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クイックスタートガイド 

DocAve コンテンツ シールド for SharePoint 2010 により 

お使いの SharePoint 環境を保護 

本ドキュメントは、DocAve コンテンツ シールド

for SharePoint  を使用してリアルタイムかつ  

スキャン ベースのファーム保護を実現し、      

機密情報を有害なデータから守ることを目的とする

ユーザー向けに、本製品のユーザー インターフェイス

ならびに基本機能の使用方法を提供する      

ユーザーガイドです。 
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お使いになる前に 

 

基本概要 

DocAve コンテンツ  シールド  for SharePoint では、SharePoint 上にアップロードされたコンテンツや既に 

SharePoint コンテンツ データベース上に保存されているコンテンツに対し、事前に作成したキーワードや定義を基にリア

ル タイムなスキャンを実行することができます。この機能はSharePoint Web フロントエンドサーバーへの展開と管理を迅

速かつ簡単に実行するため、SharePoint の全体管理で統合管理されています。この機能へアクセスするためには 

SharePoint のファーム管理者権限が必要となります。 

要件 

以下は DocAve コンテンツ シールド for SharePoint でサポートされるプラットフォームおよび要件です。 

サポートされるプラットフォーム 

すべての DocAve 製品と同様、DocAve コンテンツシールド for SharePoint はマネージャー / エージェント構成で

動作します。この構成では、マネージャーが SharePoint 全体管理にインストールされ、かつエージェントがユーザーによる

コンテンツ作成・アップロードが可能な SharePoint Web フロントエンド (WFE) すべてに展開されている必要がありま

す。すべての WFE に対してエージェントが展開される場合、ファームに対して完全な保護を提供することができます。

SharePoint の WFE および全体管理では以下の環境が必要です。 

 Microsoft Office SharePoint Server 2010 または Microsoft Office SharePoint Foundation 

Server 2010 

 Windows Server 2008 

 *SQL Server 2005 SP1, SQL Server 2008, or SQL Server 2008 R2 のいずれか 

 .NET Framework v2 以上 

*注意: DocAve コンテンツシールド for SharePoint は、 Built-in SQL サーバーを使用するスタンドアロン 

SharePoint サーバーにはインストールできません。また DocAve コンテンツシールド for SharePoint では、動作のた

めに外部 SQL サーバーが必要となります。 

 



 

      5 ページ 

インストール 

 

インストール ウィザードを使用してインストールを行います。次の手順に従い、お使いの環境へ DocAve コンテンツ シー

ルド for SharePoint をインストールしてください。 

インストール手順 

インストール作業は全体管理サーバーで行います。全体管理サーバーにソフトウェアをインストールし、そこから各 WFE エー

ジェントへ展開されます。 

*注意: 旧バージョンの DocAve アンチウイルスおよびコンテンツ シールド (“DocAve アンチウイルスとコンテンツ シ

ールド 1.2” 以後製品が 2 つに分かれ、“DocAve コンテンツ シールド 2.0” と “DocAve アンチウイルス 1.0” 

に変更されました) がインストールされた状態で DocAve コンテンツ シールド for SharePoint 2.0 をインストール

する場合、まず以前にインストールされていた DocAve アンチウイルスとコンテンツ シールドをアンインストールし、その

後 DocAve コンテンツ シールド for SharePoint 2.0 をインストールしてください。 

*注意: DocAve コンテンツ シールド for SharePoint をインストールして全体管理サービスを実行するサーバーは、

ファーム環境における管理機能が必要となります。 

1. URL リンク：

http://www.avepoint.co.jp/resources/sharepoint-salesforce-free-trial-downloads/ にアク

セスするか、AvePoint 社までお問い合わせいただき、DocAve コンテンツシールド for SharePoint のデモ

バージョン パッケージをダウンロードします。 

2. SharePoint 全体管理サーバー上でパッケージを解凍します。 

3. 解凍したディレクトリ内の Setup.exe ファイルを実行します。 

4. ツール設定画面の手順に従って進みます。名前、会社情報、ソフトウェアの保存場所を入力してください。  

5. ツールのインストール後、インストールを完了するために IIS の再起動を示すダイアログが表示されます。 [いい

え] を選択すると、後で IIS を再起動することができます。 

*注意: この IIS リセットは IIS サービスをただちには再起動せず、IIS プロセスのリセットを非強制で実行でき

ます。現在実行しているプロセスは、このリセットが実行される前に終了します。IIS を後で再起動する場合、再

起動されるまでインストールは完了しません。 

おめでとうございます!  DocAve コンテンツ シールド for SharePoint はお使いの環境にインストールされました。  
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Web フロントエンド設定 

SharePoint Web フロントエンド 上で DocAve コンテンツ シールドを設定します。各 Web フロント エンド リソース

により、お使いの環境下でのスケジュール フィルタリングやリアルタイムフィルタリングが実行されます。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [Web フロントエンド設定] をクリックすると、フロント エンド サーバー一覧に選択可能なサーバーが表示され

ます。 

3. フロントエンドサーバーリストから DocAve コンテンツ シールド for SharePoint を適用したいサーバー名を

選択し、[今すぐ展開する] をクリックします。サーバー名をクリックして [今すぐ展開する] を選択することもでき

ます。  

フロント エンド サーバーから DocAve コンテンツ シールド for SharePoint をアンインストールする場合、サーバー名

をクリックして [すぐにアンインストール] を選択します。  

ライセンス管理 

インストールが完了したら、Web フロント エンド サーバーへ DocAve コンテンツ シールド for SharePoint のライセン

ス ファイルを適用します。ライセンスの取得については AvePoint 担当へお問い合わせください。 

Web フロントエンドサーバーへのライセンス適用については以下の手順に従ってください。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィ

ールドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [Web フロントエンド設定] をクリックします。 

3. [ライセンス管理] セクションの [参照] ボタンをクリックして、SharePoint 全体管理上で適用するライセンス 

ファイルを選択します。 

4. [適用] ボタンをクリックすると、ライセンスについての詳細情報が表示されます。 

5. [Web フロントエンド サーバーのリスト] からライセンスを適用したいサーバー名を指定し、[ライセンスの適用] 

をクリックします。サーバー名をクリックしてすぐに更新することもできます。 

*警告: DocAve コンテンツ シールドの効力を最大限に発揮するため、すべての Web フロント エンドにライセン

スを適用してください。   

フロントエンドサーバーへライセンスを適用すると、サーバーのライセンス状態は [適用済み] に変わります。 
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基本設定 

 

データベース構成 

コンテンツ シールドのインストールには、設定や構成を保存するためのアプリケーション データベースが必要です。アプリケー

ション データベースは、SharePoint と同じ SQL サーバー インスタンス、またはネットワークに接続された同一ドメイン上

の SQL インスタンスのいずれも展開することができますが、SharePoint と同様の動作を実現するため、SharePoint 

と同じ SQL サーバーを使用することをおすすめします。 

アプリケーション データベース管理では、[新規に作成する]、[既存のデータベースに接続する] の 2 つのオプションから選

択できます。 

*注意: DocAve コンテンツ シールドを 1.3 から 2.0 へアップグレードした場合、すべての構成は新環境へ引き継

がれます。ただし、スケジュール設定情報については再設定が必要になります。 

 

データベースの新規作成 

*注意: お使いの環境を確実に保護する為、DocAve コンテンツ シールド for SharePoint で新規にデータベース

を作成するか、あるいはDocAve コンテンツ シールドを別の SharePoint WFE にインストールした際に作成したデー

タベースへ接続することを推奨します。 

DocAve コンテンツ シールド for SharePoint のデータベースを新規に作成するには、以下の手順に従って下さい。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. アプリケーション用データベースを指定していない場合、データベースを指定するようダイアログが表示されます。 

3. [アプリケーション データベース] をクリックします。 

4. [アプリケーション データベース タイプの選択] セクションで、ドロップダウン ボックスから [新規データベースの作

成] を選択します。 

5. [データベース サーバー] テキストボックスにデータベース サーバー名を入力し、[データベース名] テキスト ボッ

クスに DocAve コンテンツ シールド for SharePoint に適用する新しいデータベースの名前を入力します。 
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6. データベース認証のタイプを選択します。SQL 認証オプションを選択した場合、SQL サーバーへの接続ユーザー

名とパスワードを入力する必要があります。 

7. [OK] ボタンをクリックすると、データベースが作成されます。 

 

既存のデータベースに接続 

DocAve コンテンツ シールド for SharePoint 用に既存のデータベースを使用する場合、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. アプリケーション用データベースを指定していない場合、データベースを指定するようダイアログが表示されます。 

3. [アプリケーション データベース] をクリックします。 

4. [アプリケーション データベース タイプの選択] セクションで、ドロップダウン ボックスから [既存データ ベースに接

続] を選択します。 

5. [データベース サーバー] テキストボックスにデータベース サーバー名を入力します。その後 DocAve コンテン

ツ シールド for SharePoint に適用する新しいデータベースのデータベース名を入力します。 

6. データベース認証のタイプを選択します。SQL 認証オプションを選択した場合、SQL サーバーへの接続ユーザー

名とパスワードを入力する必要があります。 

7. [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーション用データベースに接続します。その後、自動的に DocAve コンテ

ンツ シールド for SharePoint ページにリダイレクトされます。 

*注意: DocAve コンテンツ シールド for SharePoint を 1.3 から 2.0 へアップグレードして既存のデータベース

に接続した場合、まずデータベースがアップグレードされます。 
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全体設定 

 

このセクションでは DocAve コンテンツ シールド for SharePoint を構成するための重要な設定を紹介します。 

グローバル設定 

ログレベルやレポート設定を構成できます。 

 スレッド数: DocAve コンテンツシールド for SharePoint で使用するスレッドの数を指定できます。スレッド数

が多いとスキャンにかかる時間は短くなりますが、SharePoint Web フロントエンド上での読み込みパフォーマン

スが悪くなります。スレッド数が多いとスキャンにかかる時間は短くなりますが、SharePoint Web フロントエンド

上での読み込みパフォーマンスが悪くなります。 

 コンテンツ フィルター ログとレポートの設定: コンテンツ フィルター ログのレベルとログ レポートの保管期間を指

定できます。 

 DocAve コンテンツシールド  for SharePoint  システム ログ設定: DocAve コンテンツシールド for 

SharePoint のシステム ログ レベルを指定できます。 

これらの設定を変更した場合、保存するには [保存] ボタンをクリックし、設定を消去するには [リセット] ボタンをクリック

します。 

*注意: 本製品で問題が発生した場合、AvePoint テクニカルサポートへお問い合わせいただく前に、すべての [ログレ

ベル] 設定を [デバッグ] に変更し、新しいログ レベルでエラーを再度実行してみることを推奨します。 

電子メール プロファイル 

特定のイベント終了後にサーバーからメール送信するための電子メール プロファイルを作成することが出来ます。電子メー

ルプロファイルには異なるメーリングリストを含めることも可能です。 

電子メール通知プロファイルを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [電子メール プロファイル] を選択します。既に作成されている電子メール プロファイルが一覧で表示されま

す。 

3. [新規プロファイル] ボタンをクリックして、新規プロファイルを作成します。  
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4. プロファイル名を記入します。 

5. 使用する SMTP サーバーを入力し、使用するポート番号を入力します。通常の場合、既定の SMTPポート番

号は 25 です。 

6. 電子メールサーバー上で認証設定を構成した場合、[電子メール サーバー認証] の構成が必要です。 

7. [差出人] フィールドに、通知メールの送信元メールアドレスを記入します。 

8. [受取人] フィールドに、該当プロファイルに含めたい受取人 （通常サーバー管理者あるいはコンテンツ閲覧者

など） のメールアドレスを入力してください。ここでは複数の受取人を登録することが可能です。その場合は一行

ずつ追記してください。 

9. [保存] ボタンをクリックすると、まず構成が自動的にテストされます。テストが正常に完了すると構成が保存され

ます。保存された内容はリストに一覧表示されるようになります。このプロファイルは DocAve コンテンツ シール

ド for SharePoint からの通知を受信したい場合に使用されます。 

*注意: メールを送信するアカウントがプロファイルの受取人リストに含まれていないことを確認してください。含まれている

場合、メッセージ システムでエラーが発生するおそれがあります。 

電子メールの設定 

電子メールプロファイルで設定した受取人が受信する通知の内容をカスタマイズできます。ここでは、[リアルタイム フィルタ

ー通知設定] と [スケジュール フィルター通知設定] の 2 種類から選択できます。 

メール テンプレートの編集 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [電子メールの設定] をクリックします。 

3. 編集したいモジュールの [メール テンプレートの編集] をクリックすると、メール テンプレート編集ページに移

動します。 

4. [件名] フィールドに表示したいキーワードをドロップ ボックスより選択して [追加] ボタンをクリックすると、選択

したキーワードが件名に追加されます。 

5. [本文] フィールドに追加したいキーワードをドロップボックスより選択して [追加] ボタンをクリックすると、選択し

たキーワードが本文に追加されます。 

6. メールに表示させたいコンテンツを記入します。 
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7. [OK] をクリックして該当機能の構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成をキャンセルします。 

フィルター定義ファイル 

スキャン エンジンの追加後、フィルター ルールの定義ファイルを設定あるいはアップデートすることができるようになります。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [フィルター定義ファイル] をクリックすると、現在フィルタ定義ファイルに登録されているリストが表示されます。 

3. 新規の定義ファイルを作成することもできます。その場合はまず [新規] をクリックして作成したい定義ファイルの

タイプを選択し、表示される指示に従ってください。定義ファイル タイプは、[コンテンツ定義ファイル] および [ファ

イル タイプ定義ファイル] の２種類から選択できます。 

コンテンツ定義ファイル 

定義ファイル内でコンテンツごとに指定したフィルターを含むすべてのファイルに対してフィルターを適用します。定義ファイルで

フィルター キーワードとして登録した単語がファイル内に含まれている場合、自動的に SharePoint 環境から除外されま

す。ここでは、ワイルドカードおよび通常の表現に対応しています。 

1. 表示されているフィールドに、フィルター定義ファイル名を入力します。 

2. 定義ファイルのカテゴリを指定します。 

3. 該当定義ファイルの説明を入力します。 

4. 選択した定義ファイルのキーワードを指定します。該当のテキスト ボックスに複数のキーワードを追加するには、

各キーワードを改行して入力します。 

5. [保存] ボタンをクリックし、定義ファイルを保存します。保存したキーワードはフィルター定義ファイル リストに表

示されます。 
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以下は DocAve コンテンツ シールド 2.0 であらかじめインストールされているテスト済み通常表現の一覧表です。

（必要に応じて通常の表現を任意に作成することもできます） 

 

表現 

（フィルターを適用したいコンテンツ） 

コード 

空欄あるいはダッシュを含む       

クレジットカード番号 

\b(?:\d[ -]*?){13,16}\b 

IP アドレス \b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[

0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01

]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)

\b 

E メールアドレス \b[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&

'*+/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9

])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\b 

電話番号 （アメリカの場合）  

内線番号を含む        

7-10 桁の電話番号 

 

\b(?:(?:\+?1\s*(?:[.-]\s*)?)?(?:\(\s*([2-9]1[02-9]|[2

-9][02-8]1|[2-9][02-8][02-9])\s*\)|([2-9]1[02-9]|[2-9

][02-8]1|[2-9][02-8][02-9]))\s*(?:[.-]\s*)?)?([2-9]1[0

2-9]|[2-9][02-9]1|[2-9][02-9]{2})\s*(?:[.-]\s*)?([0-9

]{4})(?:\s*(?:#|x\.?|ext\.?|extension)\s*(\d+))?\b 

空欄および文字を含む 10桁の 

電話番号 

 

\b(?:\+?1\s*(?:[.-]\s*)?)?(?:\(\s*([2-9]1[02-9]|[2-9]

[02-8]1|[2-9][02-8][02-9])\s*\)|([2-9]1[02-9]|[2-9][0

2-8]1|[2-9][02-8][02-9]))\s*(?:[.-]\s*)?([2-9a-z]1[02-

9a-z]|[2-9a-z][02-9a-z]1|[2-9a-z][02-9a-z]{2})([0-9a-

z]{4})\b 

空欄および末尾に文字を含む  

10桁の電話番号 

\b(?:\+?1\s*(?:[.-]\s*)?)?(?:\(\s*([2-9]1[02-9]|[2-9]

[02-8]1|[2-9][02-8][02-9])\s*\)|([2-9]1[02-9]|[2-9][0

2-8]1|[2-9][02-8][02-9]))\s*(?:[.-]\s*)?([2-9a-z]1[02-

mailto:*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?/.)+%5ba-z0-9%5d(?:%5ba-z0-9-%5d*%5ba-z0-9%5d)
mailto:*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?/.)+%5ba-z0-9%5d(?:%5ba-z0-9-%5d*%5ba-z0-9%5d)
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9a-z]|[2-9a-z][02-9a-z]1|[2-9a-z][02-9a-z]{2})([0-9a-

z]{4})([0-9a-z]*)\b 

http:// あるいは https:// で始まる

URL 

\b(ht|f)tps?://([-\w\.]+)+(:\d+)?(/([\w/_\.]*(\?\S+)

?)?)?\b 

社会保障番号 （アメリカの場合） (^|\s)(00[1-9]|0[1-9]0|0[1-9][1-9]|[1-6]\d{2}|7[0-6]\d|77[0-2

])(-?|[\. ])([1-9]0|0[1-9]|[1-9][1-9])\3(\d{3}[1-9]|[1-9]\d{3}|

\d[1-9]\d{2}|\d{2}[1-9]\d)($|\s|[;:,!\.\?]) 

 

ファイル タイプ定義ファイル 

SharePoint 環境上にアップロードされたファイルを、拡張子やファイル ヘッダーでファイルタイプを機別することでフィルタリン

グすることができます。 

拡張子でファイルをブロックしたい場合、 [ファイル タイプ一覧] の下のチェックボックスをオンにします。この定義ファイルが適

用されると、該当するファイル タイプは SharePoint へのアップロードができなくなります。さらに SharePoint 上に既に

存在している該当ファイル タイプ コンテンツは排除されます。 

ファイル タイプ一覧表に載っていない拡張子でも、[ブロックするファイル タイプ] チェックボックスをオンにしてファイル タイプ

を登録することで、該当ファイルをフィルタリングできます。ワイルドカードには非対応です。 

1. フィルター定義ファイル名を入力します。 

2. 定義ファイルのカテゴリを指定します。 

3. 該当定義ファイルの説明を入力します。 

4. [ブロックするファイル タイプ] で、該当のファイル拡張子あるいはファイル ヘッダーのチェックボックスをオンにしま

す。 

5. 選択した定義ファイル内で [ブロックするファイル タイプ] のチェックをオンにして、ブロックしたいファイルの種類を

指定します。該当のテキスト ボックスに複数のファイル拡張子を追加するには各拡張子を改行して入力します。 

6. [保存] ボタンをクリックして定義ファイルを保存します。保存したキーワードはフィルタ定義ファイル リストに表示

されます。 
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例えば .bmp 拡張子を含むすべてのファイルをフィルタリングしたい場合: 

"a.bmp" というファイル名の .bmp ファイル、"b.bmp" というファイル名の .doc ファイル、"c.doc" というファイル名

の .bmp ファイル、"d.ABC" というファイル名の .doc ファイルの4種類のファイルが存在する環境では、以下の通りとな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

1. [ファイル拡張子] のみを選択する場合、 a.bmp および b.bmp が自動的に処理されます。 

2. [ファイル ヘッダ] のみを選択する場合、 a.bmp および c.doc が自動的に処理されます。 

3. [ファイル拡張子] と [ファイル ヘッダ] の両方を選択する場合、a.bmp、 b.bmp、 c.doc が自動的に処

理されます。 

選択する条件 処理の結果 

ファイル拡張子（のみ） a.bmp; b.bmp 

ファイル ヘッダ（のみ） a.bmp; c.doc 

ファイル拡張子およびファイル ヘッダ a.bmp; b.bmp; c.doc 

 

4. [ブロックするファイル タイプ] で "ABC" ファイル タイプを登録すると、d.ABC も自動的に処理されるようにな

ります。 

元のファイル ファイル拡張子 ファイル ヘッダ 

a.bmp .bmp .bmp 

b.doc .bmp .doc 

c.bmp .doc .bmp 

d.doc .ABC .doc 
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スキャン エンジン 

お使いの SharePoint 環境上でフィルタ ジョブを実行する前に、スキャン エンジンを設定する必要があります。異なる定

義ファイルを使用すると、異なるフィルタ結果が反映されます。スキャン エンジンを設定するには、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [スキャン エンジン] をクリックします。 

3. [新規] をクリックして、新規スキャン エンジンを作成します。 

4. フィルター ルールのエンジン名を入力します。 

5. 必要に応じて、作成するスキャン エンジンの説明を [説明] フィールドに入力します。 

6. ファイル サイズを指定して、適用外のファイルをフィルタリングすることもできます。 

7. 該当のチェックボックスをオンにして、スキャン エンジンの定義ファイルを選択します。すべての定義ファイルを選択

するには、[すべて選択] をクリックします。 

8. [保存] ボタンをクリックし、設定を保存します。保存した設定はスキャン エンジン リストに表示されます。 

 

コンテンツ シールド ポリシー 

コンテンツ シールド ポリシーでは、有害コンテンツを検知した際の DocAve コンテンツ シールド for SharePoint 内で

のフィルタリング アクションの基本設定を規定できます。手動でリスト マッピングを作成するには、次の手順に従ってくださ

い。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィ

ールドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [コンテンツ シールド ポリシー] をクリックします。 

3. [新規] をクリックして、コンテンツ シールド ポリシーを作成します。 

4. ポリシー名をフィールドに入力します。 

5. スキャン エンジン フィールドの [コンテンツ スキャン エンジン] ドロップダウン ボックスから、スキャン エンジンを

選択します。 
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6. 該当のラジオ ボタンをオンにして、拡張子ポリシーを選択します。表示されるフィールドにファイルの拡張子を入

力できます。ここでは複数のポリシーを登録することができます。その場合ポリシーは一行ずつ追記してください。

[ファイル フィルターから除外する] オプションが選択されている場合、該当の拡張子を含むファイルはスキップさ

れます。[ファイル フィルターに含む] オプションが選択されていると、該当の拡張子を含むファイルのみが選択さ

れます。 

7. 定義済みポリシーを満たしていないファイルに対する DocAve コンテンツ シールド for SharePoint のアク

ションを選択します。 

 

リアルタイム フィルタリング: 

 ブロック: このオプションのみが選択されている場合、有害と思われるアイテムおよびファイル メタデータす

べてがブロックされます。また、有害ファイルのコンテンツはシステムで定義された内容に置き換えられま

す。 

 コンテンツと次のエラー メッセージを置換する: 有害なファイル コンテンツを置き換える旨のエラーメッセ

ージを定義できます。 

 有害ファイルを検疫フォルダに保存する: 有害ファイルを検疫フォルダに保存し、その後ゴミ箱に移しま

す。 

*注意: [コンテンツと次のエラー メッセージを置換する] もしくは [有害ファイルを検疫フォルダに保存する] 

を選択した場合でも、メタデータが正しくない場合ファイルはブロックされてしまいます。 

 タグ: SharePoint 上で新規に列を作成し、エラー メッセージを表示します。表示されるフィールドに入

力した値は、列の名前として SharePoint に保存されます。説明は列の値となります。 

 DocAve コンテンツ シールド for SharePoint へエラーを送信する: すべての有害なアイテムを、リア

ルタイム フィルター ジョブ レポートに一覧表示します。 

 作成者または更新者にメールを送信する: 作成者もしくは編集者に対し、通知メールを送信します。 

 コンテンツ タイプを設定する: 有害なファイルの SharePoint 上での表示方法として、コンテンツ タイ

プを指定することができます。 

 次の拡張子をファイル名に追加して識別する: 自動で定義された拡張子を元のファイル名に追加しま

す。 
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スケジュール フィルタリング: 

 ブロック: このオプションのみが選択されている場合、有害と思われるアイテムおよびファイル メタデータす

べてがブロックされます。また、有害ファイルのコンテンツはシステムで定義された内容に置き換えられま

す。 

 コンテンツと次のエラー メッセージを置換する: 有害なファイル コンテンツを置き換える旨のエラーメッセ

ージを定義できます。 

 有害ファイルを検疫フォルダに保存する: 有害ファイルを検疫フォルダに保存し、その後ゴミ箱に移しま

す。 

*注意: [コンテンツと次のエラー メッセージを置換する] と [有害ファイルを検疫フォルダに保存する] を

同時に選択した場合、有害ファイルは検疫フォルダに保存し、その後ゴミ箱に移されます。また [コンテンツ

と次のエラー メッセージを置換する] もしくは [有害ファイルを検疫フォルダに保存する] を選択した場合

でも、メタデータが正しくない場合ファイルはブロックされてしまいます。 

 タグ: SharePoint 上で新規に列を作成し、エラー メッセージを表示します。表示されるフィールドに入

力した値は、列の名前として SharePoint に保存されます。説明は列の値となります。 

*注意: ファイル名と無効なストリングをエラーメッセージに表示したい場合、コンテンツを [% ( ファイル

名 ) %]、もしくは [% ( 無効なストリング ) %] というフォーマットで [説明] フィールドに入力すると、

該当のファイル名もしくは無効なストリングが自動的に一致します。 

 DocAve コンテンツ シールド for SharePoint へエラーを送信する: すべての有害なアイテムを、リア

ルタイム フィルター ジョブ レポートに一覧表示します。 

 コンテンツ タイプを設定する: 有害なファイルの SharePoint 上での表示方法として、コンテンツ タイ

プを指定することができます。 

*注意: SharePoint レポート ライブラリ オプションを選択すると、処理済みのファイルは既定ビュー モー

ドで見ることができなくなります。これはファイル コンテンツ タイプがカスタマイズ タイプに変わるためですが、

[全てのレポートとダッシュボード]  ビュー モードでは見ることができます。 

 次の拡張子をファイル名に追加して識別する: 自動で定義された拡張子が元のファイル名に追加され

ます。 

8. [保存] ボタンをクリックし、フィルター ポリシーを保存します。保存した設定は画面左側の列に表示されます。

複数のプロファイルを設定することもできますが、 1 つのエンジンにつき適用されるのは 1 つずつのみです。 
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コンテンツ シールド 

 

DocAve コンテンツ シールド for SharePoint を使用することで、特定のメタデータやアイテムのコンテンツを簡単に

フィルターすることができます。 

*注意: Microsoft Office 2007 またはそれ以上のバージョンで作成されたファイルをフィルタリングする場合、

Microsoft Office フィルタ バックを SharePoint Web フロント エンド上にインストールする必要があります。

Microsoft Office フィルタ パックは以下のリンクからダウンロードできます。

http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=60c92a37-

719c-4077-b5c6-cac34f4227cc 

リアルタイム フィルター 

リアルタイム フィルターを実行するには、フィルタリングするコンテンツに合わせた機能を選択する必要があります。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [リアルタイム フィルター] をクリックします。 

*注意: 既にポリシーが存在するノードに新規作成したポリシーを保存する場合、「この Web アプリケーションのい

くつかのノードには既にコンテンツ シールド ポリシーが適用されています。これらのポリシーを無効にしますか?」 とい

うダイアログ ボックスが表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、今までポリシーを保持していたノードを含むすべ

てのノードに新しく保存したポリシーが適用されます。ノード内に既に存在していたポリシーを読み込む際、ツリー上か

ら選択したステータスが表示されなくなります。要件に合わせて再度アップデートを実行したい場合、[キャンセル] 

ボタンをクリックすると、今までポリシーを保持していたノードを除くすべてのノードに新しく保存したポリシーが適用され

ます。 

3. [新規] をクリックして、リアルタイム フィルターを作成します。 

4. ファーム名をクリックして、画面の右側にデータ ツリーを展開します。 

5. 該当のチェックボックスをオンにしてスキャン対象のコンテンツを選択します。表示されたフィールドに URL を入力

して、特定の Web やサイトを検索することもできます。 

6. コンテンツ シールド ポリシーおよび電子メール プロファイルをチェックボックスから選択します。コンテンツ シールド 

ポリシーの選択は必須です。 
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7. [OK] をクリックすると、新規に作成したリアルタイム フィルターがフィルター リスト上に表示されます。 

8. 新規作成したフィルター ルールを自動的に適用させたい場合、[スケジュール] をクリックし [スケジュールを有

効化] チェックボックスを選択して、全フィルターに適用するスケジュールを設定します。 

9. [開始時刻] の隣にあるカレンダー アイコンをクリックして、ジョブの開始日付を指定します。該当のドロップダウ

ン ボックスから時刻を選択します。 

10. 繰り返しルールの間隔として、[時間] および [日間] を設定できます。スケジュールの設定は必須ではありませ

ん。 

11. [OK] をクリックして、作成したスケジュールを保存します。 

12. フィルター リスト上からジョブを選択し、[すぐに適用] をクリックして実行します。マッピング コンテンツをクリックし

て [すぐに適用] を選択することもできます。 

13. すべてのフィルターを無効に設定したい場合 [全てのフィルターを無効にする] を、すべてのフィルターを有効に

設定したい場合 [全てのフィルターを有効にする] を、それぞれ選択します。 

 

*注意: サイト、サイト コレクション、Web アプリケーションの隣に [ ] アイコンが表示されている場合、フィルター ル

ールは新規作成したリストにも適用されます。既定では [ ] が表示されています。[開始時刻] の隣にあるカレンダ

ー アイコンをクリックしてフィルタリングの開始日付を指定し、該当のドロップダウン ボックスから時刻を選択します。 

*注意: 既にポリシーが存在するノードに新規作成したポリシーを保存する場合、「この Web アプリケーションのいくつ

かのノードには既にコンテンツ シールド ポリシーが適用されています。これらのポリシーを無効にしますか?」 というダイアロ

グ ボックスが表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、今までポリシーを保持していたノードを含むすべてのノードに新

しく保存したポリシーが適用されます。ノード内に既に存在していたポリシーを読み込む際、ツリー上から選択したステータ

スが表示されなくなります。要件に合わせて再度アップデートを実行したい場合、[キャンセル] ボタンをクリックすると、今

までポリシーを保持していたノードを除くすべてのノードに新しく保存したポリシーが適用されます。 

*注意: SharePoint 環境の規模が大きい場合、まずリアルタイム フィルターを適用するすべてのコンテンツのフィルタ 

ルールを設定した後 [すぐに実行] をクリックして、フィルターをただちに適用することをお勧めします。これにより各フィル

ターの設定後それぞれに [すぐに実行] で実行するよりも時間を短縮することができます。 
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スケジュール フィルター 

スケジュール フィルターを作成すると、指定の時間に特定のサイト内のコンテンツをスケジュールしてフィルターを実行するこ

とができます。 

スケジュール フィルターのプランを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. [サーバーの全体管理] へ移動します。サイドリンク バーに表示された [AvePoint ツールとサービス] フィー

ルドをクリックし、[DocAve コンテンツ シールド for SharePoint] ページへ移動します。 

2. [スケジュール フィルター] をクリックします。 

3. [新規] をクリックして表示されるフィールドにプロファイル名を入力します。 

4. ファーム名をクリックすると、ツリーを展開してサブ アイテムを表示できます。表示されたフィールドに URL を入

力して、特定の Web やサイトを検索することもできます。 

5. 該当のチェックボックスからフィルターを適用するコンテンツを選択します。 

6. [完全スケジュールを有効にする] または [増分スケジュールを有効にする] をオンにすると、実行するジョブ

のスケジュール設定ができます。 

7. [開始時刻] の隣にあるカレンダー アイコンをクリックして、ジョブの開始日付を指定します。該当のドロップダウ

ン ボックスから時刻を選択します。 

8. ルールの繰り返しスケジュールの間隔は、[1 回のみ]、[分間]、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月] 

から選択できます。 

9. フィルターのタイプは、[完全] と [増分] の 2 種類から選択できます。 

 完全: 指定した場所のすべてのコンテンツをフィルターします。 

 増分: 前回のフィルター ジョブからの変更部分 (アイテムの作成 / 更新) のみをスキャンします。 

*注意: 以前に完全スキャンを一度も実行したことがない場合、増分オプションを指定しても完全フィルター ジ

ョブが実行されます。コンテンツ シールド ポリシーまたは定義ファイルに更新がある場合、完全スキャンを実行す

ることをお勧めします。 

10. 必要に応じて、[説明] フィールドにフィルター ジョブの説明を入力できます。 

11. ドロップダウン ボックスから、コンテンツ シールド ポリシーを選択します。このオプションは必須です。 
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12. ドロップダウンボックスより電子メールプロファイルを選択します。ここには電子メール プロファイル セクションで作

成したプロファイルの一覧が表示されます。このオプションは必須ではありません。 

13. SharePoint の既存インデックス ファイルを使用してフィルタリング プロセスを加速する場合は、[高速スキャ

ンに SharePoint の検索インデックス データを使用する] のチェックボックスをオンにします。 

*注意: このオプションを選択すると、SharePoint のインデックスに従ってコンテンツをフィルターします。 

14. [OK] ボタンをクリックしてプランを保存すると、プラン一覧に表示されます。 

15. [すぐに実行] をクリックすると、このプランをすぐに実行します。サーバー名から [すぐに実行] を選択すること

もできます。 

レポート 

DocAve コンテンツ シールド for SharePoint では、コンテンツをフィルタリングする際、フィルタリング ジョブの結果をレ

ポートとして生成する機能を持っています。レポートには [スケジュール フィルター ジョブ レポート]、[リアルタイム フィルタ

ー コンテンツ レポート]、[リアルタイム フィルター ジョブ レポート] の 3 種類があります。 

[スケジュール フィルター ジョブ レポート] では、スケジュール フィルター ジョブの一覧が表示されます。[詳細の表示] を

クリックすると、ジョブの統計やコンテンツ レポート、プランの詳細など、ジョブの細かい情報を確認することができます。ジョブ

の処理中にいったん停止する場合、スケジュール フィルター ジョブ一覧から停止したいジョブを選択して、[一時停止] を

クリックします。再度ジョブを開始する場合は [再開] をクリックします。ジョブの処理中に停止する場合、スケジュール フィ

ルター ジョブ一覧から停止したいジョブを選択して、[停止] をクリックします。この操作では、ジョブは再開されることはあり

ません。 

[リアルタイム フィルター コンテンツ レポート] では、フィルターされたファイルがフィルター レポートに一覧表示されます。リス

ト内では有害なファイルの詳細情報を参照することができます。 

[リアルタイム フィルター ジョブ レポート] では、リアルタイム フィルター ジョブの一覧が表示されます。リスト内ではフィルタ

ー プランの詳細情報および状態を参照することができます。 
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DocAve コンテンツシールド for SharePoint              

リストア コントローラー 

この機能では、DocAve コンテンツ シールド for SharePoint でフィルタリングした検疫済みファイルのリストアおよび削

除を行うことができます。 

これらの操作を実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. 検疫されたアイテムが存在している SharePoint サイトへ移動します。 

2. サイトの操作 -> サイトの設定 -> サイトの操作 -> サイト コレクションの管理者 -> DocAve コンテンツ

シールド for SharePoint リストア コントローラー へと移動します。 

3. サイト コレクションの URL をクリックして、画面の左側のパネルでデータ ツリーを展開します。ツリー内で検疫さ

れたアイテムが存在しているリストを読み込みます。 

4. 該当のチェックボックスをオンにしてリストを選択します。URL 検索機能を使用して、サイト URL で対象のサイト

を検索することもできます。 

5. 画面の右側のパネルで該当のチェックボックスをオンにして、検疫されたアイテムをリストアまたは削除します。 

6. [ファイルのリストア] をクリックして、検疫されたファイルをリストアします。 

7. [削除] をクリックすると、検疫されたファイルを削除できます。 

8. 各ジョブが完了したら、[レポートの表示] をクリックして、ジョブレポートを表示することができます。 

9. 各ページに表示される検疫されたファイルの数値を修正するには、[サイズ] をクリックして、ドロップダウン ボックス

から数値を選択します。 

*注意: 画面の左側パネルにあるデータ ツリーはサイトの管理者のみ展開することができます。 
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サポートされている & サポートされていない ファイル タイプ 

以下は DocAve コンテンツ シールド for SharePoint でフィルター可能なファイル タイプの一覧表です。 

 

ファイル タイプ 拡張子 ヘッダー コンテンツ 

.xls サポートされている サポートされている サポートされている 

.xlsx サポートされている サポートされている サポートされている 

.xml サポートされている サポートされていない サポートされている 

.pptx サポートされている サポートされている サポートされている 

.ppt サポートされている サポートされている サポートされている 

.log サポートされている サポートされていない サポートされている 

.html サポートされている サポートされていない サポートされている 

.ini サポートされている サポートされていない サポートされている 

.rtf サポートされている サポートされている サポートされている 

.docx サポートされている サポートされている サポートされている 

.doc サポートされている サポートされている サポートされている 

.txt サポートされている サポートされていない サポートされている 

.zip サポートされている サポートされている サポートされている 

.pdf サポートされている サポートされている サポートされていない 

.lic サポートされている サポートされていない サポートされていない 

.rar サポートされている サポートされている サポートされていない 

.mht サポートされている サポートされていない サポートされている 

.msg サポートされている サポートされていない サポートされている 

.dot サポートされている サポートされている サポートされている 
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.dotx サポートされている サポートされている サポートされている 

.jpg サポートされている サポートされている サポートされていない 

.png サポートされている サポートされている サポートされていない 

.avi サポートされている サポートされている サポートされていない 

.gif サポートされている サポートされている サポートされていない 

.tif サポートされている サポートされている サポートされていない 

.mp3 サポートされている サポートされている サポートされていない 

.wma サポートされている サポートされている サポートされていない 

.rmvb サポートされている サポートされている サポートされていない 

.wmv サポートされている サポートされている サポートされていない 

.rm サポートされている サポートされている サポートされていない 

.bmp サポートされている サポートされている サポートされていない 

*注意: 表の値はフィルタ パックがインストールされていない場合の情報です。 いくつかのファイル形式は、フィルタ パックで

未対応のものが含まれる可能性があります。 

* IFilter のインストールは必須です。 
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