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DocAve Vault for SharePoint について 

DocAve Vault では、指定のオブジェクト レベル (Web アプリケーションからリストまで) の SharePoint コン

テンツと関連するメタデータ情報を外部ストレージ システムにエクスポートすることができます。DocAveVault 

のツールの利点は次のとおりです。 

 セキュアおよび暗号化のアーカイブ 

 粒度および忠実度が維持されたコンテンツのアーカイブ 

 継続的なデータ収集 

 スケジュールによるアーカイブ 

 外部化アーカイブ 

Autonomy および Concordance と統合されれば、Vault を使用してエクスポートしたデータを Autonom

y および Concordance で管理することもできます。 

補完的な製品  

DocAve 6 プラットフォームでは多くの製品および製品群はお互いに連携して実行されます。Vault と次の製

品を一緒に使用することをお勧めします。  

 DocAve コネクタ: 移行を行わずに、SharePoint を直接経由させて、ネットワーク ファイル共有やク

ラウド ストレージ リソースを共同で利用します。接続されたコンテンツは、通常の SharePoint コンテ

ンツのように表示され、あたかも SharePoint のドキュメント ライブラリの中に存在するコンテンツのよう

に利用することができます。  

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint: SharePoint のコンテンツを再構成または移動

します。  

 DocAve レポート ポイント for SharePoint: SharePoint 環境の障害点を調べ、SharePoint 

ユーザーが行った操作と変更内容をレポートします。  

 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定し、この製品の SharePoint ガバナンス 

ポリシーを調整します。  
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 DocAve レプリケーター: レプリケーター イベントに対応した即時のレプリケーション、またはオフライン環

境での計画的なレプリケーションを実行します。すべてのコンテンツ、構成、およびセキュティの設定を、

完全に忠実に同期し、管理します。  
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始める前に 

DocAve Vault 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 Vault 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、Vault を使用できません。 

エージェント 

DocAve エージェントは、 DocAve ジョブの実行を担当し、SharePoint オブジェクト モデルと相互にやり取

りします。DocAve エージェントを使用すると、DocAve マネージャーが該当サーバーと通信することができ、Va

ult コマンドが正常に機能することができます。 

*注意: インストールしたエージェントを実行すると、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 パフォーマンスに影響を与えることがあります。ただし、サーバーにインストールしたエージェントを使用しなけ

れば、システム リソースの使用率は低く抑えられるため、サーバー パフォーマンスへの影響はほとんどありません。 

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。 

ライセンスおよび権限 

Vault を正常にインストールして使用するには、エージェント アカウントに以下の権限が設定されていなければ

なりません。 

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

権限の厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウント をローカル 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:DocAve 6 Vault を使用する前にこれらの権限を手動で構成する必要があり

ます。これらの権限は自動的に構成されません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf


 7 

 
DocAve 6: Vault 

 

 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。 

 Web アプリケーションのユーザー 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 

 User Profile Service アプリケーションの権限: 

o 個人機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service – 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service – フル コントロール 

 Search Service - フル コントロール 

 User Profile Service - 管理者およびフル コントロール 

 Managed Metadata Service – 管理者およびフル コントロール 

3. SQL 権限:DocAve 6 Vault を使用する前にこれらの権限を手動で構成する必要があります。これ

らの権限は自動的に構成されません。 

 メンバーは、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 S

harePoint 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 ロールを持ちま

す。 

ローカル システム権限 

一部のローカル システム権限は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、次のロ

ーカル グループのメンバーとして設定されます: 

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

 パフォーマンス モニター ユーザー 

 DocAve ユーザー (グループは自動的に作成され、そのグループは次の権限を持ちます): 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリに対す

るフル コントロール 



8  

 
DocAve 6: Vault 

 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventlog 

のレジストリに対する フル コントロール 

o 通信証明書のフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてログオン 権限 ([コントロール パネル] > [管理ツール] > [ローカル セ

キュリティ ポリシー] > [セキュリティの設定] > [ローカル ポリシー] > [ユーザー権利の

割り当て] の順に進んでください。) 

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

Vault の起動に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

Vault の起動 

Vault を起動してその機能へアクセスするには、DocAve にログオンます。既にログインしている場合、[DocA

ve] タブをクリックします。 

1. [DocAve] タブから、[コンプライアンス] をクリックすると、コンプライアンス モジュールが表示されます。 

2. [Vault] をクリックしてこのモジュールを起動します。 

 

図 1: DocAve Vault 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 

Vault インターフェイスは、ホーム タブがアクティブな状態で起動します。このタブに、お使いのファーム環境が表

示され、ここから Vault 機能のリストに簡単にアクセスすることができます。 

 

図 2: Vault ユーザー インターフェイス 

1. リボン には、選択されているノードについて実行可能なアクションとウィザードが表示されます。ShareP

oint ツリーでの選択によって、表示される内容が変わります。 

2. SharePoint ツリー (範囲 パネル) にお使いファームにあるすべてのコンテンツが表示されます。この

パネルを使用して、アクションを実行するコンテンツを選択します。コンテンツを選択すると、リボン に新し

いタブと機能が表示されます。 

3. ランディング ページ には Vault と各種設定の簡潔な説明が表示されるため、Vault ジョブをすぐに

開始することができます。  
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Vault プロファイルの設定 

Vault ジョブの設定を行う前に、処理プールおよびエクスポート先の設定を含む Vault プロファイルを構成する

必要があります。Vault プロファイルを構成するには、以下の説明を参照してください。  

*注意: 既定では、Vault プロファイルが適用され、実行された後に、Web アプリケーションまたはサイト コレク

ションの下のすべてのコンテンツがエクスポートされます。エクスポート ジョブから指定のサイト コレクションおよび個

人用サイトを除外するには、SP2010AgentComplianceコンプライアンス Vault.cfg ファイルを構成す

る必要があります。詳細については サイト コレクションおよび個人用サイトのフィルター を参照し

てください。 

処理プールの構成 

処理プール 機能を使用して、同時に実行できる Vault ジョブの最大数を制御することができます。一般的に

は、Vault ジョブはリソースを大量に消費するため、複数の Vault ジョブを同時に実行すると、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。この状況を避けるために、処理プール 機能を構成します。 

処理プールに追加される Vault ジョブは、スレッドになります。処理プール で許可されるジョブ数は、同時に実

行できる Vault ジョブの最大数です。残りの Vault ジョブはキューに入れられます。 

それぞれの SharePoint ファームには、Default_Farm(ファーム名) という名前の既定の処理プールが 1 

つあります。このプール内のスレッド数は 5 に設定されています。 

新しい処理プールを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [プロファイル管理] グループの [プロファイル マネージャー] をクリックします。プロファイル マネージャ

ー ページが表示されます。 

2. [設定] グループの [処理プール] をクリックします。処理プール ページが表示されます。 

3. [処理プール] タブの [管理] グループの [作成] をクリックします。新しい処理プールの作成 ページ

が表示されます。新しい処理プールを作成するには、以下の設定を構成します。 

 処理プール名 - 処理プールの [名前] および [説明] (オプション) を入力します。 

 ファーム - ドロップダウン リストから処理プールを使用する [ファーム] を選択します。 
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 エージェント グループ - ドロップダウン リストから [エージェント グループ] を選択します。指

定したエージェント グループのエージェントは、この処理プールで使用されて、Vault ジョブを実

行します。エージェント グループの作成の詳細について、DocAve 6 コントロール パネルのリフ

ァレンス ガイド を参照してください。 

 ジョブの最大数 - 同時に実行できる Vault ジョブの最大数を指定します。例えば、このフィ

ールドに 8 を入力すると、最大で 8 つの Vault ジョブを同時に実行することができます。 

構成を終了すると、作成済みの処理プールが以下のスクリーンショットのように 処理プール ページに一覧表示

されます。 

 

図 3: 処理プール ページ 

既存の処理プールを編集するには [処理プール] ページでプールを選択して、[処理プール] タブの [管理] 

グループの [編集] をクリックします。  

既存の処理プールを削除するには、[処理プール] ページから 1 つ以上のプールを選択して、[処理プール] 

タブの [管理] グループの [削除] をクリックします。 

エクスポート先の構成 

エクスポート先では、UNC パスを使用して、エクスポートしたアイテムおよびドキュメントを Vault で保存する場

所を構成することができます。  

 

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 パネルのリファレンス ガイド を参照してくださ

い。  

 

 

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
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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Vault プロファイルの構成 

Vault プロファイルでジョブに関する設定を構成するには、以下の手順に従ってください。  

1. Vault ホーム ページのリボンの [プロファイル管理] グループの [プロファイル マネージャー] をクリック

します。プロファイル マネージャー ページが表示されます。 

2. [プロファイル マネージャー] タブで、[管理] グループの [作成] をクリックします。新しいプロファイル

の作成 ページが表示されます。Vault プロファイルを構成するには、以下の設定を構成します。 

 プロファイル名 - [名前] および [説明] (オプション) を入力します。これらの設定を使用し

て、プロファイル マネージャー でプロファイルを探します。 

 エクスポート タイプ - ドロップダウン リストからエクスポート タイプを選択します。オートノミー

統合 とは、Autonomy  プラットフォームでコンテンツを管理できることを意味します。Conco

rdance 読み込みファイル は、Vault を使用してエクスポートしたコンテンツを Concordan

ce プラットフォームにインポートして管理できることを意味します。生成したフォルダーの詳細に

ついては、エクスポートしたコンテンツ フォルダー を参照してください。 

 ファームの選択 - ドロップダウン リストからこのプロファイルを使用する [ファーム] を選択します。 

 処理プール - ドロップダウン リストから [処理プール] を選択します。[処理プールの新規

作成] をクリックして新しい処理プールを作成することもできます。新しい処理プールの作成に

ついては、処理プールの構成 を参照してください。 

 エクスポート先 - ドロップダウン リストからエクスポートしたデータを保存する [エクスポート先] 

を選択します。[エクスポート先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成するこ

ともできます。新しい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

のリファレンス ガイド を参照してください。 

 通知 - 指定したユーザーにこの Vault ジョブの状態を通知するには、ドロップダウン リストから

作成済み通知プロファイルを選択するか、または、[通知プロファイルの新規作成] をクリック

して新しい通知プロファイルを作成します。新しい通知プロファイルの作成の詳細については、D

ocAve 6 コントロール パネルのリファレンス ガイド を参照してください。テキスト ボックスの隣の 

[表示] をクリックして、選択した通知プロファイルの詳細を表示することもできます。 

 スケジュール - このプロファイル用のスケジュール タイプを選択します。 

o スケジュールなし – このオプションを選択すると、アーカイバ ジョブをただちに実行しま

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
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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o 手動でスケジュールを構成する - このオプションを選択すると、カスタム スケジュール

を構成し、スケジュールに従って Vault ジョブを実行します。[手動でスケジュールを

構成する] をオンにすると、スケジュール設定 フィールドが表示されます。  

 開始時刻 - スケジュールの開始時刻を指定します。 

 間隔 - このスケジュールの実行間隔を指定します。時間 / 日間 / 

週間 / ヶ月間 で指定します。 

 終了時刻 - 該当するラジオ ボタンをクリックして、スケジュールの終了時刻を

指定します。[終了時刻なし] を選択すると、スケジュールは実行し続けます。

[_ 回後に終了] を選択すると、指定の回数でスケジュールは終了します。

[終了時刻] を選択すると、指定した時刻にスケジュールは終了します。 

Vault 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] をクリックすると、日、週、ま

たは月で検索されたスケジュールが表示されます。 

サイト コレクションおよび個人用サイトのフィルター 

既定では、Vault プロファイルが Web アプリケーションに適用され、Vault ジョブが実行されると、Web アプリ

ケーション内のすべてのコンテンツがエクスポートされます。ただし、Web アプリケーションの下のサイト コレクション

および個人用サイトにエクスポートしたくないコンテンツがある場合は、SP2010AgentComplianceコンプ

ライアンス Vault.cfg ファイルを構成して、そのコンテンツを除外します。このファイルを構成して、エクスポート

するサイト コレクション (個人用サイトを含む) とスキップするサイト コレクションを選択することができます。構成

ファイルの構成の詳細については、付録 A: 構成ファイルでの詳細設定 を参照してください。 
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Vault プロファイルの適用および実行 

Vault ジョブを実行するには、既存の Vault プロファイルを SharePoint オブジェクト レベルに適用する必要

があります。これにより、プロファイル設定に従って、オブジェクト レベルのコンテンツをエクスポートします。Vault 

プロファイルを適用して実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. [範囲] パネルで、ファーム ノードをクリックしてツリーを展開します。展開できる SharePoint コンポー

ネントがすべて表示されます。 

2. 展開したツリーからエクスポート アクションを実行するノードを選択します。プロファイルが選択したノード

に既に適用されている場合、このプロファイルの適用 状態 および Vault 設定 がワークスペース フィー

ルドに表示されます。適用したプロファイルを 削除 したり、取り消す には、Vault プロファイルの

管理 を参照してください。 

3. ワークスペース フィールドのドロップダウン リストから、指定したノードに適用する既存のプロファイルを選

択するか、または、新しいプロファイルを作成します。新しいプロファイルの作成の詳細については、Vaul

t プロファイルの構成 を参照してください。  

4. 選択したプロファイルを適用するには、[ホーム] タブの [管理] グループの [適用] をクリックします。選

択したプロファイルは、既定で、選択したノードとその下のすべてのノードに適用されます。継承について

は、継承および継承の停止 を参照してください。  

5. [ただちに実行] をクリックすると、適用したプロファイルをすぐに実行します。既定では、Vault は、前

回のエクスポート ジョブ以降に行われた選択した SharePoint コンテンツへの変更および編集をエクス

ポートします。選択したノードに対して初めて Vault エクスポート ジョブを実行する場合、選択した Sh

arePoint コンテンツがすべてエクスポートされます。   

6. [適用して実行] をクリックすると、1 回のクリックでプロファイルを適用して実行することができます。 

*注意: SSL 証明書を適用した SharePoint ノードに対して Vault エクスポート ジョブを実行する前に、SS

L 証明書が信頼された証明機関によって発行されていることを確認してください。また、SSL 証明書の名前が、

選択した SharePoint ノードの Web アプリケーションによって使用されるホスト ヘッダーと同じであることを確

認してください。これらの要件が満たされない場合、Vault エクスポート ジョブの終了後、メタデータ情報は mh

t フォルダーにエクスポートされません。  
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ジョブ状態の確認  

Vault には、実行中のジョブの状態を表示できるジョブ モニター ボタンがあります。ジョブ モニターは、ジョブの監

視またはエラーのトラブルシューティングに使用します。  

詳細については、DocAve 6 ジョブ モニターのリファレンス ガイド を参照してください。 

エクスポートしたコンテンツ フォルダー 

Vault ジョブが終了すると、指定したエクスポート先で、エクスポートされたコンテンツを表示したり、管理すること

ができます。それぞれのフォルダーおよびファイル タイプのコンテンツは、それぞれのエクスポート タイプによって異な

ります。次のセクションでは、この 2 つのエクスポート タイプで生成されるフォルダーの詳細を説明します。 

エクスポートしたオートノミー統合のコンテンツ フォルダー  

図 4 のように、エクスポートしたファイルを含むフォルダーは、指定したエクスポート先で生成されます。  

 

図 4: ジョブの終了後にオートノミーから生成された Vault フォルダー 

コンテンツのタイプを識別するために、エクスポートしたコンテンツの命名規則が 3 つあります。エクスポートしたフ

ォルダー内のファイルを使用するには、次のセクションを参照してください。 

 ファイル - エクスポートしたフォルダー内のファイルには DocID_UIVersion.ext という名前が付

けられます。 

 アイテム - エクスポートしたフォルダー内のアイテムには ItemID_UIVersion.mht という名前が

付けられます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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 添付ファイル - エクスポートしたフォルダー内の添付ファイルには ItemID_At###.ext という名

前が付けられます。 

Idx ファイル - それぞれのファイル、アイテム、および添付ファイルのためには、idx ファイルも生成され、オートノ

ミー システムで開くことができます。新しい属性 #DREFIELD X-ZANTAZ-PRIMARY-UID が、ドキュ

メント ファイル用に生成された idx ファイルに追加されます。この属性の値は、ドキュメント ファイルまたはドキュ

メント添付ファイルの作成者です。 

エクスポートした Concordance 統合のコンテンツ フォルダー  

図 5 のように、エクスポートしたファイルを含むフォルダーは、指定したエクスポート先で生成されます。  

 

図 5: ジョブの終了後に Concordance から生成された Vault フォルダー 

 Cpt、cpl - これらのファイルはエクスポートしたアイテムの詳細情報を保存します。Concordance 

プラットフォームで表示することができます。 

 Docs - このフォルダーは Vault を使用してエクスポートした実コンテンツを保存します。 

 Dat - このファイルはエクスポートしたアイテムのメタデータ情報を保存します。 

Vault プロファイルの管理 

Vault プロファイルが作成されると、プロファイルの継承の表示、編集、継承、または解除を行うことができます。

Vault プロファイルを管理するには、次のセクションを参照してください。 
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プロファイル マネージャーでプロファイルの表示、編集、削除 

プロファイル マネージャー ページで Vault プロファイルを表示、編集、または削除するには、以下の説明を参照

してください。 

 詳細の表示 - [プロファイル マネージャー] ページから表示するプロファイルを選択し、[プロファイル 

マネージャー] タブで [管理] グループの [詳細の表示] をクリックします。 

 編集 - [プロファイル マネージャー] ページから編集するプロファイルを選択し、[プロファイル マネー

ジャー] タブで [管理] グループの [詳細の表示] をクリックします。プロファイル適用済みのノードを

展開する場合、ワークスペース ページから Vault 設定 フィールドに表示される [編集] をクリックし

て、プロファイルを編集することもできます。 

*注意: 選択したノードが上位レベル ノードからプロファイルを継承する場合、このノード レベルでプロ

ファイルを編集することはできません。プロファイルが適用されている最上位ノードに移動して、編集を

行ってください。 

 削除 - [プロファイル マネージャー] ページから削除するプロファイルを 1 つ以上選択し、[プロファ

イル マネージャー] タブで [管理] グループの [削除] をクリックします。 

継承および継承の停止 

選択したノードの Vault プロファイルを適用した後に、サブノードは自動的に親ノードに適用されているプロファイ

ルを継承します。継承の停止 は、下位レベル ノードと上位レベル ノードのプロファイルを論理的に分けます。  

親ノードと子ノードの継承関係を手動で解除するには、上位レベル ノードからプロファイルを継承する下位レベ

ル ノードを選択します。[管理] グループの [継承の中止] をクリックして、継承を解除します。[継承の中止] 

をクリックすると、このボタンは [継承] に変わります。 

プロファイル継承をノードに手動で適用するには、上位レベルからプロファイルを継承するノードを選択します。

[管理] グループの [継承] をクリックして、親ノードから継承します。[継承] をクリックすると、このボタンは [継

承の中止] に変わります。 

継承について 

 既定では、上位レベルに既に適用されている Vault プロファイルが下位レベルに継承されます。  

 ノードが上位レベルのプロファイルを継承している場合、新しいプロファイルを適用することができません。  
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 継承した Vault プロファイルを下位ノードで編集、取り消し、または削除することはできません。  

 上位レベル ノードのプロファイル設定を変更すると、その変更は下位レベル ノードへも影響します。 

継承の解除について 

 指定したレベルでプロファイルの継承を解除する場合、このレベルでのみ継承は解除され、下位レベル

のプロファイルの継承は解除されません。  

 プロファイルの継承を解除した後に、新しいプロファイルを適用して、下位レベルで該当するプロファイル

設定を編集することができます。  

 ノードでプロファイル継承を解除し、継承したプロファイルを編集すると、その変更はこのプロファイルを使

用するすべての SharePoint オブジェクトに影響します。  

Vault プロファイルの取り消し 

取り消し 機能を使用して、既に適用されているプロファイルを持つノードに対するプロファイル設定を無効にしま

す。プロファイルを取り消すと、状態 フィールドに表示される 適用の状態 が 取り消し済み になります。必要に

応じて [適用] をクリックして、このプロファイルを再度適用することができます。 

既に適用されている Vault プロファイルを取り消すには、[範囲] パネルで取り消すプロファイルを含むノードを

選択します。[ホーム] タブで [管理] グループの [取り消し] をクリックします。ツリーで選択しているノードおよ

びサブノードから、プロファイルが取り消されます。 

Vault プロファイルの削除 

作成済みのプロファイルがファーム ツリーのノードに不要になった場合に、ノードからプロファイルを削除することが

できます。指定したノードからプロファイルを削除すると、ワークスペース ページにプロファイル情報が表示されなく

なります。ワークスペース ページ上部のドロップダウン リストから適用する新しいプロファイルを選択します。削除]

機能を使用して、プロファイル管理を簡素化し、ノード内の不要な作成済みプロファイルの数を減らすことができ

ます。 

適用済みプロファイルを削除するには、[範囲] パネルで削除するプロファイルを含むノードを選択します。[ホー

ム] タブで [管理] グループの [削除] をクリックします。ツリーで選択しているノードおよびサブノードから、プロフ

ァイルが削除されます。 
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*注意: 削除したプロファイルはプロファイル リストに引き続き存在するため、必要に応じて再度適用することが

できます。   
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付録 A: 構成ファイルの詳細設定 

Web アプリケーションのエクスポート ジョブに含まれる Web アプリケーションの下のサイト コレクションおよび個

人用サイトをフィルターするには、構成ファイルの SP2010AgentComplianceコンプライアンス Vault.cf

g を構成します。SP2010AgentComplianceコンプライアンス Vault.cfg ファイルを構成するには、以

下の手順に従ってください。 

1. "...AvePoint\DocAve6\Agent\data\SP2010\Compliance" に移動して、SP201

0AgentComplianceコンプライアンス Vault.cfg ファイルを見つけます。 

2. メモ帳で SP2010AgentComplianceコンプライアンス Vault.cfg ファイルを開き、以下の要

素を構成します。 

 enabled - "ｔrue" の場合、DocAve 6 エージェントがインストールされているファームの

サイト コレクション フィルター機能を有効にします。"false" の場合、DocAve 6 エージェン

トがインストールされているファームのサイト コレクション フィルター機能を無効にします。 

 key - 構成済みのサイト コレクションのカスタム プロパティを入力します。ここの値には、現在

サイト コレクションで使用されているプロパティを入力してください。 

 value - 上記で指定したカスタム プロパティに現在使用されている 値 を入力します。Vault 

プロファイルが適用されている Web アプリケーションの下のサイト コレクションおよび個人用サ

イトは、key および value の 2 つのフィルター条件に従ってフィルターされます。カスタム プロ

パティおよびカスタム プロパティの値が上記で指定した key および value と一致するサイト 

コレクションおよび個人用サイトが、Web アプリケーションのエクスポート ジョブで選択されます。

フィルター 条件がいずれかが満たされない場合、Web アプリケーションのエクスポート ジョブを

実行すると、サイト コレクションおよび個人用サイトはフィルターされません。  

3. Web アプリケーションのエクスポート ジョブ用に特定のサイト コレクションおよび個人用サイトをフィルタ

ーするには、上記の key および value の属性には、現在サイト コレクションに使用されている値を

入力してください。すべての構成を保存してファイルを閉じます。   
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付録 B: Vault ホット キー 

ホット キー モードへのアクセス 

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 DocAve ではホット キー モードがサポートされています。Vault 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 キーを同時に押します。  

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、H を押し続けると、Vault のホーム ページ

に移動します。 

操作インターフェイス ホット キー 

Vault ホーム ページ H 

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 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

Vault ホーム ページ 

Vault インターフェイスでホット キーを使用してホーム ページへアクセスするには、Ctrl + 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、H を押せば、ホーム ページに動します。  

次の表は、ホーム ページの各機能のホット キーのリストです。例えば、F を押し続けると、プロファイル マネージ

ャー インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

継承 I 

継承の中止 S 

適用 A 適用 A 
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機能名とホット キー 

適用して実行 R 

ただちに実行 N 

取り消し R 

削除 M 

プロファイル マネージャー F 

ジョブ モニター J 

プロファイル マネージャー 

機能名とホット キー 

作成 N 
OK O 

キャンセル C 

詳細の表示 V 
編集 E 

OK O 

キャンセル C 

閉じる C  

編集 E 
OK O  

キャンセル C  

削除 D 

処理プール P 

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 C 

エクスポート先 L 

閉じる C 
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付録 C: Vault カスタマイズ表 

Vault で有効なカスタマイズについては、次の表を参照してください。√ は Vault を使用してコンテンツをエクスポートできる SharePoint レベルを意味し

ます。 

エクスポート レベル / エクスポー

ト内容 

ファーム レベ

ル 
注記 エクスポート際の選択内容 

Web アプリケーション √  

 

サイト コレクション   
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エクスポート レベル / エクスポー

ト内容 

ファーム レベ

ル 
注記 エクスポート際の選択内容 

サイト √  
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エクスポート レベル / エクスポー

ト内容 

ファーム レベ

ル 
注記 エクスポート際の選択内容 

リスト √  

 



 

 27 

 
DocAve 6: Vault 

 

エクスポート レベル / エクスポー

ト内容 

ファーム レベ

ル 
注記 エクスポート際の選択内容 

ライブラリ   
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