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始める前に 

DocAve 補助ツールを使用する前に、システムおよびファーム要件については、以下のセクションを参照してくだ

さい。 

構成 

DocAve ツールを使用するには、お使いのファーム内で DocAve 6 プラットフォームが正常にインストールされ、

適切に構成されている必要があります。DocAve 6 プラットフォームおよび該当のモジュールがファーム内に存在

しない場合、本ガイド内のいくつかのツールは機能しません。 

DocAve プラットフォーム、DocAve マネージャー、DocAve エージェントのインストールの詳細については、Do

cAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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AgentToolSP2010ConnectorCreateList 

AgentToolSP2010ConnectorCreateList ツールはコネクタ リストの一括作成に使用されます。また、この

ツールを使用して、リストを作成するためには必要なサイトまたはサイト コレクションを作成することができます。 

*注意: 指定のストレージ フォルダー名には SharePoint 禁則文字が含まれている場合、SharePoint に

該当のリスト、サイトまたはサイト コレクションを作成できません。 

このツールの構成ファイルは英語、ドイツ語、日本語の言語環境をサポートします。該当の構成ファイルは、…

\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateListTool の EN、

GE 、JP  の 3 つのフォルダーに保存されます。エージェントがインストールされている環境の言語により、構成フ

ァイルを構成します。 

このツールを使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. 暗号化されたパスワードの作成 

2. 要件に従って、.csv ファイルを構成します。コマンドを実行するには、.csv ファイルが 1 つだけ必要で

す。サイト コレクション、サイトなどを作成するには、複数の .csv ファイルを構成することができます。 

 AgentToolCreateList.csv の構成 : コネクタ ライブラリを設定します。 
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 AgentToolCreateWeb.csv の構成 : 指定のネットシェア パスのサイトを設定します。 

 AgentToolCreateSite.csv の構成 : 指定のネットシェア パスのサイト コレクションを設定しま

す。 

3. 構成ファイルの使用 

4. AgentToolSP2010ConnectorCreateList の実行 : ツールを実行します。 

このツールを使用する前に、BLOB プロバイダと EBS/RBS 設定が適当に構成されていることおよびコネクタ ソ

リューションが正常に展開されていることを確認します。 

暗号化されたパスワードの作成 

このツールを使用してコネクタ ライブラリを作成する前に、AgentToolConnectorEncryptPassword.e

xe ツールを使用してファイル システムに接続するパスワードを暗号化する必要があります。コネクタ ライブラリを

作成するには、暗号化されたパスワードを .csv ファイルに入力します。 

以下の手順に従って、パスワードを暗号化します。 

*注意: このツールを実行するアカウントは、ローカル管理者でなければなりません。 

1. 既定では、このツールはエージェントのインストール パス …\AvePoint\DocAve6\Agent\bin に

あります。この場所に移動します。 

2. AgentToolConnectorEncryptPassword.exe をダブルクリックして、このツールを実行します。 

3. ファイルシェアのパスワードを入力して、メッセージが表示されたら確認します。 

 
図 1: パスワード確認の画面 

4. Enter を押します。暗号化されたパスワードが作成されます。 
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図 2: 作成済み暗号化されたパスワード 

AgentToolCreateList.csv の構成 

AgentToolSP2010ConnectorCreateList.exe ツールを使用してコネクタ ライブラリを作成する前に、

まず AgentToolCreateList.csv を構成する必要があります。このファイルを使用して、コネクタ ライブラリ 

(ファイルシェア ライブラリおよびメディア ライブラリ)、コネクタ ライブラリ (ドキュメント ライブラリ、資産ライブラリ、フ

ォーム ライブラリ、画像ライブラリ) に変換したライブラリを構成します。 

AgentToolCreateList.csv を構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 既定では、AgentToolCreateList.csv は、エージェントのインストール パス …\AvePoint\ 

DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateListTool にあります。こ

のパスに移動して、該当の言語フォルダーを選択します。 

2. AgentToolCreateList.csv ファイルをダブルクリックして開きます。 

3. 3 つのサンプル行が表示されます。ファイルシェア ライブラリ、メディア ライブラリ、ドキュメント ライブラリ、

資産ライブラリ、フォーム ライブラリ、画像ライブラリの作成に使用されるサンプルです。情報の入力が終

了したら、これらの行を削除します。 

 
図 3: 英語環境および日本語環境の AgentToolCreateList.csv ファイル内のサンプル行  

 
図 4: ドイツ語環境の AgentToolCreateList.csv ファイル内のサンプル行 
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4. このファイル内に構成する必要がある情報については、次の表を参照してください。 

オプション 説明 値 

Web Url ライブラリを作成するサイトの URL です。 

*注意: ここに指定するサイトは、既存の

サイトでなければなりません。このサイトが

存在しない場合、SharePoint またはこ

のツールを使用してサイトを作成してくださ

い。詳細については、 

 

AgentToolCreateWeb.csv の構成 を

参照してください。 

http://ServerIP:Port/Manag

ed Path/XX/XX 

FileSystem Pat

h 

新規作成したライブラリに接続する物理ストレージ 

パスです。 

\\IP\c$\FolderName 

Relative Url 作成するライブラリの相対 URL です。 TestLibrary 

List Type 作成するライブラリのタイプです。 

 0 はファイルシェア ライブラリです。 

 1 はメディア ライブラリです。  

 2 はドキュメント ライブラリです。 

 3 はアセット ライブラリです。 

 4 はフォーム ライブラリです。 

 5 は画像ライブラリです。 

0/1/2/3/4/5 

List Title 作成するライブラリのタイトルです。 TestLibrary 

Load Metadata 初回同期時に、ファイル システムからコネクタ ライ

ブラリにメタデータを読み込むかどうかを指定しま

す。 

 0 は False を意味し、メタデータを読み

込みません。 

 1 は True を意味し、メタデータを読

0/1 
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オプション 説明 値 

み込みます。 

Load Permissio

n 

初回同期時に、ファイル システムからコネクタ ライ

ブラリにファイル / フォルダーの権限を読み込むかど

うかを指定します。 

 0 はなしを意味し、権限を読み込みま

せん。 

 1 の場合は、ルート フォルダーの権限

のみを読み込んで、コネクタ ライブラリ

の権限を置き換えます。コネクタ ライブ

ラリ内のすべてのファイルとサブフォルダーが

親ノードの新しい権限を継承します。 

 2 の場合は、ファイル システムからすべ

てのルート フォルダー、サブフォルダー、

ファイルの権限を読み込んで、コネクタ 

ライブラリ内の各レベルの権限の継承

を解除します。 

0/1/2 

Keep Name Co

nsistent 

コネクタ ライブラリとストレージ パス内のファイル名と

フォルダー名を一致させるかどうか指定します。 

 0 は False を意味し、コネクタ ライブ

ラリとストレージ パスの名前を一致させ

ません。 

 1 は True を意味し、コネクタ ライブ

ラリとストレージ パスの名前を一致させ

ます。 

0/1 

Allow Large Fil

e 

2 GB を超えるサイズのデータの場合に、ストレー

ジ デバイスからのリンクを認めるかどうか、また、スト

レージ デバイスと SharePoint の間で同期する

かどうかを指定します。 

 0 は False を意味し、コネクタ ライブ

0/1 
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オプション 説明 値 

ラリに 2 GB を超えるサイズのファイル

をアップロードすることはできません。 

 1 は True を意味し、コネクタ ライブ

ラリに 2 GB を超えるサイズのファイル

をアップロードすることができます。 

UserName 指定したファイル システム パスへのアクセスを設定

するアカウントです。 

DomainName\UserName 

password 指定したユーザー名の暗号化されたパスワードで

す。 

r/6FHm/ 

jq1iAwlbaGRRTcstAs6HL 
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AgentToolCreateWeb.csv の構成 

AgentToolCreateWeb.csv を使用して、指定のネットシェア パスでサイトを作成する際にサイト情報を

構成します。 

*注意: この構成ファイルを使用してサイトを作成しているときにコネクタ ライブラリが作成された場合は、新規

作成のコネクタ ライブラリは以下のサイト レベルに構成されているコネクタ設定を継承します。 

 Load Metadata 

 Load Permission 

 Keep Name Consistent 

 Allow Large File 

AgentToolCreateWeb.csv を構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 既定では、AgentToolCreateWeb.csv は、エージェントのインストール パス …\AvePoint\ 

DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateListTool にあります。こ

のパスに移動して該当の言語フォルダーを選択します。 

2. AgentToolCreateWeb.csv をダブルクリックしてファイルを開きます。 

3. 既定では、各オプションのサンプルがあります。情報の入力が終了したら、サンプル行を削除します。 

 
図 5: 英語環境および日本語環境の AgentToolCreateWeb.csv ファイル内のサンプル行 

4. このファイル内に構成する必要がある情報については、次の表を参照してください。 

オプション 説明 値 

SiteCollection Ur

l 

サイトを作成するサイト コレクションの URL で

す。 

*注意: ここで指定するサイト コレクションは、既

存のサイト コレクションでなければなりません。存

在しなければ、まず SharePoint またはこのツ

ールを使用して作成してください。詳細について

は AgentToolCreateSite.csv の構成 を参

http://ServerIP:Port/Manag

ed Path/XX 
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オプション 説明 値 

照してください。 

FileSystem Path 新規作成のサイトに接続する物理ストレージ パ

スです。 

\\IP\c$\FolderName 

Relative Url 作成するサイトの相対 URL です。 TestSite 

Web Template 作成するサイトのテンプレートです。 

*注意: サイト テンプレートがサイト定義の名前

です。サイト テンプレートは、STS、MPS、BLO

G、SGS またはサイトのカスタム タイプの名前で

す。詳細については、テンプレート パラメ

ータ値 を参照してください。 

sts  

Web Title 作成するサイトのタイトルです。 TestSite 

Load Metadata 初回同期時に、ファイル システムからコネクタ ラ

イブラリにメタデータを読み込むかどうかを指定し

ます。 

 0 は False を意味し、メタデータを読

み込みません。 

 1 は True を意味し、メタデータが

読み込みます。 

0/1 

Load Permission 初回同期時に、ファイル システムからコネクタ ラ

イブラリにファイル / フォルダーの権限を読み込む

かどうかを指定します。 

 0 はなしを意味し、権限を読み込

みません。 

 1 の場合は、ルート フォルダーの権

限のみを読み込んで、コネクタ ライブ

ラリの権限を置き換えます。コネクタ 

ライブラリ内のすべてのファイルとサブフォ

ルダーが親ノードの新しい権限を継承し

0/1/2 
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オプション 説明 値 

ます。 

 2 の場合は、ファイル システムからす

べてのルート フォルダー、サブフォルダ

ー、ファイルの権限を読み込んで、コ

ネクタ ライブラリ内の各レベルの権限

の継承を解除します。 

Keep Name Con

sistent 

コネクタ ライブラリとストレージ パス内のファイル

名とフォルダー名を一致させるかどうかを指定しま

す。 

 0 は False を意味し、コネクタ ライ

ブラリとストレージ パスの名前を一致

させません。 

 1 は True を意味し、コネクタ ライ

ブラリとストレージ パスの名前を一致

させます。 

0/1 

Allow Large File 2 GB を超えるサイズのデータの場合に、ストレ

ージ デバイスからのリンクを認めるかどうか、また、

ストレージ デバイスと SharePoint の間で同期

するかどうかを指定します。 

 0 は False を意味し、コネクタ ライ

ブラリに 2 GB を超えるサイズのファ

イルをアップロードすることはできませ

ん。 

 1 は True を意味し、コネクタ ライ

ブラリに 2 GB を超えるサイズのファ

イルをアップロードすることができま

す。 

0/1 

UserName 指定したファイル システム パスへのアクセスを設 DomainName\UserName 
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オプション 説明 値 

定するアカウントです。 

password 指定したユーザー名の暗号化されたパスワード

です。 

 

r/6FHm/ 

jq1iAwlbaGRRTcstAs6HL 
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AgentToolCreateSite.csv の構成 

AgentToolCreateSite.csv を使用して、指定したネットシェア パスでサイト コレクションを作成する際に、

サイト コレクション情報を構成します。 

*注意: この構成ファイルを使用してサイトを作成しているときにコネクタ ライブラリが作成された場合は、新規

作成のコネクタ ライブラリは以下のサイト レベルに構成されているコネクタ設定を継承します。 

 Load Metadata 

 Load Permission 

 Keep Name Consistent 

 Allow Large File 

AgentToolCreateSite.csv を構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. 既定では、AgentToolCreateSite.csv は、エージェントのインストール パス …\AvePoint\ 

DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateListTool にあります。こ

のパスに移動して該当する言語フォルダーを選択します。 

2. AgentToolCreateSite.csv をダブルクリックしてファイルを開きます。 

3. 既定では、各オプションのサンプルがあります。情報の入力が終了したら、サンプル行を削除します。 

図 6: 英語環境および日本語環境の AgentToolCreateSite.csv ファイル内のサンプル行 

4. このファイル内に構成する必要がある情報については、次の表を参照してください。 

オプション 説明 値 

WebApp Url サイト コレクションを作成する Web アプリケー

ションの URL です。 

*注意: ここで指定する Web アプリケーション

は、既存の Web アプリケーションでなければな

りません。存在しなければ、まず SharePoint 

を使用して作成する必要があります。 

http://ServerIP:Port/ 
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オプション 説明 値 

FileSystem Path 新規作成したサイト コレクションに接続する物

理ストレージ パスです。 

\\IP\c$\FolderName 

Relative Url 作成するサイト コレクションの相対 URL です。 

*注意: 管理パスを、サイト コレクションの相対 

URL の前に追加する必要があります。 

Managed Path/TestSiteColl

ection 

Web Template 作成するサイト コレクションのトップレベル サイト

のテンプレートです。 

*注意: サイト テンプレートがサイト定義の名

前です。サイト テンプレートは、STS、MPS、B

LOG、SGS またはサイトのカスタム タイプの名

前です。 

詳細については、テンプレート パラメータ値 を

参照してください。 

sts  

Site Title サイト コレクションのタイトルです。 TestSiteCollection 

Load Metadata 初回同期時に、ファイル システムからコネクタ ラ

イブラリにメタデータを読み込むかどうかを指定し

ます。 

 0 は False を意味し、メタデータを読

み込みません。 

 1 は True を意味し、メタデータが

読み込みます。 

0/1 

Load Permission 初回同期時に、ファイル システムからコネクタ ラ

イブラリにファイル / フォルダーの権限を読み込む

かどうかを指定します。 

 0 はなしを意味し、権限を読み込

みません。 

 1 の場合は、ルート フォルダーの権

限のみを読み込んで、コネクタ ライ

0/1/2 
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オプション 説明 値 

ブラリの権限を置き換えます。コネク

タ ライブラリ内のすべてのファイルとサブ

フォルダーが親ノードの新しい権限を継

承します。 

 2 の場合は、ファイル システムから

すべてのルート フォルダー、サブフォ

ルダー、ファイルの権限を読み込ん

で、コネクタ ライブラリ内の各レベル

の権限の継承を解除します。 

Keep Name Consi

stent 

コネクタ ライブラリとストレージ パス内のファイル

名とフォルダー名を一致させるかどうかを指定し

ます。 

 0 は False を意味し、コネクタ ライ

ブラリとストレージ パスの名前を一

致させません。 

 1 は True を意味し、コネクタ ライ

ブラリとストレージ パスの名前を一

致させます。 

0/1 

Allow Large File 2 GB を超えるサイズのデータの場合に、ストレ

ージ デバイスからのリンクを認めるかどうか、ま

た、ストレージ デバイスと SharePoint の間で

同期するかどうかを指定します。 

 0 は False を意味し、コネクタ ライ

ブラリに 2 GB を超えるサイズのファ

イルをアップロードすることはできませ

ん。 

 1 は True を意味し、コネクタ ライ

ブラリに 2 GB を超えるサイズのファ

イルをアップロードすることができま

0/1 
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オプション 説明 値 

す。 

SiteAdmin このアカウントは、サイト コレクションの作成およ

び管理に使用されます。 

DomainName\UserName 

UserName 指定したファイル システム パスへのアクセスを設

定するアカウントです。 

DomainName\UserName 

password 指定したユーザー名の暗号化されたパスワード

です。 

r/6FHm/jq1iAwlbaGRRTcst

As6HL 

 

構成ファイルの使用 

AgentToolSP2010ConnectorCreateList ツールを使用してサイト コレクションまたはサイトを作成する際

に、該当する .csv ファイルにファイル システム パスを指定する必要があります。指定したファイル システム パス

にサブフォルダーが存在する場合、既定では、SharePoint 内にサブフォルダーがファイルシェア ライブラリとして

作成されます。AgentToolConnectorList.config と AgentToolConnectorWeb.config の 2 

つの構成ファイルを編集して、サブフォルダーをライブラリまたはサイトの他のタイプに変換することができます。 

この 2 つの構成ファイル AgentToolConnectorList.config および AgentToolConnectorWeb.

config は、…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateList

Tool にあります。このファイルを編集するには、以下の該当するセクションを参照してください。 

AgentToolConnectorList.config 

コネクタ ライブラリ (ファイルシェア ライブラリ / メディア ライブラリ)、ドキュメント ライブラリ、資産ライブラリ、フォー

ム ライブラリまたは画像ライブラリとして使用するサブフォルダーを作成するには、以下の説明のように AgentT

oolConnectorList.config ファイルを編集します。 

1. 既定では、AgentToolConnectorList.config は、エージェントのインストール パス …\AvePo

int\ 

DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateListTool にあります。こ

のパスに移動します。 
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2. AgentToolConnectorList.config を右クリックしてファイルをメモ帳で開きます。 

 
図 7: AgentToolConnectorList.config ファイルで編集する値 

3. 要件に従って、<List> ノードで Title Value、Template Value、Url Value を編集します。 

プロパティ 説明 値 

Title Value 作成するライブラリの名前です。 test 

Template Value 作成するライブラリのテンプレートです。 

 0 はファイルシェア ライブラリです。 

 1 はメディア ライブラリです。 

 2 はドキュメント ライブラリです。 

 3 はアセット ライブラリです。 

 4 はフォーム ライブラリです。 

 5 は画像ライブラリです。 

0/1/2/3/4/5 

Url Value 作成するライブラリの相対 URL です。 test 

 

4. 編集が終了したら、編集した AgentToolConnectorList.config ファイルを移動先サブフォルダ

ーにコピーします。 
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AgentToolConnectorWeb.config 

サイトとしてサブフォルダーを作成するには、以下の説明のように AgentToolConnectorWeb.config フ

ァイルを編集します。 

1. 既定では、AgentToolConnectorWeb.config は、エージェントのインストール パス …\AveP

oint\ 

DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreateListTool にあります。こ

のパスに移動します。 

2. AgentToolConnectorWeb.config を右クリックしてファイルをメモ帳で開きます。 

 

図 8: AgentToolConnectorWeb.config ファイルの編集する値 

3. 要件に従って、<Web> ノードで Title Value、Template Value、Url Value を編集します。 

プロパティ 説明 値 

Title Value 作成するサイトのタイトルです。 test 

Template Value 作成するサイトのテンプレートです。 

*注意: サイト テンプレートがサイト定義の名

前です。サイト テンプレートは、STS、MPS、

BLOG、SGS またはサイトのカスタム タイプの

名前です。 

sts 



 

 21 

 
DocAve 6: 補助ツール 

 

プロパティ 説明 値 

詳細については、テンプレート パラメー

タ値 を参照してください。 

Url Value 作成するサイトの相対 URL です。 test 

 

4. 編集が終了したら、編集した AgentToolConnectorWeb.config ファイルを移動先サブフォル

ダーにコピーします。 

継承の構成 

AgentToolConnectorList.config ファイルおよび AgentToolConnectorWeb.config ファイル

を使用して、現在のフォルダー (構成ファイルを含むフォルダー) の URL を構成して、ファイル システムからフォル

ダー名を継承します。または継承を解除します。 

 構成ファイル内のノード <Url Value=””/> が “null” または現在のフォルダー名に設定されている

場合、この URL はファイル システムから現在のフォルダー名を継承します。 

 構成ファイル内のノード <Url Value=””/> が現在のフォルダー名ではなく、他の値に設定されて

いる場合、この URL は継承を解除し、与えられた URL 値を使用して相対 URL を作成します。 

テンプレート パラメータ値 

各トップレベル サイト テンプレートのパラメータ値については、次の表を参照してください。 

テンプレート名 パラメータ値 

チーム サイト STS#0 

空のサイト STS#1 

ドキュメント ワークスペース STS#2 

ブログ BLOG#0 

グループ ワーク サイト SGS#0 

Visio プロセス リポジトリ visprus#0 

一般的な会議ワークスペース MPS#0 

一般的な会議ワークスペース MPS#1 

意思決定の会議ワークスペース MPS#2 

イベントの会議ワークスペース MPS#3 

複数ページの会議ワークスペース MPS#4 
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テンプレート名 パラメータ値 

ドキュメント センター BDR#0 

レコード センター OFFILE#1 

ビジネス インテリジェンス センター BICenterSite#0 

エンタープライズ検索センター SRCHCEN#0 

個人用サイトのホスト SPSMSITEHOST#0 

基本検索センター SRCHCENTERLITE#0/SRCHCENTERLIT

E#1 

FAST Search センター SRCHCENTERFAST#0 

発行ポータル BLANKINTERNETCONT 

エンタープライズ Wiki ENTERWIKI#0 

 

各サイト テンプレートのパラメータ値については、次の表を参照してください。 

テンプレート名 パラメータ値 

チーム サイト STS#0 

空のサイト STS#1 

ドキュメント ワークスペース STS#2 

ブログ BLOG#0 

グループ ワーク サイト SGS#0 

Visio プロセス リポジトリ visprus#0 

一般的な会議ワークスペース MPS#0 

一般的な会議ワークスペース MPS#1 

意思決定の会議ワークスペース MPS#2 

イベントの会議ワークスペース MPS#3 

複数ページの会議ワークスペース MPS#4 

ドキュメント センター BDR#0 

レコード センター OFFILE#1 

基本検索センター SRCHCENTERLITE#1 

資産管理 Web データベース ACCSRV#1 

寄付金管理 Web データベース ACCSRV#3 

連絡先管理 Web データベース ACCSRV#4 

案件管理 Web データベース ACCSRV#6 

個人用サイト SPSMSITE#0 
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テンプレート名 パラメータ値 

プロジェクト Web データベース ACCSRV#5 

 

AgentToolSP2010ConnectorCreateList の実行 

必要な構成を終了したら、、以下の手順に従って、AgentToolSP2010ConnectorCreateList.exe 

ツールを使用してコネクタ ライブラリを作成します。 

*注意: このツールを実行するアカウントは、ファーム管理者でなければなりません。 

1. ツールの場所に移動します。既定では、このツールがエージェントのインストール パス …\AvePoint

\DocAve6\Agent\bin にあります。 

2. コマンド ライン ウィンドウにツール AgentToolSP2010ConnectorCreateList.exe のパス、.

csv ファイル AgentToolCreateList.csv のパス、このツールにより作成されたレポート ファイルを

保存するパス、作成するライブラリ数を指定するスレッド数を含むコマンドを入力します。スレッド数が 5 

を超えることはできません。以下の例を参照してください。 

“X:\…\AvePoint\DocAve6\Agent\bin\AgentToolSP2010ConnectorCreateList.ex

e” "X:\…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Connector\ConnectorCreate

List 

Tool\AgentToolCreateList.csv" “X:\...\report” X 

 

 図 9: AgentToolSP2010ConnectorCreateList.exe. を実行する例 

*注意:  指定したパスに接続するサイト / サイト コレクションを作成するコマンドと、コネクタ ライブラリを作成す

るコマンドは、同じです。同時に作成できるのは、1 つのサイト / サイトコレクションのみであるため、.csv ファイル
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を AgentToolCreateWeb.csv または AgentToolCreateSite.csv に適宜変更し、スレッド数を減

らすようにしてください。 
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ManagerToolDELLDXClient 

ManagerToolDELLDXClient ツールを使用して、DELL DX ストレージ サーバーに保存されている Do

cAve アーカイバ データの 保持期間、圧縮タイプ、延期の圧縮日時 を表示 / 更新します。 

*注意: ファーム ツリーに 完了 したジョブだけが読み込まれ、このツールによってアクションが実行されます。完了 

(実行中に例外あり) または 失敗 したジョブのデータは読み込まれないため、アクションは実行されません。 

環境要件 

 .Net Framework 3.5 以上 

 このツールを実行するマシンは Dell DX ストレージ サーバーと同じサブネット内になければなりません。 

ManagerToolDELLDXClient の使用 

このツールを使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. …\AvePoint\DocAve6\Manager\Shared\Tools\DELLDXClient\ に移動して、Mana

gerToolDELLDXClient.exe ファイルを探します。 

2. ManagerToolDELLDXClient.exe を右クリックし、[管理者として実行] を選択してツールを

実行します。 

3. [DocAve Control Service Host:] フィールドに DocAve コントロール サービスの ホスト名 ま

たは IP アドレス を入力します。 

4. [DocAve Control Service Port:] フィールドに DocAve コントロール サービス ポート を入力

します。既定の DocAve コントロール サービスのポートは、14000 です。 

5. [Username:] フィールドに DocAve にログインするユーザー名、[Password:] フィールドにとパ

スワードを入力します。 

6. [Component] ドロップダウン ボックスから、DocAve モジュールを選択します。既定では Archiv

er が選択されています。 

7. [Load] をクリックして指定したモジュールのジョブ情報を読み込みます。すべての完了したジョブの情

報が画面左側に表示されます。[Reset] をクリックして、すべての情報をクリアするか、または既定値

にリセットします。 
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8. ツリーで、ジョブの 1 つをダブルクリックします。右側の該当するエリアに指定したジョブの Original Re

tention Date、Original Compression Type、Original Defer Compression dat

e が表示されます。 

9. ツリーで、1 つまたは複数のジョブを選択します。画面右側で、保持期間、圧縮タイプ、および延期の

圧縮日時を編集することができます。 

*注意: 同時に複数のジョブを実行することができますが、条件を満たすジョブに対してのみ、このツー

ルによってアクションが実行されます。ジョブ状態を表示するには、レポートを参照してください。 

 Month to Extend – フィールドに正の整数を入力し、[Update Retention Date] 

をクリックし、指定した月数分、元の保持期間を延期します。 

例えば、[Month to Extend] テキスト ボックスに 3 を入力します。このツールに表示され

ている Original Retention Date が Sat、13 Aug 2011 02:28:32 GMT の場

合、[Update Retention Date] ボタンをクリックすると、元の保持期間が 3 ヶ月後に延

期されます。新しい保持日時は Sun、13 Nov 2011 02:28:32 GMT です。 

*注意: 初めに保持期間が設定されていなければ、このツールによって実行されるアクションは

ありません。 

 New Compression Type – ドロップダウン ボックスから新しい圧縮タイプを選択して [U

pdate Compression Type] をクリックします。元の圧縮タイプが新しいタイプに置き換

えられます。 

o No – データは圧縮されません。 

o Fast – 圧縮時間は短くなりますが、圧縮率は低くなるため、データのサイズは小さく

なりません。 

o Best – データのサイズは小さくなりますが、圧縮時間は長くなります。 

*注意: 選択した新しい圧縮タイプが前のタイプと同であれば、ツールによって実行されるアク

ションはありません。 

 Delay Compression Until – フィールドに正の整数を入力し、[Update Defer Co

mpression] をクリックします。元の圧縮日時が指定した日数後に延期されます。 

例えば、[Delay Compression Until:] テキスト ボックスに 3 を入力します。 

o 圧縮設定が有効になっていないか、またはファイルが圧縮済みの場合、ツールによって

実行されるアクションはありません。 
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o 圧縮設定が有効になっているか、またはファイルが圧縮されていない場合、圧縮時間

は現在の時間から 3 日間後に再設定されます。 

10. 更新ジョブの進行状況がツール下部のバーに表示されます。 

11. すべての更新ジョブが完了したら、[Exit] をクリックしてこのツールを終了します。logs.txt ファイルお

よび reports.txt ファイルに、適宜、ジョブのログと詳細レポートを表示することができます。このファイ

ルは、ManagerToolDELLDXClient.exe ファイルと同じフォルダーにあります。 
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ManagerToolHCPClient 

このツールを使用して、HDS Hitachi Content Platform サーバーに保存されている DocAve アーカイバ 

データのプロパティ (Retention time、Hold、Shred、Index) を表示 / 更新します。 

環境要件 

 .NET Framework 3.5 以上 

ManagerToolHCPClient の使用 

このツールを使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve コントロール サーバーに …\AvePoint\DocAve6\Manager\Shared\Tools\HCP

Client に移動して、ファイル ManagerToolHCPClient.exe ファイルを探します。 

2. ManagerToolHCPClient.exe を右クリックし、[管理者として実行] を選択してツールを実行し

ます。 

3. [DocAve Control Service Host:] テキスト ボックスに DocAve コントロール サービスの ホス

ト名 または IP アドレス を入力します。 

4. [DocAve Control Service Port:] フィールドに DocAve コントロール サービス ポートを入力

します。既定の DocAve コントロール サービスのポートが 14000 です。 

5. [Username:] フィールドに DocAve にログインするユーザー名、[Password:] フィールドにとパ

スワードを入力します。 

6. [Component:] ドロップダウン ボックスからモジュールを選択します。既定では Archiver が選択

されています。 

7. [Load] をクリックして指定したモジュールのジョブ情報を読み込みます。すべての完了したジョブの情

報が画面左側に表示されます。[Reset] をクリックして、すべての情報をクリアまたは既定値にリセット

します。 

8. ツリーで、ジョブの 1 つをダブルクリックします。右側の該当するエリアに選択したジョブの詳細情報が表

示されます。 

9. ツリーで、1 つまたは複数のジョブを選択します。画面右側で以下の設定を編集することができます。 
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 Index – HDS Hitachi Content Platform サーバーにインデックス機能を有効にするか

どうかを選択します。この値に True を設定すると、インデックスを使用してアーカイブ済みデー

タの詳細メタデータを検索することができます。既定では、この機能が有効です。 

True を選択すると、機能が有効になります。False を選択すると、機能を無効にします。 

 Shred – HDS Hitachi Content Platform サーバーについて、この機能を有効にするか

どうかを選択します。既定では、この機能は無効です。 

o この値に True を設定して更新を実行すると、保持期間が終了すると、アーカイブ

済みのデータは完全に削除されます。削除されたデータはリストアできません。 

o この値に True に設定して更新を実行すると、後のジョブで、この値に False を設

定することはできません。 

True を選択すると、機能が有効になります。False を選択すると、機能を無効にします。 

 Month / Day / Hour to Extend – テキスト ボックスに正の整数を入力して、[Upd

ate] をクリックします。元の保持期間が指定した期間後に延期されます。 

このツールに表示されている元の保持期間 (Retention 列) は Thursday、19 Jan 2

012 02:28:32 GMT で、[Month to Extend] テキスト ボックスに 3 を入力して 

[Update] ボタンをクリックすると、元の保持期間が 3 ヶ月後に延期されます。新しい保持

期間は Thursday、19 Apr 2012 02:28:32 GMT です。 

*注意: 保持期間が設定されていなかった場合、ツールによって実行されるアクションはありま

せん。 

 Hold – Hold 機能を有効にして、データを保護します。データがホールドされると、エンド ユ

ーザーによる削除はできなくなり、保持ジョブはホールドされているデータに影響を与えません。

ホールドされているデータの保持期間を延長することはできません。 

True を選択すると、機能が有効になります。False を選択すると、機能を無効にします。 

10.  [Update] をクリックして更新ジョブを実行します。更新ジョブの状態がこのツールの下部に表示され

ます。 

すべての更新ジョブが完了したら、[Report] ボタンをクリックしてジョブの要約レポートを表示するか、または 

[Show Details] ボタンをクリックしてジョブの詳細を表示します。  をクリックして終了します。  
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AgentToolSP2010MoveStub 

AgentToolSP2010MoveStub ツールは次の 3 つの目的に使用されます。 

 MoveSPSite ─ サイト コレクションを、保存されている移動元のコンテンツ データベースから他のコ

ンテンツ データベースに移動します。そして、元のスタブ データベースに保存されているスタブ情報を、移

動先コンテンツ データベースのスタブ データベースに移動します。 

 MoveStub ─ 元のスタブ データベースに保存されているスタブ情報を、該当するサイト コレクション

が保存されている指定したコンテンツ データベースのスタブ データベースに移動します。 

SharePoint STSADM 操作の Mergecontentdbs、または Windows PowerShell コマンド

レットの Move-SPSite を使用して、サイト コレクションを他のコンテンツ データベースに移動した後

に、このコマンドを使用します。 

 ChangeStubDB ─ 指定した SharePoint オブジェクトのスタブ データベースを変更して、古いス

タブ データベースからすべての関連するスタブ情報を新しいスタブ データベースに移動します。 

AgentToolSP2010MoveStub ツールの実行 

AgentToolSP2010MoveStub ツールは、データベースに直接アクセスします。そのため、必要な権限を持つ

アカウントのみがこのツールを実行することができます。必要な権限の詳細については、以下の説明を参照してく

ださい。 

 ローカル システム権限:ローカルの 管理者 グループのメンバー 

 SharePoint 権限: 

o ユーザーは、ファーム管理者グループのメンバーです。管理センターは、ファーム間、そして Sha

rePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、最適かつ最も完全な品質のサ

ービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

o Web アプリケーション用のユーザー ポリシーを通してすべての Web アプリケーションのすべての

ゾーンへのフル コントロール権限 

 SQL 権限: 

o コンテンツ データベース、スタブ データベース、SharePoint 構成データベースおよび全体管

理コンテンツ データベースを含む SharePoint に関連するすべてのデータベース用の db_o

wner データベース ロール 
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o 該当する SQL Server 用の dbcreator データベース ロールです。この権限が必要になる

のは、ChangeStubDB コマンドを使用し、入力した新しいスタブ データベースが指定した 

SQL Server に存在しない場合のみです。 

このツールを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. …\AvePoint\DocAve6\Agent\bin に移動して、AgentToolSP2010MoveStub.exe 

ファイルを探します。 

2. このツールをダブルクリックして実行します。コマンド ライン インターフェイス (CLI) が表示されます。 

3. 要件に従って、CLI にコマンドを入力します。 

 ─MoveSPSite ─ このコマンドを入力し、サイト コレクションが保存されている移動元のコ

ンテンツ データベースから他のコンテンツ データベースに移動し、移動元のスタブ データベース

に保存されているスタブ情報を、移動先コンテンツ データベースのスタブ データベースに移動し

ます。これを実行すると、該当するサイト コレクションが指定したコンテンツ データベースに移さ

れた後に、SharePoint からすべてのスタブにアクセスすることができ、DocAve および Shar

ePoint でアクションを実行することができます。─MoveSPSite コマンドを入力して Enter 

を押します。ツール インターフェイスのポップアップ メッセージに従って、以下のコマンドを入力し

ます。 

-MoveSPSite [Site Collection URL] [DestinationDatabaseName] [So

urceRbsProvider]<オプション> [DestinationRbsProvider]<オプション> 

例えば、-MoveSPSite http://avepoint/sites/docave DestinationStubDB また

は -MoveSPSite http://avepoint/sites/docave DestinationStubDB SP201

0RBSProvider SP2010RBSProvider 

o Site Collection URL ─ 指定したコンテンツ データベースに移動するサイト コレ

クションの完全な URL です。 

o DestinationDatabaseName ─ 指定したサイト コレクションの移動先データ

ベース名です。 

o SourceRbsProvider (オプション) ─ 指定したサイト コレクションの移動元コン

テンツ データベースの RBS を有効にする場合に使用します。移動元のデータベース

を使用する RBS プロバイダを入力します。ここには SP2010RBSProvider のみ

入力します。入力した値の大文字と小文字は区別されます。 

o DestinationRbsProvider (オプション) ─ 指定したサイト コレクションの移動

先コンテンツ データベースの RBS を有効にする場合に使用します。移動先データベ
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ースを使用する RBS プロバイダを入力します。ここには SP2010RBSProvider 

のみ入力します。入力した値の大文字と小文字は区別されます。 

 ─MoveStub ─ このコマンドを入力し、移動元のスタブ データベースに保存されているスタ

ブ情報を、該当するサイト コレクションが保存されている指定したコンテンツ データベースのスタ

ブ データベースに移動します。これを実行すると、該当するサイト コレクションが新しいコンテン

ツ データベースに移された後に、SharePoint からすべての古いスタブにアクセスすることができ、

DocAve および SharePoint でアクションを実行することができます。─MoveStub コマン

ドを入力して Enter を押します。ツール インターフェイスのポップアップ メッセージに従って、以

下のパラメータを構成します。 

o Site Collection URL ─ 他のコンテンツ データベースに移動したサイト コレクショ

ンの完全な URL を入力します。 

o Original Content Database Name ─ サイト コレクションが保存されている

移動元のコンテンツ データベース名を入力します。 

 ─ChangeStubDB ─ このコマンドを入力し、指定した SharePoint オブジェクトのスタブ 

データベースを変更して、すべての関連するスタブ情報を古いスタブ データベースから新しい ス

タブ データベースに移動します。該当する SharePoint オブジェクトのスタブ データベースを

変更した後に、SharePoint からすべての古いスタブにアクセスすることができ、DocAve およ

び SharePoint でアクションを実行することができます。─ChangeStubDB コマンドを入

力して Enter を押します。ツール インターフェイスのポップアップ メッセージに従って、以下のパ

ラメータを構成します。 

o Change stub database mode ─ スタブ データベースを変更するモードを入

力します。0 を入力すると、古いスタブ データベースの既存データを新しいデータベー

スへコピーせずに、スタブ データベースを変更します。1 を入力すると、スタブ データベ

ースを変更して古いスタブ データベースの既存データを新しいデータベースにコピーしま

す。1 を入力する必要があるのは、スタブ データベースを変更した後に、すべての古い

スタブに引き続きアクセスできるようにし、これらのスタブに対してアクションを実行したい

場合です。 

o WebApplication URLs ─ コンテンツ データベースのスタブ データベースを変更

する Web アプリケーションの完全な URL を入力します。複数の Web アプリケーシ

ョン URL をスペースで区切って入力することができます。アスタリスク (*) は指定した

ファーム内のすべての Web アプリケーションを意味します。* を入力すると、すべての 

Web アプリケーションのコンテンツ データベースのスタブ データベースが、指定したスタ

ブ データベースに変更されます。 
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o Content database names ─ WebApplication URLs コマンドを使用

して、指定した Web アプリケーションに関連付けられているコンテンツ データベース名

を入力します。これらのコンテンツ データベースのスタブ データベースが変更されます。

複数のデータベース名をスペースで区切って入力することができます。アスタリスク (*) 

は指定した Web アプリケーションのすべてのコンテンツ データベースを意味します。 

o Destination SQL Server instance ─ 新しいスタブ データベースが保存さ

れる SQL Server インスタンスの名前 / IP アドレスを入力します。 

o SQL Server authentication mode ─ SQL Server インスタンスにアクセ

スするために使用する認証モードを指定します。値 0 は Windows Authentic

ation モード、値 1 は SQL Authentication モードを意味します。SQL Aut

hentication モードを使用すると、SQL インスタンスにアクセスするために使用する

ユーザー名およびパスワードを入力する必要があります。 

o Stub database name ─ 新しいスタブ データベース名を入力します。指定した

スタブ データベースが存在しない場合、移動操作の際に、このスタブ データベースが

指定した SQL Server インスタンスに自動的に作成されます。 

*注意: データベース名の大文字と小文字は区別されません。 

4. すべての必要なパラメータの構成が終了したら、Enter を押してコマンドを実行します。 

5. 構成終了後にツールを終了するには、インターフェイスに表示される指示に従ってください。または exit 

を入力し、Enter を押して終了することもできます。このツールを続けて使用する場合は、いずれかの

キー (Enter と Q を除く) を押して他のコマンドを入力します。 
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AgentToolSP2010eDiscoveryMapping 

AgentToolSP2010eDiscoveryMapping ツールを使用して、クロール プロパティを指定した列の管理プロ

パティにマッピングし、カスタム メタデータ フィルター ルールを SharePoint 高度検索条件で有効にするために、

プロパティ マッピングをコンプライアンス データベースに保存します。 

*注意: このツールは SharePoint 2010 のみサポートします。 

AgentToolSP2010eDiscoveryMapping ツールの実行  

以下の手順に従って、AgentToolSP2010eDiscoveryMapping ツールを実行します。 

1. …\AvePoint\DocAve6\Agent\bin に移動して、AgentToolSP2010eDiscoveryMap

ping.exe ファイルを探します。 

2. このツールを右クリックし、[管理者として実行] を選択して実行します。AgentToolSP2010eDisco

veryMapping インターフェイスが表示されます。 

3. AgentToolSP2010eDiscoveryMapping インターフェイスで以下の設定を構成します。 

a. 列を選択します。以下の手順に従って、マッピングする列を探します。 

 Web アプリケーション ─ ドロップダウン リストから Web アプリケーションを選択します。

指定した Web アプリケーション内のすべてのサイト コレクションがサイト コレクション ドロッ

プダウン リストに読み込まれます。 

 サイト コレクション ─ ドロップダウン リストからサイト コレクションを選択します。指定した

サイト コレクション内のすべてのサイトがサイト ドロップダウン リストに読み込まれます。 

 サイト ─ ドロップダウン リストからサイトを選択します。指定したサイト内のすべてのサイト

列が列タイトル ドロップダウン リストに読み込まれます。 

 列タイトル ─ ドロップダウン リストから列を選択します。 

b. 選択した列の現在のバージョンのクロール プロパティまたは過去のバージョンのクロール プロパティを

マッピングするには、インターフェイスの右側の該当するチェックボックスをオンにします。 

c. [有効化] をクリックしてマッピングを開始します。マッピング ステータスが列マッピング フィールドに表

示されます。 
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 はい の場合、指定した列の現在のバージョンまたは過去のバージョンのクロール プロパテ

ィのマッピングが成功し、コンプライアンス データベースに保存されたことを意味します。 

 いいえ の場合は、指定した列の現在のバージョンまたは過去のバージョンのクロール プロ

パティのマッピングが失敗したか、またはコンプライアンス データベースに保存されなかったこ

とを意味します。 

*注意: このツールを実行してカスタム メタデータ フィルター ルールを有効にした後に、マッピングされた列がある 

Web アプリケーションのフル クロールを実行する必要があります。 

AgentToolSP2010Connector 

AgentToolSP2010Connector ツールを使用して、コネクタ ドキュメント バージョンを DocAve 6.0 (D

ocAve 6.0、6.0.1、および 6.0.2 を含む) から DocAve 6 Service Pack 1 以上のバージョンにアップグ

レードします。  

コネクタ ライブラリに保存されているドキュメントの場合、ドキュメント バージョンの実際のファイルは、接続されて

いるストレージ パスの .fsdl という隠しフォルダーに保存されます。AgentToolSP2010Connector ツー

ルは、ドキュメント バージョンのファイルのみをアップグレードします。コネクタ ライブラリにリンクされたバージョンはア

ップグレードしません。 

コネクタ ライブラリに保存されているドキュメントが過去のバージョンを含む場合、次からの変更が DocAve 6 S

ervice Pack 1 以上のバージョンのスタブ データベースに保存されるため、このツールを実行し、ドキュメント バ

ージョンをアップグレードする必要があります。 

DocAve 6 Service Pack 1 (およびこれ以降のバージョン) より前のバージョンでは、ストレージ パスの 1 つ

のドキュメント バージョンがスタブ データベースに複数のレコードを持っている可能性があります。ただし、DocAv

e 6 Service Pack 1 以降のバージョンでは、ストレージ パス内の 1 つのドキュメント バージョンは、スタブ デ

ータベース内にレコードを 1 つだけ持つようになります。 

このツールは、ストレージ パスのドキュメント バージョンのコピーを作成し、ドキュメント バージョンとスタブ データベ

ースのレコードの関係が 1 対 1 のマッピングになるようにします。 

DocAve 6.0 から DocAve 6 Service Pack 1 以降のバージョンにアップグレードした後に、古いドキュメン

ト バージョンを問題なく開くすることができます。  
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コネクタ ライブラリに保存されているドキュメントに過去のバージョンがない場合、このツールを実行する必要はあ

りません。 

このツールを使用する前に、BLOB プロバイダと EBS/RBS 設定が適切に構成され、コネクタ ソリューションが

適切に展開されていることを確認してください。 

*注意: このツールを実行するアカウントは、エージェント アカウントと同じ権限を持っていなければなりません。 

AgentToolSP2010Connector の実行 

既定では、AgentToolSP2010Connector.exe ファイルは、エージェントのインストール パス …\AveP

oint\DocAve6\Agent\bin にあります。以下の手順に従って、このツールを実行します。 

1. AgentToolSP2010Connector.exe ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択しま

す。 

2. コマンド ライン インターフェイスで、以下のように AgentToolSP2010Connector.exe ファイルの場

所を入力し、 Enter を押します。 

 

 図 10: AgentToolSP2010Connector ツールの場所 

3. 以下のコマンドを入力して、AgentToolSP2010Connector ツールのヘルプ情報を取得します。 

AgentToolSP2010Connector.exe –help 

上記のコマンドを入力した後に、このツールのコマンド、コマンド パラメータ、例などがコマンド ライン イン

ターフェイスに表示されます。 
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 図 11: AgentToolSP2010Connector ツールのヘルプ情報 

4. 以下のコマンドを使用して、ドキュメント バージョンをアップグレードします。 

AgentToolSP2010Connector.exe –o <operation> [<parameters>] 

 コマンド内の <operation> を UpgradeVersion に変更し、他のパラメータを入力せ

ずに、DocAve 6.0 から DocAve 6 Service Pack 1 以上のバージョンの SharePoint 

ファーム内のすべてのコネクタ ライブラリのドキュメント バージョンをアップグレードします。 

コマンド: AgentToolSP2010Connector.exe –o UpgradeVersion 

 このコマンドにパラメータを入力して、SharePoint 範囲を指定することができます。範囲を指

定すると、指定した範囲内のコネクタ ライブラリのドキュメント バージョンのみがアップグレードさ

れます。 

サポートされている SharePoint 範囲は、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、

ライブラリです。パラメータの値として、サポートされている範囲の絶対 URL を入力します。 

例: 

AgentToolSP2010Connector.exe –o UpgradeVersion –url http://host

name/sites/test  

*注意: パラメータの値にスペースが含まれる場合は、二重引用符でパラメータの値を囲みま

す。 
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ジョブ状態の確認 

このツールを使用して、アップグレード ジョブを実行した後に、既定のエージェント インストール パス …\AvePoi

nt\DocAve6\Agent\Logs\Connector に作成された要約レポートおよび詳細レポートからジョブ状態を

確認することができます。 

アップグレードに失敗したバージョンがある場合、詳細レポートで原因を詳しく確認することができます。 

 

 

図 12: ジョブ レポート 
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AgentToolSP2010OrphanStubClean 

AgentToolSP2010OrphanStubClean ツールを使用して、SharePoint 2010 環境に存在してい

る孤立したスタブを検索して整理することができます。 

孤立したスタブは、実コンテンツが削除されているスタブ、または実コンテンツに接続できないスタブです。 

このツールを使用して次の 2 つの機能を実行することができます。 

 SharePoint 2010 環境の孤立したスタブを検索して、孤立したスタブ レポートを作成します。 

 前述の機能で作成された孤立したスタブ レポートに従って、孤立したスタブを整理します。 

*注意: このツールを実行するアカウントは、エージェント アカウントと同じ権限を持っていなければなりません。 

孤立したスタブの検索 

以下の手順に従って、SharePoint 環境の孤立したスタブを検索します。 

1. 既定では、AgentToolSP2010OrphanStubClean.exe ファイルは、エージェントのインストー

ル パス …\AvePoint\DocAve6\Agent\bin にあります。この場所に移動します。 

2. AgentToolSP2010OrphanStubClean.exe ファイルをダブルクリックして、このツールを実行し

ます。 

3. 以下のコマンドを入力して、SharePoint 環境の孤立したスタブを検索して、孤立したスタブ レポート

を作成します。 

 DocAve ストレージ最適化モジュールを使用するためにお使いの環境で RBS を有効にする

場合は、RBSOrphanCleanUp コマンドを使用します。 

RBSOrphanCleanUp -WebApp http://hostname/ -ContentDB WSS_Co

ntent -SiteCollection http://hostname/sites/test -Action Report -File C:

\OrphanStubReport.csv -AfterTime 2012-1-1 

 DocAve ストレージ最適化モジュールを使用するために EBS を有効にする場合は、EBSOr

phanCleanUp コマンドを使用します。 
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EBSOrphanCleanUp -WebApp http://hostname/ -ContentDB WSS Con

tent -SiteCollection http://hostname/sites/test -Action Report -File C:

\OrphanStubReport.csv -AfterTime 2012-1-1 

次の表で各パラメータの詳細を説明します。 

パラメータ  タイプ  説明  

-WebApp  必須 孤立したスタブを検索または削除する Web アプリケー

ションの URL です。 

-ContentDB  オプション 孤立したスタブが存在しているコンテンツ データベース

の名前です。 

オプション パラメータです。このパラメータを使用する場

合、指定したコンテンツ データベースのみが検索されま

す。このパラメータを使用しない場合、Web アプリケー

ション全体が検索されます。 

-SiteCollection  オプション 孤立したスタブを検索または削除するサイト コレクショ

ンの URL です。 

オプション パラメータです。このパラメータを使用する場

合、指定したサイト コレクションのみが検索されます。こ

のパラメータを使用しない場合、Web アプリケーション

全体が検索されます。 

-Action  必須 孤立したスタブ レポートを作成し、コマンドで見つかった

孤立したスタブを表示します。 

このパラメータの値は Report です。 

-File  必須 孤立したスタブ レポートを保存する完全パスです。この

パスは、レポート ファイル名まで正確に指定する必要

があります。例: C:\OrphanStubReport.csv 

レポート ファイルがなければ、自動的に作成されます。

指定した場所に同じ名前のファイルが存在している場

合、新規作成されたレポート ファイルha既存のファイル
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パラメータ  タイプ  説明  

を上書きします。 

*注意: このコマンドは .csv 形式のレポート ファイル

のみサポートします。 

-AfterTime 必須 指定した日付以降に作成された孤立したスタブのみが

検索されます。日付は YYYY-MM-DD の形式で指

定します。 

Y は年、M は月、D は日を意味します。 

4. Enter を押してツールを実行します。 

5. 検索ジョブが完了すると、コマンドに指定した場所の孤立したスタブ レポートを確認することができます。 

孤立したスタブの整理 

以下の手順に従って、孤立したスタブの検索 で見つかった孤立したスタブを整理します。 

1. 以下のコマンドを入力して、孤立したスタブを整理します。 

OrphanCleanUp -Action Clean -File C:\OrphanStubReport.csv 

2. 次の表で各パラメータの詳細を説明します。 

パラメータ  タイプ  説明  

-Action 必須  孤立したスタブを整理します。パラメータの値は Clean で

す。 

-File 必須 孤立したスタブ レポートが存在している完全パスです。 

このパスは、レポート ファイル名まで正確に指定する必要が

あります。例: C:\OrphanStubReport.csv 

3. Enter を押してツールを実行します。ジョブが完了すると、指定した孤立したスタブ レポートに記録さ

れた孤立したスタブが、SharePoint 環境から削除されます。 
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SP2010ReplicatorAnalyzer 

SP2010ReplicatorAnalyzer ツールは、DocAve6_ReplicatorDatabase から失敗したジョブのプロファ

イル設定の構成を削除します。プロファイル設定の構成を削除した後に、増分レプリケーションを正常に実行す

ることができます。 

レプリケーター ジョブの完了または失敗を問わず、ジョブのプロセス中 DocAve6_ReplicatorDatabase にプ

ロファイル設定のマッピングが作成されます。失敗したレプリケーター ジョブの後に増分レプリケーションを実行する

と、増分レプリケー ションのプロファイル設定の構成が前回の失敗したレプリケーションと比較されます。すべての

設定、コンテンツ タイプ、列、および他の構成が同じであるため、この増分レプリケーションはスキップされ、コンテ

ンツがレプリケートされません。ただし、前回のジョブが失敗しているため、該当するコンテンツはレプリケート先に

存在しません。このツールを使用すると、失敗したジョブから無効なプロファイル設定の構成を削除するため、増

分レプリケーションを正常に実行することができます。 

SP2010ReplicatorAnalyzer の実行  

既定では、SP2010ReplicatorAnalyzer.exe ファイルはエージェントのインストール パス …\AvePoin

t\DocAve6\Agent\bin にあります。このツールを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve エージェント アカウントを使用してこのツールを実行します。ファイル SP2010Replicator

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

2. コマンド ライン インターフェイスに、SP2010ReplicatorAnalyzer.exe ファイルを見つけるために

以下のコマンドを入力し、Enter を押します。 

 

図 13: SP2010ReplicatorAnalyzer ツールの場所 

3. 以下のコマンドを入力し、指定した条件に従って構成を削除します。コマンドの形式: SP2010Repl

icatorAnalyzer –type CMD –data DeleteDirtyDesign –mappingid [Mapping

ID] –itemid [ItemID] –designType [DesignType] 
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 SP2010ReplicatorAnalyzer – SP2010ReplicatorAnalyzer ツールを実行し

ます。 

 -type CMD – CMD コマンドでこのツールを実行します。 

 -data DeleteDirtyDesign – 構成を削除する機能を有効にします。 

 -mappingid[MappingID] – 指定したマッピング ID に従って構成を取得します。[Ma

ppingID] を入力する必要があります。以下の手順で、指定したジョブのマッピング ID を見

つけます。 

a. DocAve マネージャーで、[ジョブ モニター] をクリックしてインターフェイスに移動しま

す。 

b. ジョブ モニター インターフェイスで、ジョブを選択し、リボンの [マッピングの表示] をクリ

ックします。マッピングの表示 タブが表示されます。 

c. ジョブ ID 列の  _   の後の文字列がマッピング ID です。例えば、ジョブ ID は RP

20120830041514729574_2db64471-d275-4746-88c4-89d17

bec612a です。マッピング ID は 2db64471-d275-4746-88c4-89d17

bec612a です。 

 -itemid[ItemID] (オプション) – 指定したアイテム ID に従って構成をフィルターします。

アイテム ID (Item ID) は SharePoint オブジェクトの ID で、SharePoint コンテンツ デ

ータベースにあります。 

 -designType[DesignType] (オプション) – 指定したデザイン タイプに従って構成をさ

らにフィルターします。デザイン タイプ (Design Type) は構成のタイプです。マッピング内の指

定した Design Type の構成を削除するには、弊社技術担当にお問い合わせいただき、De

sign Type を取得されることを強くお勧めします。 

 

図 14: SP2010ReplicatorAnalyzer.exe 実行の例 
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*注意: マッピング ID だけを条件に設定する場合は、次のようにコマンドを入力します: SP2010R

eplicatorAnalyzer –type CMD –data DeleteDirtyDesign –mappingid 2db64

471-d275-4746-88c4-89d17bec612a 

4. Enter を押してツールを実行し、失敗したジョブの構成を削除します。 
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DocAve 移行ツール 

DocAve 移行ツールは主に、移行元のデータをスキャンし、参照用のスキャン レポートを作成し、DocAve 移

行ジョブ用のセキュリティ マッピングを設定します。 

移行ツールを使用して、Notes/Domino、eRoom、ファイル システム、Exchange パブリック フォルダー、Li

velink の移行元のデータをスキャンすることができます。それぞれの移行元に対してこのツールの使用する方法

については、該当するセクションを参照してください。  

DocAve 移行ツールへのアクセス 

DocAve 移行ツールにアクセスして、ツールの機能を使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. DocAve エージェント インストール ディレクトリの …\AvePoint\DocAve5\Agent\bin に移動し

ます。 

2. MigratorTool.exe をダブルクリックしてこのツールを起動します。メイン インターフェイスが表示され

ます。 

ファイル システム移行  

移行ツールのメイン インターフェイスで、[DocAve ファイル システム移行 for SharePoint] チェックボック

スをオンにして [次へ] をクリックして起動します。ファイル システム移行の場合、移行ツールを使用して以下の

操作を行います。 

 ネット シェア テスト – ネットシェア パスへの接続をテストします。 

 ファイル エクスプローラ – 権限とプロパティのファイル情報を表示します。 

 ファイル移行テスト – 移行元データをスキャンするテスト移行ジョブを実行します。 

 セキュリティ マッピング – ドメイン マッピング、グループ マッピング、ユーザー マッピングを構成して、Doc

Ave ファイル システム移行に使用される XML ファイルを作成します。 

ネット シェア テスト 

以下の手順に従って、ネットシェア パスへの接続をテストします。 
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1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve ファイル システム移行 for SharePoint] > [ネット シェ

ア テスト] に移動します。 

2. 以下の設定を構成します。 

a. ユーザー名 と ネットワーク パスワード – 接続のためのユーザー名と該当するパスワードを入

力します。 

b. パス – ネットシェア パスを入力します。 

3. [接続を開く] をクリックして指定したパスで接続を開始します。 

4. テストを終了したら、[接続を切断する] をクリックして接続を切断します。 

ファイル エクスプローラ 

以下の手順に従って、権限とプロパティのファイル情報を表示します。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve ファイル システム移行 for SharePoint] > [ファイル 

エクスプローラ] に移動します。 

2. ローカル マシンのディスクが左側に表示されます。ノードをクリックしてデータ ツリーを展開し、特定のフォ

ルダーを探します。このフォルダーに含まれるファイルが右側に表示されます。名前、サイズ、更新日時、

場所の情報が含れます。 

3. 表示したいファイルを選択します。権限とプロパティの情報が [権限] と [詳細] エリアに表示されます。 

ファイル移行テスト 

以下の手順に従って、指定した移行元コンテンツのテスト移行ジョブを実行します。ファイル移行テスト機能は 

DocAve の テスト実行 機能と同じです。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve ファイル システム移行 for SharePoint] > [ファイル移

行テスト] に移動します。 

2. メニュー バーの [ジョブ] をクリックし、 [新しいジョブ] を選択して新しいテスト ジョブを作成します。 

3. メニュー バーの [コンテンツ] をクリックして移行元コンテンツを指定します。 

 [フォルダーを参照] をクリックして単一フォルダーを選択します。そのフォルダー内のファイルが

移行元コンテンツです。 
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 複数フォルダーを選択する場合は、[複数フォルダをブラウザ] をクリックします。それらのフォル

ダー内のファイルが移行元コンテンツです。 

 [ネットワーク ドライブ] をクリックし、場所、ドメイン、ユーザー名、該当するパスワードを入力

して場所を指定します。 

移行元コンテンツを指定すると、フォルダー パスまたはネットシェア パスがメッセージ エリアに表示されま

す。 

4. ファイル / フォルダー名が SharePoint URL 制限を超えるかどうかをテストするには、以下の設定を

構成します。テストを実行しない場合、この手順をスキップし、次の手順に進みます。 

 SharePoint URL – 移行元コンテンツの移行先 URL を入力します。 

 SharePoint URL、ファイル名、フォルダ名の最大文字数を構成します。 

5. 指定した移行元コンテンツをフィルターするには、以下のフィルター設定を構成します。フィルターを実行

しない場合、この手順をスキップし、次の手順に進みます。 

 ファイル フィルタ – テキスト ボックスに入力したファイル フィルター ルールのファイル名と拡張

名に従って、ファイルをフィルターします。 

o  を使用して、ファイル フィルター ルールに一致するファイルを含めます。   を使用

して、ファイル フィルター ルールに一致するファイルを除外します。アイコンをクリックする

と、アイコンが変わります。 

o ファイル フィルター ルールの例: file.* はファイル名が file のファイルをです。*.doc 

は拡張子が doc のファイルです。file.doc は特定のファイルです。 

 ファイル サイズ – ファイル サイズに従ってファイルをフィルターします。[ファイル サイズ] チェック

ボックスをオンにして、ファイル サイズ フィルターを使用します。 

o 条件を選択します。[次の値以上] を選択すると、指定したサイズより大きいサイズの

ファイルを含めます。[次の値以下] を選択すると、指定したサイズより小さいサイズの

ファイルを含めます。 

o ファイル サイズと単位を指定します。テキスト ボックスにファイル サイズを入力し、KB、

MB、GB から単位を選択します。 

 ファイル時刻の範囲 – 最終更新日時に従ってファイルをフィルターします。[期間] チェックボッ

クスをオンにして、ファイルの期間のフィルターを使用します。 

o 条件を選択します。[次の日付以前] は指定した日時前に最終更新されたファイル

を含めます。[開始時刻…終了時刻] を選択すると、指定した期間内に最終更新
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されたファイルを含めます。[次の値より後] を選択すると、指定した日時以降に最終

更新されたファイルを含めます。 

 カスタマイズされたメタデータ – メタデータに従ってファイルをフィルターします。[カスタマイズ

されたメタデータ] チェックボックスをオンにすると、カスタマイズされたメタデータ フィルターを使

用します。 

a. [フィールド] テキスト ボックスにプロパティ名を入力します。 

b. [種類] ドロップダウン ボックスからプロパティの種類を選択します。各種類について、

それぞれの条件を使用します。 

c. 使用する条件を指定します。 

[次の値を含む] を選択すると、入力した値がプロパティ値に含まれるファイルがフィル

ター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

[次の値と完全一致] を選択すると、プロパティ値が入力した値と完全に一致するフ

ァイルがフィルター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

[次の値で始まる] を選択すると、プロパティ値が入力した値で始まるファイルがフィル

ター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

[次の値で終わる] を選択すると、プロパティ値が入力した値で終わるファイルがフィル

ター ルールに一致し、そのファイルが含めます。 

d. [値] テキスト ボックスに値を入力します。 

フィルター設定を構成した後、[設定] をクリックして設定を保存すると、フィルター設定がメッセージ エリ

アに表示されます。[リセット] をクリックして設定をクリアするか、または、[キャンセル] をクリックしてフィ

ルター設定をキャンセルします。 

6. メニュー バーの [ジョブ] をクリックして [ジョブを実行] を選択すると、ただちにテスト ジョブを実行しま

す。[ジョブを保存] をクリックして、テスト ジョブを保存することもできます。そのジョブを開くには、[既存

ジョブを開く] をクリックします。 

7. [ジョブを実行] をクリックすると、テスト ジョブが開始します。詳細情報がメッセージ エリアに表示され

ます。ジョブ レポートを保存するには、メニュー バーの [レポート] をクリックして [レポートを保存] を

選択して、レポートをローカル ディスクに保存します。 
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セキュリティ マッピング 

以下の手順に従って、ドメイン マッピング、グループ マッピング、ユーザー マッピングを構成します。DocAve ファ

イル システム移行に使用されるマッピング設定の XML ファイルを作成できます。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve ファイル システム移行 for SharePoint] > [セキュリテ

ィ マッピング] に移動します。マッピング構成ウィンドウが表示されます。 

2. ドメイン / グループ / ユーザー マッピングを使用するには、LDAP (ライトウェイト ディレクトリ アクセス 

プロトコル) 設定を構成します。トップの [LDAP 設定] をクリックすると、LDAP 設定のウィンドウが表

示されます。 

3. LDAP 構成エリアで、移行元ドメイン / 移行先ドメイン オプションを選択して、以下の設定を構成し

ます。 

 LDAP パス – ドメイン コントローラがインストールされているサーバーの IP アドレスまたはホス

ト名を入力します。 

 LDAP ユーザー名 と LDAP パスワード – 情報を指定します。 

4. [送信] をクリックして LDAP 設定を送信します。ドメイン情報が移行先ドメイン / 移行元ドメイン リ

ストに表示されます。 

5. 移行元ドメインと移行先ドメインの LDAP 設定を構成した後に [保存して閉じる] をクリックすると、

設定を保存し、マッピング構成ウィンドウに戻ります。 

6. 指定したドメインが移行元ドメイン / 移行先ドメイン フィールドに表示されます。以下のようにマッピング

を構成します。 

a. ドメイン マッピング – 移行元ドメイン リストから移行元ドメインを選択し、移行先ドメイン リ

ストから移行先ドメインを選択して、  をクリックしてドメイン マッピングをドメイン マッピ

ング リストに追加します。  をクリックすると、選択したドメイン マッピングをキャンセルし

ます。 

b. グループ マッピング – 移行元ドメインを選択して [移行元グループ フィルタ] タブをクリック

し、移行元グループ リストに表示されるグループをフィルターします。移行先ドメインを選択し

て [移行先グループ フィルタ] タブをクリックし、移行先グループ リストに表示されるグループ

をフィルターします。  

 移行元/移行先グループ フィルタ –グループ名でグループをフィルターすることができ

ます。[すべて] の場合、すべてのグループを表示します。[次の文字で始まる] は入

力した値で始まる名前のグループを表示します。[次の値を含む] は入力した値を含
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む名前のグループを表示します。[Regex を使う] は正規表現に一致する名前の

グループを表示します。 

移行元グループ リストから移行元グループを選択し、移行先グループ リストから移行先グル

ープを選択して、  をクリックしてグループ マッピングをグループ マッピング リストに追加

します。  をクリックすると、選択したグループ マッピングをキャンセルします。 

c. ユーザー マッピング – 移行元ユーザーを選択して [移行元ユーザー フィルタ] タブをクリッ

クし、移行元ユーザー リストに表示されるユーザーをフィルターします。移行先ユーザーを選択

して [移行先ユーザー フィルタ] タブをクリックし、移行先ユーザー リストに表示されるユーザ

ーをフィルターします。  

 移行元/移行先ユーザー フィルタ – ユーザーのログイン名、名、姓、表示名でユー

ザーをフィルターします。[すべて] の場合、すべてのユーザーを表示します。[次の文

字で始まる] は入力した値で始まる名前のユーザーを表示します。[次の値を含む] 

は入力した値を含む名前のユーザーを表示します。[Regex を使う] は正規表現

に一致する名前のユーザーを表示します。 

移行元ユーザー リストから移行元ユーザーを選択し、移行先ユーザー リストから移行先ユー

ザーを選択して、  をクリックしてユーザー マッピングをユーザー マッピング リストに追加し

ます。  をクリックすると、選択したユーザー マッピングをキャンセルします。 

7. マッピングの構成が終了したら、[XML ファイルへマッピングを保存] をクリックしてマッピング設定を …

\AvePoint\DocAve6\Agent\data ディレクトリの SecurityMapping.xml ファイルに保存

します。XML ファイルを DocAve にアップロードしてマッピング設定を適用することができます。 

DocAve パブリック フォルダー移行 for SharePoint  

移行ツールのメイン インターフェイスで、[DocAve パブリック フォルダ移行 for SharePoint] チェックボッ

クスをオンにして、[次へ] をクリックして起動します。DocAve パブリック フォルダー移行 for SharePoint では、

EPF スキャン ツール を使用して、移行元コンテンツをスキャンしてカスタム レポートを作成し、情報を表示する

ことができます。以下の手順に従って、Exchange パブリック フォルダー接続を構成し、表示される情報をカス

タマイズし、指定した移行元コンテンツをスキャンし、レポートを表示します。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve パブリック フォルダ移行 for SharePoint] > [EPF ス

キャン ツール] に移動します。EPF 分析ウィンドウが表示されます。 

2. Exchange パブリック フォルダー接続を構成します。 
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a. アクセス方法 – Exchange サーバーに従って、アクセス方法を選択します。 

 Exchange サーバー 2000/2003/2007 を使用する場合、WebDAV を選択

します。 

 Exchange サーバー  2007/2010 を使用する場合、Web サービス を選択しま

す。 

Exchange サーバー  2007 の場合、WebDAV と Web サービス の両方とも適用可

能です。 

b. ユーザー名 と パスワード – ユーザー名 (ドメイン\ユーザー名) と Exchange パブリック フ

ォルダーにアクセスするパスワードを入力します。すべてのデータを読み込み、そのデータに対し

て操作を実行するために必要な権限を持つ管理者をここで指定することをお勧めします。 

c. Exchange URL – エージェントがアクセスする Exchange パブリック フォルダーの URL 

を入力します。 

3. 接続の構成が終了したら、[読み込み] をクリックして接続を確認し、移行元コンテンツを読み込みま

す。[プロファイルとして保存] をクリックして、プロファイル名を入力して接続構成を保存することができ

ます。 

4. パブリック フォルダーのノードがデータ ツリーに表示されます。データ ツリーを展開して移行元コンテンツを

選択します。 

5. [オプション] をクリックしてレポートに表示する情報をカスタマイズすることができます。フォルダー レベル

について、以下の条件を構成します。 

 指定した値を超えるアイテム数を含むフォルダーの情報を表示するには、[アイテム数が … 

を超える] チェックボックスをオンにして数値を設定します。既定のアイテム数は 2000 です。 

 完全パスに指定したレベルを超えるフォルダー構造のフォルダーの情報を表示するには、[完

全パスが … レベルを超える] チェックボックスをオンにして数値を設定します。既定のレベル

数は 15 です。 

 完全パスが指定した文字数を超えるフォルダーの情報を表示するには、[完全パスの文字が 

… を超える] チェックボックスをオンにして数値を設定します。既定の文字数は 200 です。 

 フォルダー パスに禁則文字を含むフォルダーの情報を表示するには、[パスが禁則文字を含

む] チェックボックスをオンにして数値を設定します。禁則文字は、/, :, ?, <, >, |, &, ~, 

#, %, {, }, *, ., “, ‘, \ です。 
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アイテム レベルについて、以下の条件を構成します。設定する条件に一致するアイテムの情報がレポー

トに表示されます。 

 容量が … KB を超える – 指定したサイズを超えるアイテムです。既定値は 40000 です。 

 サブジェクトの文字が … を超える – サブジェクトが指定した文字数を超えるアイテムです。

既定値は 100 です。 

 添付ファイルのサイズが … KB を超える – 添付ファイルが指定したサイズを超えるアイテム

です。既定値は 40000 です。 

このオプションは淡色表示されています。まず、[添付ファイル情報を読み込む] チェックボック

スをオンにする必要があります。添付ファイル情報をスキャンするときに、関連するアイテムを開

く必要があるため、時間がかかります。 

 添付ファイル数が … を超える – 添付ファイルが指定した数値を超えるアイテムです。既定

値は 20 です。 

このオプションは淡色表示されています。まず、[添付ファイル情報を読み込む] チェックボック

スをオンにする必要があります。添付ファイル情報をスキャンするときに、関連するアイテムを開

く必要があるため、時間がかかります。 

 名前に無効な文字を含む – 名前に無効な文字を含むアイテムです。無効な文字は、

/, :, ?, <, >, |, &, ~, #, %, {, }, *, ., “, ‘, \ です。 

 隠しアイテムのスキャン – 隠しアイテムです。 

6. [OK] をクリックして設定を保存し、EPF 分析ウィンドウへ戻ります。[既定] をクリックして既定の設定

を使用することができます。 

7. [スキャン] をクリックすると、スキャンが開始します。 

8. スキャンが終了すると、スキャン結果エリアに結果が表示されます。 

 内容 – 選択したデータに含まれるフォルダー数とアイテム数を表示します。 

 合計サイズ – 移行元の選択したデータの合計サイズが表示されます。 

 フォルダー – フォルダー タブには、フォルダー タイプ情報が表示され、選択した移行元データ

内のフォルダー タイプ、各フォルダー タイプのフォルダー数、合計サイズが含まれます。 

 アイテム – アイテム タブには、アイテム タイプ情報が表示され、選択した移行元データ内の

アイテム タイプ、各アイテム タイプのアイテム数、合計サイズが含まれます。 
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 例外 – 例外タブには、オプション設定に設定されている条件に一致するフォルダーとファイル

の情報が表示されます。 

9. [保存] をクリックして指定した場所にレポートを保存します。レポート ディレクトリには、次の形式で名

前が付けられます: INFO_PFSCAN_TOOL_Serial_Number 例えば INFO_PFSCAN_

TOOL_20120730173320 

10. レポート ディレクトリには、BasicInfoReprot.csv、FoldersInfoReport.csv、ItemsInfo

Report.csv の 3 つのファイルがあります。 

 BasicInfoReport.csv – このファイルには、スキャンの基本情報が表示され、Exchang

e 接続の情報、スキャンしたフォルダー、スキャン結果、フォルダーの詳細が含まれます。 

 FoldersInfoReport.csv – このファイルには、オプション設定に設定されている条件に

一致するフォルダーが表示され、条件名の情報、フォルダー名、フォルダー内のアイテム数、フ

ォルダー タイプ、フォルダー サイズ、フォルダーの完全な URL が含まれます。 

 ItemsInfoReport.csv – このファイルには、オプション設定に設定されている条件に一

致するアイテムが表示され、条件名の情報、アイテム名、アイテム タイプ、アイテム サイズ、ア

イテムの完全な URL が含まれます。 

DocAve Notes/Domino 移行 for SharePoint  

移行ツールのメイン インターフェイスで、[DocAve Notes/Domino 移行 for SharePoint] チェックボ

ックスをオンにして、[次へ] をクリックして起動します。DocAve Notes/Domino 移行 for SharePoint の

場合、移行ツールを使用して以下の操作を行います。 

 ネットシェア テスト – ネットシェア パスをテストします。 

 Notes/Domino – Notes/Domino 接続、コンテンツ タイプ マッピング、ユーザー マッピング、Inf

oPath マッピングを構成します。他にも、データベースを分析して、レポートを作成します。 

ネットシェア テスト 

以下の手順に従って、ネットシェア パスをテストします。 

1. [ネットシェア テスト] をクリックしてネットシェア テスト機能を使います。 

2. 以下の設定を構成します。 

a. パス – 接続のネットシェア パスを入力します。 
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b. ユーザー名 と パスワード – 接続のためのユーザー名と該当するパスワードを入力します。 

3. [テスト接続] をクリックして指定したパスで接続を開始します。 

4. テストが終了したら、[接続の切断] をクリックして接続を閉じます。 

Notes/Domino 

以下の手順に従って、Notes/Domino 接続、コンテンツ タイプ マッピング、ユーザー マッピング、InfoPath 

マッピングを構成します。他にも、データベースを分析して、レポートを作成します。 

接続の構成 

以下の手順に従って、Notes/Domino 接続を構成します。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve Notes/Domino 移行 for SharePoint] > [Note

s/Domino] に移動すると、DocAve Notes/Domino プレスキャン ツール ウィンドウが表示され

ます。 

2. メニュー バーの [ファイル] をクリックして、[新規データベース接続] を選択します。新規データベース

接続ウィンドウが表示されます。 

3. 以下の設定を構成します。 

 INI ファイル – .ini ファイルは、Notes/Domino の有効なユーザーが保存されているパス

にあります。既定のパスは C:\Program Files\lotus\notes\notes.ini. です。  

アイコンをクリックして新しいパスを設定することができます。.ini ファイルを指定した後、ユーザ

ー ID ファイルが Notes ユーザー ID ドロップダウン リストに読み込まれます。 

 Notes ユーザー ID – ドロップダウン リストからユーザー ID ファイルを選択します。  

アイコンをクリックして他のユーザー ID ファイルを選択することができます。 

 Notes/Domino パスワード – ユーザー ID ファイルに選択したユーザーのパスワードを入

力します。 

 Domino サーバー – [読み込み] をクリックして Domino サーバーを選択します。 

 言語 – Notes/Domino の言語を選択します。 

 ローカル デバイスから .nsf を参照する – ローカル デバイスから特定の .nsf ファイルを参照

します。 

4. [テスト] をクリックして接続構成を確認し、[接続] をクリックして接続し、データベースを読み込みます。 
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5. DocAve Notes/Domino プレスキャン ツール ウィンドウに Notes/Domino データベースが表示さ

れ、カテゴリ と テンプレート で分類されます。表示される各データベースの情報は、タイトル、存在して

いるサーバー、作成日時、最終更新日時、ドキュメント数、合計サイズ、テンプレート、カテゴリ、および

データベース ファイル名です。 

コンテンツ マッピング設定の構成 

以下の手順に従って、コンテンツ タイプ マッピングを構成します。 

1. データベースを選択して、[マッピング] > [Notes/Domino - SharePoint コンテンツ タイプ 

マッピング] > [新規マッピング] に移動します。Notes/Domino - SharePoint コンテンツ タイプ 

マッピング ウィンドウが表示されます。[既存マッピングの編集] をクリックして既存のマッピング設定を編

集することもできます。 

2. 左側の Notes フォーム リストに、既定では、すべてのフォームが選択されています。これは、それぞれの

フォームが該当する SharePoint コンテンツ タイプにマッピングされることを意味します。[すべて元に戻

す] をクリックすると、選択が解除されます。指定したフォームを移行先へマッピングするには、フォーム名

の前のチェックボックスをオンにします。 

3. フォームをダブルクリックすると、既定のマッピング設定が表示されます。以下の情報が表示されます。 

 上部には次の情報が表示されます。 

o SharePoint コンテンツ タイプ – フォームのマッピング用 SharePoint コンテンツ 

タイプ名です。カスタム名を入力して名前を変更することができます。 

o 指定されたタイトル – 指定したフィールドの値を SharePoint のアイテム タイトルと

して使用します。ドロップダウン リストからフィールドを選択することができます。 

o すべて排除/すべてを含む – 選択したフォームのすべての列マッピングを排除または

含むには、[すべて排除/すべてを含む] をクリックします。 

o 既定を使用する – コンテンツ タイプ マッピングを既定にするには、[既定を使用す

る] チェックボックスをオンにします。 

 右側に、選択したフォームに含まれるすべてのフィールドと各フィールドの列マッピングが表示され

ます。 

o それぞれの列マッピングについて表示される情報は、フィールド名、フィールド タイプ、マ

ッピング先の SharePoint 列名、 SharePoint 列タイプ、および列の順序です。列

名をダブルクリックして編集し、ドロップダウン リストから他の列タイプを選択し、新しい

順序を選択して順序を調整することができます。  
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o それぞれの列マッピングについて、[含む] チェックボックスをオンまたはオフにして、列マッ

ピングを使用するかどうかを構成します。[隠し] チェックボックスをオンまたはオフにして、

移行先の列を隠すかどうかを構成します。また、[既定ビューに表示する] チェックボッ

クスをオンまたはオフにして、列を既定ビューに表示するかどうかを構成します。 

4. 新しい列マッピングを追加するには、[列の追加] をクリックして、新しい列マッピングを設定します。フィ

ールド タイトル、フィールド タイプ、列名を入力し、列タイプおよび順序を指定し、[隠し]、[含む]、

[既定ビューに表示する] 設定を構成します。列マッピングを削除するには、マッピングを選択して [列

の削除] をクリックします。既定のビューに Response To 列を表示するには、[Show “Respon

se To”] チェックボックスをオンにします。 

5. [保存] をクリックしてマッピング設定を既定の LotusNotesContentType.Domino web ac

cess.xml ファイルに保存します (Domino web access はデータベース名です)。このファイルは、

…\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\LotusNotesMigratorMappings ディレ

クトリに保存されます。なお、このファイルがこのディレクトリに存在している場合にのみ有効です。 

6. 編集を保存した後、[閉じる] をクリックして、DocAve Notes/Domino プレスキャン ツール ウィンド

ウへ戻ります。 

7. 複数データベースのマッピングを作成するには、以下の手順に従ってください。 

a. 複数データベースを選択して、[マッピング] > [Notes/Domino - SharePoint コンテ

ンツ タイプ マッピング] > [複数データベースのマッピング作成] をクリックします。ポップアッ

プ ウィンドウが表示されます。 

b. データ ツリーに選択されているデータベースを変更することができます。 

c. [既存マッピングを上書き] を選択すると、 …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Mi

grator\LotusNotesMigratorMappings ディレクトリの既存のマッピング ファイルを上書

きします。または [既存マッピングを上書きしない] を選択すると、既存のマッピング ファイルを

上書きしません。 

d. ディレクトリを指定してマッピング ファイルを保存します。既定のパス C:\Program Files\Av

ePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\LotusNotesMigratorMappings 内の

マッピング ファイルのみが Notes/Domino 移行ジョブを実行する際に使用することができま

す。 

e. [作成] をクリックして、選択したデータベースのマッピング ファイルを作成します。 

f. 作成後、[閉じる] をクリックして、DocAve Notes/Domino プレスキャン ツール ウィンドウ

へ戻ります。 
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ユーザー マッピング設定の構成 

ユーザー マッピングには、ドメイン ユーザーのマッピング、および FBA ユーザーのマッピングの 2 つがあります。移

行元データベース タイプが アドレス帳 (例えば、既定の name.nsf データベース) の場合のみ、ユーザー マッ

ピングを構成することができます。 

ドメイン ユーザー マッピング 

以下の手順に従って、ドメイン ユーザー マッピングを構成します。 

1. [マッピング] > [Notes/Domino - SharePoint ユーザー マッピング] > [LDAP の構成] 

をクリックします。 

2.  LDAP 構成ウィンドウに以下の情報を入力します。 

 LDAP パス – ドメイン コントローラがインストールされているサーバーの IP アドレスまたはホス

ト名を入力します。 

 ユーザー名 と パスワード – 情報を指定します。 

3. [テスト接続] をクリックして接続を確認します。[OK] をクリックして設定を保存します。 

4. name.nsf データベースを選択して [マッピング] > [Notes/Domino - SharePoint ユーザ

ー マッピング] > [新規マッピング] をクリックします。Notes/Domino - SharePoint ユーザー マッ

ピング ウィンドウが表示されます。[既存マッピングの編集] をクリックして既存のマッピング設定を編集

することができます。 

5. ドメインのユーザー リストにドメイン ユーザー情報が表示されます。Notes ユーザーが右側に表示され

ます。 

6. 手動または自動でマッピングを設定することができます。 

 手動 – Notes ユーザーを選択し、ドメイン ユーザーをダブルクリックしてマッピングを作成しま

す。ドメイン ユーザーが SharePoint ユーザー列に表示され、選択した SharePoint ユーザ

ーの表示名が User DisplayName 列で更新されます。 

o [マッピング条件の変更] をクリックしてユーザー フィルターを使用します。ポップアップ 

ウィンドウが表示されます。Notes ユーザー フィルター エリアで、ユーザーの名、姓、

電子メール アドレスでユーザーをフィルターすることができます。[有効] チェックボックス

をオンにして、該当するフィルターを有効にします。 

[すべて] の場合、すべてのユーザーを表示します。[次の文字で始まる] は入力した

値で始まる名前のユーザーをフィルターします。[範囲] は名前の開始文字が指定し
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た範囲内に含まれるユーザーをフィルターします。[Regex を使う] は名前が正規表

現に一致するユーザーをフィルターします。 

o 作成したそれぞれのマッピングについて、[含む] チェックボックスをオンまたはオフにして、

マッピングを使用するかどうかを選択することができます。すべてのユーザー マッピングを

排除する場合、または含むには、[すべて排除/すべてを含む] をクリックします。 

o [列の追加] をクリックして新しいユーザー マッピングを追加します。Notes ユーザー

名を入力して、ドメイン ユーザーをダブルクリックしてマッピングを作成します。 

o ユーザー マッピングを削除するには、マッピングを選択して [列の削除] をクリックしま

す。 

 自動 – [マッピング条件の変更] をクリックしてドメイン ユーザーと Notes ユーザーに一致す

る条件を自動的に設定します。3 つの条件があります。 

o [名の一致] の場合は、同じ名のドメイン ユーザーと Notes ユーザーのユーザー マ

ッピングを自動的に作成します。[姓の一致] の場合は、同じ姓のドメイン ユーザーと 

Notes ユーザーのユーザー マッピングを自動的に作成します。[電子メール アドレス

の一致] の場合は、同じ電子メール アドレスのドメイン ユーザーと Notes ユーザー

のユーザー マッピングを自動的に作成します。 

o 一致モード – [すべて] をオンにすると、すべての選択した条件に一致すると、ユーザ

ー マッピングが自動的に作成されます。[いずれか] をオンにすると、条件の 1 つに一

致すると、ユーザー マッピングが自動的に作成されます。 

7. ユーザー マッピングを既定のユーザー マッピングに設定するには、上部の [既定を使用] チェックボック

スをオンにします。 

8. ユーザー マッピングの構成が終わったら、[保存] をクリックして XML ファイルに編集を保存します。ポッ

プアップ ウィンドウで、ユーザー マッピング設定を XML ファイル、または複数の XML ファイル (編集時

に便利です) に保存するかどうかを指定します。 

 はい – ユーザー マッピング設定を複数の XML ファイルに保存します。 

o ファイル – 取得する XML ファイル数です。 

o レコード – 1 つのXML ファイル内のユーザー マッピング レコードの数です。 

 いいえ – …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\LotusNotesMigrator

Mappings ディレクトリの既定の LotusNotesUserInfo.default.xml ファイルにユー

ザー マッピング設定を保存します。 
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FBA ユーザー マッピング 

以下の手順に従って、FBA ユーザー マッピングを構成します。 

1. [マッピング] > [Notes/Domino - SharePoint ユーザー マッピング] > [FBA を構成] を

クリックします。 

2. FBA 構成ウィンドウで、以下の情報を入力します。 

 メンバシップ プロバイダ名 – メンバシップ プロバイダの名前を入力します。 

 サーバー – SQL サーバーの IP アドレスまたはホスト名です。 

 プロトコル – ドロップダウン リストからプロトコルを選択し、TCP/IP または Named Pipes 

を選択することができます。TCP/IP を選択する場合、SQL サーバーのポート番号を入力し

ます。 

 データベース – FBA データベース名です。 

 ユーザー名 と パスワード – FBA データベースの情報を指定します。 

3. [テスト接続] をクリックして接続構成を確認します。[OK] をクリックして設定を保存します。 

4. name.nsf データベースを選択して、[マッピング] > [Notes/Domino - SharePoint ユー

ザー マッピング] > [新規 FBA ユーザー マッピング] をクリックします。Notes/Domino - Share

Point FBA ユーザー マッピング ウィンドウが表示されます。 

5. FBA ユーザー リストに FBA ユーザー情報が表示されます。Notes ユーザーが右側に表示されます。 

6. Notes ユーザーを選択して FBA ユーザーをダブルクリックしてマッピングを作成します。FBA ユーザー

が SharePoint ユーザー列に表示されます。作成したそれぞれのマッピングについて、[含む] チェック

ボックスをオンまたはオフにして、マッピングを使用するかどうかを選択することができます。すべてのユーザ

ー マッピングを排除する場合、または含むには、[すべて排除/すべてを含む] をクリックします。 

InfoPath マッピング 

以下の手順に従って、InfoPath マッピングを構成します。 

1. データベースを選択して、[マッピング] > [Notes-InfoPath テンプレートとマッピングの生成] を

クリックします。Notes-InfoPath マッピング ウィンドウが表示されます。 

2. Notes フォームをダブルクリックすると、そのフォームに含まれる列が右側に表示され、列名と列タイプの

情報も表示されます。それぞれの列について、以下のように列マッピングを構成します。 

a. InfoPath 列名をダブルクリックして編集します。 
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b. ドロップダウン ボックスから、InfoPath 列のタイプを指定します。 

c. 列マッピングを使用するには、[InfoPath に追加] チェックボックスをオンにします。使用しな

い場合、チェックボックスをオフにします。 

3. 以下の形式で SharePoint URL テキスト ボックスに SharePoint URL を入力します。 

http://win-k8d12dge094:24222/sites/0718/test11212/Forms/template.

xsn 

http://win-k8d12dge094:24222/sites/0718/test11212 が移行先フォーム ライブ

ラリの URL です。フォーム ライブラリが保存されているサイト コレクションが、移行元コンテンツを移行す

る移行先サイト コレクションです。 

4. [作成] をクリックして、2 つのファイルを作成します。 

 …\AvePoint\DocAve6\Agent\data\Migrator\LotusNotesMigratorMapping

s ディレクトリに InfoPath ファイルを作成します。ファイル名は、選択した Notes フォームと同

じです。 

 マッピング設定を含む XML ファイルを作成します。XML ファイルは、 …\AvePoint\DocA

ve6\Agent\data\Migrator\LotusNotesMigratorMappings ディレクトリにあります。

XML ファイルの名前は LotusNotesInfoPathMapping.DB2.xml です。DB2  は、

選択したデータベースの名前です。 

5.  InfoPath ファイルを SharePoint に公開し、移行先フォーム ライブラリのテンプレートを更新します。

移行ジョブを実行して移行元ドキュメントを InfoPath 形式に変換します。 

データベースの分析 

データベースを分析すると、データベース一般、デザイン統計、ACL、コンテンツ統計、複雑度、およびレプリカ比

較に関する情報を取得することができます。データベースを分析するには、以下の手順に従ってください。 

他にも、フィルターを設定して指定したデータベースにドキュメントを指定することもできます。 

1. データベースを選択して、[分析] > [データベースの分析] をクリックし、選択したデータベースを分析

します。データベースの分析ウィンドウが表示されます。選択したデータベースを右クリックし、[データベ

ースの分析] をクリックして、選択したデータベースを分析することもできます。 

2. データベースの分析ウィンドウで Database Summary Info を選択すると、選択したデータベースの

サマリー情報が表示されます。 
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3. ドロップダウン リストからデータベースを選択すると、選択したデータベースの情報が表示されます。それ

ぞれのタブに異なる種類の情報が表示されます。以下のフィルターを使用して、データベースに含まれる

ドキュメントを除外することができます。データベース情報には、除外されたドキュメントの情報は含まれ

ません。 

 サイズ フィルタ – ドロップダウン リストから最小サイズと最大サイズを指定します。[既定の設

定] を選択すると、既定の設定に戻すことができます。このフィルターを使用しない場合は、

[無効] を選択します。 

 タイム フィルタ – 作成日時と更新日時の期間を指定します。このフィルターを使用しない場

合は、[無効] を選択します。 

 フォーム フィルタ – 形式名を入力して [追加] をクリックします。追加された形式を選択して 

[削除] をクリックすると、その形式を削除することができます。このフィルターを使用しない場合

は、[無効] を選択します。 

4. データベース内のドキュメントを検索するには、[分析] > [ドキュメント検索] > [新規検索ルールの

作成] をクリックします。検索ルール ウィンドウが表示されます。 

5. 数式を入力して適用するデータベースを選択します。 

6. [OK] をクリックしてドキュメントを検索します。Notes ドキュメント ウィンドウに検索結果が表示されま

す。 

レポート 

データベースを分析した後に、分析されたデータベースのレポートを確認することができます。メニュー バーの [レ

ポート] をクリックすると、データベース概要レポート、データベース ACLs レポート、データベース データ要素レポ

ート、データベース デザイン要素レポート、データベース レプリカ比較レポート、およびデータベース デザイン要素

比較レポートが表示されます。 

1. レポートを 1 つ選択すると、レポート ウィンドウが表示されます。 

2. データベースを選択してレポートを表示します。 

3.  アイコンをクリックしてレポートを保存します。  の隣の  アイコンをクリックして、レポートを PDF 

ファイルまたは XLS ファイルにエクスポートすることができます。 
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eRoom 移行  

移行ツールのメイン インターフェイスで、[DocAve eRoom 移行 for SharePoint] チェックボックスをオン

にして、[次へ] をクリックして起動します。eRoom 移行ツールを使用して eRoom 内の移行元コンテンツをス

キャンし、レポートを作成してスキャン済みコンテンツ情報を表示することができます。他にも、ドメイン / ユーザー 

/ グループ マッピングを構成してマッピング設定を XML ファイルに保存することができます。 

eRoom データを読み込むには、以下の手順に従ってください。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve eRoom 移行 for SharePoint] > [eRoom 移行

ツール] に移動します。eRoom 移行ツール インターフェイスが表示されます。 

2. [eRoom ローカル システム アカウント] テキスト ボックスにローカル eRoom ユーザーを指定して、

該当するパスワードを入力します。 

3.  [eRoom 構成の読み込み] をクリックして eRoom データを読み込みます。 

4. データ ツリーを展開してノードを選択します。選択したノードがコンテンツ スキャン エリアの [スキャン対

象:] テキスト ボックスに表示されます。eRoom テンプレートを表示するには、[eRoom テンプレー

トの表示] チェックボックスをオンにします。 

選択したノードのドメイン / ユーザー / グループ マッピングの構成とスキャンの実行の詳細については、以下の

説明をを参照してください。 

ドメイン / ユーザー / グループ マッピングの構成 

ドメイン / ユーザー / グループ マッピングを構成するには、以下の手順に従って、まず LDAP 設定を構成しま

す。 

1. eRoom 移行ツール インターフェイスで、[LDAP 設定] をクリックします。LDAP 設定ウィンドウが表

示されます。 

2. LDAP 設定ウィンドウの [SharePoint ドメイン] をオンにして、SharePoint ドメインを追加します。

[SharePoint ドメイン] をオフにすると、信頼済みドメインを追加します。マッピングを作成するには、

SharePoint ドメインを追加する必要があります。以下の情報を入力します。 

 LDAP パス – ドメイン コントローラがインストールされているサーバーの IP アドレスまたはホス

ト名を入力します。 

 LDAP ユーザー名とパスワード – 情報を指定します。 
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3. [適用] をクリックして設定を適用します。追加されたドメインが左側に表示されます。 

4. [保存して閉じる] をクリックすると、eRoom 移行ツール インターフェイスに戻ります。 

5. データ ツリーで、マッピングを設定するノードを選択します。 

6. [ユーザー マッピング] をクリックすると、マッピング構成ウィンドウが表示されます。[ユーザー マッピン

グ] タブをクリックしてユーザー マッピング、ドメイン マッピングを構成し、[グループ マッピング] をクリック

してグループ マッピングを構成します。 

7. ユーザー マッピング設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

a. [ユーザー マッピング] タブの、[既定に一致するユーザーを表示する] をオンにすると、自動

的に作成されたユーザー マッピングが表示されます。既定では非表示です。作成済みユーザ

ー マッピングは、同じ名前を持つ eRoom ユーザー名と SharePoint ユーザー名のためのマ

ッピングです。ユーザー マッピングをダブルクリックすると、マッピングをキャンセルします。 

b. 他のユーザーについて、マッピングを手動で作成します。eRoom ユーザー リストからユーザー

を選択します。 

c. SharePoint ユーザー リストから SharePoint ユーザーをダブルクリックします。選択した 2 

ユーザーの間のマッピングが作成され、ユーザー マッピング リストに表示されます。SharePoin

t ユーザー リストからユーザーを選択する際に、ドメイン、ログイン名、名、姓、メール アドレス、

表示名のフィルターを使用することができます。それぞれのフィルターに対して、eRoom ユーザ

ーのみ、すべて、次の文字で始まる、範囲、Regex を使う、の各条件を使用することができま

す。 

例えば、ログイン名フィルターを使用する場合、以下の条件を構成します。 

 [eRoom ユーザーのみ] を選択すると、選択した eRoom ユーザーと同じログイン

名の SharePoint ユーザーが表示されます。 

 [すべて] を選択すると、すべてのユーザーが表示されます。 

 [次の文字で始まる] を選択すると、ログイン名が入力した値で始まるユーザーが表

示されます。 

 [範囲] を選択すると、ログイン名の開始文字が指定した範囲に含まれるユーザーが

表示されます。 

 [Regex を使う] を選択すると、ログイン名が正規表現に一致するユーザーが表示

されます。 
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設定が終わったら、[フィルタの適用] をクリックしてフィルターを適用すると、このフィルターに一

致するユーザーが表示されます。 

8. ドメイン マッピング 設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

a. ドメイン マッピング エリアに移行元ユーザーに関連する移行元ドメインが表示されます。ドメイ

ンをクリックして、ポップアップ ウィンドウに移行先ドメイン名を入力します。 

b. [OK] をクリックしてドメイン マッピングを作成し、[ドメイン マッピングの適用] をクリックします。

同じ名前のドメイン ユーザーは自動的にマッピングされます。[ドメインに一致するユーザーを

表示] をオンまたはオフにして、ユーザー マッピング リストにユーザー マッピングを表示するかどう

かを選択します。 

9. グループ マッピング タブの eRoom グループ リストに eRoom グループが表示されます。グループ マッ

ピングを作成するには、SharePoint グループ名を SharePoint グループ リストに入力します。グルー

プ マッピングを削除するにはグループ名を削除します。 

10. マッピングの設定が終わったら、[DocAve 構成ファイルへマージ] を選択して、マッピング設定を eR

oom 移行のマッピング オプションで構成された XML ファイルにマッピング設定にマージするか、または、

[XML ファイルへマッピングを保存] を選択して XML ファイルにマッピング設定を保存します。 

スキャン  

以下の手順に従って選択したノードをスキャンします。 

1. データ ツリーを展開してスキャンするノードを選択します。 

2. コンテンツ スキャン構成エリアに、テキスト ボックスにファイルの種類を入力し、SharePoint でブロックさ

れているファイルの種類を指定します。ブロックされているファイルの種類は、SharePoint に移行するこ

とはできません。 

3. 移行先 SharePoint サイトの URL 文字数を指定します。[SharePoint サイト URL] テキスト 

ボックスに移行先 SharePoint サイト URLを入力するか、または、[SharePoint サイト URL の

文字数] をオンにして文字数を入力します。 

4. ファイル名の最大文字数、フォルダ名の最大文字数、SharePoint URL の最大文字数 を設定

します。名前 / URL が制限を超える場合、スキャン構成エリアで [すべてのコンテンツとユーザー] を

オンにすると、情報がレポートに表示されます。 

 フォルダ名の最大文字数 – 既定値は 60 です。1～128 の間で設定することができます。 

 ファイル名の最大文字数 – 既定値は 80 です。1～128 の間で設定することができます。 
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 SharePoint URL の最大文字数 – 既定値は 255 です。1～260 の間で設定すること

ができます。SharePoint URL 文字数は、管理されたパスの最初の文字から数えられます。 

5. スキャン構成エリアで、スキャンする 4 つの種類の情報 （サポートされていないコンテンツ、チェックア

ウト中のファイル、すべてのコンテンツ、ユーザー、ユーザー マッピング) を選択することができます。1 

つまたは複数のチェックボックスをオンにして、該当する情報を取得します。 

6. [スキャンの開始] をクリックしてスキャンを開始します。スキャンするコンテンツが [現在のアイテム] フィ

ールドに表示されます。 

7. スキャンが終了すると、スキャン結果ウィンドウが表示されます。コミュニティとファシリティをオンにすると、

右側にスキャン レポートが表示されます。 

8. スキャン レポート内の値をダブルクリックすると、詳細が表示されます。[XML ファイルへ詳細を保存] 

をクリックすると、詳細を XML ファイルに保存します。 

Livelink 移行  

移行ツールのメイン インターフェイスで、[DocAve Livelink 移行 for SharePoint] チェックボックスをオ

ンにして、[次へ] をクリックして起動します。Livelink 移行の場合、Livelink 移行ツールを使用して移行元デ

ータをスキャンしデータ情報を表示することができます。他にも、ドメイン / ユーザー マッピングを構成してマッピン

グ設定を XML ファイルに保存することができます。 

Livelink データを読み込むには、以下の手順に従ってください。 

1. [DocAve 移行ツール] > [DocAve Livelink 移行 for SharePoint] > [Livelink 移

行ツール] に移動します。Livelink 移行ツール インターフェイスが表示されます。 

2. [Livelink 接続構成] をクリックして Livelink 接続を構成します。Livelink 接続ウィンドウが表示

されます。 

3. Livelink 接続ウィンドウに、既存の接続プロファイルが接続プロファイル リストに表示されます。プロファ

イルを 1 つダブルクリックして表示し、編集します。新しい接続を作成するには、[接続プロファイル

名:] テキスト ボックスに接続ファイル名を入力します。[接続プロファイルを参照] をクリックすると、ロ

ーカル ディスクから選択することができます。 

4. [HTTP トンネリングを使用する] をオンにしてHTTP トンネリング接続モードを使用するか、または、

チェックボックスをオフにして既定の接続モードを使用します。 

 HTTP トンネリング 
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o プロキシ オプション – Livelink にアクセスするプロキシ サーバーまたは Web サーバ

ーを選択します。 

 Web サーバー – Web サーバーを選択する場合、Web サーバー テキス

ト ボックスにホスト名または IP アドレスを指定します。 

 プロキシ サーバー – プロキシ サーバーを選択する場合、プロキシ サーバー 

テキスト ボックスにホスト名または IP アドレスを指定します。 

o ポート – サーバーのポートを指定します。既定のポート番号は 80 です。 

o Livelink CGI URL – Livelink CGI の URL を入力します。 

o Livelink ユーザー名 – Livelink にアクセスする LiveLink ユーザー名を入力しま

す。 

o Livelink パスワード – 該当するパスワードを入力します。 

o Livelink ドメイン – Livelink ドメイン名を入力します。指定した Livelink ユーザ

ーが Livelink システム ドメインに含まれる場合、このオプションを空白にします。 

o HTTP ユーザー名 – HTTP ユーザー名とパスワードを入力して Web サーバーへの

アクセスを設定します。 

 個人用ワークスペース – 個人用ワークスペースが表示されます。このオプシ

ョンを選択しない場合は、エンタープライズ ワークスペース が表示されます。 

o HTTP パスワード – 該当するパスワードを入力します。 

 既定 

o Livelink サーバー – Livelink サーバーのホスト名を入力します。 

o ポート – サーバーのポートを指定します。既定のポート番号は 2099 です。 

o Livelink ユーザー名 – Livelink にアクセスする LiveLink ユーザー名を入力しま

す。 

o Livelink パスワード – 該当するパスワードを入力します。 

o Livelink ドメイン – Livelink ドメイン名を入力します。指定した Livelink ユーザ

ーが Livelink システム ドメインに含まれる場合、この値を空白にします。 

5. [保存して適用] をクリックして構成を保存し、Livelink 移行ツール インターフェイスへ戻ります。デー

タ ツリーに移行元データが読み込まれます。他の接続を追加するには、[保存] をクリックして構成を
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保存し、新しい接続を追加続きます。接続プロファイルが接続プロファイル リストに表示されます。[削

除] をクリックすると、選択した接続プロファイルが削除されます。 

ドメイン / ユーザー / グループ マッピングの構成 

ドメイン / ユーザー / グループ マッピングを構成するには、以下の手順に従ってください。 

1. Livelink 移行ツール インターフェイスで、[LDAP 設定] をクリックします。LDAP 設定ウィンドウが表

示されます。 

2. LDAP 設定ウィンドウで、[SharePoint ドメイン] をオンにして、SharePoint ドメインを追加しま

す。[SharePoint ドメイン] をオフにすると、信頼済みドメインを追加します。以下の情報を入力し

ます。 

 LDAP パス – ドメイン コントローラがインストールされているサーバーの IP アドレスまたはホス

ト名を入力します。 

 LDAP ユーザー名 と パスワード – 情報を指定します。 

3. [適用] をクリックして設定を適用します。追加されたドメインが左側に表示されます。 

4. [保存して閉じる] をクリックして設定を保存し、Livelink 移行ツール インターフェイスへ戻ります。 

5. データ ツリーで、マッピングを設定するノードを選択します。 

6. [ユーザー マッピング] をクリックすると、マッピング構成ウィンドウが表示されます。 

7. ユーザー マッピング 設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

a. 自動的に作成されたユーザー マッピングを表示するには、[既定に一致するユーザーを表示

する] をオンにしてユーザー マッピングを表示します。既定では非表示です。作成済みユーザ

ー マッピングは、同じ名前を持つ Livelink ユーザー名と SharePoint ユーザー名のためのマ

ッピングです。ユーザー マッピングをダブルクリックすると、マッピングをキャンセルします。 

b. 他のユーザーについて、マッピングを手動で作成します。Livelink ユーザー リストからユーザー

を選択します。 

c. SharePoint ユーザー リストから SharePoint ユーザーをダブルクリックします。選択した 2 

ユーザーの間のマッピングが作成され、ユーザー マッピング リストに表示されます。SharePoin

t ユーザー リストからユーザーを選択する際に、ドメイン、ログイン名、名、姓、メール アドレス、

表示名のフィルターを使用することができます。それぞれのフィルターに対して、Livelink ユーザ

ーのみ、すべて、次の文字で始まる、範囲、Regex を使う、の条件を使用することができます。 

例えば、ログイン名フィルターを使用する場合、以下の条件を構成します。 
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 [Livelink ユーザーのみ] を選択すると、選択した Livelink ユーザーと同じログイ

ン名の SharePoint ユーザーが表示されます。 

 [すべて] を選択すると、すべてのユーザーが表示されます。 

 [次の文字で始まる] を選択すると、ログイン名が入力した値で始まるユーザーが表

示されます。 

 [範囲] を選択すると、ログイン名の開始文字が指定した範囲に含まれるユーザーが

表示されます。 

 [Regex を使う] を選択すると、ログイン名が正規表現に一致するユーザーが表示

されます。 

設定が終わったら、[フィルタの適用] をクリックしてフィルターを適用すると、このフィルターに一

致するユーザーが表示されます。 

8. ドメイン マッピング 設定を構成するには、以下の手順に従ってください。 

a. ドメイン マッピング エリアに移行元ユーザーに関連する移行元ドメインが表示されます。ドメイ

ンをクリックして、ポップアップ ウィンドウに移行先ドメイン名を入力します。 

b. [OK] をクリックしてドメイン マッピングを作成して、[ドメイン マッピングの適用] をクリックしま

す。同じ名前のドメイン ユーザーは自動的にマッピングされます。[ドメインに一致するユーザ

ーを表示] をオンまたはオフにして、ユーザー マッピング リストにユーザー マッピングを表示する

かどうかを選択します。 

9. マッピングを設定した後、[DocAve 構成ファイルへマージ] を選択して、マッピング設定を Livelink 

移行のマッピング オプションで構成された XML ファイルにマッピング設定にマージするか、または、[XM

L ファイルへマッピングを保存] を選択して XML ファイルにマッピング設定を保存します。 

フィルター設定の構成 

スキャンに含む移行元コンテンツをフィルターするには、[フィルタ設定] をクリックしてフィルター設定を構成します。 

1. [コンテンツ プロファイル名:] テキスト ボックスにフィルター プロファイルの名前を入力します。 

2. 以下のフィルター設定を構成します。フィルター ルールに一致する移行元データがスキャン レポートに表

示されます。 

 ファイル サイズ –ファイル サイズに従ってファイルをフィルターします。[ファイル サイズ] チェック

ボックスをオンにして、ファイル サイズ フィルターを使用します。 
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o 条件を選択します。[次の値以上] を選択すると、指定したサイズより大きいサイズの

ファイルを含めます。[次の値以下] を選択すると、指定したサイズより小さいサイズの

ファイルを含めます。 

o ファイル サイズと単位を指定します。テキスト ボックスにファイル サイズを入力し、KB、

MB、GB から単位を選択します。 

 期間 – 最終更新日時に従ってファイルをフィルターします。[期間] チェックボックスをオンにして、

ファイルの期間のフィルターを使用します。 

o 条件を選択します。[次の日付以前] を選択すると、指定した日時以前に最終更

新されたしたファイルを含めます。[開始時刻…終了時刻] を選択すると、指定した

期間内に最終更新されたファイルを含めます。[次の値より後] を選択すると、指定

した日時以降に最終更新されたファイルを含めます。 

 カスタマイズされたメタデータ – メタデータに従ってファイルをフィルターします。[カスタマイズ

されたメタデータ] チェックボックスをオンにすると、カスタマイズされたメタデータ フィルターを使

用します。 

a. [フィールド] テキスト ボックスにプロパティ名を入力します。 

b. [種類] ドロップダウン ボックスからプロパティの種類を選択します。各種類について、

それぞれの条件を使用します。 

c. 使用する条件を指定します。 

[次の値を含む] を選択すると、入力した値がプロパティ値に含まれるファイルがフィル

ター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

[次の値に完全一致] を選択すると、プロパティ値が入力した値と完全に一致するフ

ァイルがフィルター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

[次の値で始まる] を選択すると、プロパティ値が入力した値で始まるファイルがフィル

ター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

[次の値で終わる] を選択すると、プロパティ値が入力した値で終わるファイルがフィル

ター ルールに一致し、そのファイルが含まれます。 

d. [値] テキスト ボックスに値を入力します。 

3. フィルター設定を構成した後、[保存] をクリックして設定を保存すると、フィルター プロファイル リストに

フィルター プロファイルが表示されます。[削除] をクリックして、選択したフィルター プロファイルを削除す

ることができます。 
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スキャン  

スキャンを実行すると、移行元のユーザー、移行をサポートされている/サポートされていないコンテンツ、チェックア

ウト中のファイル、マッピングされた/マッピングされないユーザー、およびコンテンツ サイズに関する情報を表示する

ことができます。以下の手順に従って選択したノードをスキャンします。 

1. 移行元データ ツリーでノードを選択します。 

2. 選択したノードのユーザー マッピング情報をスキャンするには、[ユーザー マッピングを含む] を選択しま

す。 

3. フィルター プロファイルを使用する場合、[フィルタ プロファイルを含む] を選択して、ドロップダウン リス

トからプロファイルを選択します。 

 [スキャン結果ですべてのメタデータを表示する] をオンまたはオフにして、スキャン結果にすべ

てのメタデータ情報を表示するかどうかを選択します。 

4. [情報] と [デバッグ] からログ レベルを選択します。デバッグ レベルを選択すると、ログの詳細が表示

されます。 

5. [スキャンの開始] をクリックして、移行元の選択したノードをスキャンします。 

6. スキャンが終了すると、スキャン結果ウィンドウが表示されます。 

7. スキャン結果の値をダブルクリックすると、詳細 エリアに詳細が表示されます。[XML ファイルへ詳細を

保存] をクリックして詳細を XML ファイルに保存します。既定では、スキャン レポートは …\AvePoin

t\DocAve6\Agent\bin ディレクトリに保存され、ScanResult[Serial_Number].xml とい

う名前が付けられます。例えば、ScanResult[20120801084334].xml 
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