FilePath 

C: \Help.csv 

このコマンドを実行すると、Help.csv という名前のファイルがローカル コンピュータに生成されます。  
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DocAve コネクタの使用例 

SharePoint を使用するうえで組織が遭遇する一般的な問題として、ファイルシェアの多数のファイルをいかに環境

に取り込んでいくか、というものがあります。ファイルシェアをネットワークに設置し、組織内の誰もがアクセスできる環境

を構築すると、その中に大量の未整理データが保存されてしまうことがあります。ストレージ最適化の観点からいえば、

これらのファイルを SharePoint の SQL サーバーに移行することは望ましくありません。  

大きな病院組織で SharePoint 管理者として勤務するジョーは、まさにこの問題に直面していました。この病院で

は、SharePoint 環境の導入前は 3 つの異なるファイルシェアを使用して様々なデータを保存していました。今回ジ

ョーは SharePoint 管理者として、これらのファイルを SharePoint に移行する方法を決める責任者となりました。

ジョーは、SQL サーバーが最高のパフォーマンスを発揮する のは、BLOB が整理されている場合であることを知って

いました。そこで彼は DocAve コネクタを導入し、ファイル シェアを SharePoint 環境に「接続する」 方法を選びま

した。この方法であれば、最適な SQL ストレージ容量を保ちながらメタデータ、セキュリティ、権限などの SharePoi

nt 機能を活用することができます。 

ジョーはまず、BLOB プロバイダーとして RBS を選択 します。彼はスタブ データベース (接続されたコンテンツのスタ

ブを保存する SQL 内の場所) を構成し、BLOB プロバイダーを有効化 しました。次に、ファーム上でコネクタ ソリュ

ーションの 展開・アクティブ化 を実行しました。 

これが終わると、コネクタの パスの構成 機能を使用して SharePoint ライブラリをファイルシェアに接続 します。範

囲 パネルから、適用可能なサイトの リスト ノードに移動して既存のライブラリを選択し、以下のように設定を構成し

ました。 

 コンテンツの接続後も SharePoint から権限を管理したかったので、ファイル システムから権限を読み込

む オプションは選択しませんでした。 

 ファイル システムからメタデータを読み込む と 名前の一致 については [はい] を選択しました。 

 また彼はファイルシェア内に大容量の画像がいくつかあることを知っていたので、[2GB 以上のファイルを許

可する] を選択しました。この設定により、これらのファイルはスタブではなくリンク形式で接続されます。 

ジョーは、ファイルシェア コンテンツをこのライブラリに接続するだけでなく、この SharePoint 内のすべての既存コンテ

ンツを接続したファイルシェアに移すことを目指していました。コンテンツを SQL Server から移動したかったからです。

また、彼はライブラリ レベルで接続を作成していたため同期設定を構成する必要はありませんでした。ファイルシェア 

コンテンツが SharePoint ライブラリに接続されると、SharePoint ライブラリにアップロードされるファイルは自動的に

構成済みファイルシェア パスに移行されます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_whitepapers/Optimize_SharePoint_Storage_with_BLOB_Externalization.pdf
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SharePoint ライブラリとファイルシェアの間の接続パスを問題なく作成できたので、ジョーは DocAve コンテンツ マ

ネージャー を使用して接続ファイル内を再整理し、SharePoint 環境の適切なライブラリ場所に保存しました。結

果として、ジョーは時間のかかる移行作業を回避しただけでなく、ファイルシェアから SQL が BLOB で埋まってしまう

状況を防止することに成功しました。同時に、接続コンテンツに対して SharePoint のメタデータ、権限、セキュリティ

などの機能を活用できる環境を構築したのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Content_Manager_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Content_Manager_User_Guide.pdf
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付録 A - メディアシェア ライブラリ内のビデオ / オーディオ / 画

像ファイル 

メディアシェア ライブラリにアップロードできるビデオ ファイル形式および各ビデオ形式用の推奨プレーヤーについては、

以下の表を参照してください。 

形式 推奨プレーヤー 

WMV Windows Media Player 

FLV Flash Player 

AVI Windows Media Player 

RM Real Player 

RMVB Real Player 

DAT Windows Media Player 

MP4 Windows Media Player、QuickTime Player 

MOV QuickTime Player 

MPEG Windows Media Player 

MPG Windows Media Player 

SWF 未サポート (名前をクリックすると Internet Explorer 

で開くことができます) 

ASF 未サポート 

3GP 未サポート 

VOB 未サポート 

 

メディアシェア ライブラリにアップロードできるオーディオ ファイル形式および各オーディオ形式用の推奨プレーヤーについ

ては以下の表を参照してください。 

形式 推奨プレーヤー 

WAV Windows Media Player 

MID Windows Media Player 

WMA Windows Media Player 

MP3 Silverlight Player 

FLAC 未サポート (ファイルのダウンロードは可) 

APE 未サポート (ファイルのダウンロードは可) 

OGG 未サポート (ファイルのダウンロードは可) 
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画像ファイル形式に関連する詳細については以下の表を参照してください。 

*注意: サムネイル情報は、すべてのビデオ サムネイル ビューおよび すべてのビデオの詳細 ビューで使用できます。 

形式 ファイルのサムネイルの有無 
ファイルのプレビュー フィールドでの

プレビュー可否 

BMP ○ ○ 

GIF ○ ○ 

JPEG/JPG ○ ○ 

PNG ○ ○ 

EXIF ○ ○ 

ICO ○ ○ 

TIFF ○ ○ 

PCX × × 

TIF × × 

FPX × × 

SVG × × 

UFO × × 

CDR × × 

PCD × × 

DXF × × 

PSD × × 
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付録 B – マルチブラウザ サポート 

DocAve コネクタ ライブラリはマルチブラウザ アクセスに対応しています。コネクタ ライブラリでの様々なアクションに使

用可能なマルチブラウザの対応状況については以下の表を参照してください。 

コネクタ ライブラリ内のアクショ

ン 
IE Chrome Firefox Safari Opera 

ライブラリの作成 ○ ○ ○ ○ ○ 

同期 ○ ○ ○ ○ ○ 

新規ドキュメント ○ × × × × 

新しいフォルダー ○ ○ ○ ○ ○ 

チェックアウト / チェックイン ○ ○ ○ ○ × 

ドキュメントのアップロード ○ ○ ○ ○ ○ 

複数のドキュメントのアップロード ○ × × × × 

大容量ドキュメント / マルチメデ

ィアのアップロード 

○ ○ ○ × × 

エクスプローラー ビュー ○ × × × × 

コンテンツの編集 (Officeファイ

ル) 

○ × × × × 

プロパティの編集 ○ ○ ○ ○ ○ 

パスの変更 ○ ○ ○ ○ ○ 

レポートの表示 ○ ○ ○ ○ ○ 

ビデオの再生 ○ × × × × 
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付録 C – コネクタ構成ファイル 

DocAve コネクタには、SP2010SOConnector.config および SP2013SOConnector.config という

名前の構成ファイルがあります。構成ファイル内の要素を編集することでコネクタの既定設定をカスタマイズすることが

できます。既定では、このファイルは …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector ま

たは …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2013\Connector に保存されています。SP2010S

OConnector.config または SP2013SOConnector.config 内の各要素の機能については、以下の表

を参照してください。 

エレメント 機能の説明 

<FFMpegPath>C: \Program Files

\AvePoint\DocAve6\Agent\bin\ff

mpeg\ffmpeg.exe</FFMpegPath> 

これは ffmpeg.exe ファイルが保存されている既定パスです。この

ファイルはメディアシェア ライブラリでビデオ サムネイルを表示するため

に必要です。このパスを変更する場合、ダウンロードした ffmpeg.e

xe ファイルが新しいパスに保存されていることを確認してください。 

<VideoTypes>wmv、wma、mp3、fl

v、aac、mp4、vp6、avi、asf、ape、aif

f、au、cd、dat、dvd、divx、mpeg、mp

g、mov、mid、ogg、ra、rm,rmvb、q

t、svcd、vcd、vqf、wav、3gp、m4v、

mts</VideoTypes> 

このエレメントには、メディアシェア ライブラリでのサムネイルの生成に対

応可能なビデオ タイプが含まれます。拡張子名で指定して新しいビ

デオ タイプを追加するか、このエレメントから既存のビデオ タイプを削

除することができます。 

<ImageTypes>bmp、emf、exif、gi

f、icon、jpeg、jpg、png、tiff、ico、wm

f、tif、pe、wdp、jfif、dib</ImageTyp

es> 

このエレメントには、メディアシェア ライブラリでのサムネイルの生成に対

応可能な画像タイプが含まれます。拡張子名で指定して新しい画

像タイプを追加するか、このエレメントから既存の画像タイプを削除す

ることができます。 

<ConnectorProcessorReserveTime

>300</ConnectorProcessorReserv

eTime> 

このエレメントを使用すると、コネクタ プロセス SP2010Connecto

rProcessor.exe または SP2013ConnectorProcessor.

exe の停止時間を制御することができます。このプロセスは、DocA

ve マネージャーでコネクタ関連の設定を構成する際に起動します。

最後のアクションから 300 秒間新たに開始するアクションがない場

合、このプロセスは自動的に終了します。ここでは、予備時間を正の

整数に変更することができます。単位は秒です。 

<ExcludedProcessNames>SP2010 このノードに追加されたプロセスでは、アクティブ化される際にコネクタ 
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エレメント 機能の説明 

ConnectorProcessor,SP2010Storag

eOptimizationService,SP2010Conn

ectorISync</ExcludedProcessNam

es>, <ExcludedProcessNames>SP

2013ConnectorProcessor,SP2013S

torageOptimizationService,SP2013

ConnectorISync</ExcludedProcess

Names> 

イベント ハンドラが起動しません。 

<EnableEventHandlerFlag>false</

EnableEventHandlerFlag> 

このエレメントは、コネクタの同期ジョブの実行中にイベント ハンドラを

有効にするかどうかを制御します。このエレメントの値が False の場

合、同期ジョブの実行中イベント ハンドラは無効となります。True の

場合、イベント ハンドラが有効になります。 

<DeleteVersionsWhenDeleteSettin

g>false</DeleteVersionsWhenDel

eteSetting> 

このエレメントでは、ライブラリからコネクタ設定を削除する際に、ストレ

ージ パスの .fsdl フォルダーに保存されたバージョン ファイルを削除す

るかどうかを制御します。 

<EnableCloudThumbnail>false</E

nableCloudThumbnail> 

このエレメントは、クラウド ストレージで同期ジョブを実行する際にメデ

ィアシェア ライブラリでサムネイルを生成するかどうかを制御します。 

<IncrementalSync> 

    <Enabled>true</Enabled> 

    <Interval>5</Interval> 

    <ThreadCount>3</ThreadCou

nt><WorkingThreadTimeOut>30

</WorkingThreadTimeOut> 

</IncrementalSync> 

このノードは、コネクタの増分同期ジョブ設定を構成するために使用さ

れます。増分同期ノード内には 4 つのサブノードがあります。 

 コネクタの増分同期ジョブ機能を有効化・無効化します。 

 各増分ジョブの間隔です。単位は分です。間隔時間は正の

整数で変更することができます。 

 増分ジョブに使用できるスレッドの最大数です。このエレメント

の値は正の整数でなければなりません。このエレメントの値に

上限はありませんが、値が 100 を超えると、警告メッセージ

がエージェントログに表示されます。 

 30 分以上応答がない場合、実行中の増分ジョブがタイムア

ウトされます。この値は正の整数で変更することができます。

単位は分です。  
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付録 D – カスタム サポート テーブル 

DocAve コネクタでは、コネクタ ライブラリ (ファイルシェア ライブラリおよびメディアシェア ライブラリ) を除いた特定の S

harePoint ライブラリをコネクタ ライブラリに変換し、コネクタの設定を適用することができます。  

○ はライブラリをコネクタ ライブラリに変換することができることを表します。  

× はライブラリをコネクタ ライブラリに変換することができないことを表します。 

SharePoint ライブラリ コネクタ ライブラリへの変換 

ドキュメント ライブラリ ○ 

フォーム ライブラリ ○ 

画像ライブラリ ○ 

アセット ライブラリ ○ 

Wiki ページ ライブラリ × 

データ接続ライブラリ × 

スライド ライブラリ × 

レポート ライブラリ × 

 

SharePoint から外部ストレージ システムへの同期 

SharePoint から外部ストレージ システムに同期する際にサポートされる / サポートされないデータ タイプは、以下

の表のとおりです。 

SharePoin

t ライブラリ

から外部スト

レージへの同

期 

ネットシェア WMS に関

連付けられ

たネットシェ

ア 

HDS Hitachi 

コンテンツ プラ

ットフォーム 

クラウド ス

トレージ 

コメント 

ファイル ○ ○ ○ ○  

フォルダー ○ ○ ○ ○  

メタデータ 制限付きサポー

ト 

制限付きサ

ポート 

× × Office ファイルのメタデータは

ファイル コンテンツ内に含まれ
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SharePoin

t ライブラリ

から外部スト

レージへの同

期 

ネットシェア WMS に関

連付けられ

たネットシェ

ア 

HDS Hitachi 

コンテンツ プラ

ットフォーム 

クラウド ス

トレージ 

コメント 

ます。そのため、Office ファイ

ルのメタデータは外部ストレー

ジ システムに同期することが

可能です。ファイル コンテンツ

にメタデータが含まれないファイ

ルの場合、メタデータを外部ス

トレージ システムに同期するこ

とはできません。  

権限 × × × ×  

 

外部ストレージ システムから SharePoint への同期 

外部ストレージ システムから SharePoint に同期する際にサポートされる / サポートされないデータ タイプは、以下

の表のとおりです。 

なお、ファイルとフォルダーのメタデータおよび権限は、ファイルまたはフォルダーを初めて SharePoint に同期する場合

にのみ同期することができます。SharePoint またはストレージ パスのいずれかでメタデータまたは権限を変更する場

合、同期ジョブの実行中にメタデータおよび権限は同期されません。  

外部ストレー

ジから Shar

ePoint ライ

ブラリへの同

期 

ネットシェア WMS に関

連付けられ

たネットシェ

ア 

HDS Hitac

hi コンテンツ 

プラットフォ

ーム 

クラウド ス

トレージ 

コメント 

ファイル ○ ○ ○ ○  

フォルダー ○ ○ ○ ○  

メタデータ ○ ○ × × 4 種類の既定メタデータ (データの
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外部ストレー

ジから Shar

ePoint ライ

ブラリへの同

期 

ネットシェア WMS に関

連付けられ

たネットシェ

ア 

HDS Hitac

hi コンテンツ 

プラットフォ

ーム 

クラウド ス

トレージ 

コメント 

作成者、更新者、最終保存者、

所有者) 以外の Office ファイルの

メタデータを同期する場合、同期の

速度に深刻な影響を与える可能

性があります。このため、コネクタ プ

ロパティ マッピングで選択できるのは

これら 4 つの既定メタデータ プロパ

ティのみです。 

権限 ○ ○ × ×  
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付録 E –エージェント ツールを使用した BLOB プロバイダーの

有効化 

DocAve を使用してファーム上に EBS または RBS をインストールしようとする際にエラーが発生する場合、このツー

ルを使用して必要な手順を実行することができます。 

ここでは、.exe ツールを使用して、 EBS および RBS を有効にする手順を説明します。 BLOB プロバイダーに関す

る詳細については、BLOB プロバイダーの構成 を参照してください。 

なお、エージェント アカウントを使用して、該当する .exe ツールを実行することを推奨します。以下の 2 種類の .e

xe ツールを実行するために必要な権限の詳細については、ライセンスと権限 を参照してください。 

EBS の有効化 

このツールで EBS を有効にするには、以下の手順に従ってください。 

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

1. DocAve エージェントのインストール パスにアクセスします。 既定のパスは "…\AvePoint\DocAve6\A

gent\bin" です。 

2. AgentToolSP2010StorageEBS.exe を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。 

3. 以下のボタンがツール上に表示されます。 

 EBS の状態の確認 フィールドでは、次のオプションがあります。 

o EBS を確認 - ファームで EBS が有効化されているかどうかを確認します。  

o EBS を有効にする - ファーム上で EBS を有効化します。IIS をただちに再起動するか、

後で再起動するかをポップアップ ウィンドウ上で選択します。 

o EBS を無効にする - ファームで EBS を無効化します。IIS をただちに再起動するか、

後で再起動するかをポップアップ ウィンドウ上で選択します。 

 Blob Com のインストール フィールドでは、次のオプションがあります。 

o インストール - BLOB Com をファームにインストールします。IIS をただちに再起動する

か、後で再起動するかをポップアップ ウィンドウ上で選択します。 
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o アンインストール - BLOB Com をファームからアンインストールします。IIS をただちに再

起動するか、後で再起動するかをポップアップ ウィンドウ上で選択します。 

 Blob Com が正しくインストールされているかどうかを確認する フィールドでは、次のオプションが

あります。 

o 確認 - 左側のフィールドに表示されるアイテムの状態を確認します。 

 

RBS の有効化 

このツールを使用して RBS を有効にするには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve エージェントのインストール パスにアクセスします。既定のパスは "…\AvePoint\DocAve6\A

gent\bin" です。 

2. AgentToolSP2010StorageRBS.exe または  AgentToolSP2013StorageRBS.exe ファ

イルを右クリックし、[管理者として実行] を選択します。 

3. 以下のボタンがツール上に表示されます。 

 リモート BLOB ストレージ インストール状態 フィールドでは、次のオプションがあります。 

o 確認 - このファーム上の RBS のインストール状態を確認します。  

o インストール - ファームに RBS をインストールします。  

o アンインストール - ファームから RBS をアンインストールします。  

 以上のオプションを使用して RBS インストール状態を確認後、リモート BLOB ストレージ イン

ストール状態 フィールドで以下のアクションを実行することができます。 

o 参照 - ファームのツリー構造を生成します。ツリーはコンテンツ データベース レベルまで展

開されます。 

o 確認 - ツリー上の SharePoint ノードを選択して [確認] をクリックし、RBS を選択し

たノードで有効化されているかどうかを確認します。 

o 有効 - 指定したノード上の RBS を有効化します。  

o 無効 - 指定したノード上の RBS を無効化します。
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付録 F – SharePoint 上での同期モード動作状況  

以下のテーブルは、SharePoint 上での操作ごとの各同期モードの動作状況を表示しています。 

操作 
SharePoint 内のストレージ 

パスへ反映される同期の変更 

SharePoint 内のストレージ パスへ

反映される同期の変更とストレージ 

パスから読み込む新規ファイル 

タイミング 

SharePoint 

へ新規ファイルを

追加 

SharePoint 内のストレージお

よびスタブへファイル名と BLOB 

を書き込みます。 

SharePoint 内のストレージおよびスタ

ブへファイル名と BLOB を書き込みま

す。 

リアルタイム 

SharePoint 

へファイルをアッ

プデート 

SharePoint 内のストレージお

よびスタブへファイル名と BLOB 

を書き込みます。バージョン機能

がオンになっている場合、過去の

バージョンは隠しフォルダー内に

保存されます。バージョン履歴が

オフになっている場合、ファイルは

上書きされます。 

SharePoint 内のストレージおよびスタ

ブへファイル名と BLOB を書き込みま

す。バージョン機能がオンになっている

場合、過去のバージョンは隠しフォルダ

ー内に保存されます。バージョン履歴が

オフになっている場合、ファイルは上書き

されます。 

リアルタイム 

SharePoint 

無いのファイル

名 / フォルダー

名を変更 

ファイル名およびフォルダー名は、

SharePoint 内の変更に従っ

て変更されます。 

ファイル名およびフォルダー名は、Shar

ePoint 内の変更に従って変更されま

す。 

増分同期ジョブ 

(XML ファイル

内で構成) 

SharePoint 

内でファイル / 

フォルダーを削

除 (ごみ箱を空

にしない) 

BLOB はストレージ内に残りま

す。  

BLOB はストレージ内に残ります。 同期ジョブ 

SharePoint 

内でファイル / 

フォルダーを削

除 (ごみ箱を空

にする) 

BLOB はストレージから削除さ

れます。 

BLOB はストレージから削除されます。 同期ジョブ 

ストレージへ新

規ファイルを追

加 

該当なし 新規ファイルが同じ名前で、かつ既存 

BLOB をポイントした状態で作成され

ます。 

同期ジョブ 

ファイルをストレ 既存のアイテムにアップデートし 既存のアイテムにアップデートしたファイ 同期ジョブ 
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操作 
SharePoint 内のストレージ 

パスへ反映される同期の変更 

SharePoint 内のストレージ パスへ

反映される同期の変更とストレージ 

パスから読み込む新規ファイル 

タイミング 

ージからアップデ

ート (推奨しま

せん) 

たファイルのサイズが反映されま

す。 

ルのサイズが反映されます。 

ストレージ内のフ

ァイル名 / フォ

ルダー名を変更 

(推奨しない) 

既存のアイテムが削除され、新

規ファイルが同じ名前で、かつ既

存 BLOB をポイントした状態で

作成されます。 

警告: アイテムを削除すると、メ

タデータおよびバージョンも同時

に削除されます。 

既存のアイテムが削除され、新規ファイ

ルが同じ名前で、かつ既存 BLOB を

ポイントした状態で作成されます。 

警告: アイテムを削除すると、メタデー

タおよびバージョンも同時に削除されま

す。 

同期ジョブ 

ストレージ内でフ

ァイル / フォルダ

ーを削除 (推奨

しない) 

該当なし 該当なし 同期ジョブ 
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