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クイック スタート ガイド 

 

DocAve®5 プラットフォーム最新版による SharePoint の 

自動バックアップ 
 
このドキュメントは、DocAve 自動化センター モジュール v5 

の基本機能を理解するためのものです。 高度なインストー

ル、構成またはトラブルシューティング作業は対象としていま

せん。  その他のモジュールおよびトピックについては、

http://www.avepoint.co.jp/support/user-guides/ 

から入手できるユーザー ガイドを参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/support/user-guides/�
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お使いになる前のご注意 
 

重要度マトリックスは、更新の頻度や業務の重要度に応じてコンテンツを分類することにより、SharePoint のバックアップの

自動化を実現します。効率的にバックアップを行うための SharePoint データの分類化に関する詳細は、関連技術書

『Best Practices for SharePoint Backup and Recovery』を参照してください。SharePoint 環境を自動化センターに対

応させるには、以下のセクションを参照してください。  

テンプレートの定義付け 

テンプレートは、コンテンツを含まないバックアップ プランと考えることができます。重要度マトリックスはコンテンツを自動的に

書き込みますが、プランは事前に設定しておく必要があります。テンプレートの設定は非常に簡単です。作業は、[データ保

護] -> [テンプレートビルダー] タブで行います。  

これらのテンプレートは、『クイック スタート ガイド － 詳細バックアップおよびリカバリ』で説明する手順に沿って定義できます。

この手順で重要なことの 1 つは、テンプレートにマトリクス内での使用が可能なことを示す色を付けて、[アクティブ] なプラン

であることを明示することです。リストア時には、ここで定義したすべてのテンプレートにより、アイテムレベルの粒度が提供さ

れます。 

重要度の定義付け 

DocAve 重要度マトリックスは、「ビジネス重要性」 が定義されているすべてのサイトに対して、SharePoint の操作を自動

的に追跡します。この重要度は、Web パーツで設定することも可能ですが、DocAve 管理者モジュールからバッチ処理を

実行する便利な方法もあります。  

ビジネス重要性は、1 から 10 の値で設定できます (0 に設定した場合、そのサイトまたはサイトコレクションはマトリックスか

ら削除されます)。重要性の設定を管理者が行う場合でも、エンドユーザーが管理できるように許可を与える場合でも、組

織全体の配分に基づいたガイドラインの作成をお勧めします。例えば、[マイサイト] は 1 に、[法務部門] は 10 に位置付

けるなどします。 

Web パーツの使用 

SharePoint 管理者モジュールのライセンスの有無に関わらず、すべてのユーザーは DocAve 管理者モジュールを使用して、

SharePoint Web パーツの機能を導入できます。  

1. [管理] -> [SharePoint 管理] -> [全体管理] タブを選択します。  

2. ここで管理担当のファームを選択できます。この機能を導入するサイトコレクションまで各ノードを展開し、チェ

ックボックスを使って選択します。  

3. 右側のメニューから [重要性機能をインストールする] を選択します。この機能を導入するためのポップアップ 

メニューが表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/sharepoint_whitepapers/Best-Practices-for-SharePoint-Backup-and-Recovery.pdf�
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4. インストールの終了後は、このサイトコレクション内のいずれかのサイトを開き、[サイト アクション] を選択して、

さらに [サイトの重要性を定義する] を選択します。(サイトコレクション レベルの重要性の設定は、[サイトの

設定] オプションを使い、そのトップレベル サイトに設定を定義することでも行えます。) 

5. スライダを使うか数字を入力して重要性を設定し、[OK] をクリックします。  

SharePoint 管理の使用 

DocAve SharePoint 管理モジュールを使用すると、サイトおよびサイトコレクションの重要性をすばやく簡単に一括して設

定できます。SharePoint ツリーで重要性を定義するコンテンツを指定し、[サイトの重要性を定義する] オプションを選択し

ます。複数のサイトまたはサイトコレクションを選択している場合は、重要性の設定が一括して表示されます。  

マトリックスの作成 
 

重要度マトリックスは、ビジネスの必要性に合わせて SharePoint の導入を最適化するよう調節できます。個々のマトリック

スは、各ファームを管理するために生成されます。デフォルトでは、マトリックスは 3 x 3 のフォーマットに設定されています。列

や行は最大 6 x 6 まで追加でき、必要に応じて列値を編集することもできますが、ほとんどの場合、変更する必要はありま

せん。詳細な手順については、『DocAve v5 ユーザーガイド』を参照してください。  

ナビゲーションおよび情報 

マトリックスには、重要度マトリックスに関する情報を表示するための多数の有用なツールが用意されています。 

 “ ” – セル内でこの地球儀をクリックすると、現在このセルで分類されているすべてのコンテンツを表示できま

す。 

 “ ” – 情報ボタンをクリックすると、このセルに関する情報を表示できます。表示される [セル詳細] ウィンドウ

には、テンプレートの情報や最後に実行したジョブの詳細が示されます。  

 ファームビュー – 画面右下にある [ファームビュー] では、担当する SharePoint ファームを指定したり、各サイ

トを受け持つテンプレートを示すことができます。これらは、各ノードの左側に、色付けされた四角で示されま

す。  

 テンプレート – 画面右上の [テンプレート] ボックスには、[テンプレートビルダー] で定義されたすべてのアクティ

ブなテンプレートが表示されます。名前の上にマウス ポインタを置くと、色が表示されます。  

マトリックスの管理 

以下のセクションでは、マトリックスを設定するための基本要件を説明します。 
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基本構成 

マトリックスは、サイトコレクション レベルまたはサイト レベルのいずれかで分類できます ([管理レベル] ドロップダウン メニュー

を使用して設定)。組織の SharePoint コンテンツの分類に最適な [管理レベル] を選択してください。例えば、組織の各

部門にそれぞれ独自の [サイトコレクション] を割り当てる場合は、全般的なバックアップ方針としてこのレベルを管理します。

ただし、(プロジェクトのワークスペースや各部門の下部組織を含む) コンテンツの管理をより詳細なレベルで行う場合は、[サ

イト] レベルを選択します。   

マトリックスの上部に表示される [修正頻度...] フィールドでは、変更を行う間隔の平均を指定します。これにより、マトリック

スの更新頻度を定義し、変更が y 軸に沿って分割される時間を設定できます。  

上述したセクションの手順が完了すると、DocAve は SharePoint コンテンツを自動的に分類してマトリックス内の単一のセ

ルに割り当てます。   

テンプレートの適用 

マトリックスがはじめてロードされた場合は、いずれのテンプレートも適用されず、すべてのセルは濃いグレーで表示されます。

テンプレートを適用するには、管理する各セルのチェックボックスを使用し、テンプレートをマトリックスにドラッグします。または、

テンプレートをダブルクリックすることで、指定したセルに適用することもできます。[元に戻す] ボタンは、最後に適用したテン

プレートの操作を取り消します。 

結果の表示 

テンプレートで定義されたバックアップ ジョブは、[ジョブモニター] -> [最小単位バックアップ] ビューに表示されます。プラン名

には、マトリックス内の各セルの位置情報が表示されます。右上隅は [高*高]、左上隅は [低*高] となります。バックアップ

時にコンテンツを含んでいないすべてのセルは、ジョブモニターに [スキップ] ジョブとして表示されます。  

作業終了 
 

セルに関連するテンプレートが適用されると、事前に定義されたスケジュールに従ってバックアップが実行されます。コンテンツ

は自動的に各セルに割り当てられ、該当するスケジュールに基づいてバックアップされます。自動化センターの詳細、特にそ

の機能を最大限に活用するための [ルールエンジン] タブの設定方法について、『DocAve v5 ユーザーガイド』を参照するこ

とをお勧めします。   
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