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DocAve レプリケーター について 

Microsoft SharePoint 環境の拡大に伴い、サイト間だけでなく地理的に分散しているファーム間において、データ

および設定の移動、複製、同期といったニーズが高まっています。DocAve レプリケーターを使用することで、Micros

oft SharePoint 管理者はファーム間で、SharePoint から別の場所へ、コンテンツ、構成、セキュリティおよびユー

ザーのオンライン、オフラインを問わないレプリケート (複製) 作業を実行することができます。レプリケート作業はリアル

タイムで、または設定されたスケジュールに従って実行され、コンテンツや構成、セキュリティ、ユーザーを、サイト間およ

びオブジェクト間で同期することが可能になります。リアルタイム レプリケートのトリガーは完全カスタマイズに対応してお

り、完全・増分レプリケーションを実行することができます。増分レプリケーションは、ファイル レベルやバイト レベルで指

定できます。DocAve レプリケーターは、エンタープライズ クラスのレプリケーション オプション・機能を提供するソリュー

ションです。  

補完製品 

DocAve 6 プラットフォームでは、各 AvePoint 製品をお互いに連携させて実行することができます。レプリケーター

は以下の製品と合わせた使用を推奨します。 

 DocAve コネクタ: 移行ではなく SharePoint を直接経由させることでネットワーク ファイル シェアやクラウ

ド ストレージ リソースを共用することができます。 

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

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

変更内容をレポート化します。 

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

ガバナンス ポリシーを調整します。 

 DocAve アーカイバ: 完全カスタム可能なビジネス ルールに基づき、高額な SQL Server ストレージ内に

保管されたSharePoint コンテンツを階層ストレージ システムに自動的にオフロードすることで、SharePoi

nt ストレージのコストを削減します。 

 DocAve ストレージ マネージャー: ファイルのサイズ、種類、その他のドキュメント プロパティを基に、様々な

リアルタイムのビジネス ルールとスケジュールされたビジネス ルールを組み合わせて BLOB コンテンツを外部

化し、データの急増による悪影響を軽減することができます。 
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前提条件 

DocAve レプリケーターをインストールして使用する前に、システムおよびファーム要件セクションを参照してください。 

構成 

DocAve レプリケーターを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストールし、正しく構

成しておく必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、レプリケーターは機能しません。 

エージェント 

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

に使用します。１つ以上のフロントエンド Web サーバー上にDocAve エージェントをインストールする必要がありま

す。 

*注意: リアルタイム レプリケーションを使用するには、すべてのロントエンド Web サーバー上にDocAve エージェン

トをインストールする必要があります。DocAve エージェントにより DocAve マネージャーは該当サーバーと正常に通

信を実行し、レプリケーター コマンドを常に機能させることができます。  

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

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

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

ます。 

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

ンストール ガイド をご参照ください。 

ライセンスおよび権限 

レプリケーターを正しくインストールして適切に使用するためには、エージェント アカウントに以下の権限が設定されて

いる必要があります。  

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

成される権限のリストについては、ローカル システム権限 を参照してください。適用可能な権限に対する制

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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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 管理者 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。 

2. SharePoint 権限: こ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。 

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

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

するためにこのアカウントが必要です。 

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

に対するフル コントロールが必要です。 

 SharePoint 2013 Web アプリケーション用ポリシーで、DocAve エージェント アカウントが [こ

のアカウントでの操作はシステムとして行う] 権限を持っていることを確認してください。 

 ユーザー プロファイル サービスのアプリケーション権限:  

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 の場合:  

 個人用サイトの作成 

 ユーザーのフォローおよびプロファイルの編集 (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) 

 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 

 ユーザー プロファイルの接続権限: 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 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。  

 コンテンツ データベース、構成データベースおよび全体管理データベースを含む SharePoint に関

連するすべてのデータベース用の db_owner データベース ロール 
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o SQL サーバーの作成者またはセキュリティ管理権限 

 レプリケーター データベースの DB_owner 

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 システム 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 パフォーマンス モニター ユーザー 

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

 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 ジョブとしてのログオン 権限 (コントロール パネル > 管理ツール > ローカル セ

キュリティ ポリシー > セキュリティ設定 > ローカル ポリシー > ユーザー権利の割り当

て で確認可能) 

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

o WSS_RESTRICTED_WPG_V4 のメンバー 

o WSS_WPG のメンバー 

o 管理者のメンバー (インストール後に SP2010ReplicatorEventhandler.dll が GAC 内にな

い場合、エージェント アカウントをローカル Administrator グループに追加すると、SP2010Rep

licatorListener.exe によってエージェント アカウント配下にアセンブリが自動的にインストールさ

れます) 

o "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services" レジストリに対す

るフル コントロール 
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はじめに 

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

主に DocAve モジュール固有の機能についてです。  

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

レプリケーターの開始までの操作については、以下のセクションをご参照ください。 

レプリケーターの起動 

レプリケーターの起動および使用については、以下の手順に従ってください。  

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

では、画面左側に全モジュールが表示されます。  

2. 管理モジュールを表示するには、[管理] をクリックします。 

3. [レプリケーター] をクリックしてこのモジュールを起動します。   

 

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

[レプリケーター] をクリックすると、ホーム タブがアクティブな状態でレプリケーター ユーザー インターフェイスが起動し

ます。  

 

図 2: レプリケーター ユーザー インターフェイス 

1. リボン 上に、レプリケーターで使用可能なアクションが表示されます。   

2. [ワークスペース] 画面には、DocAve 製品で実行する操作の構成の際の説明とコンテンツが表示されま

す。 
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レプリケーター ジョブ構成および作成の基本手順 

以下は、レプリケーター ジョブを構成・作成する際に必要となる手順です。 

1. レプリケーター ジョブの事前構成を実行:  

 レプリケーター データベースの構成 

 デバイスの構成とストレージ ポリシーの設定 (レプリケーション前に環境をバックアップする

場合にのみ必要です) 

 マッピング設定の構成 (必須ではありません) 

 送信用メール サーバーの設定 (必須ではありません) 

2. オンライン レプリケーター ジョブを実行:  

 ネットワーク制御の構成 

 バイトレベル設定の構成 (バイトレベル レプリケーションのみ)  

 オンライン マッピング プロファイルの設定 

 オンライン レプリケーター プランの作成 

3. オフライン レプリケーター ジョブを実行:  

 エクスポート マッピング プロファイルの設定 

 インポート マッピング プロファイルの設定 

 オフライン レプリケーター プランの作成 
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レプリケーター ジョブの事前構成 

以下のセクションでは、レプリケーター ジョブを設定する前に行う構成について説明します。 

レプリケーター データベースの構成 

レプリケーターを使用する場合、レプリケーターを使用する各ファームの専用レプリケーター データベースをSQL 上に

構成する必要があります。レプリケーター データベースには、各ファームのジョブ データが保存されます。ファームのレプ

リケーション データベースの構成が完了すると、レプリケーターのレプリケート元およびレプリケート先として使用すること

ができます。 

1. ホーム タブで、設定 グループの [レプリケーター データベース] をクリックします。 

2. レプリケーターで使用するファームを選択し、リボン上で 管理 グループの [構成] をクリックするか、  アイコ

ンをクリックして ファーム 列内の [構成] を選択します。レプリケーター データベースの構成 ページが表示

されます。 

3. レプリケーション ジョブ データを保存するデータベース用として、以下の設定を構成します。  

 エージェント グループ - エージェント グループを使用することで、レプリケーション ジョブを実行する

特定のエージェントを割り当て、各エージェント間で負荷分散を維持することができます。レプリケー

ション ジョブを実行する前に、ドロップダウン リストから既定のエージェント グループまたは構成済み

エージェント グループを選択するか、[エージェント グループの新規作成] をクリックして新しいエー

ジェント グループを作成します。エージェント グループの作成の詳細については DocAve 6 コント

ロール パネル ユーザーガイド を参照してください。 

 レプリケーター データベース構成 – 既定のデータベース サーバーおよびデータベース名が与えら

れます。必要な場合、新しいデータベース サーバーおよびデータベース名を該当するフィールドに入

力します。データベースが存在しない場合、DocAve はここで指定した名前でデータベースを作成

します。ただし、基本的には既定のデータベースを使用することを推奨します。  

 認証 – レプリケーター データベースの認証を選択します。SQL 認証 を選択すると、アカウント フ

ィールドおよびパスワード フィールドに必要な情報を指定する必要があります。[テスト] ボタンをクリ

ックすると、SQL データベース アカウントを確認することができます。  

o フェールオーバー データベース サーバー – フェールオーバー データベース サーバーを指

定します。指定したレプリケーター データベースが使用不可能になると、指定したレプリケ

ーター データベースに保存されているデータはこのスタンバイ データベースへ転送されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 詳細設定 - 接続文字列を直接入力してレプリケーター データベースを指定することができます。

[詳細設定] をクリックすると、接続文字列の編集フィールドが表示されます。[接続文字列を直

接編集する] チェックボックスを選択して編集を有効にし、画面左側の例を参考にして表示フィー

ルドに接続文字列を入力します。 [接続文字列を直接編集する] チェックボックスを選択する場

合、レプリケーター データベースのエージェント グループのみ指定する必要があります。その他の設

定を指定する必要はありません。接続文字列の編集の詳細については Microsoft SQL Serve

r ヘルプ ドキュメント を参照してください。 

4. [OK] をクリックして構成を完了し、保存します。 

5. 複数のファームでレプリケーターを使用する場合、各ファームで上記の手順を繰り返します。  

6. ファームに対しレプリケーター データベースが構成されている状態でレプリケーター データベースの詳細を確認

したい場合は、ファームを選択し、管理 グループの [詳細の表示] をクリックします。サマリー ページに、選

択したファームで構成済みのレプリケーター データベースの詳細情報 (エージェント グループ、データベース 

サーバー、データベース名、認証など) が表示されます。 

デバイスの構成とストレージ ポリシーの設定 

レプリケーター ジョブの前に環境のバックアップを実行する場合、まず物理デバイスを構成してストレージ ポリシーを設

定する必要があります。レプリケーター ジョブの前に環境のバックアップを実行しない場合は、この手順は不要です。 

*注意: レプリケーターでサポートされているのは Net Share ストレージ デバイスのみです。 

また、DocAve ではバックアップ データの保存の際に複数のストレージ デバイスを単一の論理単位として扱う機能が

あります。これにより小容量のドライブを複数統合することができるため、大容量のレプリケーター プランを処理する場

合に便利です。つまり、論理ドライブの定義はレプリケーション前に環境をバックアップしたい場合にのみ必要ということ

になります。 

デバイスの定義およびストレージ ポリシーの設定については、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。  

マッピング設定の構成 

レプリケーション ジョブを実行する前に、ドメイン マッピング、ユーザー マッピング、言語マッピングの設定を定義すること

ができます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ドメイン マッピング 

ドメイン マッピングは、レプリケート先ノードで、レプリケート元のドメイン名をメタデータ フィールド上で変更したい場合

に使用します。レプリケート元のドメイン名は、レプリケート作業の実行中にレプリケート先ノードで指定したドメイン名

に変更されます。 

ドメイン マッピングへアクセスするには、ホーム タブ > プロファイル マネージャー グループの プロファイルの設定 > 

設定 グループの マッピング に移動し、[ドメイン マッピング] をクリックします。コントロール パネルが表示されます。 

ドメイン マッピングの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。 

ユーザー マッピング 

ユーザー マッピングは、レプリケート先ノードで、レプリケート元の既存ノードのユーザー名をメタデータ フィールド上で変

更したい場合に使用します。レプリケート元ユーザー名は、レプリケート作業の実行中にレプリケート先ノードの指定の

ユーザー名にメタデータ フィールド上で置き換えられます。 

ユーザー マッピングへアクセスするには、ホーム タブ > プロファイル マネージャー グループの プロファイルの設定 > 

設定 グループの マッピング に移動し、[ユーザー マッピング] をクリックします。コントロール パネルが表示されます。 

ユーザー マッピングの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。 

言語マッピング 

プランの実行後にレプリケート元コンテンツと異なる言語でレプリケート先コンテンツを表示するには、言語マッピングを

使用します。 

言語マッピングへアクセスするには、ホーム タブ > プロファイル マネージャー グループの プロファイルの設定 > 設

定 グループの マッピング に移動し、[言語マッピング] をクリックします。コントロール パネルが表示されます。 

言語マッピングの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。 

送信用メール サーバーの設定 

レプリケーターでは DocAve 6 の送信メールを構成することができます。送信メールを構成すると、サービスやジョブの

状態をトラッキングすることができます。この設定はコントロール パネル上で行います。   

送信用メール サーバーの設定については、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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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単方向プルの有効化 

DocAve マネージャーとデータ レプリケート元環境間の接続が悪い場合、単方向プル レプリケーションを使用します。

単方向プル レプリケーション ジョブを実行するには、まず単方向プル機能を有効化する必要があります。 

1. ホーム ページへ移動します。設定 グループの [単方向プル] をクリックします。単方向プル ページが表示さ

れます。 

2. [単方向プルを有効にする] チェックボックスを選択して単方向プル レプリケーションを有効化します。 

3. [OK] をクリックして変更を保存します。 
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オンライン レプリケーター設定の構成 

オンライン レプリケーター プランでは、オンライン ファーム上で SharePoint 場所間でのコンテンツ、構成、セキュリテ

ィ、ユーザーなどのレプリケート作業を実行することができます。  

オンライン レプリケーター ジョブについては、以下のセクションで説明する設定を構成しなくても理論上は実行すること

ができますが、レプリケーション実行中にコンテンツを適切に管理するためこれらの設定を構成することを強く推奨しま

す。 

オンライン レプリケーター ジョブの構成の詳細については、以下のセクションを参照してください。  

ネットワーク制御の構成 

レプリケーション実行中にネットワーク リソースをフルに活用してレプリケーション ジョブを最適化するには、ネットワーク

制御機能を構成します。例えば、ネットワーク パフォーマンスに影響を与える可能性のある大容量データをレプリケー

トする場合、ネットワーク制御を使用すればレプリケーション ジョブの開始時刻を業務時間外に設定することも可能

です。大規模なレプリケーション ジョブを業務時間内に実行する必要がある場合、ネットワークへの影響を最小限に

抑えるために帯域幅制限を設定します。また、ネットワーク障害によってジョブが失敗する場合に備えて、レプリケーシ

ョン ジョブの接続リトライを設定することもできます。 

1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル

の設定 タブが表示されます。設定 グループの [ネットワーク制御] をクリックします。ネットワーク制御 ウィ

ンドウがポップアップ表示されます。 

2. 管理 グループの [作成] をクリックします。ネットワーク制御について、次の設定を構成します。 

 プロファイル名 - プロファイルの名前と必要な場合は説明を入力します。 

 ネットワーク制御設定 - 業務時間内および業務時間外のジョブ データの転送速度を指定して、

適切な単位 (KB/秒 または MB/秒) を選択します。業務時間内には転送速度を下げ、業務

時間外には転送速度を上げることを推奨します。 

 業務時間の定義 - 通常の業務時間および営業日を選択して業務時間を指定します。  

 接続リトライ - ジョブの 接続リトライの間隔 を指定して、リトライ回数を入力します。  

*注意: 詳細オプション でネットワーク制御プロファイルを使用しない場合、既定ではレプリケータ

ーは接続が使用可能になるまで 3 秒毎に再接続を実行します。   
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3. [OK] をクリックして設定を保存します。構成したプロファイルは ネットワーク制御 ページに表示されます。

このページで指定のプロファイルを選択し、[編集] をクリックして構成を編集するか、[削除] をクリックしてプ

ロファイルを削除することも可能です。 

バイトレベル設定の構成 (バイトレベル レプリケーションのみ) 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 では、ファーム毎にバイトレベル設定を構成することを推奨します。

ここでは、バイトレベル レプリケーションのスナップショットの保存期間、データ サイズ制限、元データおよび構造データ

を保存する場所を定義します。 

1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル

の作成 タブが表示されます。設定 グループの [バイトレベル設定] をクリックします。バイトレベル設定 ウィ

ンドウが表示されます。 

2. レプリケーター用に構成されているすべてのファームが表示されます。この機能を適用するファームを選択して、

管理 グループの [構成] をクリックします。バイトレベル設定の構成 ページが表示されます。以下の設定を

構成します。 

 スナップショット設定の構成 – スナップショットの最大保存期間と データ サイズ制限 を指定しま

す。ここで入力する保存期間が経過した場合、スナップショットは自動的に削除されます。なおバイ

トレベル レプリケーションは、選択した転送データの容量が データ サイズ制限 を超える場合にの

み有効です。 

 パス -  "\\admin-PC\c$\..." または "\\admin-PC\shared folder" 形式で UNC パ

スを入力し、スナップショット保存となるパスへのアクセス用に ユーザー名 および パスワード を定

義します。 

*注意: 指定するパスは既存のパスである必要があります。 

3. [OK] をクリックして設定を保存し、バイトレベル設定 インターフェイスに戻ります。 

4. ファームに対しバイトレベル設定が構成されている状態で詳細を確認したい場合は、ファームを選択し、管

理 グループの [詳細の表示] をクリックします。サマリー ページに、選択したファームで構成されているバイト

レベル設定 (スナップショット設定およびパス情報など) が表示されます。 

*注意: バイトレベル レプリケーションは、バイトレベル設定が構成されたファーム間でのみ適用することができます。ま

た、バイトレベル レプリケーションを正しく実行するために、それぞれ異なるパスを指定する必要があります。レプリケー

ト元ファームのバイトレベル設定は、レプリケーションの実行中に有効化されます。 
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オンライン マッピング プロファイルの設定 

オンライン マッピング プロファイルを使用することで、レプリケーション オプションや競合オプションをはじめ、フィルター オ

プション、マッピング オプション、詳細オプションなど、複数の設定の指定および定義が可能になります。オンライン マッ

ピング プロファイルを作成するには、以下の説明に従ってください。 

1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル 

マネージャー ウィンドウにオンライン設定が表示されます。 

2. プロファイル マネージャー タブで、オプション グループの [オンライン プロファイル] がハイライト表示されて

いることを確認してください。  

3. プロファイルの設定 タブで、プロファイル / サブプロファイル管理 グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにファイル名を入力し、[OK] を選択して 

5. [レプリケーション オプション] を選択します。  

6. [競合オプション] を選択します。 

7. [フィルター オプション] を選択します。該当するドロップダウン リストから、[フィルター オプション] を選択

します。既存のフィルター ポリシーがない場合、[フィルター ポリシーの新規作成] をクリックして新たに作成

します。フィルター ポリシー作成の詳細な情報については、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。 

8. [マッピング オプション] を選択します。該当するドロップダウン リストから言語マッピング、ユーザー マッピング、

ドメイン マッピングを選択します。これら 3 マッピングの詳細については DocAve 6 コントロール パネルの参

照ガイド を参照してください。  

9. 詳細オプション を構成します。  

 [データの圧縮] の設定 (オプション) を選択します。[圧縮] チェックボックスを選択すると、データ

圧縮が有効になります。スライダを使用すると圧縮レベルを選択できます。低圧縮レベルを使用す

る場合、圧縮速度が速い反面データ容量が大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、圧縮速

度は遅くなりますが、データ容量は小さく高品質となります。データ セットが小さい場合、ジョブの実

行に時間がかかります。  

 データの暗号化を有効にする場合、[暗号化] チェックボックス (オプション) を選択します。データ

の暗号化を実行すると、ジョブの実行に時間がかかります。データの暗号化を有効にした場合、ド

ロップダウン リストから構成済みのセキュリティ プロファイルまたは既定のセキュリティ プロファイルを選

択します。セキュリティー プロファイルの詳細については、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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 レプリケーション前の環境バックアップ - このオプションでは、レプリケーションの実行前に環境をバ

ックアップします。バックアップ ジョブの該当するドロップダウン リストからストレージ ポリシーを選択し

ます。ストレージ ポリシーの詳細については、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。レプリケーション前にバックアップを実行しておくと、レプリケート先の環境をレプリケー

ション前の環境にリストアすることができます。 

 同時にアクセスできるスレッド数 - 同一マッピングで同時に実行できるスレッド数を指定します。こ

の数値は、お使いのコンピューターのシステム構成に合わせた適切な数値で指定する必要がありま

す。選択した数値が大きすぎると、大量のシステム リソースを消費してしまう可能性があります。既

定および推奨の値は 2 です。同時にアクセスできるスレッド数では、最小単位はサブサイトです。

マッピング レベルがリスト レベルまたはフォルダー レベルの場合、同時にアクセスできるスレッド数の

選択したオプションのみを開始します。  

 

例えば、上の図はレプリケート元の構造です。この図では、Web アプリケーション レベルのレプリケ

ーション ジョブが表示されています。同時にアクセスできるスレッド数 の値が 2 に設定されている

場合、レプリケーション ジョブの実行中ランダムに 2 つのサイトずつ同時にレプリケートします。サブ

サイトの "サイト4”、"サイト5"、および "サイト6" は、親サイト ("サイト1" または "サイト3") がレ

プリケートされた際にのみレプリケートされます。  

 ネットワーク制御 - ドロップダウン リストからネットワーク制御プロファイルを選択してレプリケーション

効率を最適化します。 

 バイトレベルの有効化 — 更新されたデータをレプリケートする バイトレベル レプリケーション を有

効にするかどうかを選択します。[はい] を選択する場合、バイトレベル設定の構成 (バイトレベル 

レプリケーションのみ)が必要となります。 

10. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。  

 または [名前を付けて保存] を選択し、プロファイル名を入力して別のプロファイルとして保存しま

す。[保存して既存プロファイルを置き換える] を選択すると、元のプロファイルを置き換えます。こ

のチェックボックスを選択しない場合は、元のプロファイルを削除しないまま新たなプロファイルが保存

されます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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レプリケーション オプション 

レプリケーション オプションを使用すると、レプリケートするセキュリティ設定 (サイト コレクション レベルからアイテム レベ

ルまで)、構成設定 (サイト コレクション レベルからリスト レベルまで)、コンテンツを構成することができます。次の手

順に従って、レプリケーション オプションのサブプロファイルを設定します。  

1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル 

マネージャー ウィンドウにオンライン設定が表示されます。 

2. プロファイル マネージャー タブで、オプション グループの [オンライン プロファイル] がハイライト表示されて

いることを確認してください。 

3. 画面左側の [レプリケーション オプション] をクリックし、プロファイルの設定 タブで サブプロファイル グル

ープの [サブプロファイルの編集] をクリックして [レプリケーション オプション] フィールドを有効にします。  

4. プロファイルの設定 タブで、プロファイル / サブプロファイル管理 グループの [新規] をクリックします。 

5. ポップアップ ウィンドウで プロファイル名を入力 して [OK] をクリックします。 

6. [セキュリティ] タブをクリックします。レプリケート元のセキュリティをレプリケート先へレプリケートする場合、[セ

キュリティをレプリケートする] チェックボックスを選択し、レプリケートしたいセキュリティを選択します。選択し

たレプリケート元セキュリティはすべてレプリケート先にレプリケートされます。 

 サイト コレクション レベル - ユーザーおよびグループです。サイト コレクションの構成はすべてルート 

サイトに保存されているため、サイト コレクション レベルのセキュリティを正しくレプリケートするには、

サイト レベル配下のオプションを選択する必要があります。  

 サイト レベル - ユーザー、グループ、アクセス許可レベル、サイト権限です。アクセス許可レベル を

使用すると、カスタム済みのアクセス許可レベルをレプリケート元からレプリケート先へ正しくレプリケ

ートすることができます。 

 リスト レベル - ユーザー、グループ、リスト権限です。 

 フォルダー レベル - ユーザー、グループ、フォルダー権限です。 

 アイテム レベル - ユーザー、グループ、アイテム権限です。 

*注意: レプリケート元の親 (そのセキュリティ設定も含む) は、レプリケート元と一緒にレプリケート

されるか、既にレプリケート先にレプリケートされているかどうかを確認する必要があります。これにより、

レプリケート元の権限を正しくレプリケートすることができます。この確認がない場合、レプリケーター

ではメタデータの値 (更新者、作成者など) のみがレプリケートされます。  
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 データ レプリケート先からセキュリティ変更を受信する (双方向レプリケーション時のみ) - レプ

リケート元とレプリケート先のセキュリティの整合性を保持するため、レプリケート先のセキュリティ変

更はレプリケート元にマージされます。このオプションは、双方向レプリケーション時のみ使用可能で

す。 

 ユーザー / グループの同期削除を有効にする — 一方でユーザーおよびグループの削除が実行

されると、もう一方のユーザーおよびグループも同時に削除します。単方向レプリケーションでは、レ

プリケート元での削除に基づいて、このオプションを使用してレプリケート先のユーザーおよびグループ

を削除します。  

双方向レプリケーション時に [データ レプリケート先からセキュリティ変更を受信する (双方向レプリ

ケーション時のみ)] オプションも合わせて選択すると、一方での削除に基づいてもう一方のユーザー

およびグループも削除します。[データ レプリケート先からセキュリティ変更を受信する (双方向レプ

リケーション時のみ)] オプションを選択しない場合、レプリケート先での削除はレプリケート元へ同期

されません。 

 権限のないグループを含む - 権限のないグループをレプリケートするかどうかを選択します。  

 権限およびアクセス許可レベルの同期削除を有効にする - 増分レプリケーション ジョブを実行す

る際にこのオプションを選択すると、権限およびアクセス許可レベルの削除がレプリケート元からレプ

リケート先に同期されます。 

7. 構成 タブをクリックします。構成をレプリケート するかどうかを選択します。レプリケート元の構成をレプリケー

ト先へレプリケートする場合、[構成をレプリケートする] チェックボックスを選択し、レプリケートしたい構成を

選択します。 

 サイト コレクション レベル - サイト コレクションの機能、プロパティ、サイト コレクションの検索範囲、

検索キーワードです。  

 サイト レベル - サイト機能とプロパティ、サイト列とコンテンツ タイプ、ナビゲーションとサイド リンク 

バー、サイト テンプレートとリスト テンプレート、Web パーツ、ページ レイアウト、マスター ページ、そ

の他の隠しリストです。 

o レプリケート元と同じ名前の サイト列とコンテンツ タイプ が既にレプリケート先に存在す

る場合、レプリケーターはレプリケート先の 列 を上書きします。  

o 隠しリスト は、サイト テンプレートおよびリスト テンプレート、Web パーツ、ページ レイア

ウト、マスター ページを保存するリストおよびユーザーが非表示にしたリストなど、すべての

サイト コンテンツ ページで表示できないリストです。 

 リスト レベル - リストの設定、リスト通知、個人用ビュー、パブリック ビューです。  
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o レプリケート先でリスト通知を正しく使用するためには、通知レプリケーション ジョブを実行

する前に、指定のレプリケート先 Web アプリケーション用の送信メール設定を構成する

必要があります。  

o あるユーザーについてレプリケート先にレプリケート元と同じ名前の個人用ビューがある場

合、レプリケート元からレプリケート先にビュー設定がマージされます。   

o レプリケート先にレプリケート元と同じ URL のパブリック ビューがある場合、レプリケート先

の元のパブリック ビューはレプリケート元パブリック ビューに上書きされます。  

*注意: レプリケーターで有効化できるのはレプリケート先のサイト コレクションの機能のみです。レ

プリケート元では有効だがレプリケート先では有効でない機能がある場合、これら機能はレプリケー

ション ジョブ後にレプリケート先でも有効になります。ただし、レプリケート元では無効だがレプリケー

ト先では有効である機能の場合は、レプリケーション ジョブ後もレプリケート先で有効のままです。 

*注意: レプリケート元とレプリケート先の両方で少なくとも 1 つの機能が存在することを確認してく

ださい。レプリケート元のみに存在する機能がある場合、この機能はインストールされません。レプリ

ケーション ジョブを実行する前に機能をレプリケート先に手動でインストールするか、DocAve 展開

マネージャーを使用してレプリケート元の構造をレプリケート先へ直接展開する必要があります。   

 データ レプリケート先から構成変更を受信する (双方向レプリケーション時のみ) - レプリケート

元とレプリケート先の構成設定の整合性を保持するため、レプリケート先のセキュリティ変更はレプリ

ケート元にマージされます。  

 アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプを処理する - すべての既定構成をレプリケートする

際に、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをレプリケートするかどうかを選択します。[アイ

テムの統合性保持のため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをレプリケートする] オ

プションを選択した場合、競合解決を指定する必要があります。競合を処理するには、ドロップダウ

ン リストから [列、コンテンツ タイプ、対応するアイテムをレプリケートしない] または [列および

コンテンツ タイプを上書きする] を選択します。[アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプ

をレプリケートしない] オプションを選択することもできます。また、[対応する列またはコンテンツ タ

イプがレプリケート先に見つからない場合はアイテムを報告する] オプションを選択することもでき

ます。 

8. コンテンツ タブをクリックします。ワークフロー、ユーザー プロファイル、Metadata Service をレプリケートす

るかどうかを選択します。これらをレプリケートする場合、[コンテンツをレプリケートする] チェックボックスを選

択し、レプリケートしたいコンテンツを選択します。 

 ワークフロー - [ワークフロー定義を含む] を選択すると、選択したコンテンツの既存ワークフロー

の定義をレプリケート元ノードからレプリケート先ノードへレプリケートします。[完了済みワークフロー 
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インスタンスを含む] を選択すると、上記に加えて選択したコンテンツの完了済みワークフローの状

態、履歴、タスクもレプリケートします。 

 ユーザー プロファイル - ユーザー プロファイルをレプリケート先へレプリケートするかどうかを選択しま

す。 

*注意: この機能はサイト コレクションおよび Web アプリケーション レベルでのレプリケーション ジョ

ブでのみ動作します。実行前に、レプリケート元およびレプリケート先の両環境内で ユーザー プロフ

ァイル サービス アプリケーションを事前に作成しておく必要があります。レプリケート先のジョブが異な

るエージェントに存在する場合、ユーザー プロファイル サービス アプリケーションでユーザー プロファイ

ルを持つレプリケート元ユーザーのユーザー マッピングを設定することを推奨します。  

 Metadata Service - Metadata Service をレプリケートする を選択し、かつ 関連する

条項のみをレプリケートする を選択しない場合、Metadata Service の条項がすべてレプリケー

トされます。Metadata Service をレプリケートする と 関連する条項のみをレプリケートする 

の両方を選択する場合、現在使用している Metadata Service の条項のみがレプリケートされ

ます。 

 データ レプリケート先から削除を受信する — レプリケート元とレプリケート先の整合性を保持す

るため、双方向レプリケーション ジョブ時にデータ レプリケート先での削除がデータ レプリケート元に

マージされます。 

*注意: 既定では、ストレージ マネージャーおよびコネクタで外部化した実コンテンツはレプリケート先へレプリ

ケートされ、ジョブの実行後の直接アクセス先となるレプリケート先 SharePoint 環境データベースに保存さ

れます。この実コンテンツをレプリケート先へレプリケートしない場合、"…\AvePoint\DocAve6\Agent

\data\SP2010\Replicator\ SP2010Replicator.xml" ファイルを開き、BackupExtenderOr

ConnectorData 属性の値を False に変更します。これにより、スタブおよび実コンテンツがレプリケート

先にレプリケートされなくなります。   

9. [保存] をクリックしてサブプロファイルを保存します。または [名前を付けて保存] を選択し、サブプロファイ

ル名を入力して別のサブプロファイルとして保存します。[保存して既存プロファイルを置き換える] を選択

すると、元のサブプロファイルを置き換えます。このチェックボックスを選択しない場合は、元のサブプロファイル

を削除しないまま新たなサブプロファイルが保存されます。 

競合オプション 

競合サブプロファイル機能を使用すると、レプリケート元の構成またはコンテンツ オブジェクトがレプリケート先のものと

同一である場合に実行するアクションを定義することができます。競合オプションのサブプロファイルを設定するには、以

下の手順に従ってください。 
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1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル 

マネージャー ウィンドウにオンライン設定が表示されます。 

2. プロファイル マネージャー タブで、オプション グループの [オンライン プロファイル] がハイライト表示されて

いることを確認してください。 

3. プロファイルの設定 タブで、プロファイル / サブプロファイル管理 グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウで プロファイル名を入力 して [OK] をクリックします。 

5. 画面左側の [競合オプション] をクリックして 構成 タブをクリックし、構成競合の処理方法を定義します。 

 競合解決 — レプリケート元およびレプリケート先での競合の処理方法を選択します。[データ レ

プリケート元を優先する] を選択すると、競合が発生した場合にレプリケート元の変更が有効とな

り、レプリケート先の変更が無効化されます。[データ レプリケート先を優先する] を選択すると、

競合が発生した場合にレプリケート先の変更が有効となり、レプリケート元の変更が無効化されま

す。  

*注意: このような構成競合が発生するのは双方向レプリケーション時のみです。 

 競合アクション — 競合データの処理方法を選択します。[スキップする] を選択すると、競合デ

ータを無視してレプリケート元およびレプリケート先に対するアクションを実行しません。[上書きす

る] を選択すると、競合解決 で選択した競合解決ルールに従って競合データをレプリケート元およ

びレプリケート先へレプリケートします。なお、この設定は構成にのみ適用され、セキュリティ設定およ

びユーザー権限には適用されません。 

*注意: レプリケート先のサイト コレクションがコンテンツ タイプ ハブの場合、[上書きする] を選択

すると、レプリケート元コンテンツ タイプでレプリケート先コンテンツ タイプを上書きすることで競合を

処理します。上記が発生してレプリケート先コンテンツ タイプを発行すると、このコンテンツ タイプを

使用する他のすべてのサイト コレクションに影響が発生します。 

6. コンテンツ タブをクリックしてコンテンツ競合の処理方法を定義します。 

 競合解決 — レプリケート元およびレプリケート先での競合の処理方法を選択します。 

o  [データ レプリケート元を優先する]  を選択すると、競合が発生した場合にレプリケート

元の変更が有効となり、レプリケート先の変更が無効化されます。[データ レプリケート先

を優先する] を選択すると、競合が発生した場合にレプリケート先の変更が有効となり、

レプリケート元の変更が無効化されます。  

o [直近の更新アイテムを優先する] を選択すると、アイテムおよびファイルの競合が発生し

た場合に、最新の更新日時を持つアイテムおよびファイル内の変更が有効となります。  
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o [バージョンの高いアイテムを優先する] を選択すると、アイテムおよびファイルの競合が

発生した場合に、バージョンが高い方のアイテムおよびファイルの変更を有効とします。 

o 競合解決の順位を編集するには、順序 ドロップダウン リストから該当する番号を選択し、

競合解決の優先順序を変更します。  

 競合アクション — 競合データの処理方法を選択します。[スキップする] を選択すると、競合デ

ータを無視し、レプリケート元とレプリケート先に対して何もアクションを実行しません。[上書きする] 

を選択すると、競合解決 で選択した競合解決ルールに従って競合データをレプリケート元またはレ

プリケート先へレプリケートします。[手動競合解決] を選択すると、レプリケーションの実行中にコン

テンツのレプリケート先となる親フォルダー内で自動生成されたフォルダーに競合コンテンツを移動し

ます。競合フォルダーの名前は "_ReplicationConflicts_" となります。 

 競合通知 — ドロップダウン リストから、競合が発生した場合に競合レポートを受信するレポート

受取人を選択します。必要な場合は該当するパラメータを入力し、[追加] をクリックします。[メ

ール アドレス] を選択する場合は、競合レポートの受信先となるメール アドレスを入力します。

[ユーザー列] を選択する場合は、SharePoint 内のユーザー列またはグループ列でユーザーまた

はグループを入力します。  

*注意: 競合解決の設定が、お使いの環境に適切な設定であることを確認してください。構成が

適切でない場合、コンテンツが予期しない形で上書きされる可能性があります。 

7. [保存] をクリックしてサブプロファイルを保存します。  

 または [名前を付けて保存] を選択し、サブプロファイル名を入力して別のサブプロファイルとして保

存します。[保存して既存プロファイルを置き換える] を選択すると、元のサブプロファイルを置き換

えます。このチェックボックスを選択しない場合は、元のサブプロファイルを削除しないまま新たなサブ

プロファイルが保存されます。 
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オフライン レプリケーター設定の構成 

オフライン レプリケーター プランでは、コンテンツや構成、セキュリティ、ユーザーなどをオフラインの SharePoint から別

のオフラインの場所にレプリケートします。  

オフライン レプリケーター ジョブについては、以下のセクションで説明する設定を構成しなくても理論上は実行すること

ができますが、レプリケーション実行中にコンテンツを適切に管理するためこれらの設定を構成することを強く推奨しま

す。 

オフライン レプリケーター ジョブの構成の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

エクスポート マッピング プロファイルの設定 

レプリケーション エクスポート オプション、フィルター オプション、および詳細オプションを構成するには、エクスポート マッ

ピング プロファイルを作成する必要があります。 

1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル 

マネージャー タブが表示されます。 

2. オプション グループの [エクスポート プロファイル] をクリックします。  

3. プロファイル / サブプロファイル管理 グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにファイル名を入力し、[OK] を選択して 

5. [レプリケーション オプション] を選択します。 

6. 画面左側の [フィルター オプション] をクリックします。既存のフィルター ポリシーがない場合、[フィルター 

ポリシーの新規作成] をクリックして新たに作成します。フィルター ポリシー作成の詳細については、DocAv

e 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。 

7. 画面左側の [詳細オプション] をクリックします。  

 [データの圧縮] の設定 (オプション) を選択します。[圧縮] チェックボックスを選択すると、データ

圧縮が有効になります。スライダを使用すると圧縮レベルを選択できます。低圧縮レベルを使用す

る場合、圧縮速度が速い反面データ容量が大きくなります。高圧縮レベルを使用すると、圧縮速

度は遅くなりますが、データ容量は小さく高品質となります。データ セットが小さい場合、ジョブの実

行に時間がかかります。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 データの暗号化を有効にする場合、[暗号化] チェックボックス (オプション) を選択します。データ

の暗号化を実行すると、ジョブの実行に時間がかかります。データの暗号化を有効にした場合、ド

ロップダウン リストから構成済みのセキュリティ プロファイルまたは既定のセキュリティ プロファイルを選

択します。セキュリティー プロファイルの詳細については、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。 

8. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。  

 または [名前を付けて保存] を選択し、プロファイル名を入力して別のプロファイルとして保存しま

す。[保存して既存プロファイルを置き換える] を選択すると、元のプロファイルを置き換えます。こ

のチェックボックスを選択しない場合は、元のプロファイルを削除しないまま新たなプロファイルが保存

されます。 

インポート マッピング プロファイルの設定 

レプリケーション インポート オプション、競合オプション、および詳細オプションを構成するには、インポート マッピング プ

ロファイルを作成する必要があります。 

1. ホーム タブで、プロファイル マネージャー グループの [プロファイルの設定] をクリックします。プロファイル 

マネージャー タブが表示されます。 

2. オプション グループの [インポート プロファイル] をクリックします。  

3. プロファイル / サブプロファイル管理 グループの [新規] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウにファイル名を入力し、[OK] を選択して 

5. 画面左側の [レプリケーション オプション] をクリックし、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプの処

理方法を指定します。   

 [アイテムの統合性保持のため、アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをレプリケートす

る] を選択した場合は、ドロップダウン リストから依存アイテムの競合解決のため [列、コンテンツ 

タイプ、対応するアイテムをレプリケートしない] または [列およびコンテンツ タイプを上書きす

る] を指定して、競合を処理します。   

 [アイテムに依存する列およびコンテンツ タイプをレプリケートしない] オプションを選択することも

できます。[対応する列またはコンテンツ タイプがレプリケート先に見つからない場合はアイテム

を報告する] を選択することもできます。 

6. [競合オプション] を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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7. 言語、ユーザー、ドメイン マッピングを選択するには、画面左側の [マッピング オプション] をクリックします。

これらマッピング オプションの詳細については、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。 

8. 画面左側の [詳細オプション] を選択すると、レプリケーション前に環境をバックアップするかどうかを選択し

ます。 

 レプリケーション前の環境バックアップ - このオプションでは、レプリケーションの実行前にデータ レ

プリケート元およびデータ レプリケート先のコンテンツをバックアップします。バックアップ ジョブの該当

するドロップダウン リストからストレージ ポリシーを選択します。ストレージ ポリシーの詳細については、

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。レプリケーション前にバックアッ

プを実行しておくと、レプリケート先またはレプリケート元の環境をレプリケーション前の環境にリストア

することができます。  

9. [保存] をクリックしてプロファイルを保存します。  

 または [名前を付けて保存] を選択し、プロファイル名を入力して別のプロファイルとして保存しま

す。[保存して既存プロファイルを置き換える] を選択すると、元のプロファイルを置き換えます。こ

のチェックボックスを選択しない場合は、元のプロファイルを削除しないまま新たなプロファイルが保存

されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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オンライン レプリケーター プランの作成 

オンライン レプリケーター プランでは、オンライン ファーム上で SharePoint 場所間でのコンテンツ、構成、セキュリテ

ィ、ユーザーなどのレプリケート作業を実行することができます。 

オンライン レプリケーター プランを作成するには、以下の説明に従ってください。 

1. ホーム タブで、プラン管理 グループの [オンライン レプリケーター] をクリックします。  

2. レプリケート元 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。  

 データをレプリケートするノードを選択します。大規模環境で作業する場合、[キーワードの入力] 

テキスト ボックスにノードのキーワード (サイト URL、サイト タイトル、サイト名、リスト名、アイテム

名など) を入力して指定のノードを検索します。展開したレベルまでのノードから入力した文字と一

致するものを検出します。現在展開済みツリー内に名前が表示されているノードのみを検出するこ

とができます。 

 指定のノードを右クリックして、[その他のマッピングを表示] を選択します。その他のマッピングを

表示 ページが表示され、関連するノードのマッピングが表示されます。 

 該当するラジオ ボタンを選択してレプリケート元ノードを選択します。  

3. レプリケート先 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。  

 レプリケートするデータのインポート先を選択します。大規模環境で作業する場合、[キーワードの

入力] テキスト ボックスにノードのキーワード (サイト URL、サイト タイトル、サイト名、リスト名、ア

イテム名など) を入力して指定のノードを検索します。展開したレベルまでのノードから入力した文

字と一致するものを検出します。 

 指定のノードを右クリックして、[その他のマッピングを表示] を選択します。その他のマッピングを

表示 ページが表示され、関連するノードのマッピングが表示されます。 

 該当するラジオ ボタンをクリックしてレプリケート先ノードを選択します。指定の名前を入力して [コ

ンテナの作成] をクリックすると、新しいサイト コレクション、サイト、リスト、フォルダーなどを作成する

こともできます。コンテナの作成の詳細については、本ガイド内の  

 コンテナの作成 セクションをご参照ください。 

*注意: レプリケート元ノードとレプリケート先ノードで、同一バージョンの SharePoint を使用していることを確

認してください。SharePoint 2013 内のサイトが SharePoint 2010 モード サイトである場合、レプリケート

は同一モードのサイトに対してのみ可能です。 
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4. 次のプロファイルと一緒に追加 ドロップダウン リストからオンライン マッピング プロファイル を選択します。 

5. [キューに追加] をクリックしてこのマッピングをキューに追加すると、キュー ツール タブが有効になります。  

6. その他のマッピングをキューに追加するには、以下の手順に従ってください。 

 キュー セクションでマッピングを選択し、選択したマッピングを構成します。  

 キュー ツール タブで、続行 グループの [新しいマッピングの追加] をクリックします。ホーム タブが

アクティブ化されるので、上記の手順 2 ～ 5 に従って新しいレプリケーション マッピングを作成・追

加します。 

*注意: リボン上で [削除] をクリックすると選択したマッピングを削除できます。  

7. キュー セクションで選択したマッピングを編集するには、キュー ツール タブ > キューの管理 グループに移動

して操作を選択します。  

 マッピング タイプ - 選択したマッピングのマッピング タイプを選択します。単方向 ( ) はレプリケ

ート元からレプリケート先へのみデータをレプリケートします。双方向 ( ) はレプリケート元とレプ

リケート先の間で双方向のレプリケーションを実行し、レプリケート元のデータをレプリケート先へレプ

リケートして、同時にレプリケート先のデータをレプリケート元へレプリケートします。単方向プル 

( ) はレプリケート先からレプリケート元へデータをレプリケートします。 

*注意: 単方向プル オプションは、単方向プルを有効化してある状態で使用することができます。 

 プロファイル – ドロップダウン リストから選択したマッピング用の オンライン マッピング プロファイル を

選択します。 

 リアルタイム - 選択したマッピングのリアルタイム レプリケーションを有効にするかどうかを選択します。

このオプションを有効にした場合、リアルタイム レプリケーションを有効にするための詳細コンテンツを

選択する必要があります。  

 レプリケート元エージェント グループ - ドロップダウン リストから選択したマッピング用のエージェント 

グループを選択します。エージェント グループの作成については  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。 

 マッピングの有効化 - 作成するプラン内で選択したマッピングを有効化するかどうかを選択します。 

*注意: 同一プラン内で適用するマッピングは、同じレプリケート元ファームを使用する必要があります。 

8. プランとして保存 をクリックし、設定をプランとして保存します。プランとして保存 ウィンドウが表示されます。

以下の設定を構成します。 

 プラン名 - プラン名前と必要な場合は説明を入力します。 

 スケジュール - スケジュールを使用するかどうかを選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o スケジュールなし - プランにスケジュールを設定せずに手動で実行します。  

o スケジュールを手動で構成する – カスタム スケジュールを構成してプランをスケジュールで

実行します。  

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 ウィンドウがポップアップ表示されます。  

o オプション - レプリケーション モードで、完全レプリケーションまたは増分レプリケーションを

選択します。完全レプリケーション は、すべてのレプリケート元コンテンツをレプリケート先

へレプリケートします。増分レプリケーション は、最後に実行した増分・完全レプリケーショ

ン以降に更新されたコンテンツ (追加、削除、更新) のみをレプリケートします。  

[増分レプリケーション] を選択すると、以下のオプションが有効になります。  

 更新 - 前回のジョブ以降の更新をレプリケートするかどうかを選択します。  

 削除 - 前回のジョブ以降の削除をレプリケートするかどうかを選択します。 

 参照時間 – 指定の期間内に作成または更新されたコンテンツをスキャンするか

どうかを選択します。参照時間を使用する場合、作成 / 変更したコンテンツをス

キャンする時間を指定します。テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リ

ストから [分間]、[時間]、[日間] を選択します。 

*注意: 再実行期間が [1回後に終了] に設定されている場合、参照時間を

指定することを推奨します。 

o スケジュール設定 – 再実行スケジュールを実行する頻度を指定します。テキスト ボックス

に整数を入力して、ドロップダウン リストから [分間]、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月

間] を選択します。  

o 再実行までの期間 - 実行スケジュールを実行する開始時刻と終了時刻を選択します。  

o [OK] をクリックして、設定を保存します。レプリケーション ジョブのスケジュールを構成した

後に [カレンダー ビュー] を選択して、カレンダー ビューでジョブを表示します。  

 開始時刻 – プランを開始する時刻を設定し時間帯を変更します。開始時刻を

現在の時刻より前に設定することはできません。 

 終了時刻なし - このオプションを選択すると、プランは手動で終了するまで構成

済みスケジュール通りに実行され続けます。 

 __ 回後に終了 – ここで指定した回数に達するとプランの実行が停止されます。 

 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 



 33 

 
DocAve 6: レプリケーター 

 

 

 通知 - 通知レポートのタイプを選択し、特定のトリガー イベントが発生した場合にメール通知レポ

ートを受信する DocAve ユーザーを指定することができます。ドロップダウン メニューから作成済み

通知プロファイルを選択します。ドロップダウン メニューの隣にある [表示] を選択すると通知プロフ

ァイルの詳細を表示できます。ドロップダウン メニューから [通知プロファイルの新規作成] を選択

して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の詳細については Doc

Ave 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。 

 関連するプラン グループ – プランを 1 つ以上のプラン グループに追加することで、共通設定から

複数のプランを管理することができます。ドロップダウン メニューから作成済みプラン グループを選択

するか、[プラン グループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プラン グ

ループの作成の詳細については DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してくださ

い。 

9. [OK] > [OK] をクリックしてプランを保存します。プランを保存してただちに実行する場合、[OK] > [O

K して実行] をクリックします。ただちに実行 インターフェイスが表示されます。オプション をクリックして以下

の設定を構成します。  

 完全レプリケーション - すべてのレプリケート元コンテンツをレプリケート先にレプリケートします。  

 増分レプリケーション - 前回の増分・完全レプリケーション以降に更新されたコンテンツ (追加、

削除、更新) のみをレプリケートします。[増分レプリケーション] を選択した場合、以下の設定を

構成してください。 

o 更新 - 前回のジョブ以降の更新をレプリケートするかどうかを選択します。 

o 削除 - 前回のジョブ以降の削除をレプリケートするかどうかを選択します。 

o 参照時間 – 指定の期間内に作成または更新されたコンテンツをスキャンするかどうかを

選択します。参照時間を使用する場合、作成 / 変更したコンテンツをスキャンする時間

を指定します。テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから [分間]、[時

間]、[日間] を選択します。  

*注意: SharePoint 変更ログの既定の最大保管時間は 60 日です。構成した参照時間が 6

0 日間を超える場合、60 日以内の更新の増分スキャンのみを実行します。60 日を超える分の

更新については、完全レプリケーションが実行されます。 

*注意: レプリケート元からレプリケート先にデータベースをコピーして、レプリケート元で変更を行った場合、

レプリケート元からレプリケート先に増分レプリケーション ジョブを実行すると、変更されたオブジェクトの最新

バージョンのみがレプリケート先にレプリケートされます。 

10. [OK] をクリックして、ジョブを実行します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: レプリケーション プラン内の複数のマッピングに下図のような包含関係がある場合、マッピング 1 が実行され

る際に マッピング 2 内のコンテンツはレプリケートされません。マッピング 2 内のコンテンツは マッピング 2 が実行さ

れた場合にのみレプリケートされます。マッピング 1 を使用して マッピング 2 内のコンテンツをレプリケートするには、

マッピング 1 を実行する前に マッピング 2 を削除しておく必要があります。  

 

図: 3包含関係のあるマッピングの例 

コンテナの作成 

DocAve では、DocAve インターフェイスから移動しないままで SharePoint 内にコンテナを作成することができま

す。この方法を使用すると、レプリケーターを使用する前に必要なコンテナをすべて作成しなくてもコンテンツ管理タスク

の実行を続行することができます。 

*注意: コンテナの作成機能は、SharePoint Online 環境でサイト、リスト、フォルダーを作成する場合にのみ使

用することができます。 

コンテナを作成する場合、レプリケート先ウィンドウで使用可能なフィールドに新しいコンテナの名前を入力して、[コン

テナの作成] をクリックします。コンテナの作成 インターフェイスが表示されます。ここに表示される内容は作成するコ

ンテナ タイプによって変わります (フォルダーを作成する場合、設定を構成する必要はありません。フォルダー レベルで 

[コンテナの作成] をクリックするとフォルダーがただちに作成されます) 。各タイプのコンテナの設定を、以下の説明に

従って構成します。 

サイト コレクションの作成 

サイト コレクションの作成 ページで以下の設定を構成します。 

 タイトルと説明 - 新しいサイト コレクションの タイトル と今後の参照用として 説明 を入力します。 

 テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン メニューから言語を選択します。この新しいサイト コレク

ションに使用するサイト テンプレートを選択します。タブをクリックしてカテゴリに一覧表示されているテンプレー

トへアクセスするか、[ユーザー設定] タブをクリックして テンプレートを後で選択... を選択し、作成時にテン

プレートを選択しないで完了するかを選択します。 

 サイト コレクション管理者 - このサイト コレクション管理者の ユーザー名 を入力します。 
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 代理サイト コレクション管理者 - このサイト コレクションの代理管理者の ユーザー名 を入力します。 

 クォータ テンプレート – ストレージ クォータ テンプレートを選択してサイト コレクションに適用します。 

 コンテンツ データベース - このサイト コレクションのコンテンツ データベースを選択します。 

[OK] をクリックして新しいサイト コレクションを作成するか、[キャンセル] をクリックしてコンテナの作成インターフェイス

を閉じます。 

サイトの作成 

サイトの作成 ページでは以下の設定を構成することができます。 

 タイトルと説明 - 新しいサイトの タイトル と今後の参照用として 説明 を入力します。 

 テンプレートの選択 - 言語の選択 ドロップダウン メニューから言語を選択します。この新しいサイトに使用

するサイト テンプレートを選択します。タブをクリックして、カテゴリに表示されたテンプレートにアクセスします。 

 権限 - [固有の権限を使用する] を選択すると、ユーザーの固有セットを使用して新しいサイトへアクセス

できるようになります。[親サイトと同じ権限を使用する] を選択すると、親サイトにアクセスできる同じユーザ

ーがこの新しいサイトへアクセスできるようになります。 

[OK] をクリックして新しいサイトを作成するか、[キャンセル] をクリックしてコンテナの作成インターフェイスを閉じます。 

リスト・ライブラリの作成 

リストの作成 ページでは以下の設定を構成することができます。 

 オブジェクト タイプ - リストまたはライブラリのどちらを作成するかを選択します。 

 カテゴリ - 新しいリストまたはライブラリのカテゴリを選択します。 

 ドキュメント テンプレート (ライブラリのみ) - 新しいライブラリについては、ライブラリ内で作成する新規ファイ

ルの既定ドキュメント テンプレートを選択することができます。 

[OK] をクリックして新しいリストまたはライブラリを作成するか、[キャンセル] をクリックしてコンテナの作成インターフェ

イスを閉じます。 

バイトレベル レプリケーションの実行 

コンテンツが少しだけ変更された (ファイルのタイトルだけが変更された場合など) 場合は、バイトレベル レプリケーショ

ンを使用することで、ファイル全体を転送せずにファイルの変更のみを転送することができます。 
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バイトレベル レプリケーションは、接続に制限があるか接続が悪い環境、擬似リアルタイム同期、および大容量ファイ

ル サイズなどのシナリオに最適です。テータ転送量を最小限に抑えることで、バイトレベル レプリケーションはコンテンツ

の同期を保持すると同時に、帯域幅およびインフラストラクチャへの影響を軽減します。 

*注意: バイトレベル レプリケーションは、バイトレベル設定が既に構成されているファーム間でのみ適用することがで

きます。また、バイトレベル レプリケーションを正しく実行するため、使用するパスは異なるものを指定する必要がありま

す。レプリケート元ファームのバイトレベル設定は、レプリケーションの実行中に使用されます。 

バイトレベル レプリケーションを実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. レプリケーターで バイトレベル設定 を構成します。設定例は以下の通りです。  

 

図 4: バイトレベル設定の例 

 この設定例では、スナップショットの保持期間は 365 日間に設定されており、バイトレベル レプリケ

ーションはサイズが 200 KB を超えるデータに適用されます。この場合、ファーム ローカライズ01 

がレプリケート元になっているため、レプリケーション実行にあたっては ローカライズ01 の構成が使

用されます。 

 データ サイズ制限 はバイトレベル レプリケーションの操作です。これはファイル全体の転送よりもシ

ステムの消費が発生しないようにするための設定です。 

2. オンライン マッピング プロファイル を設定します。詳細オプション で [はい] を選択すると、バイトレベル レプ

リケーション を有効化することができます。  

3. 完全オンライン レプリケーション プラン を作成します。  

4. レプリケーション ジョブを実行します。選択したコンテンツがトリガー条件を満たす場合、バイトレベル レプリケ

ーションが実行されます。 
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三方向レプリケーション ジョブの実行 

三方向レプリケーションは、それぞれのマッピングで双方向レプリケーション ジョブを実行し、3 つのサイト間の同期を維

持する際に使用します。以下の手順では、3 つのサイトで三方向レプリケーションを設定していると仮定します。ここ

では、3 つのサイトは AvePoint_New York、AvePoint_London、AvePoint_Tokyo です。AvePoint_Ne

w York を本社と設定し、その他の 2 つの支社をこのサイトに同期します。 

三方向レプリケーション ジョブを設定して実行するには、以下の手順を実行します。 

1. レプリケーターで、競合プロファイル で下図の設定を行います。 

 

図 5: 競合サブプロファイルの設定 

2. 完全オンライン マッピング プロファイル を設定します。 

3. オンライン完全レプリケーション プラン を作成します。例えば、このプランには 2 つのマッピングがあります。1 

つは New York サイトと London サイト間、もう 1 つのマッピングは New York サイトと Tokyo サイト

間です。下図を参照してください。 

 

図 6: 三方向レプリケーションのマッピング 
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4. 完全レプリケーションを実行して、本社と支社を同期させます。 

5. 次に オンライン増分レプリケーション プラン を作成します。このプランをスケジュールに従って実行するか、また

は、リアルタイム実行するかを選択します。 

単方向プル レプリケーション ジョブの実行 

DocAve マネージャーとデータ レプリケート元環境間の接続が悪い場合、単方向プル レプリケーション ジョブを使用

します。単方向プル レプリケーションを使用すると、レプリケート先ノードからレプリケート元ノードへコンテンツをレプリケ

ートすることができます。  

単方向プル レプリケーション ジョブでは、レプリケート先ノードはデータのレプリケート元と見なされ、レプリケート元ノー

ドはデータのレプリケート先と見なされます。 

単方向プル レプリケーション ジョブを設定して実行するには、以下の手順を実行します。 

1. ホーム タブで、設定 グループの [単方向プル] をクリックします。単方向プル ページが表示されます。 

2. [単方向プルを有効にする] チェックボックスを選択して単方向プル レプリケーションを有効化します。 

3. 完全オンライン レプリケーション プラン を作成します。  

4. 単方向プル レプリケーション ジョブを実行します。 

Excel を使用したオンライン レプリケーターの作成 

作成済みのオンライン レプリケーション プランに大容量の新規マッピングを追加する場合、オンライン プランをエクスポ

ートし、Excel を使用してマッピングを設定する方法が効率的である場合があります。また、オンライン プランをインポ

ートする場合も同様の方法でインポート済みプランを管理することができます。 

オンライン プランのエクスポート 

1. プラン マネージャー タブで、保存済みのオンライン プランを 1 つ選択します。  

2. プラン オフライン エディター グループの [オンライン プランのエクスポート] をクリックします。エクスポートし

たプラン ファイルを指定の場所に保存します。ファイルには、選択したオンライン プランに従って名前が付けら

れます。 
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エクスポートしたオンライン プランの編集 

Excel を使用してオンライン レプリケーター プランを編集するには、以下の手順に従ってください。  

1. エクスポートしたプラン ファイルの保存先に移動し、ファイルを開きます。 

2. Excel 上でマッピング設定の値を入力または選択し、新しいマッピングを追加します。  

 プラン設定 - プラン名と、必要な場合は説明を指定します。 

 マッピング設定 - マッピング設定を設定します。 

o マッピング番号 - 各マッピングの順番を入力します。  

o マッピング タイプ - ドロップダウン リストからマッピング タイプを選択します。 

o リアルタイム - リアルタイム レプリケーションを実行するかどうかを選択します。リアルタイム 

レプリケーション ジョブを実行しない場合は いいえ を入力します。リアルタイム レプリケー

ションを実行する場合は、リアルタイム レプリケーションを実行するエレメントを入力します。

エレメントは ";" で区切ります。";" の前後に空白は使用できません。使用可能なエレメ

ントは FoldersOrItemsCreated; FoldersOrItemsUpdated; FoldersO

rItemsDeleted; FoldersOrItemsMoved; CheckedIn;CheckedOut; 

ListAdded;ListDeleted; CheckedOutDiscarded; ListColumnChang

ed の 10 種類です。 

o マッピングの有効化 - ドロップダウン リストからマッピングを有効化・無効化するかどうかを

選択します。マッピングを無効化すると、このマッピングはレプリケーション実行中にスキップ

されます。 

o レプリケート元 - レプリケート元ノードの完全パスを入力します。 

o レプリケート元 Web アプリケーション - レプリケート元ノードの Web アプリケーション 

URL を入力します。 

o レプリケート先 - レプリケート先ノードの完全パスを入力します。 

o レプリケート先 Web アプリケーション - レプリケート先ノードの Web アプリケーション 

URL を入力します。 

o レベル - ドロップダウン リストからレプリケート元ノードおよびレプリケート先ノードのレベルを

選択します。 

o プロファイル - プロファイル名を入力して、このマッピングに関連付けるプロファイルを設定し

ます。ここでは既に存在しているプロファイル名を入力してください。 
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o レプリケート元ファーム - ファーム名を入力してレプリケート元ファームを指定します。選択

するファームの指定の名前を取得するには、コントロール パネル > エージェント モニタ

ー に移動してください。  

o レプリケート元エージェント グループ - エージェント グループ名を入力してレプリケート元

エージェント グループを指定します。選択するエージェント グループの指定の名前を取得

するには、コントロール パネル > エージェント グループ に移動してください。 

o レプリケート先ファーム - ファーム名を入力してレプリケート先ファームを指定します。選択

するファームの指定の名前を取得するには、コントロール パネル > エージェント モニタ

ー に移動してください。 

o レプリケート先エージェント グループ - エージェント グループ名を入力してレプリケート先

エージェント グループを指定します。選択するエージェント グループの指定の名前を取得

するには、コントロール パネル > エージェント グループ に移動してください。 

オンライン プランのインポート 

1. プラン マネージャー タブで、プラン オフライン エディター グループ配下の [オンライン プランのインポー

ト] をクリックします。オンライン プランのインポート ページが表示されます。  

 ファイルのインポート - エクスポート済みプラン ファイルを保存するファイル場所を指定します。 

 競合オプション - ドロップダウン リストから競合オプションを選択します。インポートする Excel ファ

イル内のプラン名が プラン マネージャー で既に存在する場合、競合が発生します。[スキップす

る] を選択すると、プラン マネージャー 内のプランを保持して Excel ファイルをインポートせずに終

了します。[マージする] を選択すると、Excel ファイル内のマッピングをプラン マネージャー内の同

じ名前のプランに追加します。[置き換える] を選択すると、プラン マネージャー内の同じプランを削

除してから Excel ファイル内のプランをインポートします。 

[OK] をクリックして、プラン マネージャー にプランをインポートします。 

2. プランのインポートに成功すると、ジョブが開始します。ジョブ モニター では、このインポート ジョブの詳細を

確認することができます。 
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オフライン レプリケーター プランの作成 

レプリケーターでは、オフライン レプリケート元からオフライン レプリケート先にコンテンツをレプリケートすることができます。

このプロセスには、エクスポート先の設定、エクスポート先へのデータのエクスポート、レプリケート先へのエクスポート先

の物理的な転送、レプリケート先へのデータのインポートなどの作業が含まれています。 

エクスポート先の設定 

エクスポート先は、レプリケート対象のエクスポート済みデータを含む外部システム ストレージです。またエクスポート先

は、インポートが実行されるレプリケート先に物理的に転送されます。 

エクスポート先を設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. ホーム タブで、設定 グループの [エクスポート先] をクリックします。ポップアップ ウィンドウにコントロール パ

ネルの エクスポート先 タブが表示されます。 

2. エクスポート先を構成します。エクスポート先の作成の詳細については DocAve 6 コントロール パネル ユ

ーザーガイド を参照してください。 

3. [OK] をクリックして構成を保存します。データ エクスポート を構成すると、エクスポート先ドロップダウン リス

ト内のエクスポート先が使用可能になります。 

データ エクスポートの使用 

オフライン レプリケーションを実行する際にエクスポート先へデータをエクスポートする方法については、以下の説明を

参照してください。 

1. ホーム タブで、プラン管理 グループの [データのエクスポート] をクリックします。  

2. レプリケート元 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。  

 データをエクスポートするノードを選択します。大規模環境で作業する場合、[キーワードの入力] 

テキスト ボックスにノードのキーワード (サイト URL、サイト タイトル、サイト名、リスト名、アイテム

名など) を入力して指定のノードを検索します。展開したレベルまでのノードから入力した文字と一

致するものを検出します。 

 該当するチェックボックスを選択してレプリケート元ノードを選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. レプリケート先ウィンドウで、ドロップダウン リストからエクスポート先を選択します。既存のエクスポート先が存

在しない場合、[エクスポート先の新規作成] を選択して 新しいエクスポート を作成します。  

4. 次のプロファイルと一緒にキューに追加 ドロップダウン リストから エクスポート プロファイル を選択して [キュ

ーに追加] をクリックします。  

5. キュー セクションで選択したマッピングを一括で構成するには、キュー ツール タブ > キューの管理 グループ

に移動して操作を選択します。  

 プロファイル - リボン上で [プロファイル] をクリックしてアクティブ化すると、プロファイル インターフェ

イスが表示されます。選択したマッピング用のエクスポート プロファイルをドロップダウン リストから選

択します。 

 レプリケート元エージェント グループ - [レプリケート元エージェント グループ] をクリックしてアク

ティブ化すると、レプリケート元エージェント グループ インターフェイスが表示されます。ドロップダウン 

リストから選択したマッピング用のエージェント グループを選択します。 

 マッピングの有効化 - 作成するプラン内で選択したマッピングを有効化するかどうかを選択します。 

*注意: 同一プラン内で適用するマッピングは、同じレプリケート元ファームを使用する必要があります。  

6. プランとして保存 をクリックし、設定をプランとして保存します。プランとして保存 ウィンドウが表示されます。

以下の設定を構成します。 

 プラン名 - プラン名前と必要な場合は説明を入力します。 

 スケジュール - スケジュールを使用するかどうかを選択します。 

o スケジュールなし - プランをただちに実行します。  

o スケジュールを手動で構成する – カスタム スケジュールを構成してプランをスケジュールで

実行します。  

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 ウィンドウがポップアップ表示されます。  

o オプション - ドロップダウン リストからレプリケーション モードを選択します。完全レプリケー

ション は、すべてのレプリケート元コンテンツをレプリケート先へレプリケートします。増分レ

プリケーション は、最後に実行した増分・完全レプリケーション以降に更新されたコンテン

ツ (追加、削除、更新) のみをレプリケートします。  

[増分レプリケーション] を選択すると、以下のオプションが有効になります。  

 更新 - 前回のジョブ以降の更新をレプリケートするかどうかを選択します。  

 削除 - 前回のジョブ以降の削除をレプリケートするかどうかを選択します。 
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 参照時間 – 指定の期間内に作成または更新されたコンテンツをスキャンするか

どうかを選択します。参照時間を使用する場合、作成 / 変更したコンテンツをス

キャンする時間を指定します。テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リ

ストから [分間]、[時間]、[日間] を選択します。 

o スケジュール設定 – 再実行スケジュールを実行する頻度を指定します。テキスト ボックス

に整数を入力して、ドロップダウン リストから [分間]、[時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月

間] を選択します。  

o 再実行までの期間 - 実行スケジュールを実行する開始時刻と終了時刻を選択します。  

 開始時刻 – プランを開始する時刻を設定し時間帯を変更します。開始時刻を

現在の時刻より前に設定することはできません。 

 終了時刻なし - このオプションを選択すると、プランは手動で終了するまで構成

済みスケジュール通りに実行され続けます。 

 __ 回後に終了 – ここで指定した回数に達するとプランの実行が停止されます。 

 終了時刻 - プランの再実行を終了する時刻を設定します。 

o [OK] をクリックして、設定を保存します。レプリケーション ジョブのスケジュールを構成した

後に [カレンダー ビュー] を選択して、カレンダー ビューでジョブを表示します。  

 通知 - 通知レポートのタイプを選択し、メール通知レポートを受信する DocAve ユーザーを指定

することができます。ドロップダウン メニューから作成済み通知プロファイルを選択します。ドロップダウ

ン メニューの隣にある [表示] を選択すると通知プロファイルの詳細を表示できます。ドロップダウン 

メニューから [通知プロファイルの新規作成] を選択して、新規プロファイルを作成することもできま

す。通知プロファイルの作成の詳細については DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を

参照してください。 

7. 関連するプラン グループ – プランを 1 つ以上のプラン グループに追加することで、共通設定から複数のプ

ランを管理することができます。ドロップダウン メニューから作成済みプラン グループを選択するか、[プラン グ

ループの新規作成] をクリックして新しいプラン グループを作成します。プラン グループの作成の詳細につい

ては DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を参照してください。[OK] > [OK] をクリックしてプ

ランを保存します。プランを保存してただちに実行する場合、[OK] > [OK して実行] をクリックします。O

K して実行 インターフェイスが表示されるので、オプション を選択します。  

 完全レプリケーション - すべてのレプリケート元コンテンツをレプリケート先にレプリケートします。  

 増分レプリケーション - 前回の増分・完全レプリケーション以降に更新されたコンテンツ (追加、

削除、更新) のみをレプリケートします。増分レプリケーション を選択した場合、以下の設定を構

成してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 更新 - 前回のジョブ以降の更新をレプリケートするかどうかを選択します。 

o 削除 - 前回のジョブ以降の削除をレプリケートするかどうかを選択します。 

o 参照時間 – 指定の期間内に作成または更新されたコンテンツをスキャンするかどうかを

選択します。参照時間を使用する場合、作成 / 変更したコンテンツをスキャンする時間

を指定します。テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから [分間]、[時

間]、[日間] を選択します。 

*注意: SharePoint 変更ログの既定の最大保管時間は 60 日です。構成した参照

時間が 60 日間を超える場合、60 日以内の更新の増分スキャンのみを実行します。6

0 日を超える分の更新については、完全レプリケーションが実行されます。 

*注意: レプリケート元からレプリケート先にデータベースをコピーして、レプリケート元で変更を行っ

た場合、レプリケート元からレプリケート先に増分レプリケーション ジョブを実行すると、変更されたオ

ブジェクトの最新バージョンのみがレプリケート先にレプリケートされます。 

8. [OK] をクリックして、ジョブを実行します。 

データ インポートの使用 

オフライン レプリケーションを実行する際にレプリケート先へデータをインポートする方法については、以下の説明を参

照してください。 

1. ホーム タブで、プラン管理 グループの [データのインポート] をクリックします。  

2. レプリケート元 ウィンドウで、参照 タブの下のファーム名をクリックしてエクスポート先を展開します。エクスポ

ート先をクリックして、UNC パスにある Replicator2010 フォルダーを読み込みます。次に、プラン名の

名前が付けられたフォルダー名をクリックしてマッピングを読み込み、目的のマッピングを選択します。レプリケー

ト元ツリーでエクスポート済みデータの詳細を表示するには、詳細 タブをクリックします。  

3. レプリケート先 ウィンドウで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを展開します。 

 エクスポート済みデータをインポートするノードを選択します。大規模環境で作業する場合、[キー

ワードの入力] テキスト ボックスにノードのキーワードを入力して指定のノードを検索します。展開

したレベルまでのノードから入力した文字と一致するものを検出します。 

 該当するラジオ ボタンをクリックしてレプリケート先ノードを選択します。指定の名前を入力して [コ

ンテナの作成] をクリックすると、新しいサイト コレクション、サイト、リスト、フォルダーなどを作成する

こともできます。コンテナの作成の詳細については コンテナの作成 セクションを参照してください。 
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4. 次のプロファイルと一緒にキューに追加 ドロップダウン リストから インポート マッピング プロファイル を選択し

て [キューに追加] をクリックします。  

5. キュー セクションで選択したマッピングを一括で構成するには、キュー ツール タブ > キューの管理 グループ

に移動して操作を選択します。  

 マッピングの有効化 - 作成するプラン内で選択したマッピングを有効化するかどうかを選択します。 

 レプリケート先エージェント グループ - 選択したマッピングで使用するエージェント グループを選択

します。エージェント グループの作成については  DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド を

参照してください。 

6. プランとして保存 をクリックし、設定をプランとして保存します。プランとして保存 ウィンドウが表示されます。

以下の設定を構成します。 

 プラン名 - プラン名前と必要な場合は説明を入力します。 

 スケジュール - スケジュールを使用するかどうかを選択します。 

o スケジュールなし - プランをただちに実行します。  

o スケジュールを手動で構成する – カスタム スケジュールを構成してプランをスケジュールで

実行します。  

[スケジュールの追加] をクリックすると、スケジュールの追加 ウィンドウがポップアップ表示されます。  

o スケジュール設定 - プランを実行する間隔を選択します。 

o 再実行期間 - ジョブの開始時刻を入力し、再実行スケジュールの終了時刻を選択しま

す。  

o [OK] をクリックして、設定を保存します。レプリケーション ジョブのスケジュールを構成した

後に [カレンダー ビュー] を選択して、カレンダー ビューでジョブを表示します。  

 通知 - 通知レポートのタイプを選択し、特定のトリガー イベントが発生した場合にメール通知レポ

ートを受信する DocAve ユーザーを指定することができます。ドロップダウン メニューから作成済み

通知プロファイルを選択します。ドロップダウン メニューの隣にある [表示] を選択すると通知プロフ

ァイルの詳細を表示できます。ドロップダウン メニューから [通知プロファイルの新規作成] を選択

して、新規プロファイルを作成することもできます。通知プロファイルの作成の詳細については Doc

Ave 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。  

7. [OK] > [OK] をクリックしてプランを保存します。プランを保存してただちに実行する場合、[OK] > [O

K して実行] をクリックします。  

*注意: DocAve 6.0 を使用してエクスポートしたデータは、DocAve 6 SP 1 にインポートすることができませ

ん。DocAve 6 SP 1 を使用して以前のデータをインポートするには、構成済みの DocAve 6.0 エクスポート 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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プランを使用して DocAve 6 SP 1 経由でデータをエクスポートし、その後にインポート ジョブを実行することを

推奨します。 

双方向オフライン レプリケーション ジョブの実行 

ファイアウォールで分離された 2 つのサイトや、接続されていないサイト間で同期を維持する必要がある場合、双方

向のオフライン レプリケーションを使用することで 2 つのサイトを同期させることができます。  

1. レプリケーター上で、両ファームに共通する 同一エクスポート先 を設定します。両ファームに同じ UNC パス

を設定します。以下の例を参照してください。 

 

図 7: 双方向オフライン レプリケーションのエクスポート先の例 

2. レプリケート元の エクスポート プラン およびレプリケート先のエクスポート プランを作成します。この 2 つの場

所はそれぞれ異なるファーム内に存在しているため、エクスポート プランを別々に作成する必要があることに

注意してください。 

3. 完全エクスポート ジョブが完了した後に、レプリケート元およびレプリケート先の インポート プラン を作成しま

す。この 2 つの場所はそれぞれ異なるファーム内に存在しているため、インポート プランを別々に作成する

必要があることに注意してください。インポート ジョブをスケジュール設定する場合、これらのジョブはエクスポ

ート ジョブの後に実行するよう設定してください。 

4. 設定が完了すると、2 つのオフライン レプリケーション プランは指定の時間に実行されます。 
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なお、DocAve レプリケーターはレプリケート先のレプリケーター データベースへのアクセス権限を持っていないため、こ

のシナリオでは増分レプリケーションを使用することができません。また、レプリケート先データベースへのアクセス権限が

ないため、コンテンツ上の変更を比較することができないことに注意してください。 
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SharePoint Online を対象としたレプリケーター 

レプリケーターでは、Microsoft SharePoint 2010/2013 と Office SharePoint Online との間で、あるいは 

Office SharePoint Online 間でコンテンツのレプリケートを実行することができます。この機能を正しく実行するに

は、コントロール パネル上で SharePoint サイトを構成する必要があります。詳細については DocAve 6 コントロ

ール パネル ユーザーガイド を参照してください。なお、レプリケート先ノードが SharePoint Online 環境内にある

場合、一部の設定はサポートされません。  

*注意: SharePoint Online を対象としたレプリケーターでサポートされるのは、SharePoint Online レプリケー

ト先ノード内のサイト、リスト、フォルダー レベルのコンテナの作成機能のみです。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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マッピングの状態 

プランのマッピング ステータスは、マッピング ステータス ページに表示されます。 

1. ホーム タブで、統計 グループの [マッピング ステータス] をクリックすると、マッピング ステータス タブが表示

されます。 

2. ファーム ドロップダウン リストから指定のファームを選択してプランをフィルターします。既定の すべて のファー

ムを使用することもできます。 

3. プラン ドロップダウン リストからプランを選択すると、指定したプランのマッピング ステータスが表示されます。 

4. 選択したファーム内のプランのマッピング ステータスが表示されます。ここでは、レプリケート元情報、マッピング 

ステータス、レプリケート先情報、詳細などの情報を表示することができます。 

 レプリケート元情報には、レプリケート元 URL、レプリケート元エージェント名、接続ステータス、送

信済みアイテム数、および受信済みアイテム数などが含まれます。 

 ステータスには、マッピング ステータス、転送済みデータのサイズ、合計サイズや、エラー、競合、およ

びリトライの統計などの情報が含まれます。 

 レプリケート先情報には、レプリケート先 URL、レプリケート先エージェント名、接続ステータス、受

信済みアイテム数、送信済みアイテム数などが含まれます。 

 完了済みマッピングの場合、[詳細] をクリックすると、ジョブ モニターの マッピングの表示 タブにマ

ッピングが表示されます。 
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レプリケーター ツール 

レプリケーター モジュールには、SP2010ReplicatorAnalyzer ツール が含まれています。このツールを使用する

方法については DocAve 6 補助ツール ユーザー ガイド を参照してください。 

SP2010ReplicatorAnalyzer ツール を使用すると、DocAve_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することができるようになります。プロファイル設定の構成を削除すると、その後の増

分レプリケーションを正常に実行することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Tools_User_Guide.pdf
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DocAve レプリケーターの使用例 

ここでは、本ガイドで説明している機能を実際の様々な状況下で使用する例を紹介します。DocAve レプリケータ

ーの主な機能をいつ、どのような理由で使用するか、この使用例を参考にして検討してください。なお、ここで紹介す

る状況は、DocAve プラットフォームおよび適用可能なモジュールが正しくインストールされており、要件 (エージェント 

アカウントの適切な権限の設定や論理デバイスの作成など) が満たされていることを前提にしています。 

単一ファームでのオンライン レプリケーター 

単一ファームにおけるレプリケーターの最も一般的な使用例として、ファーム内のカレンダーを複数の他のカレンダーに

レプリケートするという利用方法が挙げられます。ここでのシナリオでは、ソフトウェア会社の製品開発部の副社長が P

RC (会社内部の製品リリース カレンダー) を毎週更新する状況を考えます。このカレンダーは開発中の様々な製品

のリリース予定を表示するものです。ソフトウェア開発の性質上、製品リリース予定の変更は頻繁に発生するため、

結果として PRC も頻繁に変更されます。ジョーはこの会社の SharePoint 管理者です。DocAve レプリケーター

を使用して、頻繁に変更されるスケジュールの問題に対応し、社内全体で公式の PRC が同様に表示される環境

を構築しようと考えています。 

レプリケート元となる PRC の表示および編集権限を副社長のみに制限するため、彼はまず SharePoint 権限を

確認しました。すると、このカレンダーは製品開発サイトにあり、このサイトにアクセスできる権限を持つのは副社長の

みであることが分かりました。どうやらカレンダーの内容を編集できるのは副社長以外にいないようです。次に、ジョーは 

DocAve レプリケーターを起動し、[オンライン レプリケーター] をクリックして、単方向 オンライン マッピング プラン 

の作成を開始します。彼はファーム ツリーを展開し、レプリケート元 ウィンドウの中にある PRC を選択しました。次に

彼はレプリケート先を選択します。 

ジョーは PRC のレプリケート先を、各部署の公式 SharePoint カレンダー上とすることを考えていました。この作業

を実行するためには、対象となる各レプリケート先に対してそれぞれマッピングを作成する必要があります。ジョーは、P

RC を レプリケート元 として選択しました。彼は レプリケート先 ウィンドウ上で営業部の Web アプリケーションを営

業部のカレンダーまで展開し、レプリケート先のカレンダーとして選択しました。次に [適用] をクリックし、マッピングを 

キュー に追加しました。彼はこのプロセスを繰り返し、各部署のカレンダーを レプリケート先 として選択し、それぞれ

のマッピングを キュー に追加していきます。作業がすべて終了したのち、彼は [保存] をクリックしして プラン 名を作

成し、プランを毎週金曜日の午後 5 時に実行するようにスケジュールを設定しました。 
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最後に、新しいプランを保存して有効化しました。これらのマッピングが正常に動作し始めると、レプリケーション スケジ

ュールが毎週作成され、最新の PRC がレプリケート元 (副社長のカレンダー) からそれぞれのレプリケート先 (営業

部、人事部、製造部などのカレンダー) に正しくレプリケートされるようになりました。 

2 つのファームでのオンライン レプリケーター  

オンライン レプリケーションは単一ファームで有用なだけでなく、複数のファーム環境、特に長距離またはインターネット

接続環境が悪いファーム環境間でも効果を発揮します。いずれのケースでも、リアルタイムかつバイトレベルでのオンラ

イン レプリケーションの使用を推奨します。 

例えば、米国と中国にそれぞれオフィスを持つ会社の例を考えてみましょう。米国オフィスの SharePoint 管理者で

あるジョーは、この 2 つの環境におけるファームのコンテンツを同期させるため、DocAve レプリケーターを使用すること

を検討しています。 

最初の作業は、まずレプリケートするコンテンツを特定することです。レプリケーター ジョブの期間を短縮すると同時に

適切なシステム パフォーマンスを維持するため、ジョーはマッピングの範囲を、両方のファームで最新でなければならな

いコンテンツのみに制限することにしました。そこで彼は、2 つの異なるライブラリに対してマッピングを作成することを決

めます。ライブラリ 1 は、様々な製品の詳細な価格情報などが含まれている Excel スプレッドシートが格納されてい

ます。ライブラリ 2 には、会社の最新の経理情報を含む大容量 Excel ファイルが保管されており、米国と中国の両

方の経理部が毎日更新しています。 

レプリケートするリストおよびライブラリを決定したジョーは、マッピングの作成を開始しました。彼は以下のマッピングを

作成して、キュー に追加します。 

マッピング 1 

彼は、価格情報のスプレッドシートのライブラリに対して以下のようなマッピングを構成しました。 

 マッピング タイプ: 製品の価格は米国で決定された後に他のオフィスに展開されるため、中国のファームに

対しては単方向レプリケーションを構成します。 

 リアルタイム: 価格情報は頻繁に変更されるわけではないため、リアルタイム レプリケーションは必ずしも必

要ではありません。 

 マッピングの有効化: ジョーは、このマッピングをすぐに反映させたかったので [有効] を選択しました。 
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 また彼は、既定 のマッピング プロファイル を適用しました。このライブラリの設定は両方のファームで同じもの

なので、セキュリティ、構成、コンテンツ をレプリケートすることにしました。その他のプロファイル設定はすべて

このマッピングへ適用可能です。 

マッピング 2 

経理関係の Excel ドキュメントについて、ジョーは以下のようなマッピングを構成しました。 

 マッピング タイプ: 中国オフィスと米国オフィスの両方の社員がドキュメントを頻繁に更新するため、双方向

レプリケーションを構成します。 

 リアルタイム: それぞれのオフィスの社員が Excel ドキュメントを表示する際に、ドキュメント内のすべての数

値を最新のものにするために、ジョーは リアルタイム レプリケーションを有効化します。 

 マッピングの有効化: ジョーは、このマッピングをすぐに反映させたかったので [有効] を選択しました。 

 さらに彼は、新しいマッピング プロファイル を作成しました。また、このライブラリの設定が両方のファームで同

じものなので、セキュリティ、構成、コンテンツ をレプリケートすることにしました。競合オプション については、

主要な経理オフィスが中国にあることから、ジョーは 競合解決 で データ レプリケート先を優先する よう設

定しました。彼はまた [バイトレベル設定を有効にする] を選択しました。これにより、Excel ファイルに変更

が発生した場合、大容量ファイル全体をレプリケートすることなく変更された箇所のみをレプリケートすること

ができます。 

これらのマッピング構成によって、レプリケーターの機能を適切に活用することが可能になります。ジョーはレプリケーター 

ジョブの期間を短縮し、適切なシステム パフォーマンスを維持するため、両方のファームで最新でなければならないコ

ンテンツのみをレプリケートすることを考えます。可能な場所ではリアルタイム レプリケーションを使用し、それぞれのマッ

ピングに対しては適切な競合解決設定を適用しました。この使用例からわかるように、効率的なレプリケーター ジョブ

を作成させるポイントは、各ジョブの機能を理解し、目的に合わせてそれぞれのマッピングをカスタマイズすることです。 

レプリケート先の新規サイトへのサイト コレクションの移動 

あるケースでは、既存のコンテンツを新しいサイトにレプリケートしたい場合があります。例えば、ニューヨークに本社があ

る会社が、パリに新しいマーケティング オフィスを開くと仮定します。このケースでは、ニューヨークの SharePoint 管理

者がパリのマーケティング サイトを作成し、ニューヨークのマーケティング サイトのコンテンツをパリ サイトへレプリケートし

ます。 

サイト コレクションをレプリケート先の新規サイトに移動するには、以下の手順を参照してください。 

1. ホーム タブで、プラン管理 グループの [オンライン レプリケーター] をクリックします。  
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2. レプリケート元 ウィンドウで、レプリケートするサイトを選択します。大容量環境で作業する場合、キーワー

ドの入力 テキスト ボックスにサイト コレクション URL を入力して指定のサイト コレクションを検索します。該

当するチェックボックスを選択してレプリケート元サイトを指定します。 

3. レプリケート先 ウィンドウで、レプリケート先データ ツリーを指定のレプリケート先サイト コレクションのサイト 

レベルまで展開します。 

4. 手動入力 テキスト ボックスの左側にあるラジオ ボタンを選択します。新規に作成するサイトのサイト タイト

ルを入力します。  

5. テキスト ボックスの右側にある コンテナの作成 をクリックします。または、ホーム タブで、プラン管理 グルー

プの [コンテナの作成] をクリックします。サイト コレクションの作成 ウィンドウが表示されます。 

6. このページでは新しいサイトを構成することができます。  

7. 終了したら、[OK] をクリックして新しいサイトを作成します。作成されたサイトは、指定のサイト コレクション

のサイト ノードの下に表示されます。 

8. オンライン レプリケーター プランの作成 を完了します。  

9. ジョブが実行されると、レプリケート元サイト内のコンテンツが新しく作成されたレプリケート先サイトへレプリケ

ートされます。 
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付録 A: サポートされる / サポートされない SharePoint We

b パーツ 

SharePoint 2010 の Web パーツ 

レプリケーターでサポートされる / サポートされない SharePoint 2010 の Web パーツは、次のとおりです。  

*注意: 既定では、カスタム Web パーツはサポートされていません。カスタム Web パーツについてのサポートが必要

な場合は、弊社技術サポートまでご連絡ください。 

Web パーツ サポートあり サポートなし 

ビジネス データ ビジネス データ アクション ○  

Business Data Connectivity フィ

ルター 

○  

ビジネス データ アイテム ○  

ビジネス データ リスト ○  

ビジネス データ関連リスト ○  

チャート Web パーツ ○  

Excel Web Access ○  

インジケーターの詳細 ○  

ステータス リスト ○  

Visio Web Access ○  

お勧めのコンテンツ カテゴリ ○  

コンテンツ クエリ ○  

関連ドキュメント ○  

RSS ビューア ○  

サイトの集合表示 ○  

カテゴリに属するサイト ○  

概要リンク ○  

目次 ○  

Web Analytics の Web パーツ ○  

WSRP ビューア ○  

XML ビューア ○  
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Web パーツ サポートあり サポートなし 

フィルター [フィルターの適用] ボタン ○  

フィルターの選択 ○  

現在のユーザーによるフィルター ○  

日付フィルター ○  

ページ フィールド フィルター ○  

クエリ文字列 (URL) フィルター ○  

SharePoint リスト フィルター ○  

テキスト フィルター ○  

フォーム HTML フォームの Web パーツ ○  

InfoPath フォーム Web パーツ ○  

メディアおよびコンテンツ コンテンツ エディター ○  

イメージ ビューア ○  

メディア Web パーツ ○  

ページ ビューア ○  

画像ライブラリ スライド ショー Web パ

ーツ 

○  

Outlook Web App 予定表 ○  

連絡先 ○  

受信トレイ ○  

メール フォルダー ○  

個人用タスク ○  

ソーシャル グループ作

業 

連絡先詳細 ○  

メモ掲示板 ○  

組織ブラウザ ○  

サイト ユーザー ○  

タグ クラウド ○  

ユーザー タスク ○  
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SharePoint 2013 のWeb パーツ 

レプリケーターでサポートされる / サポートされない SharePoint 2013 の Web パーツは、次のとおりです。  

*注意: 既定では、カスタム Web パーツはサポートされていません。カスタム Web パーツについてのサポートが必要

な場合は、弊社技術サポートまでご連絡ください。 

Web パーツ サポートあり サポートなし 

ビジネス データ ビジネス データ アクション ○  

Business Data Connectivity 

フィルター 

○  

ビジネス データ アイテム ○  

ビジネス データ アイテム ビルダー  ○ 

ビジネス データ リスト ○  

ビジネス データ関連リスト  ○ 

Excel Web Access ○  

インジケーターの詳細 ○  

ステータス リスト ○  

Visio Web Access ○  

お勧めのコンテンツ カテゴリ  ○ 

コンテンツ クエリ ○  

関連ドキュメント ○  

RSS ビューア ○  

サイトの集合表示 ○  

カテゴリに属するサイト  ○ 

概要リンク ○  

目次 ○  

WSRP ビューア ○  

タイムライン ○  

用語のプロパティ ○  

プロジェクトのサマリー ○  

コンテンツ検索 ○  

フィルター [フィルターの適用] ボタン ○  

フィルターの選択 ○  

現在のユーザーによるフィルター ○  
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Web パーツ サポートあり サポートなし 

データ フィルター ○  

ページ フィルター済みのフィルター ○  

クエリ文字列 (URL) フィルター ○  

SharePoint リスト フィルター ○  

SQL Server Analysis Service 

フィルター 

 ○ 

テキスト フィルター ○  

フォーム HTML フォームの Web パーツ ○  

InfoPath フォーム Web パーツ ○  

メディアおよびコンテンツ  コンテンツ エディター ○  

イメージ ビューア ○  

メディア Web パーツ ○  

ページ ビューア ○  

画像ライブラリ スライド ショー Web 

パーツ 

○  

Silverlight Web パーツ ○  

スクリプト エディター ○  

サイトでの作業の開始  ○  

検索 絞り込み ○  

人気のあるアイテム ○  

検索ナビゲーション ○  

検索結果 ○  

分類の絞り込みパネル  ○ 

ソーシャル グループ作業 連絡先詳細 ○  

メモ掲示板 ○  

組織ブラウザ ○  

サイト ユーザー ○  

タグ クラウド ○  

ユーザー タスク ○  

ブログ ブログ アーカイブ ○  

ブログの通知 ○  

ブログ ツール ○  

コミュニティ このコミュニティについて ○  
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Web パーツ サポートあり サポートなし 

参加 ○  

個人用メンバーシップ ○  

ツール ○  

最新の状況 ○  

ドキュメント セット ドキュメント セットのコンテンツ ○  

ドキュメント セットのプロパティ ○  

検索型コンテンツ カタログ アイテムの再利用  ○ 

タグに一致するアイテム  ○ 

ページ  ○ 

画像  ○ 

検索ボックス ○  

最近変更されたアイテム  ○ 

推奨アイテム  ○ 

ビデオ  ○ 

Web ページ  ○ 

Wiki ページ ○  
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付録 B: レプリケーターでサポートされる / サポートされない要

素 

SharePoint 2010 の要素 

レプリケーターで現在サポートされる / サポートされない SharePoint 2010 の要素は、次のとおりです。  

レプリケート元  タイプ 状態 

ライブラリ ドキュメント ライブラリ ○ 

フォーム ライブラリ ○ 

Wiki ページ ライブラリ ○ 

画像ライブラリ ○ 

翻訳管理ライブラリ ○ 

データ接続ライブラリ ○ 

スライド ライブラリ ○ 

レポート ライブラリ ○ 

アセット ライブラリ ○ 

DocAve ファイルシェア ライブラリ ○ 

DocAve メディアシェア ライブラリ ○ 

通信リスト お知らせ ○ 

連絡先 ○ 

ディスカッション掲示板 ○ 

トラッキング リスト リンク ○ 

予定表 ○ 

タスク ○ 

プロジェクト タスク ○ 

案件管理 ○ 

アンケート ○ 

カスタム リスト カスタム リスト ○ 

データシート ビュー形式のカスタム リスト ○ 

言語と翻訳者 ○ 

KPI リスト ○ 

スプレッドシートのインポート ○ 
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レプリケート元  タイプ 状態 

Web ページ 基本ページ ○ 

Web パーツ ページ ○ 

サイトとワークスペース ○ 

ワークフロー SharePoint Built-in ワークフロー ○ 

SharePoint Designer ワークフロー ○ 

Nintex ワークフロー ○ 

Visual Studio ワークフロー ○ 

Visio ワークフロー × 

Azure ワークフロー × 

RSS  ○ 

通知  ○ 

メタデータ 1行テキスト ○ 

複数行テキスト ○ 

選択肢 (メニューから選択) ○ 

数値 ○ 

通貨 ○ 

日時 ○ 

参照 ○ 

はい / いいえ ○ 

ユーザーまたはグループ ○ 

ハイパーリンクまたは画像 ○ 

集計値 ○ 

ビジネス データ ○ 

セキュリティおよびプロパティ バージョン設定 ○ 

列設定 ○ 

権限 ○ 

バージョン履歴 ドキュメント ○ 

リスト ○ 

SharePoint 2013 の要素 

レプリケーターで現在サポートされる / サポートされない SharePoint 2013 の要素は、次のとおりです。  

レプリケート元  タイプ 状態 

ライブラリ ドキュメント ライブラリ ○ 
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レプリケート元  タイプ 状態 

フォーム ライブラリ ○ 

Wiki ページ ライブラリ ○ 

画像ライブラリ ○ 

データ接続ライブラリ ○ 

レポート ライブラリ ○ 

アセット ライブラリ ○ 

DocAve ファイルシェア ライブラリ ○ 

DocAve メディアシェア ライブラリ ○ 

通信リスト お知らせ ○ 

連絡先 ○ 

ディスカッション掲示板 ○ 

昇格リンク ○ 

外部リスト ○ 

トラッキング リスト リンク ○ 

予定表 ○ 

タスク ○ 

案件管理 ○ 

アンケート ○ 

カスタム リスト カスタム リスト ○ 

データシート ビュー形式のカスタム リスト ○ 

KPI リスト ○ 

スプレッドシートのインポート ○ 

Web ページ 基本ページ ○ 

Web パーツ ページ ○ 

サイトとワークスペース ○ 

ワークフロー SharePoint Built-in ワークフロー ○ 

SharePoint Designer ワークフロー × 

Nintex ワークフロー × 

Visual Studio ワークフロー × 

Visio ワークフロー × 

Azure ワークフロー × 

RSS  ○ 

通知  ○ 

メタデータ 1行テキスト ○ 

複数行テキスト ○ 
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レプリケート元  タイプ 状態 

選択肢 (メニューから選択) ○ 

数値 ○ 

通貨 ○ 

日付と時刻 ○ 

参照 ○ 

はい / いいえ ○ 

ユーザーまたはグループ ○ 

ハイパーリンクまたは画像 ○ 

集計値 ○ 

ビジネス データ ○ 

セキュリティおよびプロパティ バージョン設定 ○ 

列設定 ○ 

権限 ○ 

バージョン履歴 ドキュメント ○ 

リスト ○ 
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付録 C: レプリケーター カスタマイズ表 

以下のテーブルでは、○は該当する SharePoint オブジェクトが対応の SharePoint オブジェクト レベルへレプリケ

ート可能なことを表します。 

レプリケート先 

 

 

レプリケート 

 元 

Web 

アプリ

ケーシ

ョン 

サイ

ト コ

レク

ション 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

レプリケート元の選択 

Web アプリケーション  

○     
 

サイト コレクション 

 ○    

 

サイト 

 

  ○   
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レプリケート先 

 

 

レプリケート 

 元 

Web 

アプリ

ケーシ

ョン 

サイ

ト コ

レク

ション 

サ

イ

ト 

リ

ス

ト 

フ

ォ

ル

ダ

ー 

レプリケート元の選択 

リスト 

 

   ○  

 

フォルダー 

    ○ 
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付録 D: サポートされる / サポートされない SharePoint Onl

ine 設定 

SharePoint 2010 Online 設定 

SharePoint Online for SharePoint 2010 でサポートされる / サポートされない設定は、次のとおりです。 

機能名 サポートの有無 

マッピング 

タイプ 

単方向 ○ 

双方向 ○ 

単方向プル ○ 

リアルタイム × 

レプリケート元エージェント グループ ○ 

レプリケート先エージェント グループ ○ 

プロファイ

ル設定 

レプリケーショ

ン オプション 

セキュリティ セキュリティをレプリケートする ○ 

データ レプリケート先からセキュリティ変更を受信

する (双方向レプリケーション時) 

○ 

ユーザー / グループの同期削除を有効化 × 

権限のないグループを含む ○ 

権限およびアクセス許可レベルの同期削除を有

効にする 

× 

構成 構成をレプリケ

ートする 

サイト コレ

クション レ

ベル  

サイト コレクショ

ンの機能とプロパ

ティ 

○ 

サイト コレクショ

ンの検索範囲と

検索キーワード 

× 

サイト レベ

ル 

○ 

リスト レベ

ル 

○ (リスト通知は未サポート) 

コンテンツ ワークフロー × 

Metadata Service × 

データ レプリケート先から削除を受信する × 
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機能名 サポートの有無 

競合オプショ

ン 

構成 競合解決 ○ 

競合アクション ○ 

コンテンツ 競合解決 ○ 

競合アクション ○ 

競合通知 ○ 

フィルター オ

プション 

フィルター ポリシー ○ 

マッピング オ

プション 

言語マッピング ○ 

ユーザー マッピング ○ 

ドメイン マッピング × 

詳細オプショ

ン 

データの圧縮 ○ 

データの暗号化 ○ 

レプリケーション前の環境バックアップ ○ 

同時にアクセスできるスレッド数 ○ 

ネットワーク制御 ○ 

バイト レベルの有効化 × 

通知  ○ 

関連するプラン グループ ○ 

コンテナの作成 サイト コレクション × 

サイト ○ 

ライブラリ / リスト ○ 

フォルダー ○ 

オンライン プランのエクスポート・インポート ○ 

セキュリティ トリミング ○ 

包含・排除 新規を含む ○ 

サイトを排除する ○ 

暗黙・明示 マッピング 1: サイト コレクション レベルマッピング 2: リスト レベ

ル 

○ 

バージョン レベル ドキュメント メジャー バージョン ○ 

メジャー / マイナー バージョン ○ 

アイテム メジャー バージョン ○ 

同期削除 アイテム、ファイル、フォルダー、リスト (SharePoint オンプレミス

から SharePoint Online へ) 

○ 

名前の変更 リスト名の変更 ○ 

ストレージ最適化の組み合わ SharePoint オンプレミスから SharePoint Online へ ○ 
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機能名 サポートの有無 

せ 

SharePoint 2013 Online 設定 

SharePoint Online for SharePoint 2013 でサポートされる / サポートされない設定は、次のとおりです。 

機能名 サポートの有無 

マッピング 

タイプ 

単方向 ○ 

双方向 ○ 

単方向プル ○ 

リアルタイム × 

レプリケート元エージェント グループ ○ 

レプリケート先エージェント グループ ○ 

プロファイ

ル設定 

レプリケーショ

ン オプション 

セキュリティ セキュリティをレプリケートする ○ 

データ レプリケート先からセキュリティ変更を受信

する (双方向レプリケーション時) 

○ 

ユーザー / グループの同期削除を有効化 × 

権限のないグループを含む ○ 

権限およびアクセス許可レベルの同期削除を有

効にする 

× 

構成 構成をレプリケ

ートする 

サイト コレク

ション レベル  

サイト コレクショ

ンの機能とプロ

パティ 

○ 

サイト コレクショ

ンの検索範囲と

検索キーワード 

× 

サイト レベ

ル 

○ 

リスト レベル ○ (リスト通知は未サポート) 

コンテンツ ワークフロー × 

ユーザー プロフ

ァイル 

× 

Metadata Service × 

データ レプリケート先から削除を受信する × 

競合オプショ 構成 競合解決 ○ 
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機能名 サポートの有無 

ン 競合アクション ○ 

コンテンツ 競合解決 ○ 

競合アクション ○ 

競合通知 ○ 

フィルター オ

プション 

フィルター ポリ

シー 

フォルダー 名前に次の値を含む ○ 

アイテム 作成日時・次の日時以

降 

○ 

ドキュメント  作成者に次の値を含む ○ 

添付ファイル 名前に次の値を含む ○ 

マッピング オ

プション 

言語マッピング  ○ 

ユーザー マッピング ○ 

ドメイン マッピング × 

詳細オプショ

ン 

データの圧縮 ○ 

データの暗号化 ○ 

レプリケーション前の環境バックアップ ○ 

同時にアクセスできるスレッド数 ○ 

ネットワーク制御 ○ 

バイト レベルの有効化 × 

通知  ○ 

関連するプラン グループ ○ 

コンテナの作成 サイト コレクション × 

サイト ○ 

ライブラリ / リスト ○ 

フォルダー ○ 

オンライン プランのエクスポート・インポート ○ 

セキュリティ トリミング ○ 

包含・排除 新規を含む ○ 

サイトを排除する ○ 

暗黙・明示 マッピング 1: サイト コレクション レベルマッピング 2: リスト レベ

ル 

○ 

バージョン レベル ドキュメント メジャー バージョン ○ 

メジャー / マイナー バージョン ○ 

アイテム メジャー バージョン ○ 

同期削除 アイテム、ファイル、フォルダー、リスト (SharePoint オンプレミス

から SharePoint Online へ) 

○ 
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機能名 サポートの有無 

名前の変更 リスト名の変更 ○ 

ストレージ最適化の組み合わ

せ 

SharePoint オンプレミスから SharePoint Online へ ○ 
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付録 E: 構成ファイル 

DocAve レプリケーターには、SP2010Replicator.xml という名前の構成ファイルがあります。この構成ファイル内

の要素を編集することで、レプリケーターの既定の設定をカスタマイズすることができます。既定では、このファイルは 

"...\AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Replicator" に保管されています。SP2010Replica

tor.xml 内の各要素の機能については、次のテーブルを参照してください。 

エレメント 機能の説明 

<ForceKeepIncrementalJob> この要素は、最初のレプリケーション時に増分ジョブを実

行するかどうかを制御します。既定の値は False です。  

 True - 増分ジョブを実行する際に、最初のレ

プリケーション時に増分ジョブを実行します。  

 False - 増分ジョブを実行する際に、最初のレ

プリケーション時に完全レプリケーション ジョブを

実行します。   

<ListRenameEnabled> この要素は、名前を変更したリストをレプリケート先へ同

期するかどうかを制御します。既定の値は False です。 

 True - レプリケーション実行中にリスト名の変

更内容がレプリケート先に同期されます。 

 False - リスト名が変更されると、レプリケーショ

ン実行中に新しいリストとして処理されます。 

<DocumentAndFolderRenameEnabled> この要素は、名前を変更したドキュメントおよびフォルダ

ーをレプリケート先へ同期するかどうかを制御します。既

定の値は True です。 

 True - レプリケーション実行中にドキュメント

名またはフォルダー名の変更内容がレプリケート

先に同期されます。 

 False - ドキュメント名またはフォルダー名が変

更されると、レプリケーション実行中に新しいド

キュメントまたはフォルダーとして処理されます。 
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エレメント 機能の説明 

<IsReplicateDocTagging> この要素は、タグおよびメモをレプリケート先へレプリケー

トするかどうかを制御します。既定の値は False です。 

 True - タグとメモをレプリケート先にレプリケー

トします。 

 False - タグとメモをレプリケート先にレプリケー

トしません。   

<BackupExtenderOrConnectorData> この要素は、スタブ データ (EBS & RBS) をレプリケー

ト先へレプリケートするかどうかを制御します。既定の値

は True です。 

 True – レプリケート元のファイルの実コンテンツ

をレプリケート先へレプリケートします。 

 False – ファイルをレプリケート先へレプリケート

しません。 

構成ファイルの詳細設定 

AgentCommonWrapperConfig.config 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを構成することで、SharePoint プロパティ バッグのカスタム 

プロパティをリストアするかどうかを指定することができます。  

DocAve エージェントをインストールしたコンピューター上で "… \AvePoint\DocAve6\Agent\bin" ディレクト

リを開き、AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを指定します。 

指定 Web プロパティのリストア 

AgentCommonWrapperConfig.config ファイルを開き、WrapperCommon ノードを指定します。こ

のノード内で、<RestoredAllWebProperties>False</RestoredAllWebProperties> ノードと <

SpecialWebPropertyNames></SpecialWebPropertyNames> ノードを指定します。これらの 2 

つのノードは、初回のレプリケーター ジョブ実行時に、構成ファイルに自動的に追加されます。  

 プロパティ バッグ内のカスタム プロパティをリストアしたくない場合は、既定の False 値を使用してください。F

alse 値を使用すると、SpecialWebPropertyNames ノードに指定のカスタム プロパティを追加する

こともできます。ここで指定したカスタム プロパティに対してリストアが実行されます。なお、それぞれのカスタム 
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プロパティはセミコロンで区切って指定してください。例えば、<SpecialWebPropertyNames>prop

erty1; property 2; property3</SpecialWebPropertyNames> のように指定します。 

*注意: プロパティ バッグの build-in プロパティはすべてリストアされます。 

 カスタム プロパティと build-in プロパティを含めてすべてのプロパティをリストアしたい場合は、False を Tr

ue に変更してください。True 値を使用すると、SpecialWebPropertyNames ノードに指定のプロ

パティを追加することができますが、ここで追加したプロパティはリストアされません。 
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付録 F: ホット キーを使用したレプリケーターへのアクセス 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるように D

ocAve ではホット キー モードがサポートされています。レプリケーター インターフェイスからホット キー モードにアクセス

するには、Ctrl +Alt + Z キーを押します。  

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。下位レベル インターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻る

には、キーボードの Ctrl + Alt + Z キーを押します。  

例えば、続けて H を押すと、ホーム タブに移動します。 

操作インスタンス ホット キー 

ホーム H 

プラン マネージャー P 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

ホーム ページ 

機能名とホット キー 

オンライン レプリケーター M 

データのエクスポート DE 

データのインポート Dl 

新規プラン N 

キューに追加 Q 

コンテナの作成 CC 

プロファイル設定 P 

レプリケーター データベース G 

エクスポート先 E 

単方向プル T OK O 

キャンセル C 

ジョブ モニター J 
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機能名とホット キー 

マッピングの状態 U 閉じる X 

プランとして保存  S 
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レプリケーター データベースの構成 

機能名とホット キー 

構成 G OK O 

  キャンセル C 

詳細の表示 V 構成 G OK O 

キャン

セル 

C 

閉じる X 

閉じる X 

ネットワーク制御 

機能名とホット キー 

作成 N OK O 

キャンセル C 

編集 E OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 

バイトレベル設定 

機能名とホット キー 

構成 G OK O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 構成 G 

閉じる X 

閉じる X 

キュー ツール 

機能名とホット キー 

削除 D 

マッピング タイプ M 

リアルタイム R 
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機能名とホット キー 

マッピングの有効化 B 

プロファイル P 

レプリケート元エージェント グループ G OK O 

キャンセル C 

レプリケート先エージェント グループ T OK O 

キャンセル C 

ジョブ履歴 J 

新しいマッピングの追加 A 

プラン設定の編集 S 

プランとして保存  

オンライン レプリケーター 

機能名とホット キー 

オンライン レプリケーター M 

データのエクスポート DE 

データのインポート Dl 

新規プラン N 

キューに追加 Q 

コンテナの作成 CC 

プロファイル設定 P 

レプリケーター データベース G 

エクスポート先 E 

単方向プル T OK O 

キャンセル C 

ジョブ モニター J 

マッピングの状態 U 閉じる X 

プランとして保存  S 

プロファイル設定 

機能名とホット キー 

オンライン プロファイル MP 

プロファイルのエクスポート ME 

インポート プロファイル MI 
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機能名とホット キー 

フィルター ポリシー F 

マッピング I ドメイン マッピング D 

ユーザー マッピング U 

言語マッピング L 

ストレージ ポリシー T 

ネットワーク制御 G 

バイトレベル設定 B 

既定プロファイルとして設定 A 

サブプロファイルを編集 E 

新規 N 

削除 D 

保存 S 保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

閉じる X 

 

プラン マネージャー ページ 

レプリケーター インターフェイスでホット キーを使用してプラン マネージャー ページへアクセスするには、キーボードの Ct

rl + Alt + Z キーを押してホット キー モードにアクセスしてから、P を押すことでプラン マネージャー ページにアクセス

することができます。  

次の表は、プラン マネージャーのリボンの機能のホット キーのリストです。  

例えば、続けて V を押すと、詳細表示インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

マッピングの表示 S 

マッピングの非表示 H 

編集 E 

削除 D 

オンライン プランのエクスポート O 

オンライン プランのインポート I OK O 

キャンセル C 
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機能名とホット キー 

テスト実行 T OK O 

キャンセル C 

ただちに実行 R OK O 

キャンセル C 
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