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本ドキュメントについて 

本ドキュメントは、日本のお客様に最新情報を提供することを目的として、AvePoint 米国本社から発効され

ている英語版 DocAve 6.9 インストール ガイド のうち、主に権限に関連するセクションを抜粋して翻訳したも

のです。 

 

全体の内容につきましては、英語版をご確認くださいますようお願い申し上げます。 

  

https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide_SP9.pdf
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SharePoint エージェント アカウント権限 

DocAve 6 エージェントで指定された SharePoint エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認し

てください。 

ローカル システム権限: 指定されたエージェント アカウントには、DocAve エージェントのインストール中に

次のグループおよびフォルダーへのフル コントロール権限が付与されます。 

 IIS_WPG (IIS6 の場合) または IIS_IUSRS (IIS 7/IIS 8 の場合)

 Performance Monitor Users

 DocAve Users (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):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og レジストリに対するフル コントロール 

通信証明書に対するフル コントロール 

バッチ ジョブとしてログオン 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\セキュリティの設定\ローカル ポリシー\ユーザー権利の割り当て] で確認可

能) 

DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

コントロール パネル > エージェント モニター > 構成 で構成された 一時バッファ に対

するフル コントロール権限 

 SharePoint 権限:  

 ファーム管理者 グループのメンバー

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する権限 (Web アプリケーションの ユーザー

ポリシー で設定可能)

すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限 

(SharePoint 2010 の Web アプリケーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール および このア

カウントでの操作はシステムとして行う 権限 (SharePoint 2013 の Web アプリケー

ションの ユーザー ポリシー で設定可能)
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 User Profile Service Application 権限: 

 SharePoint 2010 の User Profile Service Application 権限 

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

 SharePoint 2013 の User Profile Service Application 権限 

 個人用サイトの作成 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

 SQL Server 権限: 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

エージェント アカウント権限について 

DocAve 6 エージェント アカウント権限は、ローカル権限、SQL 権限、SharePoint 権限から構成されています。 

ローカル権限 

エージェント アカウントを以下のグループに追加する必要があります。  

 DocAve Users - 全システムに対する特定の権限が必要であるため、DocAve はローカル グループ 

DocAve Users を作成してこれらの権限を含めます。管理者がユーザーをこのグループに追加すると、

必要な権限を簡単に取得することができます。DocAve Users の詳細な権限は以下のとおりです。 

 Local Machine\Software\AvePoint\DocAve6 は DocAve インストールによって作成さ

れます。 
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 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog: この

レジストリに対する権限はイベント ログへの書き込みに必要です。 

 バッチ ジョブとしてログオン 権限は、エージェント アカウント配下で新しいプロセスを開始する際に

使用されます。DocAve はバッチ ログオンおよび偽装を使用して新しいプロセスを作成します。 

 エージェント アカウント変更時の 一時バッファ へのエージェント アカウント権限を検証する際に、

一時バッファ へのフル コントロール権限が必要です。 

 IIS_IUSRS (IIS7/IIS8 の場合) / IIS_WPG (IIS6 の場合) – DocAve は WCF ポート共有サ

ービスを使用します。これらのグループがポート共有を使用する権限を持っています。 

 Performance Monitor Users – DocAve は .NET パフォーマンス カウンター API を使用し、

SharePoint API も .NET パフォーマンス カウンター API を内部で使用します。この権限は .NET API 

に要求されます。 

SQL 権限 

エージェント アカウントは、コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの db_owner として使用する必要があります。SharePoint API がこれらのデータ

ベースを内部で操作するため、これらの権限が必要です。 

SharePoint 権限 

エージェント アカウントが SharePoint ファーム管理者 である必要があります。この権限は、Web アプリケーション

の参照、ファーム サービスへのアクセスなどの操作を実行する際に使用します。 

エージェント アカウントには、Web アプリケーションのユーザー ポリシー設定画面上で、すべての Web アプリケーショ

ンのすべての領域に対する フル コントロール 権限が付与されます。この権限は、エージェント アカウントを使用して

すべてのサイト コレクションにアクセスする際に使用します。フル コントロール 権限を持っているユーザーは、

SharePoint API を使用して 14 Hive から Web テンプレート スキーマ、フィールド スキーマ、機能定義などのデ

ータを取得することが可能です。  

*注意: SharePoint 2013 の場合、エージェント アカウントには、Web アプリケーションのユーザー ポリシー設定

画面上で、すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール および このアカウントでの操

作はシステムとして行う 権限が付与されます。SharePoint アプリのリストア時に、システム アカウントをエージェント 

アカウントとして使用することはできません。SharePoint アプリをリストアするには、エージェント アカウントがシステム 

アカウントでないことを確認する必要があります。 
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 User Profile Service 2010  

 個人用機能の使用  

この権限は、ユーザー プロファイル・ユーザー プロファイル プロパティにアクセスする際に必要です。 

 個人用サイトの作成 

この権限は、必要に応じて個人用サイトを作成する際に必要です。 

 ソーシャル機能の使用 (ドキュメント タグ、ソーシャル コメント [ドキュメント メモ] に関連)  

この権限は、タグなどのソーシャル コンポーネントにアクセス・作成する際に必要です。 

 User Profile Service 2013 

 個人用サイトの作成 

個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツに必要です。 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用  

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

この権限は、用語・キーワードにアクセス・作成する際に必要です。 

 Business Data Connectivity Service 

 フル コントロール 

これにより、DocAve は外部コンテンツ タイプのスキーマを取得することが可能になります。 

 Search Service 

 フル コントロール 

この権限は、検索範囲・キーワードにアクセスする際に必要です。 
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DocAve モジュールの権限要件 

DocAve モジュールを正しくインストール・使用するには、特定の権限が必要です。各 DocAve モジュールの権限

要件の詳細は、以下のセクションを参照してください。 

移行ソリューション 

DocAve 移行モジュールの権限要件については、以下のセクションを参照してください。DocAve 移行モジュールに

は、ファイル システム移行、SharePoint 移行、Notes/Domino 移行、EMC Documentum 移行、eRoom 

移行、Quickr 移行、Livelink 移行、パブリック フォルダー移行が含まれています。 

ファイル システム移行 

SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online 環境で DocAve ファイル システム移行をインストール・使

用するための必須権限については、以下のセッションを参照してください。 

移行元の必須権限 

DocAve ファイル システム移行を正しくインストール・使用するには、移行元の DocAve エージェント アカウントがロ

ーカル Administrators グループのメンバーであることを確認してください。 

移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

SharePoint オンプレミス環境で DocAve ファイル システム移行を正しくインストール・使用するには、エージェント 

アカウントが以下の権限を持っていることを確認してください。 

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 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 ファイル システム移行を使

用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限 (Web アプリケ

ーションの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 Managed Metadata Service  
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 用語ストア管理者 

 フル コントロール 権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 ファイル システム移行を使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 構成済み移行データベースの db_owner データベース ロール 

 master システム データベースの db_owner データベース ロール 

*注意: この権限は、移行データベースが存在せず、作成する必要がある場合にのみ必要です。 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール 

*注意: Web アプリケーションでフォーム ベース認証を使用して、かつフォーム ベース認証の方法としてデー

タベースを使用している場合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントがこのデータベースに対して db_owner データベース ロールを持っていま

す。 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイルの connectionString ノードで、この

データベースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。詳細については、以下の説明を参

照してください。 

 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで Web アプリケーションを指定します。  

 希望の Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionString ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベースに

対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

SharePoint Online 環境で DocAve ファイル システム移行を正しくインストール・使用するには、以下の権限が

満たされていることを確認してください。 
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エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必

要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みイト コレクションが存在するファー

ムの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 つ

と通信できるマシンである必要があります。 

エージェント アカウントが適切なローカル システム権限を持っている必要があります。これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカ

ルの Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー  

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限 (Web アプリケ

ーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

SharePoint 移行 

SharePoint 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが移行元および移行先の 

SharePoint 環境で必須権限を持っていることを確認してください。   

*注意: 移行先ノードの Web アプリケーションでフォーム ベース認証を使用して、かつフォーム ベース認証の方法と

してデータベースを使用している場合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントがこのデータベースに対して db_owner データベース ロールを持っていま

す。 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイルの connectionString ノードで、この

データベースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。詳細については、以下の説明を参

照してください。 

 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。  

 希望の Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 
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 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionString ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベースに

対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

SharePoint 2007 to 2010 移行  

SharePoint 2007 to 2010 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 

2007 および 2010 環境で以下の権限を持っていることを確認してください。  

1. ローカル システム権限 - これらの権限はインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対

する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グル

ープに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2007 to 2010 移行

を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2007 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。)  

 Web アプリケーションのポリシー: すべて読み取り 

 ユーザーの権限の設定: 既定の共有サービス プロバイダーの詳細な権限すべて  

 SharePoint 2010 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。)  

 Web アプリケーションのポリシー - フル コントロール 

 User Profile Service Application 権限:  

 個人用機能の使用  

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用  

 フル コントロール 
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 Managed Metadata Service - 用語ストア管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2007 to 2010 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2007 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

 SharePoint 2010 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

SharePoint 2007 to 2013 移行 

SharePoint 2007 to 2013 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 

2007 および 2013 環境で以下の権限を持っていることを確認してください。  

1. ローカル システム権限 - これらの権限はインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対

する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グル

ープに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2007 to 2013 移行

を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2007 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー - すべて読み取り 

 ユーザーの権限の設定 - 既定の共有サービス プロバイダーの詳細な権限すべて 

 SharePoint 2013 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー - フル コントロール 
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 User Profile Service Application 権限: 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール 

 Managed Metadata Service - 用語ストア管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2007 to 2013 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2007 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

 SharePoint 2013 権限: 

 Nintex ワークフロー データベースの db_owner データベース ロール 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースの 

SharePoint_Shell_Access データベース ロール (ただし、このロールを使用する場

合、SharePoint 移行で移行するオブジェクトに制限があります。詳細については、以下

の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。db_owner ロールを DocAve エージェント アカウントに割り

当てることが推奨されます。) 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、 SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

SharePoint 2007 to 2016 移行 

SharePoint 2007 to 2016 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 

2007 および 2016 環境で以下の権限を持っていることを確認してください。  

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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1. ローカル システム権限: これらの権限はインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2007 to 2016 移行

を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2007 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。)  

 Web アプリケーションのポリシー: すべて読み取り 

 ユーザーの権限の設定: 既定の共有サービス プロバイダーの詳細な権限すべて  

 SharePoint 2016 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。)  

 Web アプリケーションのポリシー: フル コントロール 

 User Profile Service Application 権限:  

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2007 to 2016 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2007 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

 SharePoint 2016 権限: 
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 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

SharePoint 2010 to 2013 移行 

SharePoint 2010 to 2013 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 

2010 および 2013 環境で以下の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これらの権限はインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対

する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グル

ープに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2010 to 2013 移行

を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2010 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー – すべて読み取り 

 User Profile Service Application 権限: 

 個人用機能の使用 

 ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service – フル コントロール 

 Search Service - フル コントロール 

 SharePoint 2013 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー - フル コントロール 

 User Profile Service Application 権限: 
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 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service – フル コントロール 

 Search Service - フル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2010 to 2013 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2010 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

 SharePoint 2013 権限: 

 Nintex ワークフロー データベースの db_owner データベース ロール 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースの 

SharePoint_Shell_Access データベース ロール (ただし、このロールを使用する場

合、SharePoint 移行で移行するオブジェクトに制限があります。詳細については、以下

の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。db_owner ロールを DocAve エージェント アカウントに割り

当てることが推奨されます。) 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、 SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

SharePoint 2010 to 2016 移行 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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SharePoint 2010 to 2016 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 

2010 および 2016 環境で以下の権限を持っていることを確認してください。  

1. ローカル システム権限: これらの権限はインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2010 to 2016 移行を

使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2010 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー: すべて読み取り 

 User Profile Service Application 権限: 

 個人用機能の使用 

 ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

 SharePoint 2016 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー: フル コントロール 

 User Profile Service Application 権限: 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール 
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 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2010 to 2016 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2010 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

 SharePoint 2016 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データ

ベース ロール 

SharePoint 2013 to 2016 移行 

SharePoint 2013 to 2016 移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 

2013 および 2016 環境で以下の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限: これらの権限はインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

*注意: SharePoint 2013 to SharePoint 2016 移行ジョブで SharePoint アプリを移行する場

合、移行先のエージェント アカウントが SharePoint 2016 のシステム アカウントではないことを確認してく

ださい。 

2. SharePoint 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2013 to 2016 移行を

使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2013 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー: すべて読み取り 
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*注意: SharePoint 2013 to 2016 移行ジョブで SharePoint アプリを移行する

場合、フル コントロール権限が必要です。 

 User Profile Service Application 権限: 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール  

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

 SharePoint 2016 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 Web アプリケーションのポリシー: フル コントロール 

 User Profile Service Application 権限: 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

 カタログ サイト内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する読み取り権限 

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、SharePoint 2013 to 2016 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2013 権限: 
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o Nintex ワークフロー データベース、AppService データベース、SettingsService デー

タベースの db_owner データベース ロール 

o コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースの 

SharePoint_Shell_Access データベース ロール (ただし、このロールを使用する場

合、SharePoint 移行で移行するオブジェクトに制限があります。詳細については、以下

の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。db_owner ロールを DocAve エージェント アカウントに割り

当てることが推奨されます。) 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、 SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

 SharePoint 2016 権限: 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベース、Nintex ワークフロー 

データベース、AppService データベース、SettingsService データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

SharePoint Online 権限 

SharePoint 2007/2010/2013 to SharePoint Online 移行を正しくインストール・使用するには、エージェン

ト アカウントおよびサイト コレクション ユーザー (サイト コレクションの登録時に指定されたユーザー) が十分な権限を

持っていることを確認してください。 

1. エージェント アカウント権限:  

ローカル システム権限: これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

*注意: 登録済みサイト コレクションが SharePoint Online サイト コレクションである場合、エージェント 

アカウントが SharePoint 2007/2010/2013 to SharePoint Online 移行ジョブを実行するマシンに

存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必要が

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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あります。エージェント プロキシ設定の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド の 

Agent Proxy Settings セクションを参照してください。 

登録済みサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場合、エージェント アカウントが 

SharePoint 2007/2010/2013 to SharePoint Online 移行ジョブを実行するマシンに存在しま

す。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファームの Web フロ

ントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 つと通信

できるマシンである必要があります。 

2. サイト コレクション ユーザー権限:

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー

 User Profile Service Application 権限:

ユーザーのフォローとプロファイルの編集

タグおよびメモの使用

フル コントロール (登録済みサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場

合のみ) 

• Managed Metadata Service: 用語ストア管理者

• カタログ サイト内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する読み取り権限

*注意: スキャン モード を使用してサイト コレクションを登録する際、指定したアカウントに必要なアクセス

許可レベルを持っていることを確認してください。 

 登録するサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場合、SharePoint アカウント

が以下の権限を持っている必要があります。

o Web アプリケーションのポリシー: フル コントロール

o コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースの

db_owner データベース ロール

 登録するサイト コレクションが SharePoint Online サイト コレクションである場合、Office 365

アカウントが 全体管理者 / SharePoint 管理者 ロールを持っている必要があります。

*注意: OneDrive for Business をスキャンするには、エージェント アカウントがエージェントの

存在するサーバーへの ローカル管理者 権限を持っていることを確認してください。 

http://www.avepoint.com/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: ユーザー プロファイル プロパティを SharePoint Online に正しく移行するには、移行ジョブ実行

前に、移行先でユーザー プロファイル プロパティ設定を構成する必要があります。(Office 365 

SharePoint 管理センターで、ユーザー プロファイル > ユーザー プロパティの管理 に移動します。移行

するプロパティを選択して、ドロップダウン メニューから 編集 を選択します。設定の編集 フィールドで、ユー

ザーにこのプロパティの値の編集を許可する オプションを選択して、[OK] をクリックして設定を保存しま

す。) 

*注意: SharePoint 2007/2010/2013 Web パーツを SharePoint Online に正しく移行するに

は、移行する Web パーツが存在する移行先サイト コレクションを登録するユーザーが、サイト コレクション

への ページの追加とカスタマイズ 権限を持っている必要があります。 

Notes/Domino 移行 

SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online 環境で DocAve Notes/Domino 移行をインストール・

使用するための必須権限については、以下のセッションを参照してください。 

移行元の必須権限 

DocAve Notes/Domino 移行を使用する前に、移行元の DocAve エージェント アカウントが以下の権限を持

っていることを確認してください。 

ローカル システム権限: 適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、移行元の DocAve エー

ジェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加します。制限がある場合、エージェン

ト アカウントが以下の権限を持っていることを確認してください。

 Notes/Domino インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限

 ローカル システム権限 に一覧表示されている権限 (これらの権限はインストール中に自動的に構

成されます。)

Notes/Domino 権限: この権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移行

を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 移行するすべての Notes/Domino データベースに対するマネージャー アクセス

SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。 

 移行データベースの db_owner データベース ロール

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール

https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide_SP9_CU1.pdf
https://avepointcdn.azureedge.net/pdfs/en/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide_SP9_CU1.pdf
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移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

 SharePoint オンプレミス環境で DocAve Notes/Domino 移行を正しくインストール・使用するには、移行先エ

ージェント アカウントが以下の権限持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。  

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移行を

使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

 Managed Metadata Service - フル コントロール 

 Managed Metadata Service - 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Notes/Domino 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 移行データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール 

*注意: Web アプリケーションのクレーム認証タイプとしてフォーム ベース認証 (FBA) を選択している場

合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントが FBA データベースの db-owner データベース ロールを持っているメンバ

ーである必要があります。 

 エージェント アカウントをこの Web アプリケーションの web.config ファイルの 

connectionStrings ノードに追加して、FBA データベースへの権限を取得します。 詳細につ

いては、以下の説明を参照してください。 
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 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。  

 Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionStrings ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベース

に対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

SharePoint Online 環境で DocAve Notes/Domino 移行を正しくインストール・使用するには、以下の権限

が満たされていることを確認してください。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必

要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファ

ームの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 

つと通信できるマシンである必要があります。 

エージェント アカウントが適切なローカル システム権限を持っている必要があります。 これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をロー

カルの Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 
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eRoom 移行  

SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online 環境で DocAve eRoom 移行をインストール・使用する

ための必須権限については、以下のセッションを参照してください。 

移行元の必須権限 

DocAve eRoom 移行を使用する前に、移行元の DocAve エージェント アカウントが以下の権限を持っているこ

とを確認してください。 

 ローカル システム権限: ローカル システム権限 に一覧表示されている権限 

*注意: 移行元 DocAve エージェントが eRoom ファイル サーバーにインストールされていない場合、移

行元エージェント アカウントがファイル サーバー ディレクトリに対して 読み取り 以上の権限を持っている必

要があります。 

 eRoom 権限: eRoom ファイル サーバーに対するフル コントロール 

移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

SharePoint オンプレミス環境で DocAve eRoom 移行を正しくインストール・使用するには、移行先エージェント 

アカウントが以下の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。  

*注意: UNC パスで接続されているファイル サーバー上のファイルへの操作には、読み取り 以上の権限が

必要です。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 eRoom 移行を使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションに対するフル コントロール権限 (Web アプリケーションの ユーザー 

ポリシー で設定可能です。) 

 Managed Metadata Service  
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 用語ストア管理者  

 フル コントロール権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 eRoom 移行を使用する前に手

動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

Web アプリケーションでフォーム ベース認証を使用して、かつフォーム ベース認証の方法としてデータベース

を使用している場合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントがこのデータベースに対して db_owner データベース ロールを持っていま

す。 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイルの connectionString ノードで、この

データベースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。詳細については、以下の説明を参

照してください。 

 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。  

 Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionString ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベースに

対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

SharePoint Online 環境で eRoom 移行を正しくインストール・使用するには、以下の権限が満たされているこ

とを確認してください。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必
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要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファ

ームの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 

つと通信できるマシンである必要があります。 

エージェント アカウントが適切なシステム権限を持っている必要があります。 これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service: 

 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service: 

 用語ストア管理者 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 フル コントロール 

 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 

Livelink 移行 

DocAve Livelink 移行を正しくインストール・使用するには、以下の権限が満たされていることを確認してください。 

移行元の必須権限 

Livelink 移行を使用する前に、移行元の DocAve エージェント アカウントが移行元 Livelink エージェントがイン

ストールされているサーバー上のローカル Administrators グループのメンバーであることを確認してください。 

移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

SharePoint オンプレミス用の Livelink 移行を使用する前に、移行先 SharePoint エージェント アカウントが次

の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Livelink 移行を使用す

る前に手動で構成する必要があります。 
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 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 SharePoint 2010 の User Profile Service Application 権限: 

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

 SharePoint 2013 の User Profile Service Application 権限: 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

 Managed Metadata Service – フル コントロール 

 Managed Metadata Service – 管理者 

 User Profile Service - フル コントロール 

 User Profile Service - 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Livelink 移行を使用する前に手

動で構成する必要があります。  

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベース、DocAve 移

行データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース 

ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

Web アプリケーションのクレーム認証タイプとしてフォーム ベース認証 (FBA) を選択している場合、次の条件のうち 

1 件以上が満たされていることを確認してください。 



 33 

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

 

 エージェント アカウントが FBA データベースの db-owner データベース ロールを持っているメンバ

ーである必要があります。  

 エージェント アカウントをこの Web アプリケーションの web.config ファイルの 

connectionStrings ノードに追加して、FBA データベースへの権限を取得します。 詳細につ

いては、以下の説明を参照してください。 

 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。  

 Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionString ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベースに

対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

Livelink 移行を使用する前に、次の権限が満たされていることを確認してください。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必

要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファ

ームの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 

つと通信できるマシンである必要があります。 

エージェント アカウントが適切なシステム権限を持っている必要があります。 これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf


34  

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー  

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service - 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限 (Web アプリケ

ーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 



 35 

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

 

 フル コントロール 

 管理者 

パブリック フォルダー移行 

DocAve パブリック フォルダー移行を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っ

ていることを確認してください。 

移行元の必須権限 

パブリック フォルダー移行を使用する前に、移行元の DocAve エージェント アカウントが ローカル システム権限 を

持っていることを確認してください。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント ア

カウント をローカルの Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができま

す。 

Exchange ユーザーの必須権限 

パブリック フォルダー移行を正しくインストール・使用するには、パブリック フォルダー接続を構成する際に使用する 

Exchange ユーザーが以下の権限を持っていることを確認してください。 

 詳細情報 

 フォルダーの表示 

移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

パブリック フォルダーから SharePoint オンプレミス環境への移行を正しくインストール・使用するには、エージェント ア

カウントが十分な権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、パブリック フォルダーから SharePoint 

オンプレミスへの移行を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー  

*注意: 管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。 
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 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限 (Web アプリケ

ーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 Managed Metadata Service  

 用語ストア管理者  

 フル コントロール 権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、パブリック フォルダーから SharePoint オンプレ

ミスへの移行を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

 構成済み移行データベースの db_owner データベース ロール 

 master システム データベースの db_owner データベース ロール 

*注意: この権限は、移行データベースが存在せず、作成する必要がある場合にのみ必要です。 

Web アプリケーションでフォーム ベース認証を使用して、かつフォーム ベース認証の方法としてデータベース

を使用している場合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントがこのデータベースに対して db_owner データベース ロールを持っていま

す。 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイルの connectionString ノードで、この

データベースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。詳細については、以下の説明を参

照してください。 

 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。  

 Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 
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 connectionString ノードを確認し、User ID および Password 属性に FBA 

セキュリティ情報を保存するデータベースに対してアクセス権を持っているユーザーを指定し

ます。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

パブリック フォルダーから SharePoint Online 環境への移行正しくインストール・使用するには、以下の権限が満

たされていることを確認してください。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必

要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファ

ームの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 

つと通信できるマシンである必要があります。 

エージェント アカウントが適切なシステム権限を持っている必要があります。 これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限 (Web アプリケ

ーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

EMC Documentum 移行 

SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online 環境で DocAve EMC Documentum 移行をインスト

ール・使用するための必須権限については、以下のセッションを参照してください。 

移行元の必須権限 

DocAve EMC Documentum 移行を使用する前に、移行元の DocAve エージェント アカウントが以下の権限

を持っていることを確認してください。 

 ローカル システム権限: ローカル システム権限 に一覧表示されている権限 
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*注意: 移行元 DocAve エージェントを Documentum DFC Runtime Environment プログラ

ムがインストールされているマシンにインストールする場合、移行元エージェント アカウントが以下の権限を持

っていることを確認してください。 

 Documentum DFC Runtime Environment プログラムのインストール ディレクトリに対

するフル コントロール権限 

 ローカル Administrators グループのメンバー 

 EMC Documentum 権限: EMC Documentum コンテンツへの読み取り権限 

移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 

SharePoint オンプレミス環境で DocAve EMC Documentum 移行を正しくインストール・使用するには、移行

先エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 EMC Documentum 

移行を使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 Managed Metadata Service  

 用語ストア管理者  

 フル コントロール権限を持っている Managed Metadata Service 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 EMC Documentum 移行を使

用する前に手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベース、DocAve 移

行データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース 

ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 
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Web アプリケーションでフォーム ベース認証を使用して、かつフォーム ベース認証の方法としてデータベース

を使用している場合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントがこのデータベースに対して db_owner データベース ロールを持っていま

す。 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイルの connectionString ノードで、この

データベースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。詳細については、以下の説明を参

照してください。 

 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。  

 Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionString ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベースに

対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

SharePoint Online 環境で EMC Documentum 移行 を正しくインストール・使用するには、以下の権限が満

たされていることを確認してください。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必

要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファ

ームの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 

つと通信できるマシンである必要があります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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エージェント アカウントが適切なシステム権限を持っている必要があります。これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service: 

o 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service: 

o 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 
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 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 

Quickr 移行 

SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online 環境で DocAve Quickr 移行をインストール・使用する

ための必須権限については、以下のセッションを参照してください。 

移行元の必須権限 

DocAve Quickr 移行を使用する前に、移行元の DocAve エージェント アカウントが以下の権限を持っているこ

とを確認してください。 

 ローカル システム権限: 適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、移行元 DocAve エージ

ェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加します。制限がある場合、移行元エー

ジェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認してください。 

 Quickr インストール ディレクトリに対するフル コントロール 

 ローカル システム権限 に一覧表示されている権限 (これらの権限はインストール中に自動的に構

成されます。) 

 Quickr 権限: この権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Quickr 移行を使用する前に手動

で構成する必要があります。 

 移行する Quickr プレースに対するマネージャー ロール 

 SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Quickr 移行を使用する前に手

動で構成する必要があります。 

 移行データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール 

移行先の必須権限: SharePoint オンプレミスへの移行 
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SharePoint オンプレミス環境で DocAve Quickr 移行を正しくインストール・使用するには、移行先エージェント 

アカウントが以下の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。  

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Quickr 移行を使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 Managed Metadata Service - 用語ストア管理者 

 その他の必須権限 

 Managed Metadata Service - フル コントロール 

 Managed Metadata Service - 管理者 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Quickr 移行を使用する前に手

動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 移行データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール 

*注意: Web アプリケーションのクレーム認証タイプとしてフォーム ベース認証 (FBA) を選択している場

合、次の条件のうち 1 件以上が満たされていることを確認してください。 

 エージェント アカウントが FBA データベースの db-owner データベース ロールを持っているメンバ

ーである必要があります。  

 エージェント アカウントをこの Web アプリケーションの web.config ファイルの 

connectionStrings ノードに追加して、FBA データベースへの権限を取得します。 詳細につ

いては、以下の説明を参照してください。 
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 スタート > 管理ツール > サーバー マネージャー > 役割 > Web サーバー (IIS) 

> インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動して、サイト 

リストで希望の Web アプリケーションを見つけます。   

 Web アプリケーションを右クリックして、エクスプローラー を選択します。 

 ポップアップ ウィンドウで web.config ファイルを確認します。 

 web.config ファイルをメモ帳で開きます。 

 connectionStrings ノードを確認し、FBA セキュリティ情報を保存するデータベース

に対してアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

移行先の必須権限: SharePoint Online への移行 

SharePoint Online 環境で DocAve Quickr 移行を正しくインストール・使用するには、以下の権限が満たさ

れていることを確認してください。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

登録済み SharePoint Online サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエージェ

ント マシンに存在します。このマシンにはネットワークの接続があるか、エージェント プロキシ設定が構成されている必

要があります。エージェント プロキシ設定の詳細については、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。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションの場合、エージェント アカウントが移行ジョブを実行するエー

ジェント マシンに存在します。このマシンは、全体管理サーバーであるか、登録済みサイト コレクションが存在するファ

ームの Web フロントエンド サーバーの 1 つであるか、全体管理サーバーまたは Web フロントエンド サーバーの 1 

つと通信できるマシンである必要があります。 

エージェント アカウントが適切なシステム権限を持っている必要があります。これら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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

*注意: 移行元エージェント アカウントは Quickr のインストール パスへのフル コントロール権限を持っている必要が

あります。 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 

 管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 Managed Metadata Service 

 用語ストア管理者 

 フル コントロール 
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 管理者 

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 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 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 および IIS 8.0 の場合) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジス

トリに対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\

Eventlog レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

データ保護 

DocAve データ保護モジュールの権限要件については、以下のセクションを参照してください。DocAve データ保護

モジュールには、最小単位バックアップ & リストア、プラットフォーム バックアップ & リストア、SQL Server データ マネ

ージャー、スタンバイ センターが含まれています。 

最小単位バックアップ & リストア 

最小単位バックアップ & リストアの使用に必要な権限については、以下のセクションを参照してください。 

SharePoint オンプレミス用の最小単位バックアップ & リストアの権限 

SharePoint オンプレミス環境で最小単位バックアップ & リストアを正しくインストール・使用するには、エージェント 

アカウントが必須権限を持っていることを確認してください。  
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1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

*注意: SharePoint 2013 および SharePoint 2016 アプリをリストアする場合、エージェント アカウン

トが SharePoint システム アカウントでないことを確認してください。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 最小単位バックアップ & リ

ストアを使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 User Profile Service Application :  

o SharePoint 2010 の場合 

 フル コントロール権限を持っている Administrators グループのメンバー  

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

o SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合 

 フル コントロール権限を持っている Administrators グループのメンバー  

 フル コントロール接続権限  

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service:  

 フル コントロール権限を持っている Administrators グループのメンバー 

 用語ストア管理者 
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 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 最小単位バックアップ & リストアを

使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2010 の場合 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 FBA データベースの db_owner データベース ロール (SharePoint Web アプリケー

ションでフォーム ベース認証 (FBA) が有効になっている場合) 

 User Profile Service データベースおよび Nintex ワークフロー データベースの 

db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

 SharePoint 2013 の場合 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの SharePoint_Shell_Access データベース ロール 

(ただし、DocAve エージェント アカウントがコンテンツ データベースのこのロールを持ってい

る場合、最小単位バックアップ & リストアに制限があります。詳細については、以下の 

AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。 コンテンツ データベースの db_owner ロールを DocAve エ

ージェント アカウントに割り当てることが推奨されます。) 

*注意: サイト コレクション レベルのリストア ジョブを実行する場合、エージェント アカウン

トがコンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint 

に関連するすべてのデータベースの db_owner デーベース ロールを持っていることを確

認してください。 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事  Add-SPShellAdmin を参照してください。 

 FBA データベースの db_owner データベース ロール (SharePoint Web アプリケー

ションでフォーム ベース認証 (FBA) が有効になっている場合) 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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 User Profile Service データベース、Nintex ワークフロー データベース、アプリ データ

ベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

 SharePoint 2016 の場合 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 FBA データベースの db_owner データベース ロール (SharePoint Web アプリケー

ションでフォーム ベース認証 (FBA) が有効になっている場合) 

 User Profile Service データベース、Nintex ワークフロー データベース、アプリ データ

ベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

SharePoint Online 用の最小単位バックアップ & リストアの権限 

SharePoint Online 環境で最小単位バックアップ & リストアを正しくインストール・使用するには、Office 365 ア

カウントおよびエージェント アカウントが十分な権限を持っていることを確認してください。 

1. エージェント アカウント権限:  

 ローカル システム権限: これら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。適用可

能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

*注意: 登録済みサイト コレクションが SharePoint Online サイト コレクションである場合、エージェント 

アカウントが、ネットワークが接続しているエージェント マシンまたは SharePoint Online サイト コレクション

を登録する前に エージェント プロキシ設定 が構成されているエージェント マシンに存在します。  

登録済みサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場合、エージェント アカウントが最小単

位バックアップ & リストア ジョブを実行するエージェント マシンに存在します。 

2. サイト コレクション ユーザー権限: 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application 権限: 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 



50  

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

 タグおよびメモの使用 

 フル コントロール (登録済みサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場

合のみ) 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 カタログ サイト内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 読み取り 権限 

*注意: スキャン モード を使用してサイト コレクションを登録する場合、指定したサイト コレクション ユーザ

ーが以下の権限を持っていることを確認してください。 

 登録するサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場合: 

Web アプリケーションのポリシー: フル コントロール  

コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースの db_owner データベース 

ロール 

 登録するサイト コレクションが SharePoint Online サイト コレクションである場合: 

全体管理者 または SharePoint 管理者 ロール 

*注意: SharePoint Online オブジェクトをリストアするには、ページの追加とカスタマイズ 権限が必要です。サイ

ト コレクション管理者および全体管理者に対して ページの追加とカスタマイズ 権限を有効にするには、

SharePoint 管理センター > 設定 > カスタム スクリプト で 個人用サイトでユーザーがカスタム スクリプトを

実行できるようにする および セルフサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム スクリプトを実行できるよう

にする を選択する必要があります。設定された変更は 24 時間以内に反映されることに注意してください。 

*注意: ユーザー プロファイル プロパティを SharePoint Online に正しくリストアするには、最小単位バックアップ & 

リストアを使用する前に、リストア元でユーザー プロファイル プロパティ設定を構成する必要があります。(Office 365 

SharePoint 管理センターで、ユーザー プロファイル > ユーザー プロパティの管理 に移動します。リストアするプ

ロパティを選択して、ドロップダウン メニューから 編集 を選択します。設定の編集 フィールドで、ユーザーにこのプロ

パティの値の編集を許可する オプションを選択して、[OK] をクリックして設定を保存します。) 

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 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 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) 
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 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジス

トリに対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\

EventLog6 のレジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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 > セキュリティの設定 > ローカル ポリシー > ユー

ザー権利の割り当て で確認可能) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール 

プラットフォーム バックアップ & リストア 

プラットフォーム バックアップ & リストアを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持

っていることを確認してください。 

エージェント グループに含まれている、SharePoint エージェントで構成されたエージェント アカウ

ント 

 ローカル システム権限  

 Adminitrators ローカル グループのメンバー 

 SharePoint 権限: この権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & 

リストアを使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

*注意: SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint 2016 の場合、プラットフォーム最小

単位リストアではエージェント アカウントが Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロールを

持っていることが要求されます。 

バックアップ済み個人用サイトをリストアする際、プラットフォーム最小単位リストア ジョブの実行に使用するエ

ージェント アカウントが以下の権限を持っている必要があります。 

 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに関連する User Profile Service 

Application に対するフル コントロール 
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 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに使用されているアプリケーション プールのセキュリ

ティ アカウント 

 SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 プラットフォーム バックアップ & リス

トアを使用する前に手動で構成する必要があります。    

 SharePoint 構成データベース、全体管理コンテンツ データベース、すべてのコンテンツ データベー

ス、サービス アプリケーション データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの 

db_owner データベース ロール 

 SQL Server の public および Security Admin サーバー ロール 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 SQL Server の サーバーの制御 データベース権限 (SQL Server 2012 の AlwaysOn 

可用性グループ 機能を使用する場合にのみ、この権限が必要です。AlwaysOn 可用性グル

ープ 内のすべての SQL インスタンス にこの権限を構成する必要があります。) 

*注意: バックアップ プラン設定で 最小単位インデックスの生成で InstaMount を有効化 オプションが選択さ

れている場合、エージェント グループ内のエージェント上で構成されたエージェント アカウントは、ステージング ポリシー

に登録された SQL Server の サーバー状態の表示 権限を持っている必要があります。  

*注意: SQL Server レポート サービスのバックアップおよびリストアに使用するエージェント アカウントは、SQL レポ

ート サーバー上のローカル Administrators グループのメンバーである必要があります。 

*注意: SharePoint アプリをリストアする場合、エージェント アカウントが SharePoint システム アカウントでないこ

とを確認してください。 

SQL Server と FAST Search Server を除き、他の SharePoint Web フロントエンド サ

ーバーで構成されたエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 Administrators グループのメンバー 

2. SharePoint 権限 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

3. SQL 権限 

 SharePoint 構成データベースの db_owner データベース ロール 
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*注意: SharePoint ヘルプ検索をバックアップするには、SharePoint Foundation Search V4 サービスを

開始するユーザーを該当マシンの Administrators グループに追加する必要があります。  

*注意: SharePoint 2010 で SharePoint Search Service アプリケーションをバックアップするには、

SharePoint Server Search 14 サービスを開始するユーザー (ログオン ユーザー) を該当マシンの 

Administrators グループに追加する必要があります。SharePoint 2013 および SharePoint 2016 では、

SharePoint Search Host Controller サービスを開始するユーザー (ログオン ユーザー) を該当マシンの 

Administrators グループに追加する必要があります。ローカル管理者と同様な権限を構成するには、以下のセ

クションを参照してください。 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\Diag に

対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\VSS\VssAcce

ssControl (値のデータ が 1 に設定必要) に対するフル コントロール 

 次のローカル グループのメンバー: Distributed COM Users、Certificate Service DCOM 

Access、WSS_WPG(default) 

 ログオン ユーザーに対して、COM セキュリティへのアクセス、起動、アクティブ化を許可する 

*注意: これらの権限をログオン ユーザーに追加した後、サービスを再起動します。 

FAST Search Server で構成されたエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 次のローカル グループのメンバー: 

 Administrators 

 FASTSearchAdministrators (この権限は、Fast Search 管理 サーバーで構

成されたエージェント アカウントにのみ必要です。) 

2. SQL Server  

 SQL Server の public サーバー ロール （この権限は、Fast Search 管理 サーバーで構

成されたエージェント アカウントにのみ必要です。） 

インデックス サーバーで構成されたエージェント アカウント 

インデックス コンポーネントが存在するサーバーで構成されたエージェント アカウントはローカル Administrators 

グループのメンバーである必要があります。 
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SQL Server で構成されたエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 Backup Operators  

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

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users  

 DoAve エージェント サービスのログオン ユーザー 

 リストア元とリストア先両方のデータベース ファイルのディレクトリに対する フル コントロール 

*注意: InstaMount を有効化できるユーザーはローカル Administrators グループのメンバ

ーである必要があります。 

2. SQL Server 権限 

 master データベースの db_owner データベース ロール 

 バックアップ プランに含まれているすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロールおよび processadmin 権限 

 SQL Server の サーバーの制御  データベース権限 

*注意: TDE で暗号化されている証明書をバックアップ・リストアするユーザーは 

securityadmin サーバー ロールを持っている必要があります。 

SQL ログインをリストアするユーザーは securityadmin サーバー ロールを持っている必要があ

ります。 

*注意: プラットフォーム最小単位リストア ジョブを実行するユーザーが、プラットフォーム バックアッ

プ ジョブを実行したユーザーと異なる場合、プラットフォーム最小単位リストアを実行するユーザーは

リストア先 SQL Server の sysadmin データベース ロールを持っている必要があります。 

別の場所へのデータベース レベルのプラットフォーム リストア ジョブを実行するユーザーは、SQL 

Server の sysadmin データベース ロールを持っている必要があります。 

別のファームの SQL Server を使用しているステージング ポリシーを使用して、元の場所へのプラ

ットフォーム リストア ジョブを実行するユーザーは、ステージング ポリシーに使用されている SQL 

Server の sysadmin データベース ロールを持っている必要があります。 
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*注意: ファイル シェア ディレクトリ内のファイルをバックアップ・リストアするには、エージェント アカウ

ントがファイル シェア ディレクトリの 読み取り および 書き込み 権限を持っており、かつファイル シェ

ア サーバー上のローカル Administrators グループのメンバーである必要があります。 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは、コントロール パネル > エージェント モニター 

> 構成 で構成された 一時バッファ への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 

Hyper-V にホストされている VM で構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システム権限: 

 ローカル Administrators グループのメンバー  

2. Hyper-V VM 権限: 

 指定の VM が保存されているフォルダーに対するフル コントロール 

 すべての仮想ハード ディスクに対するフル コントロール  

ESX/ESXi または vCenter にホストされている VM で構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システム権限 

 ローカル Administrators グループのメンバー  

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーで構成されたホスト プロファイル エージェント 

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーへの接続に使用するホスト プロファイルに入力したアカウントは、

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーの 管理者 ロールを持っている必要があります。 

*注意: ユーザーが ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバーの管理者ロールを持っていない場合、このユーザ

ーはせめて以下の表内の権限が有効になっているロールによって割り当てられたことを確認してください。  

権限 

データストア 容量の割り当て 

データストアの参照 

下位レベル ファイルの操作 

ファイルの削除 

フォルダー フォルダーの作成 

リソース リソース プールへの ｖAｐｐ の割り当て 

リソース プールへの仮想マシンの割り当て 

リソース プールの作成 
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権限 

vApp 

 

仮想マシンの追加 

リソース プールの割り当て 

vApp の割り当て 

作成 

ネットワーク  ネットワークの割り当て 

仮想マシン 

 

 

 

 

構成 

相互作用 質問の回答 

CD メディアの構成 

フロッピー メディアの構成 

デバイス接続 

パワーオン 

パワーオフ 

インベントリ 新規作成 

登録 

削除 

未登録 

スナップショット管理 スナップショットの作成 

スナップショットの削除 

プロビジョニング ディスク アクセスの許可 

読み取り専用ディスク アクセスの

許可 

仮想マシン ダウンロードの許可 

ゲスト オペレーション ゲスト オペレーション変更 

ゲスト オペレーション プログラム実

行 

ゲスト オペレーション クエリ 

権限 権限の変更  

ロールの変更  

アラーム 

 

アラームの作成 

アラーム アクションの無効化 

ホスト インベントリ クラスターの変更 

データストア クラスター データストア クラスターの構成  

グローバル DisableMethods 

EnableMethods 

ライセンス 
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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 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 

グループのメンバーとなります。 

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

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og レジストリに対するフル コントロール  

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

NetApp Systems 用のプラットフォーム バックアップ & リストア 

NetApp Systems でプラットフォーム バックアップ & リストアを正しくインストール・使用するには、エージェント アカ

ウントが以下の権限を持っていることを確認してください。  

エージェント グループに含まれている、SharePoint エージェントで構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: ローカル Administrators グループのメンバー 

2. SharePoint 権限: この権限は自動的に構成されないため、NetApp Systems 用の DocAve 6 プラ

ットフォーム バックアップ & リストアを使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

*注意: SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint 2016 の場合、プラットフォーム最小

単位リストアではエージェント アカウントが Web アプリケーションのすべての領域へのフル コントロールを持っ

ていることが要求されます。 
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バックアップ済み個人用サイトをリストアする際、プラットフォーム最小単位リストア ジョブの実行に使用するエ

ージェント アカウントが以下の権限を持っている必要があります。 

 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに関連する User Profile Service 

Application に対するフル コントロール 

 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに使用されているアプリケーション プールのセキュリ

ティ アカウント 

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、NetApp Systems 用の DocAve 6 プラット

フォーム バックアップ & リストアを使用する前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースなど SharePoint に関連

するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 バックアップ プランに含まれているすべてのコンテンツ データベースおよびサービス アプリケーション デ

ータベースの db_owner データベース ロール 

 リストア先コンテンツ データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の public および securityadmin サーバー ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 SQL Server の サーバーの制御 データベース権限 (SQL Server 2012、SQL Server 

2014、SQL Server 2016 の AlwaysOn 可用性グループ 機能を使用する場合にのみ、

この権限が必要です。AlwaysOn 可用性グループ 内のすべての SQL インスタンス にこの権

限を構成する必要があります。) 

インデックス サーバーで構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システムのローカル Administrators グループのメンバー 

FAST Search Server で構成されるエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限 

 次のローカル グループのメンバー: 

o Administrators 

o FASTSearchAdministrators (この権限は、FAST Search 管理 サーバーで

構成されたエージェント アカウントにのみ必要です。) 
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2. SQL Server  

 SQL Server の public のサーバー ロール （この権限は、FAST Search 管理 サーバーで

構成されたエージェント アカウントにのみ必要です。） 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント 

1. ローカル システム権限:  

 ローカル Administrators グループのメンバー 

2. SQL Server:  

 master データベースの db_owner データベース ロール 

 バックアップ プランに含まれているすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の  processadmin サーバー ロール  

 SQL Server の サーバー状態の表示  データベース権限 

 SQL Server の サーバーの制御 データベース権限 (SQL Server 2012、SQL Server 

2014、SQL Server 2016 の AlwaysOn 可用性グループ 機能を使用する場合にのみ、

この権限が必要です。AlwaysOn 可用性グループ 内のすべての SQL インスタンス にこの権

限を構成する必要があります。) 

*注意: TDE で暗号化されている証明書をバックアップ・リストアするユーザーは securityadmin サーバー ロー

ルを持っている必要があります。SQL ログインをリストするユーザーは securityadmin サーバー ロールを持ってい

る必要があります。  

SQL Server データ マネージャー 

SQL Server データ マネージャーを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持って

いることを確認してください。  

リストア ジョブの実行に選択した DocAve エージェント サーバーのエージェント アカウント: 

 ローカル システム権限 

o Administrators グループのメンバー 

 SharePoint 権限 

o ファーム管理者 グループのメンバー 
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*注意: SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、SQL Server デー

タ マネージャーではエージェント アカウントがリストア ジョブで選択したリストア先ノードが存

在する Web アプリケーションへの フル コントロール 権限を持っていることが要求されま

す。 

 SQL 権限    

o SharePoint コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

o SQL Server の public サーバー ロール 

o 分析データを保存する一時データベースおよび データベースからのリストア ジョブで構成

されたデータベースの db_owner データベース ロール 

*注意: アプリをリストアするには、システム アカウントをエージェント アカウントとして指定することはできません。 

ステージング ポリシーで使用されている SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

 ローカル システム権限 

o Administrators グループのメンバー 

 SQL 権限: 

*注意: ステージング ポリシーで SQL 認証が使用されている場合、構成されたアカウントが以下

の権限を持っていることを確認してください。 

o SQL Server の public サーバー ロール 

o SQL Server の processadmin サーバー ロール 

o SQL インスタンス権限 – サーバーの制御 

o SQL Server の dbcreator サーバー ロール 

o 分析データを保存する一時データベースの db_owner データベース ロール 

o SQL Server の sysadmin サーバー ロール 

*注意: この権限は、VHD/VHDX ファイルを分析する場合にのみ必要です。 

リストアすデータベースが存在する SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

*注意: これらの権限は、データベースからデータをリストアする際に必要です。 



 61 

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

 

 ローカル システム権限 

o Administrators グループのメンバー 

 SQL 権限 

o データベースからのリストア ジョブで構成されたデータベースの db_owner データベー

ス ロール 

o SQL Server の public サーバー ロール 

スタンバイ センター 

スタンバイ センターのインストール・使用の詳細については、以下のセクションを参照してください。  

5 種類の同期方法にすべて必要な共通権限 

エージェント グループに含まれている、SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウント: 

 ローカル システム権限: 

 Adminitrators ローカル グループのメンバー 

2. SharePoint 権限:  

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application 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 スタンバイ センターを使用する前に手動

で構成する必要があります。 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの db_owner データベ

ース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner  データベース ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 master データベースの db_owner データベース ロールまたは SQL Server の 定義の表示 

権限 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 SQL Server の public サーバー ロール 

 移動先 SQL インスタンスの サーバーの制御 権限 
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 移動先 SQL Server の securityadmin サーバー ロール 

 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント 

 ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SQL Server 権限: 

 SQL Server master データベースの db_owner データベース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

*注意: SQL Server で構成されたエージェント アカウントはスタンバイ SQL Server の 

sysadmin サーバー ロールを持っている必要もあります。理由は以下のとおりです。 

o Business Data Connectivity Service・Managed Metadata Service・

Search Service Application 用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジ

ョブを実行する場合にこの権限が必要です。これにより、エージェント グループに含まれて

いる SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウントに、これらのサービス アプ

リケーションのスタンバイ データベースの db_owner ロールを付与することが可能になり

ます。 

o Web アプリケーション用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジョブを実行す

る場合にこの権限が必要です。これにより、アプリケーション プール ユーザーに、スタンバイ 

データベースの db_owner ロールを付与することが可能になります。 

 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは以下の権限を持っている必要があります。 

 コントロール パネル > エージェント モニター > 構成 で構成された 一時バッファ に対する 読

み取り および 書き込み 権限 

  …\AvePoint\DocAve6\Agent\Jobs ディレクトリに対する 読み取り および 書き込み 権

限 

 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウント 
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SQL Server で構成された VSS Writer アカウントは、データベース ファイルの場所 (ファイル シェア内のパスを含

む) への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 

SQL Server で構成された SharePoint 2013/SharePoint 2016 アプリケーション プール アカウント 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、スタンバイ アプリケーション プール アカウントはスタンバイ 

SQL Server に存在し、本番データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。アプリケーション プ

ール アカウントにスタンバイ SQL Server の sysadmin サーバー ロールを付与することもできます。 

 

SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウント: 

スタンバイ センター グループに PowerPoint Service アプリケーションが含まれている場合、変換 ジョブの一時ファ

イルを保存するため、SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウントが 

SharePoint サーバーの C:\ProgramData\Microsoft\SharePoint ディレクトリの 書き込み 権限を持って

いる必要があります。 

 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始する、SharePoint サーバーで構成され

たエージェント アカウント 

BLOB データを含むコンテンツ データベースおよび関連するスタブ データベースを読み取り専用ビューが有効になって

いるスタンバイ ファームに同期しようとしている場合、SharePoint サーバー上で 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始するエージェント アカウントが同期ジョブを実

行する前に以下のシナリオで十分な権限を持っていることを確認してください。  

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと同一ドメインの

異なるユーザーである場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り可能であることを確認するため、

スタンバイ ファーム内のエージェント アカウントは本番スタブ データベースの db_owner ロールを

持っている必要があります。 

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと異なるドメイン

に存在する場合、本番ファームのドメインをスタンバイ ファームのドメインに信頼されるようにして、ス

タンバイ ファームのエージェント アカウントに本番スタブ データベースの db_owner ロールを付与

することが推奨されます。上記のアクションを実行しない場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り
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可能であることを確認するため、スタンバイ ファームのエージェント アカウントがスタンバイ SQL イン

スタンスの sysadmin ロールを持っている必要があります。 

SQL ミラーリング方法の必須権限 

* が SQL ミラーリング方法に必要な特定権限を意味することに注意してください。 

エージェント グループに含まれている、SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators ローカル グループのメンバー 

2. SharePoint 権限:  

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application に対するフル コントロール 

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 スタンバイ センターを使用する前に

手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの db_owner データベ

ース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 master データベースの db_owner データベース ロールまたは SQL Server の 定義の表示 

権限 

 移動先 SQL インスタンスの サーバーの制御 権限 

 SQL Server の public サーバー ロール 

 移動先 SQL Server の securityadmin サーバー ロール (この権限は、スタンバイ ファーム

内の Managed Metadata Service の展開に必要です。) 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 
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2. SQL Server 権限: 

 SQL Server master データベースの db_owner データベース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

 *SQL Server の エンドポイントの作成 および ログインの変更 権限 

 移動先 SQL Server の sysadmin サーバー ロール 

 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント: 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントが以下の権限を持っている必要があります。 

 コントロール パネル > エージェント モニター > 構成 で構成された 一時バッファ への 読み取り 

および 書き込み 権限 (スタンバイ センターでは、エージェントの一時バッファ場所を使用して、コネ

クタ物理デバイス マッピングで使用する SQLite データベース ファイルを保存します。) 

 …\AvePoint\DocAve6\Agent\Jobs ディレクトリに対する 読み取り および 書き込み 権

限  

 *スパース ファイル場所に対する 読み取り および 書き込み 権限 

*注意: スパース ファイル場所がファイル シェアに存在する場合、SQL Server Service アカウン

トがローカル Administrators および Backup Operators のメンバーである必要がありま

す。 

 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウント: 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウントは、データベース ファイルの場所 (ファイル シェア内のパスを含

む) への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 

 

SQL Server で構成された SharePoint 2013/SharePoint 2016 アプリケーション プール アカウン

ト： 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、スタンバイ アプリケーション プール アカウントはスタンバイ 

SQL Server に存在し、本番データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。アプリケーション プ
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ール アカウントにスタンバイ SQL Server の sysadmin サーバー ロールを付与することもできます。 

 

SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウント: 

スタンバイ センター グループに PowerPoint Service アプリケーションが含まれている場合、変換 ジョブの一時ファ

イルを保存するため、SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウントが 

SharePoint サーバーの C:\ProgramData\Microsoft\SharePoint ディレクトリの 書き込み 権限を持って

いる必要があります。 

 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始する、SharePoint サーバーで構成され

たエージェント アカウント 

BLOB データを含むコンテンツ データベースおよび関連するスタブ データベースを読み取り専用ビューが有効になって

いるスタンバイ ファームに同期しようとしている場合、SharePoint サーバー上で 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始するエージェント アカウントが同期ジョブを実

行する前に以下のシナリオで十分な権限を持っていることを確認してください。  

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと同一ドメインの

異なるユーザーである場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り可能であることを確認するため、

スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番スタブ データベースの db_owner ロールを持

っている必要があります。 

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと異なるドメイン

に存在する場合、本番ファームのドメインをスタンバイ ファームのドメインに信頼されるようにして、ス

タンバイ ファームのエージェント アカウントに本番スタブ データベースの db_owner ロールを付与

することが推奨されます。上記のアクションを実行しない場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り

可能であることを確認するため、スタンバイ ファームのエージェント アカウントはスタンバイ SQL イン

スタンスの sysadmin ロールを持っている必要があります。 

AlwaysOn 可用性グループ方法の必須権限 

* が AlwaysOn 可用性グループ方法に必要な特定権限を意味することに注意してください。 

エージェント グループに含まれている、SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウント: 
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1. ローカル システム権限: 

 Administrators ローカル グループのメンバー 

2. SharePoint 権限:  

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application に対するフル コントロール 

3. SQL 権限: これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 スタンバイ センターを使用する前に

手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの db_owner データベ

ース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 SQL Server の 定義の表示 データベース権限 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 SQL Server の public サーバー ロール 

 移動先 SQL インスタンスの サーバーの制御 

 移動先 SQL Server の securityadmin サーバー ロール 

*注意: この権限は、スタンバイ ファームで Managed Metadata Service を展開する際にの

み必要です。 

 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SQL Server 権限: 

 SQL Server master データベースの db_owner データベース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

 * SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 
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 * SQL Server の 可用性グループの変更 データベース権限 

*注意: SQL Server で構成されたエージェント アカウントはスタンバイ SQL Server の 

sysadmin サーバー ロールを持っている必要もあります。理由は以下のとおりです。 

o Business Data Connectivity Service・Managed Metadata Service・

Search Service Application 用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジ

ョブを実行する場合にこの権限が必要です。これにより、エージェント グループに含まれて

いる SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウントに、これらのサービス アプ

リケーションのスタンバイ データベースの db_owner ロールを付与することが可能になり

ます。 

 Web アプリケーション用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジョブを実行す

る場合にこの権限が必要です。これにより、アプリケーション プール ユーザーに、スタンバイ 

データベースの db_owner ロールを付与することが可能になります。 

 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント: 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは、コントロール パネル > エージェント モニター 

> 構成 で構成された 一時バッファ の 読み取り および 書き込み 権限と、

…\AvePoint\DocAve6\Agent\Jobs ディレクトリの 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があり

ます。  

スタンバイ センターでは、エージェント一時バッファ場所を使用して、コネクタ物理デバイスマッピングで使用する 

SQLite データベース ファイルを保存します。 

 

SQL で構成された VSS Writer アカウント: 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウントは、データベース ファイルの場所 (ファイル シェア内のパスを含

む) への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 

 

SQL で構成された SharePoint 2013/SharePoint 2016 アプリケーション プール アカウント: 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、スタンバイ アプリケーション プール アカウントはスタンバイ 

SQL Server に存在し、本番データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。アプリケーション プ
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ール アカウントにスタンバイ SQL Server の sysadmin サーバー ロールを付与することもできます。 

 

SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウント 

スタンバイ センター グループに PowerPoint Service アプリケーションが含まれている場合、変換 ジョブの一時ファ

イルを保存するため、SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プールアカウントが SharePoint 

サーバーの C:\ProgramData\Microsoft\SharePoint ディレクトリの 書き込み 権限を持っている必要があり

ます。 

 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始する、SharePoint サーバーで構成され

たエージェント アカウント 

BLOB データを含むコンテンツ データベースおよび関連するスタブ データベースを読み取り専用ビューが有効になって

いるスタンバイ ファームに同期しようとしている場合、SharePoint サーバー上で 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始するエージェント アカウントが同期ジョブを実

行する前に以下のシナリオで十分な権限を持っていることを確認してください。  

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと同一ドメインの

異なるユーザーである場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り可能であることを確認するため、

スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番スタブ データベースの db_owner ロールを持

っている必要があります。 

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと異なるドメイン

に存在する場合、本番ファームのドメインをスタンバイ ファームのドメインに信頼されるようにして、ス

タンバイ ファームのエージェント アカウントに本番スタブ データベースの db_owner ロールを付与

することが推奨されます。上記のアクションを実行しない場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り

可能であることを確認するため、スタンバイ ファームのエージェント アカウントがスタンバイ SQL イン

スタンスの sysadmin ロールを持っている必要があります。 

ログ配布方法の必須権限 

* がログ配布方法に必要な特定権限を意味することに注意してください。 

*注意: ログ配布方法を使用して AlwaysOn 可用性グループ内のデータベースを同期する場合、AlwaysOn 可

用性グループ方法の必須権限も満たされている必要があります。 
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エージェント グループに含まれている、SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SharePoint 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application に対するフル コントロール 

3. SQL 権限: 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの db_owner データベ

ース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の public サーバー ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 master データベースの db_owner データベース ロールまたは SQL Server の 定義の表示 

権限 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 移動先 SQL Server の サーバーの制御 権限 

 移動先 SQL Server の securityadmin サーバー ロール  

*注意: この権限は、スタンバイ ファームで Managed Metada Service を展開する際にのみ

必要です。 

 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SQL Server 権限: 

 SQL Server master データベースの db_owner データベース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator、*processadmin、securityadmin サーバー ロール 



 71 

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

 

 *移動先 SQL インスタンスの サーバーの制御 権限 

*注意: SQL Server で構成されたエージェント アカウントはスタンバイ SQL Server の 

sysadmin サーバー ロールを持っている必要もあります。理由は以下のとおりです。 

o Business Data Connectivity Service・Managed Metadata Service・

Search Service Application 用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジ

ョブを実行する場合にこの権限が必要です。これにより、エージェント グループに含まれて

いる SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウントに、これらのサービス アプ

リケーションのスタンバイ データベースの db_owner ロールを付与することが可能になり

ます。 

o Web アプリケーション用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジョブを実行す

る場合にこの権限が必要です。これにより、アプリケーション プール ユーザーに、スタンバイ 

データベースの db_owner ロールを付与することが可能になります。 

 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント: 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは、 > コントロール パネル > エージェント モニタ

ー > 構成 で構成された 一時バッファ の 読み取り および 書き込み 権限と、

…\AvePoint\DocAve6\Agent\Jobs ディレクトリの 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があり

ます。  

 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウント: 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウントは、データベース ファイルの場所 (ファイル シェア内のパスを含

む) への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 

 

SQL Server で構成された SharePoint 2013/SharePoint 2016 アプリケーション プール アカウント 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、スタンバイ アプリケーション プール アカウントはスタンバイ 

SQL Server に存在し、本番データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。アプリケーション プ

ール アカウントにスタンバイ SQL Server の sysadmin サーバー ロールを付与することもできます。 
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SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウント: 

スタンバイ センター グループに PowerPoint Service アプリケーションが含まれている場合、変換 ジョブの一時ファ

イルを保存するため、SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウントが 

SharePoint サーバーの C:\ProgramData\Microsoft\SharePoint ディレクトリの 書き込み 権限を持って

いる必要があります。 

 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始する、SharePoint サーバーで構成され

たエージェント アカウント 

BLOB データを含むコンテンツ データベースおよび関連するスタブ データベースを読み取り専用ビューが有効になって

いるスタンバイ ファームに同期しようとしている場合、SharePoint サーバー上で 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始するエージェント アカウントが同期ジョブを実

行する前に以下のシナリオで十分な権限を持っていることを確認してください。  

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと同一ドメインの

異なるユーザーである場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り可能であることを確認するため、

スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番スタブ データベースの db_owner ロールを持

っている必要があります。 

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと異なるドメイン

に存在する場合、本番ファームのドメインをスタンバイ ファームのドメインに信頼されるようにして、ス

タンバイ ファームのエージェント アカウントに本番スタブ データベースの db_owner ロールを付与

することが推奨されます。上記のアクションを実行しない場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り

可能であることを確認するため、スタンバイ ファームのエージェント アカウントがスタンバイ SQL イン

スタンスの sysadmin ロールを持っている必要があります。  
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SnapMirror の必須権限 

SnapMirror 同期方法の使用に必要な権限については、以下のセクションを参照してください。 

* は SnapMirror 方法にのみ必要な権限を意味することに注意してください。  

エージェント グループに含まれている、SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SharePoint 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application に対するフル コントロール 

 *Web アプリケーションのフル コントロール権限 

3. SQL 権限: 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの db_owner データベ

ース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の public サーバー ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 master データベースの db_owner データベース ロールまたは SQL Server の 定義の表示 

権限 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 移動先 SQL Server の サーバーの制御 権限 

 移動先 SQL Server の securityadmin サーバー ロール  

*注意: この権限は、スタンバイ ファームで Managed Metada Service を展開する際にのみ

必要です。 

*注意: SnapManager for SharePoint では、コンテンツ データベースの db_owner ロール

の使用が要求されています。RBS が有効になっている場合、コンテンツ データベースに保存されて

いる RBS コンテンツと併用するため、Web アプリケーション アカウントが SP_DATA_ACCESS 

ロールおよび db_owner ロールを持っている必要があります。SharePoint データベース ロール
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の詳細については、http://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ee748631%28v=office.15%29.aspx を参照してください。 

 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SQL Server 権限: 

 SQL Server master データベースの db_owner データベース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator、*processadmin、securityadmin サーバー ロール 

 *移動先 SQL インスタンスの サーバーの制御 権限 

 SQL インスタンスの sysadmin サーバー ロール 

*注意: スタンバイ センター ジョブを実行するエージェント アカウントは、スタンバイ データベースの 

db_owner データベース ロールを持っている必要があります。持っていない場合、SQL Server 

で構成されたエージェント アカウントは移動先 SQL Server の sysadmin サーバー ロールを

持っている必要があります。 

*注意: コントロール パネル > エージェント モニター > 構成 で構成された 一時バッファ への 

読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。スタンバイ センターでは、エージェン

ト一時バッファ場所を使用して、コネクタ用の SQLite データベース ファイルを保存します。 

 

ストレージ システムへのアクセス用に構成されたエージェント アカウント: 

ストレージ システムへのアクセス用に構成されたエージェント アカウントは、以下の条件を満たしている必要がありま

す。 

 ストレージ システムが Data ONTAP 7.X または Data ONTAP 8.X の 7 モードである場合、

エージェント アカウントがローカル Administrators グループのメンバーである必要があります。 

 ストレージ システムが Data ONTAP 8.x のクラスター モードである場合、エージェント アカウント

が Ontapi admin グループのメンバーである必要があります。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748631(v=office.15).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ee748631(v=office.15).aspx
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SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント: 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは、以下のパスへの 読み取り および 書き込み 権

限を持っている必要があります。 

 データベース ファイルが存在する CIFS 共有パス  

 …\AvePoint\DA6\Agent\Jobs のディレクトリ 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウント: 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウントは、以下の権限を持っている必要があります。 

 *ローカル Administrators グループのメンバー 

 *SQL Server の sysadmin サーバー ロール 

 データベース ファイル場所 (ファイル シェア内のパスを含む) に対する 読み取り および 書き込み 

権限 

 

SQL Server で構成された SharePoint 2013/SharePoint 2016 アプリケーション プール アカウント: 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、スタンバイ アプリケーション プール アカウントはスタンバイ 

SQL Server に存在し、本番データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。アプリケーション プ

ール アカウントにスタンバイ SQL Server の sysadmin サーバー ロールを付与することもできます。 

 

SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウント: 

スタンバイ センター グループに PowerPoint Service アプリケーションが含まれている場合、変換 ジョブの一時ファ

イルを保存するため、SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウントが 

SharePoint サーバーの C:\ProgramData\Microsoft\SharePoint ディレクトリの 書き込み 権限を持って

いる必要があります。変換ジョブ中に生成された一時ファイルの保存に使用されます。 

 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始する、SharePoint サーバーで構成され

たエージェント アカウント 

BLOB データを含むコンテンツ データベースおよび関連するスタブ データベースを読み取り専用ビューが有効になって

いるスタンバイ ファームに同期しようとしている場合、SharePoint サーバー上で 
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SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始するエージェント アカウントが同期ジョブを実

行する前に以下のシナリオで十分な権限を持っていることを確認してください。  

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと同一ドメインの

異なるユーザーである場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り可能であることを確認するため、

スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番スタブ データベースの db_owner ロールを持

っている必要があります。 

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと異なるドメイン

に存在する場合、本番ファームのドメインをスタンバイ ファームのドメインに信頼されるようにして、ス

タンバイ ファームのエージェント アカウントに本番スタブ データベースの db_owner ロールを付与

することが推奨されます。上記のアクションを実行しない場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り

可能であることを確認するため、スタンバイ ファームのエージェント アカウントがスタンバイ SQL イン

スタンスの sysadmin ロールを持っている必要があります。 
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プラットフォーム バックアップ ログ配布の必須権限 

* がプラットフォーム バックアップ ログ配布方法に必要な特定権限を意味することに注意してください。 

エージェント グループに含まれている、SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SharePoint 権限: 

 ファーム管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application に対するフル コントロール 

3. SQL 権限: 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの db_owner データベ

ース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の public サーバー ロール 

 SQL Server の サーバー状態の表示 データベース権限 

 master データベースの db_owner データベース ロールまたは SQL Server の 定義の表示 

権限 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール・データベースの変更 権限・定義の表示 権限 

 移動先 SQL Server の サーバーの制御 権限 

 移動先 SQL Server の securityadmin サーバー ロール 

*注意: この権限は、スタンバイ ファームで Managed Metada Service を展開する際にのみ

必要です。 

 

SQL Server で構成されたエージェント アカウント: 

1. ローカル システム権限: 

 Administrators グループのメンバー 

2. SQL Server 権限: 
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 SQL Server master データベースの db_owner データベース ロール 

 スタンバイ センター ジョブを実行するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator、*processadmin、securityadmin サーバー ロール 

 *移動先 SQL インスタンスの サーバーの制御 権限 

*注意: SQL Server で構成されたエージェント アカウントはスタンバイ SQL Server の 

sysadmin サーバー ロールを持っている必要もあります。理由は以下のとおりです。 

o Business Data Connectivity Service・Managed Metadata Service・

Search Service Application 用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジ

ョブを実行する場合にこの権限が必要です。これにより、エージェント グループに含まれて

いる SharePoint サーバーで構成されたエージェント アカウントに、これらのサービス アプ

リケーションのスタンバイ データベースの db_owner ロールを付与することが可能になり

ます。 

o Web アプリケーション用のスタンバイ ファーム モードのスタンバイ センター ジョブを実行す

る場合にこの権限が必要です。これにより、アプリケーション プール ユーザーに、スタンバイ 

データベースの db_owner ロールを付与することが可能になります。 

 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウント: 

SQL Server で構成された SQL Server Service アカウントは、コントロール パネル > エージェント モニター 

> 構成 で構成された 一時バッファ の 読み取り および 書き込み 権限と、…

\AvePoint\DocAve6\Agent\Jobs ディレクトリの 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要がありま

す。  

 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウント: 

SQL Server で構成された VSS Writer アカウントは、データベース ファイルの場所 (ファイル シェア内のパスを含

む) への 読み取り および 書き込み 権限を持っている必要があります。 
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SQL Server で構成された SharePoint 2013/SharePoint 206 アプリケーション プール アカウント 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合、スタンバイ アプリケーション プール アカウントはスタンバイ 

SQL Server に存在し、本番データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。アプリケーション プ

ール アカウントにスタンバイ SQL Server の sysadmin サーバー ロールを付与することもできます。 

 

SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウント: 

スタンバイ センター グループに PowerPoint Service アプリケーションが含まれている場合、変換 ジョブの一時ファ

イルを保存するため、SharePoint サーバーで構成されたサービス アプリケーション プール アカウントが 

SharePoint サーバーの C:\ProgramData\Microsoft\SharePoint ディレクトリの 書き込み 権限を持って

いる必要があります。 

 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始する、SharePoint サーバーで構成され

たエージェント アカウント 

BLOB データを含むコンテンツ データベースおよび関連するスタブ データベースを読み取り専用ビューが有効になって

いるスタンバイ ファームに同期しようとしている場合、SharePoint サーバー上で 

SP2010StorageOptimizationService.exe・SP2013StorageOptimizationService.exe・

SP2016StorageOptimizationService.exe プロセスを開始するエージェント アカウントが同期ジョブを実

行する前に以下のシナリオで十分な権限を持っていることを確認してください。  

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと同一ドメインの

異なるユーザーである場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り可能であることを確認するため、

スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番スタブ データベースの db_owner ロールを持

っている必要があります。 

 スタンバイ ファームのエージェント アカウントが本番ファームのエージェント アカウントと異なるドメイン

に存在する場合、本番ファームのドメインをスタンバイ ファームのドメインに信頼されるようにして、ス

タンバイ ファームのエージェント アカウントに本番スタブ データベースの db_owner ロールを付与

することが推奨されます。上記のアクションを実行しない場合、スタンバイ スタブ ファイルが読み取り

可能であることを確認するため、スタンバイ ファームのエージェント アカウントがスタンバイ SQL イン

スタンスの sysadmin ロールを持っている必要があります。 
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VM バックアップ & リストア 

VM バックアップ & リストアの使用に必要な権限については、以下のセクションを参照してください。 

Hyper-V VM の必須権限 

Hyper-V ホスト サーバー上の VM をバックアップ・リストアするためには、エージェント アカウントが以下の権限を持っ

ていることを確認してください。 

 ローカル システム権限 

 ローカル Administrators グループのメンバー  

2. Hyper-V VM 権限 

 特定の VM が保存されているフォルダーに対するフル コントロール 

 すべての VM 仮想ハード ディスクに対するフル コントロール 

ESX/ESXi または vCenter VM の必須権限 

ESX/ESXi または vCenter ホスト サーバー上の VM をバックアップ・リストアするには、エージェント アカウントおよ

び適用されているホスト プロファイル内のユーザーが以下の権限を持っている必要があります。 

 エージェント アカウントのローカル システム権限 

 ローカル Administrators グループのメンバー 

2. 適用されているホスト プロファイル内のユーザーの ESX/ESXi または vCenter VM 権限  

 ESX/ESXi または vCenter VM の管理者ロール 

*注意: ユーザーが ESX/ESXi または vCenter VM の管理者ロールを持っていない場合、このユーザー

はせめて以下の表内の権限が有効になっているロールによって割り当てられたことを確認してください。  

権限 

データストア 領域の割り当て 

データストアの参照 

下位レベル ファイルの操作 

ファイルの削除 

フォルダー フォルダーの作成 

リソース リソース プールへの ｖApp の割り当て 

リソース プールへの仮想マシンの割り当て 

リソース プールの作成 
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権限 

vApp 

 

 

仮想マシンの追加 

リソース プールの割り当て 

vApp の割り当て 

作成 

vApp アプリケーションの構成 

vApp インスタンスの構成 

ネットワーク  ネットワークの割り当て 

仮想マシン 

 

 

構成 

相互作用 質問の回答 

CD メディアの構成 

フロッピー メディアの構成 

デバイス接続 

パワーオン 

パワーオフ 

インベントリ 新規作成 

登録 

削除 

未登録 

スナップショット管理 スナップショットの作成 

スナップショットの削除 

プロビジョニング 

 

ディスク アクセスの許可 

読み取り専用ディスク アクセスの

許可 

仮想マシン ダウンロードの許可 

ゲストの操作 ゲスト操作の変更 

ゲスト操作プログラムの実行 

ゲスト操作のクエリ 

権限 権限の変更 

ロールの変更 

アラーム 

 

アラームの作成 

アラーム アクションの無効化 

ホスト インベントリ クラスターの変更 

データストア クラスター データストア クラスターの構成 

グローバル DisableMethods 

EnableMethods 
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権限 

ライセンス 

 

*注意: ユーザーが ESX/ESXi または vCenter VM の管理者ロールを持っていない場合、バックアップ済み VM 

内の セキュリティ 設定をリストアするには、上記の権限以外に、このユーザーがリストアされるすべてのユーザーに対

して有効化されているすべての権限を持っている必要があります。 

管理 

DocAve 管理モジュールの権限要件については、以下のセクションを参照してください。DocAve 管理モジュールに

は、管理センター、コンテンツ マネージャー、展開マネージャー、レプリケーターが含まれています。 

管理センター 

SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online 環境で DocAve 管理センターをインストール・使用するた

めの必須権限については、以下のセッションを参照してください。 

SharePoint オンプレミス用の管理センターの権限 

SharePoint オンプレミス環境で管理センターを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の

権限を持っていることを確認してください。  

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 管理センターを使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 個人用サイトが存在する Web アプリケーションに関連する User Profile Service 

Application に対するフル コントロール 
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3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 管理センターを使用する前に手動で

構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に関連する

すべてのデータベースの権限 

 SharePoint 2010 および 2016 の場合、db_owner データベース ロールが必要で

す。 

 SharePoint 2013 の場合、SharePoint_Shell_Access データベース ロールが

必要です。 

*注意: このコンテンツ データベースに対して RBS が有効になっている場合、エージェント 

アカウントがコンテンツ データベースの db_rbs_admin データベース ロールを持ってい

る必要があります。ただし、DocAve エージェント アカウントがコンテンツ データベースの 

SharePoint_Shell_Access ロールを持っている場合、管理センターでのコンテンツ 

データベース間のサイト コレクション移動および孤立したサイトの削除に制限があります。

詳細については、以下の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。db_owner データベース ロールをエージェント アカウントに割

り当てることが推奨されます。 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

 FBA データベースの db_owner データベース ロール (SharePoint Web アプリケーションでフ

ォーム ベース認証 (FBA) が有効になっている場合) 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

SharePoint Online 用の管理センターの権限 

SharePoint Online 環境で管理センターを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントおよび 

SharePoint サイト グループに SharePoint Online または SharePoint オンプレミス サイト コレクションを追加

する際に指定されたアカウントが、以下の権限を持っていることを確認してください。 

 エージェント アカウント権限: 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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 ローカル システム権限: これらの権限は DocAve 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。適用可能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント 

をローカルの Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与すること

ができます。 

*注意: 登録済みサイト コレクションが SharePoint Online サイト コレクションである場合、エージェント 

アカウントが、ネットワークが接続しているエージェント マシンまたは SharePoint Online サイト コレクション

を登録する前に エージェント プロキシ設定 が構成されているエージェント マシンに存在します。  

登録済みサイト コレクションがオンプレミスのサイト コレクションである場合、エージェント アカウントが管理セ

ンター ジョブを実行するマシンに存在します。 

 サイト コレクション ユーザー権限: 

 管理センターを使用する各サイト コレクションの サイト コレクション管理者 グループのメンバー 

 SharePoint Online サイト コレクションの作成 

 SharePoint 管理者 

 Policy Enforcer 内の 定義グループ の使用およびユーザー プロパティの構成によって定義グル

ープに追加されるユーザーのフィルター 

 SharePoint 管理者 

 Managed Metadata Service  

 用語ストア管理者  

*注意: コントロール パネルで スキャン モード を使用してサイト コレクションを SharePoint サイト グループに追加

するには、Office 365 アカウントが特定の SharePoint 管理センター サイト内の 全体管理者 権限を持っている

こと、または SharePoint アカウントが、サイト コレクションが存在する Web アプリケーションのすべての領域に対す

るフル コントロール権限を持っていることを確認してください。 

 

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 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 グループのメンバーとなります。 

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

o Performance Monitor Users 
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o DocAve Users (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): 

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジスト

リに対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\

Eventlog6 のレジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

 ローカル管理者権限 

コンテンツ マネージャー 

DocAve コンテンツ マネージャーを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持って

いることを確認してください。  

1. ローカル システム権限 - これら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。権限に関する制限が存

在しない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加する

だけで、必要な権限をすべて付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 コンテンツ マネージャーを

使用する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 User Profile Service に対するフル コントロール 

*注意: 個人用サイトをコピーまたは移動する場合はこの権限が必要となります。個人用サイトの

コピー・移動アクションを正常に実行するには、移動先 Web アプリケーションのアプリケーション プ
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ール アカウントに、移動先 Web アプリケーションに関連付けられている User Profile Service 

への フル コントロール および フル コントロールを持つ管理者 権限を付与する必要があります。 

 User Profile Service Application 権限:  

o SharePoint 2010 の場合 

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

o SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Search Service: フル コントロール 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

*注意: アプリを展開するには、システム アカウントをエージェント アカウントとして指定することはできませ

ん。 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 コンテンツ マネージャーを使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 SharePoint 2010 

o コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

o User Profile Service データベースの db_owner データベース ロール  

o Nintex ワークフロー データベースの db_owner データベース ロール 

 SharePoint 2013 

o コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの SharePoint_Shell_Access データベース ロール 
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o ストレージ マネージャーまたはコネクタ データが含まれているコンテンツ データベースの 

SharePoint_Shell_Access および db_rbs_admin データベース ロール 

o User Profile Service データベース、アプリ管理データベース、Nintex ワークフロー デ

ータベースの db_owner データベース ロール 

SharePoint_Shell_Access データベース ロールを持っている場合、コンテンツ マネージャー

でのオブジェクトのコピー・移動に制限があります。詳細については、以下の AvePoint 

Knowledge Base 記事 http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-

for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-

sharepoint_shell_access-role を参照してください。db_owner ロールを DocAve エージ

ェント アカウントに割り当てることが推奨されます。 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013 管理シェル経由での

み割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、以下の 

Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx 

を参照してください。 

 SharePoint 2016 

o コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

o User Profile Service データベースの db_owner データベース ロール 

o アプリ管理データベースの db_owner データベース ロール  

Web アプリケーションでフォーム ベース認証を使用して、かつフォーム ベース認証の方法としてデータベース

を使用している場合、次の条件のうち 1 件以上が構成されていることを確認してください。 

 エージェント アカウントがこのデータベースに対して db_owner データベース ロールを持っていま

す。 

 この Web アプリケーションの web.config プロファイルの connectionString ノードで、この

データベースへのアクセス権を持っているユーザーを指定します。 

ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

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

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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\Eventl

og 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 

o バッチ ジョブとしてログオン 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 ディレクトリに対するフル コントロール権限 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーのライセンスおよび権限 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーを使用する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認して

ください。  

 SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーの該当するライセンスを購入している 

 コントロール パネル で SharePoint サイト グループを作成し、グループに 1 件以上の 

SharePoint オンプレミスまたは SharePoint Online のサイト コレクションを追加している (詳

細については、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。) 

エージェント アカウントの必須権限 

SharePoint Online 用のコンテンツ マネージャーで使用するエージェント アカウントの権限要件は以下のとおりで

す。 

 ローカル システム権限: コンテンツ マネージャーを正しくインストール・使用するには、エージェント ア

カウントが適切なローカル システム権限を持っていることを確認してください。ローカル システム権限

は DocAve の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。権限に関する制限が存在しな

い場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加す

るだけで、必要な権限をすべて付与することができます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application: 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 アプリ カタログ サイト コレクション内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 読み取り 権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

*注意: ユーザーは SharePoint サイト グループに追加されたすべてのサイト コレクションに対して以下の権限を持

っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service: 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 アプリ カタログ サイト コレクション内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 読み取り 権限 
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*注意: SharePoint Online オブジェクトをコピー・移動するには、ページの追加とカスタマイズ 権限が必要で

す。SharePoint 管理者ロールまたはサイト コレクション管理者ロールを持つユーザーは ページの追加とカスタマイ

ズ 権限を持っていますが、SharePoint 管理センター > 設定 > カスタム スクリプト で 個人用サイトでユーザ

ーがカスタム スクリプトを実行できるようにする および セフルサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム 

スクリプトを実行できるようにする を選択し、ユーザーに対して権限を有効にする必要があります。設定された変更

は 24 時間以内に反映されることに注意してください。 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint Online サイト コレクションのスキャン用 SharePoint 管理者ロール  

 Office 365 内の OneDrive for Business のスキャン用全体管理者ロール 

展開マネージャー 

展開マネージャーを正しくインストール・使用するには、以下の権限が満たされていることを確認してください。 

SharePoint オンプレミス用の展開マネージャー 

展開マネージャーを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認し

てください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対

する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グル

ープに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

*注意: ファーム ソリューションおよび GAC を展開するには、ローカル管理者権限が必要です。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 展開マネージャーを使用

する前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 SharePoint 2010・SharePoint 2013・SharePoint 2016 の場合: 

o すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web ア

プリケーションの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 
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 User Profile Service Application 権限: 

o SharePoint 2010 の場合 

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

o SharePoint 2013/SharePoint 2016 の場合 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

o フル コントロール接続権限 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Search Service: フル コントロール 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 展開マネージャーを使用する前に

手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの権限 

o SharePoint 2010 および 2016 の場合、db_owner データベース ロールが必要で

す。 

o SharePoint 2013 の場合、SharePoint_Shell_Access データベース ロールが

必要です。ただし、DocAve エージェント アカウントがコンテンツ データベースに対してこの

ロールを持っている場合、展開マネージャーで展開するオブジェクトに制限があります。詳

細については、以下の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。コンテンツ データベースの db_owner ロールを DocAve エ

ージェント アカウントに割り当てることが推奨されます。 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
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以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

o SQL Server の dbcreator、securityadmin、processadmin サーバー ロー

ル 

*注意: ニュースフィードを展開するには、エージェント アカウントがシステム アカウントである必要があります。アプリを

展開するには、システム アカウントをエージェント アカウントとして指定することはできません。 

*注意: AgentService.exe アカウントは展開マネージャー ジョブの開始に使用されます。AgentService.exe 

アカウントがエージェント アカウントである場合、上に一覧表示されている権限が必要です。AgentService.exe ア

カウントがエージェント アカウントでない場合、特定の権限は要求されません。 

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 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 グループのメンバーとなります。 

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

o Performance Monitor Users 

o DocAve Users (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): 

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジスト

リに対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\

Eventlog レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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 > セキュリティの設定 > ローカル ポリシー > ユー

ザー権利の割り当て で確認可能) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

*注意:  この権限は SQL Server インスタンスのログオン アカウントにも必要

です。 

SharePoint Online 用の展開マネージャー 

SharePoint Online に対する展開マネージャー ジョブを実行するには、以下の権限が必要です。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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エージェント アカウントのローカル システム権限 

エージェント アカウントがネットワークが接続しているマシンまたは エージェント プロキシ設定 が構成されているマシン

に存在します。この設定は SharePoint Online サイト コレクションを登録する前に構成する必要があります。  

ローカル システム権限は DocAve のインストール中に自動的に構成されます。適用可能な権限に対する制限が

組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加するだけ

で、必要なすべての権限を付与することができます。 

 ユーザーは次のローカル 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) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジスト

リに対するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\

Eventlog レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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 > セキュリティの設定 > ローカル ポリシー > ユー

ザー権利の割り当て で確認可能) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

サイト コレクション ユーザーの必須権限 

SharePoint Online の展開マネージャー ジョブの実行に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があ

ります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application : 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 アプリ: アプリ カタログ サイト内の SharePoint 用アプリ ライブラリに対する 読み取り 権限 
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*注意: SharePoint Online オブジェクトを展開するには、ページの追加とカスタマイズ 権限が必要です。サイト 

コレクション管理者および全体管理者に対して ページの追加とカスタマイズ 権限を有効にするには、 

SharePoint 管理センター > 設定 > カスタム スクリプト で 個人用サイトでユーザーがカスタム スクリプトを

実行できるようにする および セフルサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム スクリプトを実行できるよう

にする を選択する必要があります。設定された変更は 24 時間以内に反映されることに注意してください。 

*注意: スキャン モード を使用してサイト コレクションを登録する場合、DocAve エージェント アカウント が 

SharePoint 管理者 ロールを持っている必要があります。サイト コレクションが SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションである場合、以下の権限が必要です。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

レプリケーター 

レプリケーターを正しくインストール・使用するには、以下の権限が満たされていることを確認してください。  

SharePoint オンプレミス用のレプリケーター 

SharePoint オンプレミス用のレプリケーターを使用する前に、エージェント アカウントが以下の権限を持っていること

を確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に

対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators 

グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 レプリケーターを使用する

前に手動で構成する必要があります。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 User Profile Service Application 権限: 
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o SharePoint 2010 の場合 

 ユーザー プロファイルの接続権限: フル コントロール 

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

o SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の場合 

 ユーザー プロファイルの接続権限: フル コントロール 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコ

ンテンツ用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 レプリケーターを使用する前に手

動で構成する必要があります。  

 SharePoint 2010 および SharePoint 2016 の場合 

o コンテンツ データベース、構成データベース、User Profile Service データベース、全体

管理データベースなど SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner デ

ータベース ロール 

o FBA データベースの db_owner データベース ロール (SharePoint Web アプリケー

ションでフォーム ベース認証 (FBA) が有効になっている場合) 

o レプリケーター データベースの db_owner データベース ロール 

o SQL Server の作成者権限 

 SharePoint 2013 の場合 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するデータベースの SharePoint_Shell_Access データベース ロール (ただ

し、DocAve エージェント アカウントがコンテンツ データベースに対してこのロールを持って

いる場合、レプリケーターでレプリケートするコンテンツに制限があります。詳細については、
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以下の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。 コンテンツ データベースの db_owner ロールを DocAve エ

ージェント アカウントに割り当てることが推奨されます。) 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。  

 User Profile Service データベースの db_owner データベース ロール 

 FBA データベースの db_owner データベース ロール (SharePoint Web アプリケー

ションでフォーム ベース認証 (FBA) が有効になっている場合) 

 レプリケーター データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の作成者権限 

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 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 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) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジスト

リに対するフル コントロール 

 HKEY LOCAL 

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog レジス

トリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

 WSS_RESTRICTED_WPG_V4 

 WSS_WPG 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services レジストリ

に対するフル コントロール 

SharePoint Online 用のレプリケーター 

SharePoint Online 用のレプリケーターを使用する前に、以下の権限が満たされていることを確認してください。 

登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクション 

レプリケーターで登録済み SharePoint オンプレミス サイト コレクションを管理するには、以下の権限が必要です。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

エージェント アカウントがレプリケーター ジョブを実行するエージェント マシンに存在します。エージェント アカウントが適

切なシステム権限を持っている必要があります。 

ローカル システム権限は DocAve の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。適用可能な権限に対する制限が組織内に

ない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加するだけで、必要

なすべての権限を付与することができます。 

SharePoint オンプレミス サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint オンプレミス サイト 

コレクションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要がありま

す。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 User Profile Service Application: 

o ユーザー プロファイルの接続権限: フル コントロール 

o ユーザー プロファイル管理者 

o 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 
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o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint オンプレミス サイト コ

レクションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 User Profile Service Application: 

o ユーザー プロファイルの接続権限: フル コントロール 

o ユーザー プロファイル管理者 

o 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

登録済み SharePoint Online サイト コレクション 

レプリケーターで登録済み SharePoint Online サイト コレクションを管理するには、以下の権限が必要です。 

エージェント アカウントのローカル システム権限 

エージェント アカウントが、ネットワークが接続しているエージェント マシンまたは SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する前に エージェント プロキシ設定 が構成されているエージェント マシンに存在します。 エージェント 

アカウントが適切なシステム権限を持っている必要があります。  

ローカル システム権限は DocAve の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。適用可能な権限に対する制限が組織内に

ない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グループに追加するだけで、必要

なすべての権限を付与することができます。 
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SharePoint Online サイト コレクションの登録に使用するユーザーの必須権限 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > 手動入力モード で SharePoint Online サイト コレ

クションを登録する際に使用するユーザーは、各サイト コレクションに対して以下の権限を持っている必要があります。 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 ユーザー プロファイル権限: 

o 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

コントロール パネル > 登録済み SharePoint サイト > スキャン モード で SharePoint Online サイト コレク

ションを登録する際に使用するユーザーは、以下の権限を持っている必要があります。 

 SharePoint 管理者のユーザー ロール 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 User Profile Service 権限: 

o 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

*注意: SharePoint Online オブジェクトをレプリケートするには、ページの追加とカスタマイズ 権限が必要です。

SharePoint 管理者ロールまたはサイト コレクション管理者ロールを持っているユーザーは ページの追加とカスタマ

イズ 権限を持っていますが、SharePoint 管理センター > 設定 > カスタム スクリプト で 個人用サイトでユー

ザーがカスタム スクリプトを実行できるようにする および セフルサービスで作成されたサイトでユーザーがカスタム 

スクリプトを実行できるようにする を選択し、ユーザーに対して権限を有効にする必要があります。設定された変更

は 24 時間以内に反映されることに注意してください。 
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コンプライアンス 

DocAve コンプライアンス モジュールの権限要件については、以下のセクションを参照してください。DocAve コンプ

ライアンス モジュールには、リーガル ホールドおよび Vault が含まれています。 

リーガル ホールド 

リーガル ホールドを正しくインストール・使用するには、DocAve エージェント アカウントに以下の権限が適用されてい

る必要があります。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 リーガル ホールドを使用す

る前に手動で構成する必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Search Service: フル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 リーガル ホールドを使用する前に

手動で構成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

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

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対す

るフル コントロール 
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 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

Vault 

Vault を正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認してくださ

い。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Vault を使用する前に手

動で構成する必要があります。 

 ファーム 管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 SharePoint 2010 の User Profile Service Application 権限: 

 個人用機能の使用 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 

 SharePoint 2013 の User Profile Service Application 権限: 

 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 
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 タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service – フル コントロール 

 Search Service - フル コントロール 

 User Profile Service - 管理者およびフル コントロール 

 Managed Metadata Service – 管理者およびフル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Vault を使用する前に手動で構

成する必要があります。 

 コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

 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 users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og6 のレジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 
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レポート ポイント 

レポート ポイントを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認し

てください。  

*注意: SharePoint Online 環境では、このサイト コレクションの登録に使用するユーザーが サイト コレクション

管理者 グループのメンバーである必要があります。スキャン モード を使用してサイト コレクションを追加する場合、サ

イト コレクションを追加しているユーザーが 全体管理者 グループのメンバーである必要があります。また、構成レポー

トを使用してサイト コレクションのクォータについてレポートする場合、サイト コレクション ユーザーが 全体管理者 であ

る必要もあります。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 User Profile Service Application 権限: 

 フル コントロール 

 User Profile Service Application 権限 

 個人用機能の使用 (SharePoint 2010 の場合のみ) 

 個人用サイトの作成 

 ソーシャル機能の使用 (SharePoint 2010 の場合のみ) 

 ユーザーのフォローとプロファイルの編集 (SharePoint 2013 の場合のみ) 

 タグとメモの使用 (SharePoint 2013 の場合のみ) 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Search Service: フル コントロール 
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3. SQL 権限  

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に関連する

すべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

 SharePoint コンテンツ データベースおよびスタブ データベースの db_owner データベース ロー

ル 

*注意: 検索利用状況レポートおよび参照レポートを使用するには、エージェント アカウントが 

SharePoint 2010 Web Analytics Service データベースの db_owner ロールを持ってい

る必要があります。 

SharePoint 2013 用の検索利用状況レポートを使用するには、エージェント アカウントが 

SharePoint 2013 Search Service Application 分析レポート データベースおよび 

Search Service Application 管理データベースの db_owner ロールを持っている必要があ

ります。 

SharePoint Search Service レポートを使用するには、エージェント アカウントが 

SharePoint 2010 または SharePoint 2013 WSS_Logging データベースの 

db_owner ロールを持っている必要があります。 

構成レポートを使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 2010 または 

SharePoint 2013 User Profile Service Application データベースの db_owner ロー

ルを持っている必要があります。 

ベスト プラクティス レポートを使用するには、エージェント アカウントが SharePoint 2010 または 

SharePoint 2013 Metadata Service Application データベースの db_owner ロールを

持っている必要があります。 

4. 登録済み SharePoint サイト権限: 

 サイト コレクションの登録に使用するサイト コレクション ユーザーがサイト コレクション管理者グルー

プのメンバーである必要があります。 

*注意: 構成レポートまたはストレージ トレンド レポートを使用してサイト コレクションのクォータに

ついてレポートする場合、サイト コレクション ユーザーが SharePoint 管理者グループのメンバー

である必要があります。 

 スキャン モード を使用して登録ずみサイト コレクションを追加する場合、以下の権限が必要で

す。 
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o SharePoint Online サイト コレクションまたは OneDrive for Business ライブラリを

スキャンするには、ユーザーが以下のグループのメンバーである必要があります。 

 SharePoint 管理者 

 ローカル Administrators 

o SharePoint オンプレミス サイト コレクションをスキャンするには、ユーザーが以下の権限

を持っている必要があります。 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 

(Web アプリケーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロ

ール 

ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

 IIS WPG (IIS 6.0 の場合) または IIS IUSRS (IIS 7.0 および IIS 8.0 の場合) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og レジストリに対するフル コントロール  

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

*注意:  CPU / メモリー使用量 または ネットワーク レポートを使用するには、ローカル Administrators グル

ープのメンバーである必要があります。ダウンロード数ランキング、失敗したログイン試行、IIS ログ、ベスト プラク

ティス レポート を使用する場合、または IIS ログを取得する オプションを選択する場合、IIS ログ ファイルのパ



106  

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

ス、redirection.config ファイルのパス、IIS applicationHost.config ファイルへのフル コントロール権限を

持っている必要があります。 

ストレージ最適化 

DocAve ストレージ最適化モジュールの権限要件については、以下のセクションを参照してください。DocAve スト

レージ最適化モジュールには、ストレージ マネージャー、コネクタ、アーカイバが含まれています。 

ストレージ マネージャー 

ストレージ マネージャーを正常に機能することを確認するためには、ストレージ マネージャー エージェント アカウントが

以下の権限を持っている必要があります。   

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グルー

プに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することができます。 

2. SharePoint 権限 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

3. SQL 権限 

 SharePoint 構成データベースおよび全体管理コンテンツ データベースの権限: 

 SharePoint 2010 の場合、db_owner データベース ロールが必要です。 

 SharePoint 2013 および 2016 の場合、SharePoint_Shell_Access データベ

ース ロールが必要です。 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013/2016 管

理シェル経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法に

ついては、以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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 SharePoint コンテンツ データベースおよびスタブ データベースの db_owner データベース ロー

ル 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール (DocAve ストレージ マネージャー ジョブ実行前

のスタブ データベースの作成に必要です。) 

 SQL Server の securityadmin データベース ロール (SharePoint API による RBS の有

効化に必要です。) 

ローカル システム権限 

1. ユーザーは次のローカル グループのメンバーとなります。 

 IIS_WPG (IIS6.0 の場合)、または IIS_IUSRS (IIS7 の場合) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og6 のレジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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)  

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限   

2. GAC に対するフル コントロール (BLOB プロバイダー .dll ファイルを GAC にインストールする際に必要で

す。) 

3. Microsoft SQL Remote Blob Storage フォルダーに対するフル コントロール (メンテナンス ツール

構成ファイルの再構成に必要です。) 

コネクタ 

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・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認してくださ

い。 
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1. ローカル システム権限 - これら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 - これら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。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

3. SQL 権限 - これら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。 

 SharePoint コンテンツ データベースの db_owner データベース ロール  

 コンテンツ データベースおよび全体管理データベースなど SharePoint 2010 に関連するすべて

のデータベースの db_owner データベース ロール; 構成データベースおよび全体管理データベー

スなど SharePoint 2013 および SharePoint 2016 に関連するデータベースの 

SharePoint_Shell_Access データベース ロール  

 すべての DocAve スタブ データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の db_creator サーバー ロール (コネクタ ジョブ実行前のスタブ データベースの

作成に必要です。)  

*注意: dbcreator ロールは Windows 認証を使用する場合にのみ必要です。  

 SQL Server の securityadmin サーバー ロール (RBS の有効化に必要です。) 

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 アカウントが以下の最小限の必須権限を

持っていることを確認してください。 

NTSF 権限 必要の有

無 

必要な理由 

フル コントロール いいえ 
 

フォルダーのスキャン / ファイルの

実行 

はい サブディレクトリ内のデータにアクセスする際に、コネクタはフォル

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。  
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NTSF 権限 必要の有

無 

必要な理由 

フォルダの一覧 / データの読み

取り 

はい 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、

SharePoint 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 はい 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 はい 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 

はい 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。 

フォルダーの作成 / データの追

加 

はい 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 はい 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。   

拡張属性の書き込み はい 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。   

サブフォルダーとファイルの削除 はい 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 いいえ 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 はい* * 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にのみ必要です。   

権限の変更 いいえ 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 いいえ コネクタで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。 
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*注意: Web アプリケーション プール アカウントがエージェント アカウントではない場合、Web アプリケーション プー

ル アカウントが …\DocAve6\Agent フォルダーの 読み取り 権限を持っている必要があります。 

ユーザーは次のローカル 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) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventl

og レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

 ローカル管理者 (この権限はソリューション ファイルを Web フロントエンド サーバーに展開する際

に必要です。) 

 GAC に対するフル コントロール (BLOB プロバイダー .dll ファイルを GAC にインストールする際

に必要です。) 

 Microsoft SQL Remote Blob Storage フォルダーに対するフル コントロール (メンテナン

ス ツール構成ファイルの再構成に必要です。) 

Cloud コネクタ 

DocAve Cloud コネクタを正しくインストール・使用するための必須権限については、以下のセッションを参照してく

ださい。 

エージェントアカウント権限 

Cloud コネクタを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認して

ください。 
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1. ローカル システム権限 - これら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 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Cloud 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。 

 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 Cloud 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。 

 SharePoint コンテンツ データベースの db_owner データベース ロール  

 構成データベースおよび全体管理データベースなど SharePoint 2010 に関連するすべてのデー

タベースの db_owner データベース ロール; 構成データベース、全体管理データベースなど 

SharePoint 2013 および SharePoint 2016 に関連するデータベースの 

SharePoint_Shell_Access データベース ロール  

 すべての DocAve スタブ データベースの db_owner データベース ロール 

 SQL Server の dbcreator サーバー ロール (Cloud コネクタ ジョブ実行前のスタブ データベ

ースの作成に必要です。) 

*注意: dbcreator ロールは Windows 認証を使用する場合にのみ必要です。  

 SQL Server の securityadmin サーバー ロール 

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。 

*注意: Web アプリケーション プール アカウントがエージェント アカウントではない場合、Web アプリケーション プー

ル アカウントが …\DocAve6\Agent フォルダーの 読み取り 権限を持っている必要があります。 

ユーザーは次のローカル 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) 

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 



112  

 
DocAve 6 インストール・権限ガイド 

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\Eventl

og 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 

o バッチ ジョブとしてログオン 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 ディレクトリに対するフル 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 Web フロントエンド サーバーに展開する際に必要で

す。) 

 GAC に対するフル コントロール (BLOB プロバイダー .dll ファイルを GAC にインストールする際

に必要です。) 

 Microsoft SQL Remote Blob Storage フォルダーに対するフル コントロール (メンテナン

ス ツール構成ファイルの再構成に必要です。) 

アーカイバ 

アーカイバを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが以下の権限を持っていることを確認してくださ

い。 

SharePoint 2010・2013・2016 

SharePoint 2010・2013・2016 環境でアーカイバを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントが

以下の権限を持っていることを確認してください。 

1. ローカル システム権限 - これら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。適用可能な権限に対す

る制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administrators グループ

に追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

*注意: アーカイバのソリューションを展開するには、ローカル管理者 権限が必要です。 

2. SharePoint 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve アーカイバを使用する前に手

動で構成する必要があります。 
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 ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint 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。) 

 すべての Web アプリケーションのすべての領域に対するフル コントロール権限 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能です。) 

 SharePoint 2010 の User Profile Service Application 権限: 

o フル コントロール権限を持っている Administrators グループのメンバー 

o 個人用機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 SharePoint 2013 および SharePoint 2016 の User Profile Service Application 権

限: 

o フル コントロール権限を持っている Administrators グループのメンバー 

o フル コントロール接続権限 (ニュースフィードの投稿 オブジェクト レベルに必要) 

o 個人用サイトの作成 (個人用データ ファイル、ニュースフィード、フォロー対象のコンテンツ

用) 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 

o タグおよびメモの使用 

 Managed Metadata Service: 

o 用語ストア管理者 

o フル コントロール権限を持っている Administrators グループのメンバー 

 Business Data Connectivity Service – フル コントロール 

 Search Service - フル コントロール 

3. SQL 権限 - これらの権限は自動的に構成されないため、DocAve 6 アーカイバを使用する前に手動で

構成する必要があります。  

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に関連する

すべてのデータベースの権限: 

o SharePoint 2010 および 2016 の場合、db_owner データベース ロールが必要で

す。 
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o SharePoint 2013 の場合、SharePoint_Shell_Access データベース ロールが

必要です。ただし、DocAve エージェント アカウントがコンテンツ データベースのこのロール

を持っている場合、アーカイバでアーカイブ･リストアするオブジェクトに制限があります。詳

細については、以下の AvePoint Knowledge Base 記事 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-

products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-

role を参照してください。コンテンツ データベースの db_owner ロールを DocAve エ

ージェント アカウントに割り当てることが推奨されます。 

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 2013 管理シェル

経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる方法については、

以下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-

jp/library/ff607596.aspx を参照してください。 

*注意: アーカイバ ルールで 各ドキュメントのスタブを SharePoint に保持する (ス

トレージ マネージャーを使用) アクションが選択されている場合、またはコンテンツ ライフ

サイクル ルールで SharePoint にスタブを残す アクションが選択されている場合、エー

ジェント アカウントがストレージ マネージャーに必要な権限を持っていることを確認してくだ

さい。 

 アーカイバ データベース、ユーザー プロファイル データベース、Nintex ワークフロー データベース、

FBA 認証データベースの db_owner データベース ロール 

 RBS が有効になっている SharePoint 2013 コンテンツ データベースの db_rbs_admin デ

ータベース ロール 

 SQL Server の dbcreator および securityadmin サーバー ロール 

*注意: アーカイバ データベースを構成する際に Windows 認証を使用する場合、エージェント 

アカウントがこの権限を持っていることを確認してください。SQL 認証を使用する場合、指定された

ユーザーがこの権限を持っていることを確認してください。 

SharePoint Online 

SharePoint Online 環境でアーカイバを正しくインストール・使用するには、エージェント アカウントおよびサイト コレ

クション ユーザー (サイト コレクションの登録時に指定されたユーザー) が以下の権限を持っていることを確認してくだ

さい。 

 エージェント アカウント権限: 

http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
http://www.avepoint.com/community/kb/limitations-for-docave-6-products-if-docave-agent-account-has-the-sharepoint_shell_access-role
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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 ローカル システム権限: これら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。適用可

能な権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの 

Administrators グループに追加するだけで、必要なすべての権限を付与することできます。 

 SQL 権限: アーカイバ データベースの db_owner データベース ロール 

 スキャン モード を使用してサイト コレクションを登録する場合、エージェント アカウントがローカル 

Administrators グループのメンバーである必要があります。 

 サイト コレクション ユーザー権限: 

 サイト コレクションの管理者 グループのメンバー 

 全体管理者 ロール 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 User Profile Service: User Profile Service 管理者 

*注意: SharePoint Online 個人用サイトまたはセルフサービスで作成されたサイトの増分ジョブを実行

するには、SharePoint 管理センターの カスタム スクリプト 設定が有効になっていることを確認してくださ

い。 

*注意: スキャン モード を使用してサイト コレクションを登録する場合、サイト コレクション ユーザーが 

SharePoint 管理者 ロールを持っている必要があります。 

ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

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

 Performance Monitor Users 

 DocAve Users (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): 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 レジストリに対

するフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Eventlo

g レジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書に対するフル コントロール 
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 バッチ ジョブとしてログオン 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) 

 DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 
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