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DocAve 管理センター for SharePoint について 

IT 環境が広がり進化を続ける中で、組織がすべきことは、Microsoft SharePoint 2010 環境全体を通し

て、ガバナンス ポリシーを強化し、無秩序なサイトの拡大をコントロールし、様々な権限を容易に確認および変

更するための手段を見つけることです。SharePoint 管理センターの課題である、このような重要な管理作業

に容易に対応するために不可欠な機敏性と統制が DocAve 管理センター for SharePoint によって組織

にもたらされます。単一ファームまたは複数のファームでタスクを実行して、SharePoint は特定のビジネス ニー

ズを確実に満たします。 

 すべての SharePoint 資産の構成、セキュリティおよびコンテンツについて、確認、検索、管理、レポー

ト作成、展開およびレプリケーションを単一のインターフェイスから行うことができます。 

 また、SharePoint のコンテンツ、構成およびカスタマイズに関するガバナンス ポリシーのコンプライアンス

を維持し、ライフサイクル管理を強化することができます。 

 さらに、同じレベルの管理およびレプリケーションを、DocAve の RBS プロバイダーが具現化したすべて

のコンテンツに適用することができます。 

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。DocAve 管理セ

ンター for SharePoint と次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

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

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、SharePoint ガバナンス ポリシーを

調整します。 
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始める前に 

DocAve 管理センター for SharePoint をインストールし、使用する前に、まずシステムとファームの必要な条

件を確認してください。 

構成 

DocAve 管理センター for SharePoint (以下、「管理センター」) 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正しくインストールし、構成する必要があります。DocAve 6 がファームインストールさ

れていない場合、管理センターを使用できません。インストールの詳細については、DocAve 6 インストール ガ

イド を参照してください。 

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 エージェントは、DocAve マネージャーがそれぞれのサーバーとの通信を有効にし、管理セン

ターのコマンドを正しく機能させます。エージェントがインストールされたサーバーに Microsoft SharePoint Fo

undation Web Application サービスを有効にする必要があります。無効な場合、エージェントのインストー

ル中、管理センター エージェントを読み込むことはできないため、管理センターの機能を使用することはできませ

ん。DocAve エージェントがダウンした場合の冗長性を確保するために、DocAve エージェントを追加で他の S

harePoint Web フロントエンド (WFE) にインストールしておく必要があります。 

*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。 

 

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
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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必要な権限 

DocAve 管理センター for SharePoint 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 管理センターを使用する前に、この権限を手動で構成する必要があ

ります。自動的に構成されません。 

 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 

3. SQL 権限:DocAve 6 管理センターを使用する前に、この権限を手動で構成する必要があります。

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 

次のローカル システム権限が 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です。 

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 (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): 

 HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリ

に対するフル コントロール 
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 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eve

ntlog のレジストリに対するフル コントロール 

 通信証明書のフル コントロール 

 バッチ ジョブとしてのログオン の権限 ([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] 

> [ユーザー権限の割り当て] の順に進んでください。) 

 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 

 ローカル管理者権限 
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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。本ガイドでは、共通する機

能のいくつかを説明していますが、主に DocAve モジュールに固有な機能を説明します。 

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

なレベルで DocAve と SharePoint が共有している操作については、付録 B: DocAve 管理センターと 

SharePoint 操作 を参照してください。 

管理センター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。 

管理センター for SharePoint の起動  

管理センターを起動し、その機能へアクセスするには、以下の手順に従って操作します。 

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

ブのウィンドウの左側に、すべてのモジュールが表示されます。 

2. [DocAve] タブから、[管理] をクリックすると、管理センターの機能が表示されます。 

3. [管理センター] をクリックして、管理センター for SharePoint を起動します。 
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 図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウです。 

ユーザー インターフェイスの概要 

管理センター ユーザー インターフェイスは、管理 タブがアクティブな状態で起動します。このタブには、お使いのフ

ァーム環境が表示され、ここから、管理センターの各機能に簡単にアクセスすることができます。 
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図 2: 管理センター ユーザー インターフェイスです。 

1. 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、アクションを実行する対象の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。 

2. 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。 

3. ワークスペース には、DocAve 製品で実行されるアクションの構成中に使用されるフォーム ベースの

コンテンツがすべて表示されます。 

  



 

 13 

 
DocAve 6: 管理センター 

 

ファームおよびノードの選択 

ファームおよびノードの選択: 

1. 左側の 範囲 パネルから、関連する SharePoint コンテンツを含むファームをダブルクリックします。キー

ワードをファーム ツリーの上にある検索ボックスに入力し、関連する SharePoint コンテンツをフィルター

します。 

2. コンテンツの左側のチェックボックスをオンにして、操作を実行する関連のコンテンツを選択します。 

3. コンテンツを選択した後に、ガイドで説明されている手順を実行することができます。 

*注意: セキュリティ トリミング機能を使用して、ファーム ツリーを参照する際に特定のユーザーに表示されるオ

ブジェクトを制限することができます。セキュリティ トリミングを使用すれば、ユーザーがサイト コレクションの管理

者であるツリーのサイト コレクションを表示することができます。この機能によって、該当するサイト コレクションのノ

ードを展開し、すべての SharePoint オブジェクトに対してアクションを実行することができます。ただし、Web 

アプリケーション レベルとファーム レベルでアクションを実行することはできません。SharePoint サイトのセキュリ

ティ トリミングの構成については、DocAve 6 コントロール パネル参照ガイド 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
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コンテンツの表示と検索 

管理センターには、広い範囲で複数の検索条件を使用する正確で徹底的な検索ツールがあります。検索を実

行した後に、検索結果の複数のアイテムに対して、管理センターの操作を実行することができます。 

ファームのコンテンツの表示と検索については、以下の説明を参照してください。 

サイト コレクションのリストの表示 

選択した Web アプリケーション内のサイト コレクションのリストを表示するには、以下の手順に従ってください。

なお、一度に 1 つの Web アプリケーションのサイト コレクションのリストのみ表示することができます。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツの 範囲 を選択します。 

2. [管理] タブをクリックします。 

3. リボンの [サイト コレクションのリスト] へ移動します。サイト コレクションのリストが表示されます。サイ

ト コレクション タイトル、データベース名、URL、管理者 などの情報が表示されます。サイト コレクシ

ョンの URL は、該当する SharePoint サイト コレクションにリンクしています。そのため、サイト コレク

ション URL をクリックすると、直接に SharePoint サイトにアクセスすることができます。 

この機能は、SharePoint の中にもあります。サイト コレクションのリストの表示の詳細については、SharePoi

nt のヘルプを参照してください。様々なレベルで DocAve と SharePoint が共有している操作については、

付録 B: DocAve 管理センターと SharePoint 操作 を参照してください。 

ユーザーと権限の表示 

ユーザーとグループの権限のリストや、サイトの権限のリストを表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツの 範囲 を選択します。この機能はサイ

ト コレクションとサイト レベルでサポートされています。 

2. [セキュリティ] > [ユーザーと権限] をクリックします。 

3. [ユーザーとグループ] または [サイトの権限] を選択します。使用可能なリストが表示されます。 
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この機能は、SharePoint の中にもあります。ユーザーと権限の表示の詳細については、SharePoint のヘル

プを参照してください。様々なレベルで DocAve と SharePoint が共有している操作については、付録 B: 

DocAve 管理センターと SharePoint 操作 を参照してください。 
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管理検索ウィザードを使用して管理検索を実行 

管理検索機能を使用して、(一般的に、メタデータ、設定、構成を基に) 指定の条件を満たすサイト コレクショ

ン、サイト、リスト、ライブラリおよびアイテムに関するレポートを作成し、これらを管理することができます。ウィザー

ドを使用すると、手順ごとに表示される説明に従って、管理検索を構成することができます。 

*注意: 管理検索結果のリスト ビューには、最大 20,000 のノードが表示されます。結果をダウンロードして、

すべての検索結果ノードを表示することができます。 

ウィザードを使用して管理検索を実行するには、以下の手順に従ってください。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツの 範囲 を選択します。 

2. [管理] > [管理検索] > [管理検索ウィザード モード] をクリックします。ウィザード モード タブが

表示されます。 

3. プラン名 を入力します。既定のプラン名は 管理検索 HH:MM:SS YYYY-MM-DD の形式で与

えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定のプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マー

クは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在してい

る場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

4. リボンの [次へ] をクリックします。検索フィルター 画面が表示されます。 

5. ドロップダウン リストを使用し、フィルター ルールを追加して、検索する各 SharePoint レベルのオブジ

ェクトまたはデータを指定します。[追加] をクリックして、ルールをリストに追加します。検索フィルター 

の詳細については、付録 A: 検索フィルター テーブル を参照してください。 

 2 つ以上のフィルター ルールの論理関係を変更するには、リストのエントリの右側の [And] 

または [Or] をクリックします。 

o And – すべてのルールを満たすコンテンツが表示されます。 

o Or – 1 つのルールを満たすコンテンツが表示されます。 

 [基本フィルター条件] フィールドにフィルター ルールの論理関係が表示されます。 

 必要な場合、フィルター ルール番号の隣の下矢印をクリックして、同じレベルのフィルター ルー

ルの順序を変更します。 
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6. フィルター ルールの設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。スケジュール 画面が表示され

ます。 

7. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずに実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して検索を実行します。指

定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了したら、

[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示します。 

8. スケジュールを構成が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。通知 画面が表示されます。 

9. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

*注意: [表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

10. 通知の設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

11. プランの選択内容をレビューまたは編集します。変更するには、行の右にある [編集] をクリックします。

このボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

12. リボンまたは画面右下の [完了] または [完了して実行] をクリックします。これで、管理検索プランが

プラン マネージャーに表示されます。 

管理検索フォーム モードを使用して管理検索を実行  

管理検索フォーム モード では、検索ウィザードのすべての内容が 1 ページにまとめられているため、管理検索

をすぐに実行することができます。[管理] > [管理検索] > [管理検索フォーム モード] をクリックして、このモ

ードにアクセスします。管理検索の条件の構成方法については、管理検索ウィザードを使用して管理検

索を実行 を参照してください。 

*注意: この機能に慣れていない場合は、この検索モードを使用して管理検索を実行することを推奨ｈしませ

ん。 

 

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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セキュリティ検索ウィザードを使用してセキュリティ検索を実行 

ウィザードを使用すると、手順ごとに表示される説明に従って、セキュリティ検索を構成することができます。ウィザ

ードを使用してセキュリティ検索を実行するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツの 範囲 を選択します。 

2. [セキュリティ] > [セキュリティ検索] > [セキュリティ検索ウィザード モード] をクリックします。ウィザ

ード モード タブが表示されます。 

3. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、セキュリティ検索 HH:MM:SS YYYY-MM-DD の形

式で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定のプラン名の有効化を確認します。緑色のチェック マークは、指定

したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在している場合は、

警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

4. リボンの [次へ] をクリックします。権限 画面が表示されます。 

5. 検索する ユーザーとグループ を入力します。[名前を確認する] アイコンをクリックして、入力した名

前を確認します。または [参照] アイコンをクリックして、名前のリストを参照します。 

6. [詳細設定] をクリックして、関連する検索条件を指定します。 

 [非アクティブのユーザーを検索する] – このボックスをオンにして、選択した範囲内のすべて

の非アクティブのユーザー (権限を持たない非アクティブのユーザーを除く) 検索します。検索し

たユーザーには、削除済み または 無効化済み のマークが付きます。 

 [グループ メンバーを含む] – このボックスをオンにして、AD グループの複雑なネスト関係の

検索条件を指定します。 

o [すべてのメンバー] – 選択したグループ (サブグループを含む) のすべてのユーザーを

検索します。 

o [次の深さまで検索する … レベル] – 検索の深さを制限し、指定のレベルのみを検

索します。 

o [次のグループを排除する] – 検索に含まないグループを入力します。 

例: 

3 つの AD グループ:グループ 1、グループ 2、グループ 3 があります。これらのグループのネス
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ト関係は、次のとおりです。グループ 1 には、グループ 2 というサブグループが含まれます。グル

ープ 3 は、グループ 2 のサブグループです。グループ 1 は SharePoint に追加されています

が、グループ 2 とグループ 3 は追加されていません。[すべてのメンバー] を選択すると、グル

ープ 1、グループ 2、グループ 3 のユーザーを検索します。[次の深さまで検索する 2 レベ

ル] を選択すると、グループ 1 とグループ 2 のユーザーを検索します。グループ 3 のユーザー

は検索されません。[次のグループを排除する] を選択し、グループ 3 をフィールドに入力しま

す。グループ 3 とそのユーザーは検索されません。 

7. [権限設定] を構成して、割り当てられた権限に従って、検索するユーザーまたはコンテンツを制限しま

す。 

 [権限] – 権限に従って、検索結果を制限します。すべての権限を検索、フル コントロール、

デザイン、投稿、閲覧、表示のみ、制限付きアクセス が含まれます。関連の権限を選択した

ら、[詳細] をクリックして権限の詳細情報を表示します。 

 [完全に一致する権限] – 検索結果は、選択した権限に完全に一致します。[完全に一致

するかそれ以上の権限] – 検索結果は、選択した権限か、それより上の権限を持つユーザー

またはコンテンツに一致します。 

 [権限を持たない SharePoint ユーザーとグループを含む] – 権限を持たない ShareP

oint ユーザーとグループを検索するかどうかを選択します。既定では、これらのユーザーまたは

グループは除かれます。 

 [固有の権限のみを検索] – 権限の継承が解除されているユーザーとグループのみが検索し

たノードで検索されます。 

8. 終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。検索フィルター 画面が表示されます。 

9. ドロップダウン リストを使用し、フィルター ルールを追加して、検索する各 SharePoint レベルのオブジ

ェクトまたはデータを指定します。[追加] をクリックして、ルールをリストに追加します。検索フィルター 

の詳細については、付録 A: 検索フィルター テーブル を参照してください。 

 2 つ以上のフィルター ルールの論理関係を変更するには、リストのエントリの右側の [And] 

または [Or] をクリックします。 

o [And] – すべてのルールを満たすコンテンツが表示されます。 

o [Or] – 1 つのルールを満たすコンテンツが表示されます。 

 基本フィルター条件 フィールドにフィルター ルールの論理関係が表示されます。 
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 必要な場合、フィルター ルール番号の隣の下矢印をクリックして、同じレベルのフィルター ルー

ルの順序を変更します。 

10. フィルター ルールの設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。スケジュール 画面が表示され

ます。 

11. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずにセキュリティ検索を実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、セキュリティ検索を実

行します。指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が

終了したら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を

表示します。 

12. 終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。通知 画面が表示されます。 

13. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

*注意: [表示] をクリックすると、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報が表示されます。 

14. 通知の設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

15. プランの選択内容をレビューまたは編集します。変更するには、行の右にある [編集] をクリックします。

このボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

16. リボンまたは画面右下の [完了] または [完了して実行] をクリックします。これで、セキュリティ検索プ

ランがプラン マネージャーに表示されます。 

セキュリティ検索フォーム モードを使用してセキュリティ検索を実行  

セキュリティ フォーム モード では、検索ウィザードのすべての内容が 1 ページの画面にまとめられ、すぐにセキュ

リティ検索を実行することができます。[セキュリティ] > [セキュリティ検索] > [セキュリティ検索フォーム モー

ド] をクリックします。セキュリティ検索の条件の構成方法については、 

セキュリティ検索ウィザードを使用してセキュリティ検索を実行 を参照してください。 

*注意: この機能に慣れていない場合、この検索モードを使用してセキュリティ検索を実行することを推奨しま

せん。 

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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定義済み検索の使用 

[定義済み検索を始める] では、新規指定の範囲で定義済み検索プロファイルを適用することができます。定

義済み検索を開始するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツの 範囲 を選択します。 

2. [管理] / [セキュリティ] > [管理検索] / [セキュリティ検索] > [定義済み検索を始める] をクリ

ックします。定義済み検索画面が表示されます。 

3. ドロップダウン リストから、定義済み検索プロファイルを選択します。サマリー  セクションに選択した検索

ジョブの詳細が表示されます。 

4. 画面右下の [検索] をクリックして、検索ジョブを開始します。 

 

*注意: 定義済み検索プロファイルを適用する範囲レベルが検索プロファイルで指定されている最上位のフィル

ターのレベルより高いことを確認します。例: 定義済み検索プロファイルの検索フィルター ルールをサイト コレクシ

ョンとサイト レベルに設定している場合、定義済み検索を始めるノード レベルはサイト コレクション レベルと同じ

か、それ以上のレベルでなければなりません。 

コンテンツの管理 

SharePoint コンテンツの管理については、以下の説明を参照してください。管理センターにおけるコンテンツの

管理では、コンテンツに関連する操作 (SharePoint に既にある操作と、DocAve に実装されている新しい機

能) の集中管理を主に扱います。 

サイト コレクションとコンテンツ データベースの作成 

DocAve 管理センターでサイト コレクションまたはコンテンツ データベースを作成するには、以下の手順を実行

します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、新しいサイト コレクションまたはコンテンツ データベ

ースを作成する Web アプリケーションを選択します。 

2. [管理] タブをクリックします。 
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3. [新規] > [新しいサイト コレクション] または [新しいコンテンツ データベース] をクリックします。使

用可能な構成画面が表示されます。 

この機能は、SharePoint の中にもあります。コンテンツ データベース、Web アプリケーション、サイト コレクショ

ン、サイト、リスト / ライブラリ、フォルダー、ファイル、アイテムの作成については、SharePoint のヘルプを参照し

てください。様々なレベルで DocAve と SharePoint が共有している操作については、付録 B: DocAve 管

理センターと SharePoint 操作 を参照してください。 

サイトの深さの最大値  

[サイトの深さの最大値] 機能を使用して、サイト コレクション内に作成できるサブサイトの最大数を設定します。

サブサイトを制限すると、データベース内のコンテンツ数の無秩序な増加を抑えることができます。 

サイトの深さの最大値を設定するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツを追加するファームまたはノードを選択し

ます。 

2. 既定では、[制限なし] オプションが選択されています。深さの最大値を制限せずに、サイトを作成しま

す。[構成]  > [サイトの深さの最大値] をクリックします。 

3. [深さの最大値] ラジオ ボタンを選択します。 

4. フィールドに正の整数を入力して、選択したサイト コレクションの深さの最大値を指定します。 

例えば、2 を入力してみましょう。SiteCollection1 にサブサイト Site1 がある場合、Site1 の内に

サイト Site1 を作成すると、エラーになります。 

*注意: 現在のサイトの深さより小さい値を入力することはできません。 

5. [OK] をクリックして、設定を適用します。 
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Web アプリケーションの拡張 

ユーザーに同じコンテンツを公開する別の IIS Web サイトが必要な場合には、既存の Web アプリケーション

を拡張します。このオプションは一般的に、様々なユーザーが様々なドメインを使用してコンテンツにアクセスする

エクストラネット環境に使用されます。選択した Web アプリケーションから同じコンテンツ データベースを再利用

します。 

Web アプリケーションを拡張するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、削除する Web アプリケーション レベルを選択しま

す。 

2. [管理] タブをクリックします。 

3. [拡張] をクリックします。拡張構成画面が表示されます。 

この機能は、SharePoint の中にもあります。Web アプリケーションの拡張については、SharePoint のヘルプ

を参照してください。様々なレベルで DocAve と SharePoint が共有している操作については、付録 B: Do

cAve 管理センターと SharePoint 操作 を参照してください。 

*注意: DocAve では、指定のコンテンツ データベースにサイト コレクションを作成することはできますが、Shar

ePoint では、指定のコンテンツ データベースに直接作成することはできません。 

サイト コレクションを別のコンテンツ データベースへの移動 

コンテンツ データベースの変更の機能を使用して、選択したサイト コレクションを別のコンテンツ データベースへ

移動します。この機能を使用するには、2 つ以上のコンテンツ データベースが必要です。これは、コンテンツ デー

タベース サイズに関する Microsoft 推奨のガイドラインに準拠していることを確認するのに有用で、質の悪い

情報構造やサイズ設定のガイドラインに沿って導入されている環境を再構築する場合にも利用できます。サイト 

コレクションを別のコンテンツ データベースへ移動するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、サイト コレクション レベルにノードを選択します。 

2. [管理] > [移動] をクリックします。移動 の構成画面が表示されます。 

3. 以下のオプションを構成します。 
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 [他のデータベースに移動] – 移動先コンテンツ データベースを選択します。このフィールドに、

選択したサイト コレクションの URL と使用可能なコンテンツ データベースの詳細情報が表示

されます。 

 [詳細設定] – 必要であれば、[シャロー コピーを許可する] を選択し、プロバイダー名を指

定します。このオプションを選択した場合、移動元のサイト コレクションを他のコンテンツ データ

ベースへ移動した後に、移動元のサイト コレクションのスタブは保持されます。このオプションを

選択しない場合、移動元のサイト コレクションを他のコンテンツ データベースへ移動した後に、

移動元のサイト コレクションのスタブはリアル データに変更されます。つまり、データは SQL に

保存され、外部ストレージには保存されません。 

 [スケジュールの選択] – スケジュールを使用するかどうかを選択します。手動でスケジュール

を構成する場合、開始時刻を入力します。この操作でサイトはオフラインになりません。この操

作を実行する時、サイトは 読み取り専用 としてロックされます。 

 通知 – 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、また

は、[通知の新規作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成

の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクシ

ョンを参照してください。 

*注意: [表示] をクリックすると、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報が表示されま

す。 

4. [OK] をクリックして、ジョブを開始します。ジョブ モニターにアクセスして、ジョブ詳細を確認します。 

リンク切れの確認 

リンク切れの確認 機能は、SharePoint 内のアクセスができないリンクを検索します。データの完全性を確認

するには、再構築、レプリケーションまたは他のタイプのコンテンツ移動を実行した後に、このルールを実行するこ

とを推奨します。この機能を不要なものを削除するハウスキーピング方法としても積極的に実行すると、Share

Point ユーザーがナビゲーションを最大限に活用できるようになります。そして、検索したページ、検索した URL、

リンク切れなどの情報を含むジョブ レポートを作成します。リンク切れを確認するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツの範囲 (例えば、サイト コレクション レ

ベルとサイト レベル) を選択します。 

2. [管理] > [リンク切れの確認] をクリックします。リンク切れの確認 画面が表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、 リンク切れの確認 HH:MM:SS YYYY-MM-DD の

形式で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定したプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マ

ークは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在して

いる場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

4. [リンク タイプの選択] で確認したいリンク タイプを選択し、検索します。 

*注意: ドキュメントとファイル内のリンクを確認することはできません。 

5. [リトライ数の制限] フィールドにリンク切れを確認する回数を指定します。指定した回数でリトライした

後に、DocAve 管理センターがこのリンクへのアクセスにが失敗した場合、このリンクは壊れていると見

なされます。 

 [内部リンクの深さ] – 正の整数を入力して内部リンクの深さを制限します。内部リンクは S

harePoint コンテンツをポイントします。 

 [外部リンクの深さ] – 正の整数を入力して外部リンクの深さを制限します。外部リンクは非 

SharePoint コンテンツをポイントします。 

例:  

linkA はページ 1 にあると仮定します。linkA はページ 2 をポイントします。ページ 2 には、linkB1、

linkB2、linkB3 が含まれます。LinkB1 はページ 3 をポイントします。ページ 3 には、linkC1、link

C2、linkC3 が含まれます。LinkC1 はページ 4 をポイントします。ページ 4 には、linkD1 と linkD

2 が含まれます。linkA、LinkB1、linkC2、linkD2 は内部リンクです。linkB2、linkC1、linkC3、l

inkD1 は外部リンクです。 

内部リンクの深さを 2 に設定し、外部リンクの深さを 4 に設定すると、linkA、linkB1、linkB2、link

B3、linkC1、linkC3、linkD1 が確認されますが、linkC2 と linkD2 は確認されません。 

6. URL フィルター  ポリシーを選択して、URL をスキャンします。 

 [フィルターなし] – すべてのリンクの URL を確認します。 

 [条件に一致する URL を含む] – スキャン中に確認するリンクの完全な URL を入力しま

す。 

 [条件に一致する URL を排除する] – スキャン中に無視するリンクの完全な URL を入力

します。 

7. スケジュール オプションを選択します。 
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 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずに実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して検索を実行します。指

定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了したら、

[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示します。 

8. スケジュールの構成が終了したら、[次へ] をクリックします。通知 画面が表示されます。 

9. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

10. 画面右下の [保存して実行] または [保存] をクリックします。これで、リンク切れの検索プランがプラ

ン マネージャーに表示されます。 

Web パーツの検索 

[Web パーツの検索] 機能では、指定の Web パーツを検索し、検索結果に対して操作を実行することが

できます。 

Web パーツの検索 

以下の手順で Web パーツを検索します。 

1. [管理] タブ > [Web パーツの検索] をクリックします。Web パーツの検索ページが表示されます。 

2. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、Web パーツの検索 HH:MM:SS YYYY-MM-DD 

の形式で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定のプラン名が使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マー

クは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在してい

る場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

3. 検索フィルター ルールを追加して、Web アプリケーション レベル、サイト コレクション レベル、サイト レ

ベル内の指定のオブジェクトまたはデータを選択します。 

 

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
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ルール  条件  値  結果  

タイトル  次の値を次

の値を含む  

len タイトルに len を含む Web パーツが表示されま

す。 

次の値に等

しい 

Announcement

s 

タイトルが Announcements の Web パーツが

表示されます。 

テンプレー

ト マッピン

グ 

次の値を含

む  

DataAssociatio

n 

テンプレート名に DataAssociation を含む We

b パーツが表示されます。 

次の値に等

しい 

AuthoredListFil

ter.webpart 

テンプレート名が AuthoredListFilter.webpar

t の Web パーツが表示されます。 

ページ UR

L  

次の値を含

む  

AnalyticsReport

s 

ページの URL に AnalyticsReports を含む W

eb パーツが表示されます。 

次の値に等

しい 

http://test:200

0/Reports List/

AllItems.aspx  

ページの URL が http://test:2000/Reports 

List/AllItems.aspx の Web パーツが表示され

ます。 

 

4. 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。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずにプランを実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、Web パーツの検索を

実行します。指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構

成が終了したら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検

索を表示します。 

5. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

6. [OK] または [OK して実行] をクリックします。これで、プランがプラン マネージャーで使用可能になり

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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ジョブ モニターで Web パーツの検索の他の操作 

ジョブが正常終了したら、ジョブ モニターにアクセスし、他の操作を実行することができます。 

1. 実行する Web パーツ ジョブを選択します。リボンに [Web パーツの管理] が表示されます。 

2. [Web パーツの管理] をクリックします。 

3. 実行する Web パーツを選択します。次の操作を行うことができます。 

 [Web パーツの削除] – 選択した Web パーツを削除します。 

 [Web パーツのリセット] – 選択した Web パーツをリセットします。 

 [Web パーツを閉じる] – 選択した Web パーツを閉じます。 

通知の検索 

通知の検索機能は、指定のリスト / ライブラリの通知または指定のユーザーの通知を検索します。プランを設

定するには、サイト レベルを選択して、[セキュリティ] > [通知] > [通知の検索] をクリックします。通知の

検索 では、以下の手順に従ってください。 

1. 通知を検索する ユーザー を選択します。[通知を表示するユーザー:] を選択し、通知を検索するユ

ーザーを入力します。[名前を確認する] アイコンをクリックして、入力した名前を確認します。または 

[参照] アイコンをクリックして、名前を参照します。 

2. 通知を検索するリスト / ライブラリ (範囲) を選択します。 

3. 検索を実行する 通知頻度 を選択します。 

4. 検索する 通知のタイトル を指定します。 

5. [OK] をクリックして、検索を開始します。 

6. ジョブを実行した後に、検索結果が 検索結果 リストに表示されます。次の操作を行うことができます。 

 [新規] – 新しい通知を作成します。 

 [編集] – 選択した通知を編集します。 

 [削除] – 選択した通知を削除します。 

 [有効] – 関連するリスト / ライブラリの選択した通知のアプリケーションを有効にします。 

 [無効] – 関連するリスト / ライブラリの選択した通知のアプリケーションを無効にします。 
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Web アプリケーションの削除 

DocAve 管理センターでは、SharePoint Web アプリケーション全体を削除し、必要に応じてすべてのコンテ

ンツと設定を削除することができます。Web アプリケーションを削除するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、削除する Web アプリケーション レベルを選択しま

す。 

2. [管理] タブをクリックします。 

3. [削除] > [Web アプリケーションの削除] をクリックします。Web アプリケーションの削除画面が表

示されます。 

 

この機能は、SharePoint の中にもあります。Web アプリケーションの削除については、SharePoint のヘルプ

を参照してください。様々なレベルで DocAve と SharePoint が共有している操作については、付録 B: Do

cAve 管理センターと SharePoint 操作 を参照してください。 

孤立したサイトの削除 

孤立したサイトは、コンテンツ所有者のいないサイト / サブサイトです。例えば、ある人物が組織を離れる場合

に、このような状況が発生します。その人のサイトの中のコンテンツはサーバーに存在したままで、サーバー容量を

占めています。 

サイト コレクションの URL のパスにアクセスできないサイトも、孤立したサイトです。この状況は、コンテンツ デー

タベースを Web アプリケーションに添付しようとすると発生することがあります。そのコンテンツ データベースの中

には、特定の URL のサイト コレクションに関する情報がありますが、Web アプリケーションの中に同じ URL の

サイト コレクションが既に存在している場合、添付されるサイト コレクションにはアクセスできません。 

いずれかの状況においても、孤立したサイトの削除 機能を使用して、孤立したサイトを削除する必要があるで

しょう。孤立したサイトを削除するモードには 2 つあります。バックエンドのスキャン後にプランとして保存すると 

ただちにフロントエンドでスキャンする です。フロントエンドのアクションとして、他のアクションが実行できるように

なる前に、ユーザーがシステムの応答またはレポートを待ちます。バックエンド アクションは DocAve のバックグラ

ウンドで実行されるアクションで、ユーザーはインターフェイスからの移動を続けることができ、アクションが途中で終

了する心配はありません。 
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孤立したサイトを削除するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、Web アプリケーション レベルにノードを選択します。 

2. [管理] > [孤立したサイトの削除] をクリックします。孤立したサイトの削除画面が表示されます。 

3. [バックエンドのスキャン後にプランとして保存する] または [ただちにフロントエンドでスキャンする] 

を選択します。選択したオプションに該当する説明に進んでください。 

バックエンドのスキャン後にプランとして保存する 

バックエンドのスキャンは、通常は、フロントエンドのスキャンより完了するまえに時間がかかりますが、バックエンド

のスキャンの実行中に、DocAve ユーザー インターフェイスからの移動を続けることができます。バックエンドのス

キャン後にプランとして保存する には、以下の手順に従ってください。 

1. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、孤立したサイトの削除 HH:MM:SS YYYY-MM-D

D の形式で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定したプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マ

ークは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在して

いる場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

2. [サイトを削除する前の確認] セクションでは、削除する前に、ジョブ モニターでサイトを確認するかどう

かを選択します。セキュリティの理由により、削除前に確認することを推奨します。ジョブ モニターでサイ

トの確認については、ジョブ モニター の孤立したサイトの削除の追加の操作を参照してください。 

 [はい] を選択すると、ジョブ モニターで検索したサイトを表示することができます。直接削除し

ません。 

 [いいえ] を選択すると、孤立したサイトを直接削除します。 

3. リボンの [次へ] をクリックします。スケジュールと通知画面が表示されます。 

4. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – 孤立したサイトをすぐに削除します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、検索を実行します。

指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了した

ら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示しま

す。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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5. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

6. 通知の設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

7. プランの選択内容をレビューまたは編集します。変更するには、行の右にある [編集] をクリックします。

このボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

8. リボンまたは画面右下の [完了] または [完了して実行] をクリックします。これで、孤立したサイトの

削除プランがプラン マネージャーに表示されます。 

  

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


 

32  

 
DocAve 6: 管理センター 

 

ただちにフロントエンドでスキャンする 

フロントエンドのスキャンはバックエンドのスキャンより高速ですが、現在のユーザー インターフェイスから離れると、

スキャンは終了します。ただちにフロントエンドでスキャンする には、以下の手順に従ってください。 

1. このオプションを選択すると、次のメッセージが表示されます:指定範囲で孤立したサイトをスキャンしま

す。しばらく時間がかかる場合があります。ここをクリックして開始します。 

2. スキャンが終了すると、指定範囲の孤立したサイトが、サイト コレクション URL フィールドに表示され

ます。 

3. 削除する 孤立したサイト を選択します。 

 列を追加または削除するには、表の左上の  をクリックします。列を選択または選択を解除

します。[OK] をクリックして設定を適用します。 

 カーソルを関連する列名に置き、  をクリックして、列を非表示にします。 

 孤立したサイトをクイック検索するには、[キーワードの入力] フィールドにキーワードを入力して 

検索 アイコンをクリックして検索を開始します。 

 指定列のコンテンツの検索を実行するには、カーソルを関連する列名に置き、  アイコンをク

リックして検索するコンテンツを入力します。 

 すべてのページを検索 は、すべてのページの孤立したサイトを検索します。現在のページを検

索 は、現在のページの孤立したサイトを検索します。 

4. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずにジョブを実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、ジョブを実行します。

指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了した

ら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示しま

す。 

5. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

6. 通知の設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

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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7. プランの選択内容をレビューまたは編集します。変更するには、行の右にある [編集] をクリックします。

このボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

8. リボンまたは画面右下の [完了] または [完了して実行] をクリックします。これで、孤立したサイトの

削除プランがプラン マネージャーに表示されます。 

 

ジョブ モニターで孤立したサイトの削除の他の操作 

[サイトを削除する前の確認] オプションの [はい] を選択すると、ジョブ モニターで孤立したサイトの削除の他

の操作が有効になります。 

1. ジョブ モニターでは、実行するジョブ / プランを選択します。リボンに表示される [孤立したサイトの削

除] をクリックします。 

2. [孤立したサイトの削除] ページに、削除する孤立したサイトを表示、選択します。 

3. [次へ] をクリックしてスケジュールと通知を構成します。構成の詳細については、ただちにフロント

エンドでスキャンする を参照してください。 

4. 通知の設定が終了したら、リボンの [次へ] をクリックします。概要 画面が表示されます。 

5. プランの選択内容をレビューまたは編集します。変更するには、行の右にある [編集] をクリックします。

このボタンは設定ページにリンクしているため、構成を編集することができます。 

6. リボンまたは画面右下の [完了] または [完了して実行] をクリックします。これで、孤立したサイトの

削除プランがプラン マネージャーに表示されます。 

重複ファイルの検索 

重複ファイルの検索 機能は、選択した範囲内の名前と拡張子が同じファイルを検索します。この機能はファー

ム、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト レベルでサポートされています。以下の手順に従って、重

複ファイルの検索プランを設定します。 

1. [管理] タブ > [重複ファイルの検索] をクリックします。重複ファイルの検索ページが表示されます。 

2. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、重複ファイルの検索 HH:MM:SS YYYY-MM-DD 

の形式で与えられます。 
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a. [確認] をクリックして、指定したプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マ

ークは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在して

いる場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

3. 必要に応じて 検索条件 を構成します。 

 ドキュメント ライブラリ内のファイル – 指定範囲のドキュメント ライブラリ内のファイルを検索する

かどうかを指定します。 

 リスト アイテムの添付ファイル – 指定範囲のリスト アイテムの添付ファイルを検索するかどうか

を指定します。 

 ファイル拡張子のみを含む – ドロップダウン リストから検索するファイル タイプを指定します。ド

ロップダウン リストに表示されるファイル拡張子は DocAve 構成ファイルで変更することができ

ます。詳細については、CentralAdminDuplicateFilesExtensions.xml の構成 を参照

してください。 

 ファイルを排除する – ドロップダウン リストから検索しないファイルを指定します。ドロップダウン 

リストに表示されるファイルは DocAve 構成ファイルで変更することができます。詳細について

は、CentralAdminDuplicateFilesCommonFileNames2010.xml の構成 を参照してくだ

さい。 

 重複の最小数 – 重複の最小数を指定し、その値に達するか、またはその値を超えると、重

複したファイルを検索することができます。 

 ファイル サイズを一致させる – このオプションを選択すると、同じサイズの重複ファイルのみを検

索することができます。 

 ファイル名に次の項目が含まれている – キーワードを入力し、重複ファイル名にこのキーワード

が含まれているファイルのみを検索することができます。 

7. 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。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずにプランを実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、重複ファイルの検索を

実行します。指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構

成が終了したら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検

索を表示します。 
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8. ユーザーの 通知 設定を構成します。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、[通知の新規作成] を選択します。通知の新規作成については、DocAve コントロール パネ

ル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

9. [OK] をクリックすると、プランが プラン マネージャー で使用できるようになります。または [OK して実

行] をクリックして、この検索ジョブをすぐに実行します。ジョブ モニター にアクセスして、ジョブ詳細を表

示し、ジョブ レポートをダウンロードします。 

各レベルの右クリックの操作 

管理センターでは、範囲 パネルからノードを選択する時、ノードに右クリックして主な機能にクイック アクセスする

ことができます。各レベルでサポートされている主な機能は、次の表のとおりです。 

レベル  オプション名 リボンの機能 

ファーム  更新  なし 

Web アプリケーション 更新  なし 

システム設定 システム設定 

アクセス許可ポリシー アクセス許可ポリシー 

AD 削除済みアカウントの整理 AD 削除済みアカウントの整理 

サイト コレクション 更新  なし 

URL をコピー なし 

ブラウザーで開く なし 

新しいサイト 新規 

AD 削除済みアカウントの整理 AD 削除済みアカウントの整理 

リンク切れの確認 リンク切れの確認 

移動 移動 

アクセス許可レベル  アクセス許可レベル 

サイト 更新 なし 

URL をコピー なし 

ブラウザーで開く なし 

AD 削除済みアカウントの整理 AD 削除済みアカウントの整理 

リンク切れの確認 リンク切れの確認 

サイト権限のクローン作成 サイト権限のクローン作成 

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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レベル  オプション名 リボンの機能 

新しいサイト 新しいサブサイト 

リスト / ライブラリ 更新  なし 

URL をコピー なし 

ブラウザーで開く なし 

リストの権限 リストの権限 

通知 このライブラリ / リストに通知を設

定 

削除  削除 

バージョン設定 バージョン設定 

フォルダー 更新  なし 

URL をコピー  なし 

ブラウザーで開く なし 

新規 新規  

削除  削除  

アイテム  更新 なし 

削除 削除 
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セキュリティの管理 

DocAve 管理センターのセキュリティの管理については、以下のトピックを参照してください。 

ユーザー権限のクローン作成 

ユーザー権限のクローン作成機能を使用して、ユーザーまたはグループの権限を指定のユーザーまたはグループ

にコピーすることができます。ユーザー権限のクローン作成を行うには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツ (ファーム レベルからフォルダー レベルま

で) の 範囲 を選択します。 

2. [セキュリティ] > [権限のクローン] > [ユーザー権限のクローン作成] をクリックします。ユーザー権

限のクローン作成画面が表示されます。 

3. [ユーザー権限のクローン元] フィールドにユーザー名またはグループ名を入力します。このユーザー / 

グループは権限のクローン元アカウントです。入力のユーザー / グループは選択した範囲に存在してい

る必要があります。[名前を確認する] アイコンをクリックして、入力した名前を確認します。または [参

照] アイコンをクリックして、名前のリストを参照します。 

4. [ユーザー権限のクローン先] フィールドにユーザー名またはグループ名を入力します。このユーザー / 

グループは権限のクローン先アカウントです。 

5. フィルター ポリシー ドロップダウン リストから作成済みフィルター ポリシーを選択します。フィルター ポリ

シー では、指定条件のユーザーを取得することができます。フィルター ポリシー の新規作成について

は、DocAve コントロール パネル参照ガイド の フィルター ポリシー の構成のセクションを参照してくだ

さい。 

6. 権限オプションを選択します。クローン元のユーザー / グループの権限をクローン先のユーザー / グルー

プに割り当てる方法を指定します。 

 [追加する] – クローン元のユーザー / グループの権限をクローン先のユーザー / グループに

追加します。 

 [置き換える] – クローン先の権限をクローン元の権限に置き換えます。 

7. クローン元ユーザーがグループのメンバーである場合、追加オプション を選択します。 

  [対象ユーザーをクローン元ユーザーのグループに追加する] – クローン先ユーザーをクロー

ン元ユーザーのグループに追加します。 

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

user1 は SharePoint group1 に存在する AD 削除済みアカウントです。user2 は use

r1 のクローン先ユーザーです。[対象ユーザーをクローン元ユーザーのグループに追加する] 

を選択すると、user2 が group1 に追加されます。 

 [移動元ユーザーのグループ権限を対象ユーザーへ直接クローンする] – クローン元ユーザ

ーのグループの権限をクローン先ユーザーにコピーします。 

8. 転送のオプション でクローン元ユーザーとグループを管理します。 

 [クローン元ユーザーの固有権限またはグループ権限を削除する] – 権限をクローンした後

に、クローン元ユーザーまたはグループの権限を削除します。 

 [SharePoint グループからクローン元のユーザーを削除する] – 権限をクローンした後に、

SharePoint グループからクローン元のユーザーを削除します。 

 [サイト コレクションからクローン元ユーザーまたはグループを削除する] – 権限をクローンし

た後に、サイト コレクションからクローン元ユーザーまたはグループを削除します。 

9. ユーザー通知プロパティ を使用するかどうかを選択します。[はい] を選択すると、クローン元ユーザー

がユーザー通知の設定をクローン先ユーザーにコピーします。 

10. メタデータを変更 するかどうかを選択します。[はい] を選択すると、該当の移動元ユーザー メタデー

タを移動先のユーザーに転送します。メタデータの列の名前を入力して [追加] をクリックして追加しま

す。 

11. ジョブ モニターで、このクローン ジョブの 詳細レポートを含める かどうかを選択します。 

12. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – ただちに実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、ジョブを実行します。

指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了した

ら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示しま

す。 

13. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

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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14. 選択が終了したら、[OK] をクリックしてジョブを開始します。ジョブ モニター にアクセスして、ジョブ詳

細を表示し、ジョブ レポートをダウンロードします。 

サイト権限のクローン作成 

サイト権限のクローン作成機能を使用して、クローン元ユーザー / グループと権限を 1 つ以上のクローン先サイ

トへコピーすることができます。SharePoint 既定権限とユーザー定義権限をクローンすることができます。サイト

権限のクローン作成を行うには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツ (ファーム レベルからフォルダー レベルま

で) の 範囲 を選択します。 

2. [セキュリティ] > [権限のクローン] > [サイト権限のクローン作成] をクリックします。 

3. 該当する チェックボックスをオンにして、クローン先サイトへクローンする ユーザー アカウント を選択しま

す。[権限の確認] リンクをクリックして、選択したユーザーまたはグループの権限を表示します。 

4. ファーム ツリーを展開して、クローン先サイト を選択します。 

5. クローン元ノードとクローン先ノードのサイト権限が一致しない場合、権限の競合を処理する競合オプ

ションを選択します。 

 [追加する] – クローン元の権限をクローン先に追加します。 

 [置き換える] – クローン先の権限をクローン元の権限に置き換えます。 

 [スキップする] – クローン先の権限をそのまま保持します。 

6. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – ただちに実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、ジョブを実行します。

指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了した

ら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示しま

す。 

7. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

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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8. 選択が終了したら、[OK] をクリックしてジョブを開始します。ジョブ モニター にアクセスして、ジョブ詳

細を表示し、ジョブ レポートをダウンロードします。 

AD 削除済みアカウントの整理 

AD 削除済みアカウントの整理機能を使用して、SharePoint 環境で使用されていない AD ユーザー アカウ

ントや存在しない AD ユーザー アカウントを削除し、権限を他の有効なユーザーに転送することができます。以

下の説明を参照してください。 

*注意：AD 削除済みアカウントの整理機能は ADFS をサポートしません。そのため、無効な AD アカウント

または存在しない AD アカウントのプロバイダー ユーザーを検索したり、削除することはできません。 

プラン モードの使用 

AD 削除済みアカウントの整理でプラン モードを使用するには、以下の手順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツ (ファーム レベルからサイト レベルまで) 

の 範囲 を選択します。 

2. [セキュリティ] > [AD 削除済みアカウントの整理] > [プラン モード] をクリックします。 

3. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、AD 削除済みアカウントの整理 HH:MM:SS YYYY-

MM-DD の形式で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定したプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マ

ークは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在して

いる場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

4. フィルター ポリシー ドロップダウン リストから作成済みフィルター ポリシーを選択します。フィルター ポリ

シーでは、指定の条件を使用して削除済みアカウントを検索することができます。フィルター ポリシー 

の新規作成については、DocAve コントロール パネル参照ガイド の フィルター ポリシー の構成のセ

クションを参照してください。 

5. 削除前にアカウントを確認する セクションでは、削除する前にジョブ モニターでアカウントを確認するか

どうかを選択します。セキュリティの理由により、削除前に確認することを推奨します。ジョブ モニターでサ

イトの確認については、ジョブ モニター の AD 削除済みアカウントの整理の追加の操作を参照してくだ

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/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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 [はい] を選択すると、ジョブ モニターで検索した AD 削除済みアカウントを表示することがで

きます。直接削除しません。 

 [いいえ] を選択すると、AD 削除済みアカウントを直接削除します。[いいえ] を選択すると、

[個人用サイトの操作] と [SSA からユーザー プロファイルを削除] の構成オプションが有

効になります。 

6. [個人用サイトの操作] オプションでは、AD 削除済みアカウントの個人用サイトの管理方法を選択し

ます。 

 [個人用サイトを保持する] – AD 削除済みアカウントの個人用サイトを保持します。 

 [個人用サイトを削除する] – AD 削除済みアカウントの個人用サイトを削除します。 

7. SSA からユーザー プロファイルを削除するかどうかを選択します。 

 [ユーザー プロファイルを保持する] – ユーザー プロファイルを保持します。 

 [ユーザー プロファイルを削除する] – SSA から AD 削除済みアカウントのユーザー プロファ

イルを削除します。 

8. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – ただちに実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、ジョブを実行します。

指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了した

ら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示しま

す。 

9. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

10. 選択が終了したら、[OK] または [OK して実行] をクリックします。これで、プランがプラン マネージャ

ーに表示されます。 

 

 

 

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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スキャン モードの使用 

スキャン モードを使用してクイック検索を実行します。選択した範囲の AD 削除済みアカウントをすべて表示し

ます。スキャン結果に対して、他の操作を実行することができます。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、コンテンツ (ファーム レベルからサイト レベルまで) 

の 範囲 を選択します。 

2. [セキュリティ] > [AD 削除済みアカウントの整理] > [スキャン モード] をクリックします。 

3. スキャン モードを選択すると、次のメッセージが表示されます。指定範囲の AD 削除済みアカウントを

スキャンします。しばらく時間がかかる場合があります。ここをクリックして開始します。 

4. スキャンが終了すると、指定範囲の AD 削除済みアカウントが ユーザー名 フィールドに表示されます。 

5. 削除する AD 削除済みアカウントを選択します。 

 列を追加または削除するには、表の左上の  をクリックします。列を選択または選択を解除

します。[OK] をクリックして設定を適用します。 

 カーソルを関連する列名に置き、  をクリックして、列を非表示にします。 

 AD 削除済みアカウントをクイック検索するには、[キーワードの入力] フィールドにキーワード

を入力して [検索] アイコンをクリックして検索を開始します。 

 指定列のコンテンツの検索を実行するには、カーソルを関連する列名に置き、  アイコンをク

リックして検索するコンテンツを入力します。 

 [すべてのページを検索] はすべてのページのユーザーを検索します。[現在のページを検索] 

は現在のページのユーザーを検索します。 

6. 権限を転送する AD 削除済みアカウントを指定します。[ユーザー権限のクローン作成] 列にクロー

ン先のユーザー名を入力します。[名前を確認する] アイコンをクリックして、入力した名前を確認しま

す。または [参照] アイコンをクリックして、名前のリストを参照します。 

7. ページの右下セクションの [次へ] をクリックして [権限転送のオプション] ページへアクセスします。 

8. 権限オプションを選択します。 

 [追加する] – クローン元の権限をクローン先に追加します。 

 [置き換える] – クローン先の権限をクローン元の権限に置き換えます。 

9. 通知を含む かどうかを選択します。[はい] を選択すると、クローン元ユーザーがユーザー通知の設定

をクローン先ユーザーにコピーします。 
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10. メタデータを変更する かどうかを選択します。[はい] を選択すると、該当の移動元ユーザー メタデー

タを移動先のユーザーに転送します。メタデータの列の名前を入力して [追加] をクリックして追加しま

す。 

11. [権限ルール] を選択します。DocAve 管理センターが SharePoint グループ内のユーザー権限の

管理する方法を設定します。 

 [移動元ユーザーのグループ権限を対象ユーザーへ直接クローンする] – 移動元ユーザー

のグループ権限を対象ユーザーへ直接コピーします。 

o [対象ユーザーをクローン元ユーザーのグループに追加する] – 対象ユーザーをクロ

ーン元ユーザーのグループに追加します。 

例: 

user1 は SharePoint group1 に存在する AD 削除済みアカウントです。user2 は use

r1 のクローン先ユーザーです。[移動元ユーザーのグループ権限を対象ユーザーへ直接クロ

ーンする] を選択すると、group1 の権限が user2 へクローンされます。[移動元ユーザー

のグループ権限を対象ユーザーへ直接クローンする] と [対象ユーザーをクローン元ユーザ

ーのグループに追加する] を選択すると、user2 が group1 に追加されます。[移動元ユ

ーザーのグループ権限を対象ユーザーへ直接クローンする] と [対象ユーザーをクローン元

ユーザーのグループに追加する] を選択しない場合は、group1 の権限を user2 へクロー

ンできません。 

12. AD 削除済みアカウントの整理オプションの構成については、プラン モードの使用 を参照してくだ

さい。 

13. 選択が終了したら、[完了] をクリックします。これで、プランがプラン マネージャーに表示されます。 

ジョブ モニターで AD 削除済みアカウントの整理の他の操作 

[サイトを削除する前の確認] オプションの [はい] を選択すると、ジョブ モニターで AD 削除済みアカウントの

他の操作が有効になります。 

1. ジョブ モニターでは、実行するジョブ / プランを選択します。リボンの [AD 削除済みアカウントの削

除] をクリックします。 

2. [AD 削除済みアカウントの削除] ページが表示されます。削除する AD 削除済みアカウントを表示

し、選択します。 

3. [次へ] をクリックして権限転送と AD 削除済みアカウントの整理の設定を構成します。 
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 権限転送オプションの構成については、プラン モードの使用 を参照してください。 

 AD 削除済みアカウントの整理オプションの構成については、スキャン モードの使用 を参

照してください。 

4. [OK] をクリックして、ジョブを実行します。 

構成ファイルのエクスポート、編集、インポート 

権限 (構成) ファイルをエクスポートし、編集して、その後ファイルをインポートする場合があります。DocAve 管

理センター インターフェイスを使用するよりも、Excel を使用する方が簡単に権限を編集することができます。 

以下の説明を参照してください。 

構成ファイルのエクスポート 

以下の手順に従って、権限 (構成) ファイルをエクスポートします。 

セキュリティ検索結果から SharePoint グループとユーザーのエクスポート 

セキュリティ検索結果から SharePoint グループとユーザーを含む構成ファイルをエクスポートおよび編集するに

は、以下の手順を実行します。 

1. コンテンツの表示と検索 の説明に従って、セキュリティ検索を実行します。 

2. ジョブ モニターにアクセスします。検索が終了したら、ジョブを選択して [検索結果] をクリックします。検

索結果ツール タブが有効になります。 

3. [権限編集用にエクスポート] をクリックします。ファイルをローカル ドライブに保存します。 

サイト コレクション レベルで SharePoint グループのエクスポート 

サイト コレクション レベルで編集する SharePoint グループとそのユーザーをエクスポートするには、以下の手

順を実行します。 

1. ファームおよびノードの選択 の説明に従って、グループをエクスポートするサイト コレクションを選

択します。 

2. [セキュリティ] タブでは、リボンの [編集するグループのエクスポート] をクリックします。ファイルをローカ

ル ドライブに保存します。 
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エクスポート済み構成ファイルの編集 

エクスポート済み構成ファイルを編集するには、以下の手順を実行します。 

1. エクスポート済み構成ファイルを保存しているローカル ドライブへ移動します。構成ファイルのエクスポー

トについては、構成ファイルのエクスポート を参照してください。 

2. このレポート フォルダーを解凍します。 

3. 構成ファイルを開いて、権限を更新します。 

4. 権限の 追加、削除、編集、または、継承を選択します。変更 列の操作の状態を適宜更新します。

サイト コレクション レベルで SharePoint グループのエクスポート を使用する構成ファ

イルのエクスポートでは、編集 および 継承 オプションはサポートされません。 

 追加 – 指定の対象に新しい権限を追加します。構成ファイルに新しいアイテムを追加するに

は、新しい情報を追加した後に、変更 列の値を変更する必要があります。 

 削除 – 変更列の値を 削除 に変更して、指定ユーザーの権限を削除します。 

 編集 – 変更 列の値を 編集 に変更して、指定アイテムを変更します。 

*注意: 構成ファイルで ユーザー / グループ と アクセス許可レベル のみ編集することができ

ます。 

 継承 – 選択したノードは親ノードから権限を継承します。 

5. 更新した後に、構成ファイルを 保存 します。 

 

構成ファイルのインポート 

SharePoint へ構成ファイルをインポートして戻すには、:以下の手順を実行します。 

1. 構成ファイルを編集した後に ( 

2. エクスポート済み構成ファイルの編集 で説明されているように)、次の方法で SharePoint へインポー

トすることができます。 



 

46  

 
DocAve 6: 管理センター 

 

 ジョブ モニターにアクセスして セキュリティ 検索ジョブを選択します。検索結果ツール タブが有

効になります。[構成ファイルのインポート] をクリックします。 

 構成ファイルをインポートするファームを選択し、[セキュリティ] タブでは、リボンの [構成ファイ

ルのインポート] をクリックします。 

3. [ファイルの種類] ドロップダウン ボックスから、構成ファイル タイプを選択します。[ユーザー権限の編

集] では、セキュリティ検索で作成されたファイルをインポートします。[グループの編集] では、[編集す

るグループのエクスポート] でダウンロードされたファイルをインポートします。 

4. [ファームの選択] ドロップダウン ボックスからファームを選択します。構成ファイルはこのファームに適用し

ます。ファーム レベルで [セキュリティ] > [構成ファイルのインポート] の順に構成ファイルをインポー

トする場合、このオプションは必須ではありません。 

5. [参照] をクリックして、インポートする構成ファイルを選択します。 

6. [継承したオブジェクトのオプション] エリアで、親から継承したオブジェクトの権限を解除するかどうか

を選択します。このオプションは、ユーザー権限の編集 ファイルの種類についてのみ、サポートされていま

す。 

 [親から権限をコピーする] – 親の権限をノードに継承します。 

 [権限を解除する] – ノードの現在のすべての権限を解除します。 

7. スケジュール オプションを選択します。 

 [スケジュールなし] – ただちに実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、ジョブを実行します。

指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。検索のスケジュールの構成が終了した

ら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表示しま

す。 

8. 通知 ドロップダウン リストから作成済みユーザー通知プロファイルを選択するか、または、[通知の新規

作成] を選択して新しいユーザー通知を構成します。ユーザー通知の構成の詳細については、DocA

ve 6 コントロール パネル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

9. [実行] をクリックしてジョブを開始します。または [キャンセル] で操作を終了します。[テストを実行] 

をクリックしてテスト ジョブを実行します。 

*注意: グループの編集 機能では、[テストを実行] を実行することができません。 

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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サブノードからの継承の解除 

サブノードからの継承の解除 機能は、選択したノードのサブノードから権限の継承を解除します。この機能は

サイト コレクション、サイト、リスト / ライブラリ、フォルダー レベルでサポートされています。以下の手順に従って、

サブノードから権限の継承の解除プランを設定します。 

1. ノードを選択して、[セキュリティ] タブ > [権限継承の中止] > [サブノードからの継承の解除] を

クリックします。[権限継承の中止] ページが表示されます。 

2. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、権限継承の中止 HH:MM:SS YYYY-MM-DD の

形式で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定したプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マ

ークは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在して

いる場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

3. [… レベルまで] ドロップダウン ボックスから [権限継承の中止] のサブノードを選択します。現在選

択されているノードからサブノードに継承する権限が、親ノードから解除されます。 

4. 権限継承を中止するノードの権限を構成します。 

 [親から権限をコピーする] – 権限継承を中止するノードの現在の権限を保持します。 

 [すべての権限を解除する] – 権限継承を中止するノードから現在のすべての権限を解除し

ます。 

5. 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。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずにプランを実行します。 

 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、権限の解除を実行し

ます。指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。プランのスケジュールの構成が終

了したら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表

示します。 
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6. ユーザーの 通知 設定を構成します。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、通知の新規作成を選択します。通知の新規作成については、DocAve コントロール パネル

参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

7. [OK] をクリックします。これで、プランが プラン マネージャー で使用可能になります。[OK して実

行] をクリックし、ただちにジョブを実行します。ジョブ モニター にアクセスして、ジョブ詳細を表示し、ジ

ョブ レポートをダウンロードします。 

 

継承をサブノードへプッシュ 

継承をサブノードへプッシュ 機能は、現在選択されているノードの親から継承された権限をサブノードへプッシュ

します。この機能はリスト / ライブラリ、フォルダー レベルでサポートされています。以下の手順に従って、継承を

サブノードへプッシュのプランを設定します。 

1. ノードを選択して、[セキュリティ] タブ > [権限の継承] > [継承をサブノードへプッシュ] をクリック

します。権限の継承ページが表示されます。 

2. プラン名 を入力します。既定のプラン名は、権限の継承 HH:MM:SS YYYY-MM-DD の形式

で与えられます。 

a. [確認] をクリックして、指定したプラン名を使用できるかどうかを確認します。緑色のチェック マ

ークは、指定したプラン名が使用可能であることを示します。指定したプラン名が既に存在して

いる場合は、警告メッセージが表示されます。推奨プラン名がいくつか下に示されます。 

b. 必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

3. 権限の継承 のノードを選択します。 

 [現在選択済みのもののみ] – このオプションを選択する場合、現在選択されているノードだ

けが親ノードから権限を継承します。 

 [… レベルまで] – サブノードを指定することができます。ジョブが終了すると、現在選択されて

いるノードと指定ノードは親ノードから権限を継承します。 

o [現在の選択を排除する] – 選択したノードは親ノードから権限を継承しません。 

4. 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。 

 [スケジュールなし] – スケジュールを指定せずにプランを実行します。 

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
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 [手動でスケジュールを構成する] – カスタム スケジュールを構成して、権限の継承を実行し

ます。指定のスケジュールに従って、パラメータを入力します。プランのスケジュールの構成が終

了したら、[カレンダー ビュー] をクリックして、日、週、月の単位でスケジュール済み検索を表

示します。 

5. ユーザーの 通知 設定を構成します。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、[通知の新規作成] を選択します。通知の新規作成については、DocAve コントロール パネ

ル参照ガイド のユーザー通知設定のセクションを参照してください。 

[表示] をクリックして、選択したユーザー通知プロファイルの詳細情報を表示します。 

6. [OK] をクリックすると、プランが プラン マネージャー で使用できるようになります。または [OK して実

行] をクリックし、ただちにジョブを実行します。ジョブ モニター にアクセスして、ジョブ詳細を表示し、ジ

ョブ レポートをダウンロードします。 

 

セキュリティ管理 Web パーツ 

DocAve 管理センターのセキュリティ管理 Web パーツにより、SharePoint 内の単一ページでサイト コレクシ

ョンおよびその内のサイト / リスト / ライブラリの権限を追加、編集、削除、クローン、検索することができます。こ

のソリューションを使用し、サイト コレクション内のセキュリティ管理 Web  パーツを有効にするには、まずセキュリ

ティ管理ソリューションを展開し、該当する機能を有効にする必要があります。 

*注意: セキュリティ管理 Web パーツの機能はバッチ モードとスケジュール ベースのジョブをサポートしません。 

セキュリティ管理ソリューションの展開 

以下の手順に従って、DocAve セキュリティ管理ソリューションを SharePoint に展開します。DocAve セキ

ュリティ管理ソリューションをインストールし、展開する場合、セキュリティ管理機能はサイト コレクション機能リスト

に表示されます。 

以下の手順に従って、DocAve セキュリティ管理ソリューションを展開します。 

1. [DocAve] タブ > [コントロール パネル]  > [ソリューション マネージャー] の順で移動します。 

2. ファーム ドロップダウン リストから展開先ファームを選択します。 

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
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3. SP2010SecurityManagement.wsp チェックッボックスをオンにして、[操作] グループの [イン

ストール] をクリックします。 

4. このソリューションが SharePoint ファームにインストールした後に、SP2010SecurityManagem

ent.wsp チェックッボックスを再度オンにして、[操作] グループの [展開] をクリックします。 

5. このソリューションを展開した後に、状態 列にソリューションの状態は 展開済み として表示されます。 

ソリューションに実行する他の操作については、DocAve 6 コントロール パネル参照ガイド のソリューション マ

ネージャー セクションを参照してください。 

セッション状態サービスの有効化 

セキュリティ管理 Web パーツの有効化を確認するには、SharePoint 2010 管理シェルを使用してセッション

状態サービスを有効にします。 

1. SharePoint 全体管理がインストールされたサーバーで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [M

icrosoft SharePoint 2010 Products] の順で移動します。[SharePoint 2010 管理シ

ェル] を右クリックして、[管理者として実行] をクリックします。 

2. ポップアップ ウィンドウに次のコマンドを入力して、Enter キーを押します: 

Enable-SPSessionStateService –DefaultProvision 

 

セキュリティ管理機能の有効化 

セキュリティ管理ソリューションを展開した後に、SharePoint でサイト コレクションのセキュリティ管理機能を有

効にする必要があります。以下の手順に従って、セキュリティ管理機能を有効にします。 

1. SharePoint では、セキュリティ管理 Web パーツを有効にするサイト コレクションにアクセスします。

[サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの機能] の順に進みます。サイト コレク

ションの機能 ページが表示されます。 

2. 次の機能の隣にある [アクティブ] をクリックします。選択したサイト コレクションの機能を有効にします。 

 DocAve セキュリティ管理機能 

 DocAve セキュリティ管理リボン 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 DocAve セキュリティ検索履歴機能 

 DocAve セキュリティ検索結果機能 

3. セキュリティ管理機能をアクティブにした後に、状態 列に機能の状態は アクティブ として表示されます。 

セキュリティ管理 Web パーツの使用 

以上の手順を終了したら、サイト コレクションの [サイトの設定] ページへ移動します。[ユーザーと権限] ギャ

ラリーに新しいリンク [セキュリティ管理] が表示されます。[セキュリティ管理] リンクをクリックしてセキュリティ管

理 Web パーツにアクセスします。 

セキュリティ管理 Web パーツのインターフェイスに、サイト コレクションのツリー構造、ユーザー、各レベル (サイト 

コレクション、サイト、リスト / ライブラリ) のグループが表示されます。 

リボンにすべての有効操作 (アクセス許可の付与、ユーザー権限の編集、セキュリティ検索 などを含む) が表

示されます。以下はセキュリティ管理 Web パーツ インターフェイスのスクリーンショットです。 

 

図 3: セキュリティ管理 Web パーツ インターフェイス 

セキュリティ管理 Web パーツの次の機能は、DocAve 独自の機能です。この機能は SharePoint にはあり

ません。 

 ユーザー権限のクローン – この機能については、ユーザー権限のクローン作成 を参照してください。 
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 サイト権限のクローン作成 – この機能については、サイト権限のクローン作成 参照してください。 

 セキュリティ検索 – この機能については、セキュリティ管理 Web パーツでセキュリティ検索の

実行 を参照してください。 

 検索結果の表示場所 – この機能については、検索結果の表示場所の構成 を参照してください。 

 ジョブ履歴 – この機能については、セキュリティ管理 Web パーツでセキュリティ検索ジョブ

状態の確認 を参照してください。 

セキュリティ管理 Web パーツのすべての機能については、下表を参照してください。 

サイト コレクション レベルの機能: 

機能 SharePoint の場所 

アクセス許可の付与  サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイト

の権限 

グループの作成 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイト

の権限 

ユーザー権限の削除 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイト

の権限 

ユーザー権限の編集 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイト

の権限 

ユーザー権限のクローン サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュ

リティ管理 

サイト権限のクローン作成 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュ

リティ管理 

サイト コレクションの管理者 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイト

の権限 

アクセス許可レベル サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイト

の権限 

セキュリティ検索 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュ

リティ管理 

検索結果の表示場所 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュ

リティ管理 

ジョブ履歴 サイト コレクションにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュ

リティ管理 
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サイト レベルの機能: 

機能 SharePoint の場所 

アクセス許可の付与  サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイトの権限 

グループの作成 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイトの権限 

ユーザー権限の削除 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイトの権限 

ユーザー権限の編集 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイトの権限 

権限の継承 / 権限の継承を中止 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイトの権限 

ユーザー権限のクローン作成 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

サイト権限のクローン作成 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

アクセス許可レベル サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > サイトの権限 

セキュリティ検索 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

検索結果の表示場所 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

ジョブ履歴 サイトにログイン > サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

 

リスト / ライブラリ レベルの機能: 

機能 SharePoint の場所 

アクセス許可の付与  リスト / ライブラリにアクセス > リスト / ライブラリ > リスト / ライブラリの

権限 

ユーザー権限の削除 リスト / ライブラリにアクセス > リスト / ライブラリ > リスト / ライブラリの

設定 

ユーザー権限の編集 リスト / ライブラリにアクセス > リスト / ライブラリ > リスト / ライブラリの

設定 

権限の継承 / 権限の継承を中止 リスト / ライブラリにアクセス > リスト / ライブラリ > リスト / ライブラリの

設定 

ユーザー権限のクローン作成 リスト / ライブラリが存在するサイト コレクションまたはサイトにログイン > 

サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

サイト権限のクローン作成 リスト / ライブラリが存在するサイト コレクションまたはサイトにログイン > 
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機能 SharePoint の場所 

サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

セキュリティ検索 リスト / ライブラリが存在するサイト コレクションまたはサイトにログイン > 

サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

検索結果の表示場所 リスト / ライブラリが存在するサイト コレクションまたはサイトにログイン > 

サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

ジョブ履歴 リスト / ライブラリが存在するサイト コレクションまたはサイトにログイン > 

サイトの操作 > サイトの設定 > セキュリティ管理 

 

セキュリティ管理 Web パーツでセキュリティ検索の実行 

セキュリティ検索を使用して、ユーザーとグループ、指定ユーザーとグループの権限、ユーザーとグループが権限を

持っている SharePoint オブジェクトを検索することができます。以下の手順に従って、セキュリティ管理 Web 

パーツでセキュリティ検索を実行します。 

1. セキュリティ管理 Web パーツで、ツリーから検索範囲を指定し、リボンの [セキュリティ検索] をクリック

します。 

2. ユーザー / グループ テキスト ボックスに検索するユーザーまたはグループ名を入力します。[参照] ア

イコンをクリックして、キーワードでユーザーまたはグループを検索し、[名前を確認する] アイコンをクリッ

クして、SharePoint 環境で指定のユーザーまたはグループが使用できるかどうかを確認します。各ユ

ーザーまたはグループをセミコロンで区切ります。必要に応じて 説明 (オプション) を入力します。 

3. [権限設定] を構成して、割り当てられた権限に従って、検索するユーザーまたはコンテンツを制限しま

す。 

 [権限] – 権限に従って、検索結果を制限します。すべての権限を検索、フル コントロール、

デザイン、投稿、閲覧、制限付きアクセス、表示のみ が含まれます。 

 [完全に一致する権限] – 検索結果は、選択した権限に完全に一致します。[完全に一致

するかそれ以上の権限] – 検索結果は、選択した権限か、それより上の権限を持つユーザー

またはコンテンツに一致します。 

 [権限を持たない SharePoint ユーザーとグループを含む] – 権限を持たない ShareP

oint ユーザーとグループを検索するかどうかを選択します。既定では、これらのユーザーまたは

グループは除かれます。 

 [継承した権限] – 選択したノードの権限を継承した SharePoint オブジェクトを検索します。 
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 [固有の権限] – 選択したノードの固有の権限の SharePoint オブジェクトを検索します。 

4. 検索条件 オプションでセキュリティ検索のレベルを選択します。選択したレベルの SharePoint オブジ

ェクトのみが検索結果に含まれます。選択できるレベルは サイト コレクション、サイト、リスト / ライブ

ラリ、アイテムです。 

5. 既定では、検索結果の表示場所 はセキュリティ管理が有効なサイト コレクションです。[検索結果の

表示先を変更する] リンクをクリックして、現在のサイト コレクション 内にセキュリティ検索ジョブの新し

い場所を指定することができます。検索結果の表示場所の詳細については、検索結果の表示場所

の構成 セクションを参照してください。 

6. [OK] をクリックしてただちに検索ジョブを実行します。セキュリティ検索のジョブ状態をレコードする セキ

ュリティ検索履歴 リストに移動します。セキュリティ検索履歴 リストの詳細については、セキュリテ

ィ管理 Web パーツでセキュリティ検索ジョブ状態の確認 を参照してください。 

検索結果の表示場所の構成 

既定では、セキュリティ検索結果とセキュリティ検索履歴はセキュリティ管理機能が有効になっているサイト コレ

クションのトップレベル サイトで作成されます。セキュリティ管理 Web パーツ リボンの [検索結果の表示場所] 

をクリックして、新しい検索結果の表示場所を指定することができます。または、セキュリティ検索のジョブを構成

する際に、[検索結果の表示先を変更する] リンクをクリックします。新しい場所はトップレベル サイトが存在す

るサイト コレクションのサブサイトのみです。 

セキュリティ検索ジョブを初めて実行する場合、構成済みの 検索結果の表示場所 に セキュリティ検索結果 

という名前のリストが自動的に作成されます。セキュリティ検索結果 リストが作成されると、この 検索結果の表

示場所 を使用する後続のすべてのセキュリティ検索ジョブは、同じ セキュリティ検索結果 リストに検索結果を

保存します。それぞれの検索ジョブは、セキュリティ検索結果 リストにそれぞれのフォルダーを持っています。フォ

ルダー名の形式は、セキュリティ検索YYYY-MM-DD-HH-MM-SS です。 
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セキュリティ管理 Web パーツでセキュリティ検索ジョブ状態の確認 

セキュリティ管理 Web パーツでリボンの [ジョブ履歴] をクリックし、セキュリティ検索履歴 リストにアクセスしま

す。このリストは セキュリティ管理機能の有効化 の現在のサイト コレクション内に自動的に作成されます。

すべてのセキュリティ検索ジョブは、現在のセキュリティ管理 Web パーツ内で実行されます。一方、該当するジ

ョブ情報は セキュリティ検索履歴 リストに保存されます。 
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検索レポートのダウンロード 

管理とセキュリティ検索のレポートのダウンロードについては、以下のセクションを参照してください。 

管理検索レポートのダウンロード 

1. ジョブ モニター にアクセスして、管理検索を実行します。検索が終了したら、ジョブを選択して [検索

結果] をクリックします。 

2. [レポートのダウンロード] をクリックしてジョブ レポートをダウンロードします。 

 [レポート形式] – 該当のドロップダウン ボックスからレポート形式を選択します。 

3. [OK] をクリックしてレポートをダウンロードします。 

セキュリティ検索レポートのダウンロード 

1. ジョブ モニター にアクセスして、セキュリティ検索を実行します。検索が終了したら、ジョブを選択して 

[検索結果] をクリックします。 

2. [検索結果ツール] タブが有効になります。 

3. [レポートのダウンロード] をクリックしてジョブ レポートをダウンロードします。 

 [レポート形式] – 該当するドロップダウン ボックスからレポート形式を選択します。 

4. [OK] をクリックしてレポートをダウンロードします。 

 

管理センターの警告 

DocAve 管理センターでは、ユーザー選択ウィンドウ (名前を確認するアイコン) は CA SiteMinder 認証ユ

ーザーの確認を既定でサポートしません。CA SiteMinder 認証ユーザーを DocAve ユーザー選択ウィンドウ

で確認できるようにしたい方は、AvePoint サポート にお問い合わせください。  

mailto:support@avepoint.com
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ホット キー モードの使用 

DocAve ではホット キー モードがサポートされているため、キーボードのみを使用し、アクションを実行することが

できます。 

ホット キー モードにアクセスするには、管理センター インターフェイスにキーボードの Ctrl +Alt + Z を同時に

押してください。 

次の表は、 [管理センター] タブのホット キーのリストです。下位レベルの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、Ctrl + Alt + Z キーを押します。 

例えば、H キーを押し続けると、管理センターのホーム ページに戻ります。 

操作インターフェイス ホット キー 

管理 M 

構成 J 

セキュリティ S 

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 

アカウント情報 9 

ヘルプと詳細 0 

管理タブ 

操作とホット キー 

ファーム レベル 

新規 N 

管理検索 

 

S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 

定義済み検索を始める C 
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操作とホット キー 

ファーム管理 M ファーム機能の管理 A 

ファーム ソリューションの

管理 

B 

ユーザー ソリューションの

管理 

C 

ファーム サーバー F 

サーバーのサービス O 

ファームの休止 Q 

サービス アプリケーション A サービス アプリケーション

の管理  

M 

検索サービス V 

既定データベース サーバー D 

データ取得サービス R 

クォータ テンプレートの指定 T 

アップグレードと更新プロ

グラムの管理 

U データベースの状態の確

認 

D 

製品および更新プログラ

ムのインストール状態の

確認 

E 

重複ファイルの検索 H 

ジョブ モニター J 

Web アプリケーション レベル 

新規 N 新しいサイト コレクション S 

新しいコンテンツ データベ

ース 

D 

拡張 X 

削除 D Web アプリケーションの

削除 

D 

IIS Web サイトからの S

harePoint の削除 

R 

管理検索 S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 
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操作とホット キー 

定義済み検索を始める C 

システム設定 G システム設定 G 

リソースの調整 R 

ワークフロー W 

送信メール  O  

モバイル アカウント M 

サイトの使用と削除 U 

機能の管理 F 

管理パス P 

サービス接続 C 

コンテンツ データベースの管理 M 

サイト コレクションのリスト L 

孤立したサイトの削除 O 

Web パーツの検索 W 

重複ファイルの検索 H 

ジョブ モニター J 

サイト コレクション レベル 

新規 N 

移動 M 

削除 D 

管理検索 S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 

定義済み検索を始める C 

サイト コレクションの機能 F 

ポータル サイト接続 P 

コンテンツ タイプの発行 C 

Web パーツ E 

テーマ T 

ソリューション U 

サイト内の列 L 

リンク切れの確認 B 

Web パーツの検索 W 
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操作とホット キー 

重複ファイルの検索 H 

ジョブ モニター J 

サブサイト レベル 

新規 N 新しいサブサイト S 

新しいリスト / ライブラリ L 

削除 D 

管理検索 S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 

定義済み検索を始める C 

サイトの機能 F 

サイト定義へのリセット E 

地域の設定 R 

サイト内の列 L 

サイト コンテンツ タイプ T 

マスター ページ M 

リンク切れの確認 B 

Web パーツの検索 W 

重複ファイルの検索 H 

ジョブ モニター J 

リスト / ライブラリ レベル 

新規フォルダー N 

削除 D 

管理検索 S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 

定義済み検索を始める C 

チェックイン バージョンが存在しないファイル C 

ワークフロー設定 W 

メタデータとキーワードの設定 M 

情報管理ポリシーの設定 P 

インデックス付きの列 I 

ジョブ モニター J 
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操作とホット キー 

フォルダー レベル 

新規フォルダー N 

削除 D 

管理検索 S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 

定義済み検索を始める C 

プロパティ V 

ジョブ モニター J 

アイテム レベル 

削除 D 

管理検索 S 管理検索ウィザード モー

ド 

A 

管理検索フォーム モード B 

定義済み検索を始める C 

ジョブ モニター J 

管理検索ウィザード モード / 孤立したサイトの削除 

操作  ホット キー 

戻る B 

次へ N 

完了 F 完了して実行 R 

完了 F 

キャンセル C 

Web パーツの検索 / 重複ファイルの検索 

操作  ホット キー 

OK S OK して実行 R 

OK S 

キャンセル C 
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構成タブ 

操作とホット キー 

ファーム レベル 

電子メールとテキスト メッ

セージ (SMS) 

E 送信メール設定の構成 A 

受信メール設定の構成 B 

モバイル アカウントの構

成 

C 

代替アクセス マッピング A 

プライバシー オプション O 

クロスファイアウォール アクセス ゾーン Z 

レコード センター R 

InfoPath Forms Ser

vices 

I フォーム テンプレートの管

理 

A 

InfoPath Forms Ser

vices の構成 

B 

フォーム テンプレートのア

ップロード 

C 

データ接続ファイルの管

理 

D 

InfoPath Forms Ser

vices の Web サービス 

プロキシの構成 

E 

クローラ影響ルール C 

サイト ディレクトリ D 

サイト ディレクトリ リンクのスキャン S 

ファームの検索管理 F 

カスタム属性 P 

Web アプリケーション レベル 

送信接続 C 

ドキュメント変換 D 

SharePoint Designer 設定 S 

代替アクセス マッピング A 

カスタム属性 P 
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操作とホット キー 

サイト コレクション レベル 

検索の設定 E 検索の設定 A 

検索範囲 B 

検索キーワード C 

クォータとロック Q 

サイトの深さの最大値 D 

ビジュアル アップグレード V 

RSS S 

ヘルプの設定 H 

SharePoint Designer 設定 S 

カスタム属性 P 

サイト レベル 

RSS 設定 R 

検索とオフラインでの使用可能性  S 

関連リンク範囲の設定 L 

タイトル、説明、アイコン I 

サイド リンク バー Q 

トップ リンク バー B 

ツリー ビュー V 

サイトのテーマ M 

カスタム属性 C 

リスト / ライブラリ レベル 

バージョン設定 E 

詳細設定 A 

検証の設定 V 

システム設定 G 列の既定値の設定 A 

評価の設定 B 

対象ユーザーの設定 C 

メタデータ ナビゲーション

の設定 

D 

場所単位のビューの設定 E 

RSS 設定 F 

タイトル・説明・ナビゲーション N 



 

 65 

 
DocAve 6: 管理センター 

 

セキュリティ タブ 

操作とホット キー 

ファーム レベル 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード 

モード 

A 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

一般的なセキュリティ G 管理アカウントの構成 A 

サービス アカウントの構

成 

B 

パスワード変更設定の構

成 

C 

信頼関係の管理 E 

ウィルス対策設定の管理 F 

ブロックするファイルの種

類の定義 

G 

Web パーツのセキュリテ

ィの管理 

H 

権限のクローン C ユーザー権限のクローン

作成 

U 

サイト権限のクローン作

成 

S 

構成ファイルのインポート I 

Information Rights Management の構成 M 

情報管理ポリシーの構成 P 

AD 削除済みアカウント

の整理 

D プラン モード P 

スキャン モード S 

ジョブ モニター J 

Web アプリケーション レベル 

認証プロバイダー V 

セルフ サービス サイト作成 F 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード A 
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操作とホット キー 

モード 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

ブロックするファイルの種類 B 

ユーザー権限 M 

Web パーツのセキュリティ W 

権限のクローン C ユーザー権限のクローン

作成 

U 

サイト権限のクローン作

成 

S 

ユーザー ポリシー U 

匿名ポリシー A 

アクセス許可ポリシー P 

AD 削除済みアカウント

の整理 

D プラン モード P 

スキャン モード S 

ジョブ モニター J 

サイト コレクション レベル 

ユーザーと権限 U ユーザーとグループ P 

サイトの権限 S 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード 

モード 

A 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

権限のクローン C ユーザー権限のクローン

作成 

U 

サイト権限のクローン作

成 

S 

アクセス許可の付与 G 

グループの作成 N 

編集するグループのエクスポート R 

ユーザーとグループの削除 X 
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操作とホット キー 

ユーザー権限の編集 E 

権限継承の中止 T 選択したノードの継承の

中止 

A 

サブノードからの継承の解

除 

S 

サイト コレクションの管理

者 

M サイト コレクションの管理

者 

A 

管理者および代理管理

者 

P 

匿名アクセス A 

アクセス許可レベル P 

AD 削除済みアカウント

の整理 

D プラン モード P 

スキャン モード S 

ジョブ モニター J 

サイト レベル 

ユーザーと権限 U ユーザーとグループ P 

サイトの権限 S 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード 

モード 

A 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

権限のクローン C ユーザー権限のクローン

作成 

U 

サイト権限のクローン作

成 

S 

アクセス許可の付与 G 

グループの作成 N 

権限継承の中止 T 選択したノードの継承の

中止 

A 

サブノードからの継承の解

除 

S 

権限の継承 I 
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操作とホット キー 

匿名アクセス A 

アクセス許可レベル P 

ユーザー権限の編集 E 

通知 M ユーザー通知 U 

通知の検索 S 

AD 削除済みアカウント

の整理 

D プラン モード P 

スキャン モード S 

ジョブ モニター J 

リスト / ライブラリ レベル 

リスト / ライブラリの権限 L 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード 

モード 

A 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

権限のクローン C ユーザー権限のクローン

作成 

U 

リスト / ライブラリ権限の

クローン作成 

L 

アクセス許可の付与 G 

匿名アクセス A 

権限継承の中止 T 選択したノードの継承の

中止 

A 

サブノードからの継承の解

除 

S 

権限の継承 I 選択したノードの継承の

適用 

A 

継承をサブノードへプッシ

ュ 

S 

通知 M このライブラリ / リストに

通知を設定 

L 

個人用通知の管理 M 

ジョブ モニター J 
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操作とホット キー 

フォルダー レベル 

フォルダーの権限 P 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード 

モード 

A 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

権限のクローン C ユーザー権限のクローン

作成 

U 

フォルダー権限のクローン

作成 

F 

アクセス許可の付与 G 

権限継承の中止 T 選択したノードの継承の

中止 

A 

サブノードからの継承の解

除 

S 

権限の継承 I 選択したノードの継承の

適用 

A 

継承をサブノードへプッシ

ュ 

S 

通知 M 

ジョブ モニター J 

アイテム レベル 

アイテムの権限 P 

セキュリティ検索 S セキュリティ検索ウィザード 

モード 

A 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

B 

定義済み検索を始める C 

アクセス許可の付与 G 

権限継承の中止 T 選択したノードの継承の

中止 

A 

サブノードからの継承の解

除 

S 
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操作とホット キー 

権限の継承 I 選択したノードの継承の

適用 

A 

継承をサブノードへプッシ

ュ 

S 

通知 M 

ジョブ モニター J 

セキュリティ検索ウィザード モード 

操作  ホット キー 

戻る B 

次へ N 

完了 F 完了して実行 R 

完了 F 

キャンセル C 

サブノードからの継承の解除 / 継承をサブノードへプッシュ 

操作  ホット キー 

OK S OK して実行 R 

OK S 

キャンセル C 

権限ツール 

操作  ホット キー 

権限継承の中止 T 選択したノードの継承の

中止 

A 

サブノードからの継承の解

除 

S 

閉じる X 
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プラン マネージャー タブ 

操作 ホット キー 

詳細の表示 V 

編集 E 

削除 D 

ただちに実行 R 

ジョブ モニター J 

詳細の表示 

操作 ホット キー 

編集  E 

閉じる X 

編集 

操作  ホット キー 

保存 S 保存して実行 R 

保存 S 

キャンセル C 
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DocAve 管理センター for SharePoint の使用例 

ここでは、様々な実際の状況の中で、本ガイドで説明している機能を使用する例を紹介します。DocAve 管

理センター機能の機能をいつ、どのような理由から使用すればよいか、この使用例を参考にしてください。 

セキュリティ権限の検索  

ジョーは、ニューヨークの中規模企業の IT 部門の責任者として採用されました。彼は、会社関係の電子文書

がすべて、最近、Microsoft SharePoint にインポートされたことを知りました。この情報には、従業員データ 

(住所や連絡先など)、会社の経理記録、従業員の給与に関する人事 (HR) 文書が含まれます。 

この会社での最初の仕事として副社長からジョーに課せられたことは、HR のサイト コレクションと経理部門のサ

イト コレクションにアクセスするユーザーとグループの権限をレビューし更新することでした。ジョーは、「倫理の壁」

と呼ばれているものを維持したいと考えていました。つまり、HR のサイトにアクセスできるのは 適切な HR グルー

プだけであり、経理部門のサイトにアクセスできるのもまた、適切な経理グループだけに限定すべきだと考えまし

た。さらに、サイト コレクションごとにユーザーとグループの権限に関するレポートをエクスポートして、そのレポートを

副社長に提出したいとも思っていました。 

そこで最初に、HR サイト コレクションに対して、 

セキュリティ検索ウィザードを使用してセキュリティ検索を実行 しました。ジョーは セキュリティ検索フォーム 

モードを使用してセキュリティ検索を実行 するのに、ウィザードを利用しました。というのも、彼自身、新

しいユーザーであり、セキュリティ検索オプションに不慣れであったためです。検索条件にユーザーやグループを指

定しませんでした。選択したサイト コレクションのすべてのユーザーと権限を確認したかったからです。セキュリティ

検索を終了し、ユーザーと権限の設定を確認しました。HR メンバーと HR グループだけが HR サイト コレクシ

ョン内のサイトへの適切な権限を持つようにしたいと考えていました。ジョーは、経理グループが HR サイト コレク

ション内の特定のサブサイトに対し、表示のみのアクセス権を持っていることに気付きました。これは認められない

設定です。そこで、HR サイト コレクションの権限リストから、この経理グループを削除しました。経理部門のサイ

ト コレクションに対しても、同様のアクションを取り、それぞれのサイトついて、適切なユーザー / グループおよび

権限が設定されたことを確認しました。これらのアクションはすべて、ジョブ モニターのセキュリティ検索結果パネル

から実行することができました。 
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懸案となっていたサイト コレクションに適切なユーザー権限が設定されたことを確認し、次にレポートの生成と送

信に関する作業に入りました。ジョーは、HR サイト コレクションに対して セキュリティ検索フォーム モー

ドを使用してセキュリティ検索を実行 し、検索終了後にジョブ モニターにアクセスし、検索結果に対して 

検索レポートのダウンロード を行いました。経理部門のサイト コレクションについても、同様のアクションを

取りました。そして、確認のために電子ファイルを副社長に送信しました。 
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人事異動と権限のクローン  

前述の HR と経理部門のサイト コレクションの権限設定の検証を終え、ジョーは新たな課題に直面しました。

前任者の退職に伴い、プロダクト マネージャー (PM) のベティ―が営業担当副社長に昇進することのなりｍさ

いた。また、彼女の昇進によって PM が空席となったため、営業担当 (SR) のジョンが PM に昇進することにな

りました。ベティ―とジョンがそれぞれの職務を遂行できるように、彼らには様々なサイト コレクションの中の様々

なサイトに対し、いろいろな権限レベルと、様々なサイトやライブラリの権限も割り当てられました。ベティ―とジョ

ンのユーザー名の権限は数えきれないほど多くなり、それぞれが独立した権限でした。さらに、新任の SR として

ジョージが採用されました。そこでジョーは、ベティ―、ジョン、ジョージの 3 人がそれぞれの職務に応じた適切な

権限を持つことができるように、彼らの権限を速やかに更新することにしました。 

それぞれのサイト、ライブラリ、およびリストに関する様々な権限を、 3 人別々に更新するのではなく (別々に作

業していたら、非常に時間がかかってしまいます)、ジョーは DocAve 管理センターを使って、この権限の割り当

て作業を短時間で済ませることにしました。そこで、ユーザー権限のクローン作成 機能にアクセスしました。 

1. ジョーは、ジョンのユーザー名を [ユーザー権限のクローン元] フィールドに入力し、ジョージのユーザー

名を [ユーザー権限のクローン先] フィールドに入力しました。ジョンの権限をジョージの権限に 追加 

するようにしました。ジョージにはまだ、自分のユーザー名に割り当てられた権限はありませんでした。ジョ

ーは、権限の転送を行うことにしました。 

2. ユーザー権限のクローン にアクセスし、ベティ―のユーザー名を [ユーザー権限のクローン元] フィー

ルドに入力し、ジョンのユーザー名を [ユーザー権限のクローン先] フィールドに入力しました。そして、

ジョンの権限とベティ―の権限に 置き換える ように設定し、権限を転送しました。 

3. 再度、ユーザー権限のクローン にアクセスし、退職する副社長のユーザー名を [ユーザー権限のクロ

ーン元] フィールドに入力し、ベティ―のユーザー名を [ユーザー権限のクローン先] フィールドに追加

しました。次に、ベティ―の権限を前の副社長の権限に 置き換える ように設定し、権限を転送しまし

た。 

以上の 3 つの手順で、3 人のユーザーに適切な権限を正しく設定することができました。ただし、もう 1 つ手

順があります。ジョーは、SharePoint 環境から AD 削除済みアカウントを削除したいと考えていました。この作

業は、DocAve 管理センターのAD 削除済みアカウントの整理 で行いました。ファームの検索を実行して、

退職する前の副社長のアカウントを検索し、副社長のユーザー名を削除しました。 
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データベースが大きくなり過ぎた場合のソリューション 

会社の成長に伴い、SharePoint SQL サーバーのデータも大きくなってきました。ジョーは、IT 部門の責任者

として、SQL データベースを管理する責任を負っています。大きな懸案事項の 1 つは、Microsoft のベスト プ

ラクティスを実践することです。このことは、SQL サーバーのデータ ストレージに大きく関わるからです。Microsof

t は、SharePoint 2010 コンテンツ データベースがコラボレーション コンテンツの 200 GB を超えないようにと

推奨しています。しかし、ジョーは、会社のコンテンツ データベースの 1 つがその限度に近付いていることを知りま

した。 

彼はこの問題の解決策として、まず、サイト コレクションとコンテンツ データベースの作成 を行う

ことにしました。[管理] タブから、[新規] > [新しいコンテンツ データベース] を選択し、データベースを正しく

構成して、そのデータベースを適用可能なファームに追加しました。 

次に、サイト コレクションを別のコンテンツ データベースへの移動 を行い、ほぼ満杯のコンテンツ 

データベースから、先ほど作成したばかりのコンテンツ データベースにデータを移すことにしました。ジョーは、範囲 

パネルから ユーザー インターフェイスの概要 に移動し、[管理] タブの [移動] をクリックしました。次に、

他のデータベースに移動 を選択し、移動先のコンテンツ データベースを選択しました。今回は、作成したばかり

のコンテンツ データベースを移動先のコンテンツ データベースとして選択しました。[OK] をクリックし、アクションを

実行しました。これらのサイト コレクションは、データベースの間を行き来します。 

次に、リンク切れの確認 を行い、サイト コレクション間のすべてのリンクが損なわれていないことを確認するこ

とにしました。ジョーは、両方のコンテンツ データベースの間のリンク切れを検索しましたが、リンク切れは見つかり

ませんでした。最後に、孤立したサイトの削除 するために、サイト コレクションの移行中に作られた孤立した

サイトを検索しました。それぞれのコンテンツ データベースについて別々に検索を実行しましたが、孤立したサイト

は見つかりませんでした。 
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付録 A: 検索フィルター テーブル 

フィルター条件の検索フィルター テーブル 

ユーザーとグループ を除く、すべてのフィルター条件は下表のとおりです。 

レベル ルール 条件  値  結果 

Web アプリ

ケーション 

 

 

 

 

URL 次の値を含む  tes URL に tes を含む Web アプ

リケーションが検索されます。検

索結果の例: http://tes:30

000/ と http://test:20000

/ 

次の値に等しい http://te

st:20000

/ 

URL は http://test:20000

/  のWeb アプリケーションが検

索されます。 

次の値に一致する  http://te

s*000/  

 

http://tes で始まり、000/  

で終了の URL の Web アプリ

ケーションが検索されます。 

検索結果の例: http://test:

20000/ 

http://t

e?t:200

0?/ 

URL が http://te?t:20000

/  のWeb アプリケーションで

す。? は除きます。 

検索結果の例: http://test:

20001/ と http://text:200

02/  

カスタム プ

ロパティ:テ

キスト 

手動でプロパテ

ィ名を入力しま

す。 

 

カスタム プロパ

ティ値に従っ

て、Web アプ

リケーションを

次の値を

含む 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値に intranet を含む W

eb アプリケーションが検索されま

す。 

次の値を

含まない 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値に intranet を含む W

eb アプリケーションが検索されま

す。 
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レベル ルール 条件  値  結果 

検索するには、

この条件を使

用します。 

この条件は数

値、はい / い

いえ、日付と時

刻のタイプを除

き、カスタム プ

ロパティ タイプ

をサポートしま

す。既存のカス

タム プロパティ

を確認するか、

または、[構

成] タブ > 

[カスタム プロ

パティ] で新し

いプロパティを

追加します。 

次の値に

等しい 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値 intranet に等しい W

eb アプリケーションが検索されま

す。 

次の値と

異なる 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値 intranet と異なる W

eb アプリケーションが検索されま

す。 

次の値に

一致する  

intranet*

com 

intranet で始まり、com で終

了の指定のカスタム プロパティと

プロパティ値を含む Web アプリ

ケーションが検索されます。一致

のフィルター ルールに、ワイルドカ

ード (*) を使用することができ

ます。 

intranet?

co? 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値は intranet?co? の 

Web アプリケーションです。? 

文字を除きます。? 文字は任

意の文字を表します。 

次の値に

一致しな

い 

intranet*

com 

intranet で始まらず、com で

終了しない指定のカスタム プロ

パティとプロパティ値を含む We

b アプリケーションが検索されま

す。 

Intranet?

co? 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet?co? では

ない Web アプリケーションが検

索されます。? は任意の文字を

表します。 

カスタム プ

ロパティ: 数

値 

手動でプロパテ

ィ名を入力しま

す。 

 

≧ 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 以上の Web ア

プリケーションが検索されます。 

≦ 10 指定のカスタム プロパティとプロ
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レベル ルール 条件  値  結果 

この条件は数

値のプロパティ 

タイプのみをサ

ポートします。 

パティ値が 10 以下の Web ア

プリケーションが検索されます。 

= 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 に等しい Web 

アプリケーションが検索されます。 

カスタム プ

ロパティ: は

い / いいえ 

手動でプロパテ

ィ名を入力しま

す。 

 

この条件は、は

い / いいえのプ

ロパティ タイプ

のみをサポート

します。 

次の値に

等しい 

はい 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が はい の Web アプリ

ケーションが検索されます。 

いいえ 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が いいえ の Web アプ

リケーションが検索されます。 

カスタム プ

ロパティ: 日

付 / 時刻 

手動でプロパテ

ィ名を入力しま

す。 

 

この条件は、

日付 / 時刻の

プロパティ タイ

プのみをサポー

トします。 

期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54  

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011  17:35:54 12/25/

2011 の Web アプリケーション

が検索されます。 

次の日付

以前 

2011-11-

11 12:1

5:50 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 より前の Web アプリケ

ーションが検索されます。 

次の日付

以降 

2011-11-

11 12:1

5:50 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 の後の Web アプリケー

ションが検索されます。 

指定日 2011-11-

11 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 11/11/2011 の 

Web アプリケーションが検索さ

れます。 

次の期間

内 

日間 / 週

5 日間 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 5 日以内の Web 

アプリケーションが検索されます。 
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レベル ルール 条件  値  結果 

間 / ヶ月

間 / 年間 

次の期間

以前 [年

間 / ヶ月

間 / 週間 

/ 日間] 

5 日間 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 5 日以上前の We

b アプリケーションが検索されま

す。 

サイト コレク

ション 

 

 

 

 

URL 次の値を含む sitecollec

tion 

URL に sitecollection を含

むサイト コレクションが検索され

ます。 

検索結果の例:http://test:2

0000/sites/ 

sitecollectionA と http://te

st:20000/sites/ 

sitecollectionB  

次の値に等しい http://te

st:20000

/ 

sites/site

collection

A 

URL が http://test:20000

/sites/ 

sitecollectionA のサイト コレ

クションが検索されます。 

次の値に一致する http://te

s*collec-t

ionA 

URL が http://tes で始まり、

collectionA で終わるサイト コ

レクションが検索されます。 

検索結果の例:http://tesAB

C:11111/ 

sitecollectionA  

http://te

st:20000

/ 

sites/site

collecti?n

A 

URL が、? 文字を除き、http:

//test:20000/sites/ 

sitecollecti?nA のサイト コレ

クションが検索されます。 

検索結果の例:http://test:2

0000/sites/ 

sitecollectionA と http://te
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レベル ルール 条件  値  結果 

xt:20000/sites/ 

sitecollectiBnA 

サイト コレク

ション タイト

ル 

次の値を含む タイトル タイトルに title を含むサイト コ

レクションが検索されます。 

検索結果の例: 

titleA と title1  

次の値に等しい title1 タイトルが title1 のサイト コレク

ションが検索されます。 

次の値に一致する ti*1 タイトルが ti で始まり、1 で終

わるサイト コレクションが検索さ

れます。 

検索結果の例: 

title1  

tit?e1 タイトルが、? 文字を除き、tit?

e1 のサイト コレクションが検索

されます。? は任意の文字を

表します。 

検索結果の例:  

titAe1 と titBe1.  

更新日時 期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54  

更新日時が 12:15:50 11/1

1/2011 ～ 17:35:54 12/2

5/2011 の間のサイト コレクシ

ョンが検索されます。 

次の日付以前  2011-11-

11 12:1

5:50 

更新日時が 12:15:50 11/1

1/2011 前のサイト コレクション

が検索されます。 

次の日付以降  2011-11-

11 12:1

5:50 

更新日時が 12:15:50 11/1

1/2011 以降のサイト コレクシ

ョンが検索されます。 

指定日  2011-11-

11 

更新日時が 11/11/2011 の

サイト コレクションが検索されま

す。 

次の期間内: 日間 / 週間 5 日間 更新日時が過去 5 日間のサイ
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レベル ルール 条件  値  結果 

/ ヶ月間 / 年間 ト コレクションが検索されます。 

作成日時 期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54 

作成日時が 12:15:50 11/1

1/2011 ～ 17:35:54 12/2

5/2011 の間のサイト コレクシ

ョンが検索されます。 

次の日付以前 2011-11-

11 12:1

5:50 

作成日時が 12:15:50 11/1

1/2011 より前のサイト コレク

ションが検索されます。 

次の日付以降 2011-11-

11 12:1

5:50 

作成日時が 12:15:50 11/1

1/2011 の後のサイト コレクシ

ョンが検索されます。 

指定日 2011-11-

11 

作成日時が 11/11/2011 の

サイト コレクションが検索されま

す。 

次の期間内: 日間 / 週間 

/ ヶ月間 / 年間 

5 日間 作成日時が過去 5 日間のサイ

ト コレクションが検索されます。 

管理者 次の値を含む  user 管理者の名前に user を含む

サイト コレクションが検索されま

す。 

検索結果の例: 

userA と user1  

次の値に等しい userA 管理者の名前が userA のサイ

ト コレクションが検索されます。 

テンプレート

名 

次の値を含む チーム テンプレート名に Team を含む

サイト コレクションが検索されま

す。 

検索結果の例: 

Team Site 

 

次の値に等しい Blank Sit

e 

テンプレート名が Blank Site 

のサイト コレクションが検索され

ます。 

次の値に一致する  B*Works テンプレート名が B で始まり、
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レベル ルール 条件  値  結果 

pace Workspace で終わるサイト コ

レクションが検索されます。 

検索結果の例: 

Basic Meeting Workspace 

と Blank Meeting Workspa

ce 

ブ?グ テンプレート名が、? 文字 を除

き、Bl?g のサイト コレクションが

検索されます。 

検索結果の例: 

Blog と Bldg 

監査 次の値に等しい 有効 監査が有効のサイト コレクション

が検索されます。 

無効 監査が無効のサイト コレクション

が検索されます。 

匿名アクセ

ス 

次の値に等しい 有効 匿名アクセスが有効なサイト コ

レクションが検索されます。 

無効 匿名アクセスが無効のサイト コ

レクションが検索されます。 

ロック状態 次の値に等しい ロックなし ロック状態がロックなしのサイト コ

レクションが検索されます。 

コンテンツの

追加不可 

ロック状態がコンテンツの追加不

可のサイト コレクションが検索さ

れます。 

読み取り専

用 

ロック状態が読み取り専用のサ

イト コレクションが検索されま

す。 

アクセスなし ロック状態がアクセスなしのサイト 

コレクションが検索されます。 

サイズ ≧  

MB / GB 

10MB サイズが 10 MB より大きいまた

は等しいのサイト コレクションが

検索されます。 

≦ 

MB / GB 

10 MB サイズが 10 MB より小さいまた

は等しいのサイト コレクションが
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レベル ルール 条件  値  結果 

検索されます。 

= 

MB / GB 

10MB サイズが 10 MB に等しいのサ

イト コレクションが検索されま

す。 

カスタム プ

ロパティ:テ

キスト 

手動でプロパ

ティ名を入力

します。 

 

カスタム プロ

パティ値に従

って、サイト 

コレクションを

検索するに

は、この条件

を使用しま

す。 

この条件は

数値、はい / 

いいえ、日付

と時刻のタイ

プを除き、カ

スタム プロパ

ティ タイプを

サポートしま

す。既存のカ

スタム プロパ

ティを確認す

るか、また

は、[構成] 

タブ > [カス

タム プロパ

ティ] で新し

いプロパティ

を追加しま

次の値を含

む 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値に intranet を含むサ

イト コレクションが検索されま

す。 

次の値を含

まない 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値に intranet を含むサ

イト コレクションが検索されま

す。 

次の値に等

しい 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet のサイト 

コレクションが検索されます。 

次の値と異

なる 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet と異なる

サイト コレクションが検索されま

す。 

次の値に一

致する  

intranet*

com 

intranet で始まり、com で終

わる指定のカスタム プロパティと

プロパティ値を含むサイト コレク

ションが検索されます。一致のフ

ィルター ルールに、ワイルドカード 

(*) を使用することができます。 

intranet?

com 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が、? 文字 を除き、int

ranet?com のサイト コレクショ

ンが検索されます。? 文字は任

意の文字を表します。 

次の値に一

致しない 

intranet*

com 

intranet で始まり、com で終

わる指定のカスタム プロパティと

プロパティ値を含むサイト コレク

ションは検索されません。 



 

84  

 
DocAve 6: 管理センター 

 

レベル ルール 条件  値  結果 

す。 intranet?

com 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet?com で

はないサイト コレクションが検索

されます。? は任意の文字を表

します。 

カスタム プ

ロパティ:数

値 

手動でプロパ

ティ名を入力

します。 

 

この条件は、

数値のプロパ

ティ タイプの

みをサポート

します。 

≧ 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 以上のサイト コ

レクションが検索されます。 

≦ 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 以下じのサイト 

コレクションが検索されます。 

= 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 のサイト コレクシ

ョンが検索されます。 

カスタム プ

ロパティ:は

い / いいえ 

手動でプロパ

ティ名を入力

します。 

 

この条件は、

はい / いい

えのプロパテ

ィ タイプのみ

をサポートし

ます。 

次の値に等

しい 

はい 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が はい のサイト コレク

ションが検索されます。 

いいえ 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が いいえ のサイト コレ

クションが検索されます。 

カスタム プ

ロパティ:日

付 / 時刻 

手動でプロパ

ティ名を入力

します。 

 

この条件は、

日付 / 時刻

のプロパティ 

タイプのみを

サポートしま

す。 

期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54  

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 ～ 17:35:54 12/25

/2011 のサイト コレクションが

検索されます。 

次の日付以

前 

2011-11-

11 12:1

5:50 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 より前のサイト コレクショ

ンが検索されます。 

次の日付以 2011-11- 指定のカスタム プロパティとプロ



 

 85 

 
DocAve 6: 管理センター 

 

レベル ルール 条件  値  結果 

降 11 12:1

5:50 

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 の後のサイト コレクショ

ンが検索されます。 

指定日 2011-11-

11 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 11/11/2011 のサ

イト コレクションが検索されま

す。 

次の期間内 

日間 / 週間 

/ ヶ月間 / 

年間 

5 日間 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 5 日以内のサイト コ

レクションが検索されます。 

次の期間以

前 [年間 / 

ヶ月間 / 週

間 / 日間] 

5 日間 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 5 日以上前のサイト 

コレクションが検索されます。 

サイト 

 

 

 

 

URL 次の値を含む siteA URL に siteA を含むサイトが

検索されます。 

検索結果の例:http://test:2

0000/sites/site-collection

A/siteA と http://test:200

00/sites/site-collectionA/

siteAB 

次の値に等しい http://te

st:20000

/ 

sites/site

collection

A/siteA 

URL が http://test:20000

/sites/ 

sitecollectionA/siteA のサイ

トが検索されます。 

次の値に一致する  http://te

s*siteA 

URL が http://tes で始まり、

siteA で終わるサイトが検索さ

れます。 

検索結果の例:http://tesAB

C:11111/site-collectionA/

siteA  
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http://te

st:20000

/ 

sites/site

collectio

n?/siteA 

URL が、? 文字を除き、http:

//test:20000/sites/site-c

ollection?/siteA のサイトが

検索されます。 

検索結果の例:http://test:2

0000/sites/site-collection

A/siteA  

 

 

サイト タイト

ル 

次の値を含む タイトル タイトルに title を含むサイトが

検索されます。 

検索結果の例: 

titleA と title1  

次の値に等しい title1 タイトルが title1 のサイトが検

索されます。 

次の値に一致する ti*1 タイトルが ti で始まり、 1 で終

わるサイトが検索されます。 

検索結果の例:  

title1  

tit?e1 タイトルが、? 文字 を除き、tit?

e1 のサイトが検索されます。 

検索結果の例:  

titAe1   

更新日時 期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54 

更新日時が 12:15:50 11/1

1/2011 ～ 17:35:54 12/2

5/2011 の間のサイトが検索さ

れます。 

次の日付以前  2011-11-

11 12:1

5:50 

更新日時が 12:15:50 11/1

1/2011 より前のサイトが検索

されます。 

次の日付以降  2011-11-

11 12:1

5:50 

更新日時が 12:15:50 11/1

1/2011 の後のサイトが検索さ

れます。 
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指定日  2011-11-

11 

更新日時が 11/11/2011 の

サイトが検索されます。 

次の期間内: 日間 / 週間 

/ ヶ月間 / 年間 

5 日間 更新日時が過去  5 日間のサ

イトが検索されます。 

作成日時 期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54 

作成日時が 12:15:50 11/1

1/2011 ～ 17:35:54 12/2

5/2011 の間のサイトが検索さ

れます。 

次の日付以前  2011-11-

11 12:1

5:50 

作成日時が 12:15:50 11/1

1/2011 より前のサイトが検索

されます。 

次の日付以降 2011-11-

11 12:1

5:50 

作成日時が 12:15:50 11/1

1/2011 の後のサイトが検索さ

れます。 

指定日  2011-11-

11 

作成日時が11/11/2011 の

サイトが検索されます。 

次の期間内: 日間 / 週間 

/ ヶ月間 / 年間 

5 日間 作成日時が過去 5 日間のサイ

トが検索されます。 

作成者 次の値を含む  user 作成者の名前に user を含む

サイトが検索されます。 

検索結果の例: 

userA と user1  

次の値に等しい userA 作成者の名前が userA のサイ

トが検索されます。 

テンプレート

名 

次の値を含む  チーム  テンプレート名に Team を含む

サイトが検索されます。 

検索結果の例: 

Team Site  

次の値に等しい Blank Sit

e 

テンプレート名が Blank Site 

のサイトが検索されます。 

次の値に一致する  B*Works

pace 

テンプレート名が B で始まり、

Workspace で終わるサイトが

検索されます。 
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検索結果の例: 

Basic Meeting Workspace 

と Blank Meeting Workspa

ce  

ブ?グ テンプレート名が、? 文字 を除

き、Bl?g のサイトが検索されま

す。 

検索結果の例: 

ブログ  

匿名アクセ

ス 

次の値に等しい 有効 匿名アクセスが有効のサイトが

検索されます。 

無効 匿名アクセスが無効のサイトが

検索されます。 

継承  次の値に等しい 継承した権

限 

親ノードから権限を継承したサイ

トが検索されます。 

固有の権

限 

固有の権限を持つサイトが検索

されます。 

監査 次の値に等しい 有効 監査が有効のサイトが検索され

ます。 

無効 監査が無効のサイトが検索され

ます。 

カスタム プ

ロパティ:テ

キスト 

手動でプロパ

ティ名を入力

します。 

 

カスタム プロ

パティ値に従

って、サイトを

検索するに

は、この条件

を使用しま

す。 

この条件は

次の値を含

む 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値 intranet を含むサイト

が検索されます。 

次の値を含

まない 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値 intranet を含むサイト

が検索されます。 

次の値に等

しい 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet のサイトが

検索されます。 

次の値と異

なる 

intranet 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet と異なる

サイトが検索されます。 
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数値、はい / 

いいえ、日付

と時刻のタイ

プを除き、カ

スタム プロパ

ティ タイプを

サポートしま

す。既存のカ

スタム プロパ

ティを確認す

るか、また

は、[構成] 

タブ > [カス

タム プロパ

ティ] で新し

いプロパティ

を追加しま

す。 

次の値に一

致する  

intranet*

com 

intranet で始まり、com で終

わる指定のカスタム プロパティと

プロパティ値を含むサイトが検索

されます。一致のフィルター ルー

ルに、ワイルドカード (*) を使用

することができます。 

intranet?

com 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が、? 文字を除き、intr

anet?com のサイトが検索さ

れます。? は任意の文字を表し

ます。 

次の値に一

致しない 

intranet*

com 

 

 

intranet で始まり、com で終

わる指定のカスタム プロパティと

プロパティ値を含むサイトは検索

されません。 

intranet?

com 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が intranet?com に

一致しないサイトが検索されま

す。? は任意の文字を表しま

す。 

カスタム プ

ロパティ:数

値 

手動で列名

を入力しま

す。 

 

この条件は、

数値のプロパ

ティ タイプの

みをサポート

します。 

≧ 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 以上のサイトが

検索されます。 

≦ 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 以下のサイトが

検索されます。 

= 10 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 10 のサイトが検索さ

れます。 

カスタム プ

ロパティ:は

い / いいえ 

手動で列名

を入力しま

す。 

 

この条件は、

次の値に等

しい 

はい 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が はい のサイトが検索

されます。 

いいえ 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が いいえ のサイトが検
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はい / いい

えのプロパテ

ィ タイプのみ

をサポートし

ます。 

索されます。 

カスタム プ

ロパティ:日

付 / 時刻 

手動で列名

を入力しま

す。 

 

この条件は、

日付 / 時刻

の列タイプの

みをサポート

します。 

期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54  

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011  ～ 17:35:54 12/2

5/2011 の間のサイトが検索さ

れます。 

次の日付以

前 

2011-11-

11 12:1

5:50 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 より前のサイトが検索さ

れます。 

次の日付以

降 

2011-11-

11 12:1

5:50 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 12:15:50 11/11

/2011 より後のサイトが検索さ

れます。 

指定日 2011-11-

11 

指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 11/11/2011 のサ

イトが検索されます。 

次の期間内 

日間 / 週間 

/ ヶ月間 / 

年間 

5 日間 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 5 日以内のサイトが

検索されます。 

次の期間以

前 

5 日間 指定のカスタム プロパティとプロ

パティ値が 5 日以上前のサイト 

コレクションが検索されます。 

リスト / ライ

ブラリ 

 

 

URL 

 

次の値を含む libraryA URL に libraryA を含むライ

ブラリが検索されます。検索結

果の例: 

http://test:20000/sites/s

itecollectionA/siteA/Libra

ryA と http://test:20000/
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sites/stiecollectionA/siteA

/libraryAB  

次の値に等しい http://te

st:20000

/ 

sites/site

collection

A/siteA/L

ibraryA 

URL が http://test:20000

/sites/site-collectionA/sit

eA/libraryA のライブラリです。 

次の値に一致する http://te

st:20000

/ 

*/Library

A 

URL が http://test:20000

/ で始まり、LibraryA で終わる

ライブラリが検索されます。検索

結果の例:http://test:2000

0/sites/sitecollectionA/sit

eA/LibraryA と http://tes

t:20000/sites/sitecollecti

onB/siteB/LibraryA 

http://t

e?t:2000

0/ 

sites/site

collection

A/siteA/L

ibraryA 

URL が、? 文字を除き、http:

//te?t:20000/ 

sites/sitecollectionA/siteA

/LibraryA のライブラリが検索

されます。検索結果の例:http:

//test:20000/ 

sites/sitecollectionA/siteA

/LibraryA and http://tex

t:20000/ 

sites/sitecollectionA/siteA

/LibraryA 

名前 次の値を含む lib 名前に lib を含むライブラリが検

索されます。例:  libraryA と 

lib123 が検索されます。 

次の値に等しい libraryA 名前が libraryA のライブラリ

が検索されます。 
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次の値に一致する  li*A タイトルが li で始まり、A で

終わるライブラリが検索されま

す。 

検索結果の例:libraryA  

libra?yA タイトルが、? 文字 を除き、libr

ara?yA のライブラリが検索され

ます。 

検索結果の例:  

libraryA  

更新日時 期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54 

更新日時が 12:15:50 11

/11/2011 ～ 17:35:54 

12/25/2011 の間のリスト 

/ ライブラリが検索されます。 

次の日付以前  2011-11-

11 12:1

5:50 

更新日時が 12:15:50 11/

11/2011 より前のリスト / ライ

ブラリが検索されます。 

次の日付以降  2011-11-

11 12:1

5:50 

更新日時が 12:15:50 11

/11/2011 の後のリスト / 

ライブラリが検索されます。 

指定日  2011-11-

11 

更新日時が 11/11/2011 

のリスト / ライブラリが検索され

ます。 

次の期間内 

日間 / 週間 

 / ヶ月間 /  

年間 

5 日間 更新日時が過去 5 日間の

リスト / ライブラリが検索され

ます。 

作成日時 期間 2011-11-

11 12:1

5:50 201

1-12-25 

17:35:54 

作成日時が 12:15:50 11

/11/2011 ～ 17:35:54 

12/25/2011 の間のリスト 

/ ライブラリが検索されます。 

次の日付以前  2011-11- 作成日時が 12:15:50 11/
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11 12:1

5:50 

11/2011 より前のリスト / ライ

ブラリが検索されます。 

次の日付以降 2011-11-

11 12:1

5:50 

作成日時が 12:15:50 11

/11/2011 の後のリスト / 

ライブラリが検索されます。 

指定日  2011-11-

11 

作成日時が 11/11/2011 

のリスト / ライブラリが検索さ

れます。 

次の期間内: 日間 / 週間 

/ ヶ月間 / 年間 

5 日間 作成日時が過去 5 日間の

リスト / ライブラリが検 索され

ます。 

作成者 次の値を含む  use 作成者の名前に use を含む

リスト / ライブラリが検索され

ます。 

検索結果の例: 

userA  

次の値に等しい userA 作成者が userA のリスト / 

ライブラリが検索されます。 

匿名アクセ

ス 

次の値に等しい 有効  匿名アクセスが有効のリスト / 

ライブラリが検索されます。 

無効 匿名アクセスが無効のリスト / 

ライブラリが検索されます。 

継承  次の値に等しい 継承した権

限 

親ノードから権限を継承したリス

ト / ライブラリが検索されます。 

固有の権

限 

固有の権限を持つリスト / ラ

イブラリが検索されます。 

監査 次の値に等しい 有効 監査が有効のリスト / ライブラリ

が検索されます。 

無効 監査が無効のリスト / ライブラリ

が検索されます。 

バージョン

管理 

次の値に等しい 有効 バージョン管理が有効のリスト / 

ライブラリが検索されます。 
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レベル ルール 条件  値  結果 

無効 バージョン管理が無効のリスト / 

ライブラリが検索されます。 

フォルダー 

 

名前 次の値を含む folder 名前に folder を含むフォルダ

ーが検索されます。 

次の値に等しい folderA 名前が folderA のフォルダー

が検索されます。 

次の値に一致する  fol*A 名前が fol で始まり、 A で

終わるフォルダーが検索されま

す。 

fold?rA 名前が、文字 ? を除き、fold?

rA のフォルダーが検索されま

す。 

検索結果の例:folderA   

継承  次の値に等しい 継承した権

限 

親ノードから権限を継承したフォ

ルダーが検索されます。 

固有の権

限 

固有の権限を持つフォルダー

が検索されます。 

監査 次の値に等しい 有効 監査が有効のフォルダーが検索

されます。 

無効 監査が無効のフォルダーが検索

されます。 

アイテム 名前 次の値を含む item 名前に item を含むアイテム

が検索されます。 

次の値に等しい itemA 名前が itemA のアイテムが

検索されます。 

次の値に一致する it*A 名前が it で始まり、A で終

わるアイテムが検索されます。 

検索結果の例: 

itemA  

ite?A 名前が、? 文字を除き、ite?

A のアイテムが検索されます。 

検索結果の例: 
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レベル ルール 条件  値  結果 

itemA 

継承  次の値に等しい 継承した権

限 

親ノードから権限を継承したアイ

テムが検索されます。 

固有の権

限 

固有の権限を持つアイテムが

検索されます。 

コンテンツ タ

イプ 

次の値に等しい typeA コンテンツ タイプが typeA の

アイテムが検索されます。 

バージョン  最新 [] バージョンのみ 3 

 

アイテムの最新の 3 つのバー

ジョンが検索されます。 

最新 [] メジャー バージョン

のみ 

3 アイテムの最新の 3 つのメジャ

ー バージョンが検索されます。 

メジャー バージョンのみ なし すべてのメジャー バージョンが検

索されます。 

承認済みバージョンのみ なし すべての承認済みバージョンが

検索されます。 

ドキュメント ドキュメント

名と拡張子 

次の値を含む  demo ドキュメント名と拡張子に dem

o を含むドキュメントが検索され

ます。 

 

次の値に等しい demo.do

c 

ドキュメント名と拡張子が de

mo.doc のドキュメントが検

索されます。 

次の値に一致する  dem*lsc ドキュメント名と拡張子が de

m で始まり、 lsc で終わるドキ

ュメントが検索されます。 

demo.x?s

c 

ドキュメント名と拡張子が、? 文

字を除き、 demo.x?sc のドキ

ュメントが検索されます。 

継承  次の値に等しい 継承した権

限 

親ノードから権限を継承したドキ

ュメントが検索されます。 

固有の権

限 

固有の権限を持つドキュメン

トが検索されます。 

コンテンツ タ 次の値に等しい typeA コンテンツ タイプが typeA の
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レベル ルール 条件  値  結果 

イプ アイテムが検索されます。 

バージョン  最新 [] バージョンのみ 3 ファイルの最新の 3 つのバー

ジョンが検索されます。 

最新 [] メジャー バージョン

のみ 

3 ファイルの最新の 3 つのメジ

ャー バージョンが検索されま

す。ファイルのバージョンが 1.0、

2.0、2.1、2.2、3.0、3.1 の

場合、検索結果は、バージョン 

1.0、2.0、3.0 になります。 

メジャー バージョンのみ なし すべてのメジャー バージョンが検

索されます。 

承認済みバージョンのみ なし すべての承認済みバージョンが

検索されます。 

 

ユーザーとグループ フィルター条件の検索フィルター テーブル 

ユーザーとグループ フィルター条件は、下表のとおりです。 

レベル ルール 条件 値 権限 クエリ モード 結果 

サイト コレク

ション 

*注意: 他

のレベル (つ

まり、サイ

ト、リスト/ラ

イブラリ、フォ

ルダー、アイ

テム、ドキュ

メント) につ

いては、フィ

ルター ルー

ルは同じで

ユーザー

とグルー

プ 

次の値に

等しい  

user すべての権

限を検索 

完全に一致

する権限 

ユーザー名が user のサイト 

コレクションが検索されます。

ユーザーの権限は関係ありま

せん。 

完全に一致

するかそれ以

上の権限 

ユーザー名が user のサイト 

コレクションが検索されます。

ユーザーの権限は関係ありま

せん。 

user フル コントロ

ール 

完全に一致

する権限  

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が フル コントロール 

のサイト コレクションが検索さ

れます。 

user 完全に一致 なし 
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レベル ルール 条件 値 権限 クエリ モード 結果 

す。 するかそれ以

上の権限 

user デザイン  完全に一致

する権限 

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が デザイン のサイト 

コレクションが検索されます。 

user 完全に一致

するかそれ以

上の権限 

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が デザイン 以上の

サイト コレクションが検索され

ます。 

user 投稿  完全に一致

する権限  

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 投稿 のサイト コ

レクションが検索されます。 

user 完全に一致

するかそれ以

上の権限 

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 投稿 以上のサイ

ト コレクションが検索されま

す。 

user 閲覧  完全に一致

する権限  

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 閲覧 のサイト コ

レクションが検索されます。 

user 完全に一致

するかそれ以

上の権限 

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 閲覧 以上のサイ

ト コレクションが検索されま

す。 

user 表示のみ 完全に一致

する権限  

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 表示のみ のサイ

ト コレクションが検索されま

す。 

user 完全に一致

するかそれ以

上の権限 

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 表示のみ 以上

のサイト コレクションが検索さ

れます。 

user 制限付きア

クセス 

完全に一致

する権限  

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 制限付きアクセス 

のサイト コレクションが検索さ
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レベル ルール 条件 値 権限 クエリ モード 結果 

れます。 

user 完全に一致

するかそれ以

上の権限 

ユーザー名が user で、ユー

ザー権限が 制限付きアクセス 

以上のサイト コレクションが検

索されます。 
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付録 B: DocAve 管理センターと SharePoint 操作 

DocAve 管理センターには DocAve 固有の機能がありますが、中には SharePoint で使用できる機能もあ

ります。これらのすべての機能については、下表を参照してください。 

ファーム レベルの操作 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場所 一括設定 

管理 

新規  管理 > 投稿 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

管理検索ウィザード モー

ド 

管理 > 投稿 なし 未サポート 

管理検索フォーム モード 管理 > 投稿 なし 未サポート 

定義済み検索を始める 管理 > 投稿 なし 未サポート 

ファーム機能の管理 管理 > システム設定 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

ファーム ソリューションの

管理 

管理 > システム設定 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

ユーザー ソリューションの

管理 

管理 > システム設定 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

ファーム サーバー 管理 > システム設定 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

サーバーのサービス 管理 > システム設定 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

ファームの休止 管理 > システム設定 コマンド ラインで実行します。 未サポート  

サービス アプリケーション

の管理 

管理 > アプリケーション構

成の管理 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

検索サービス  管理 > アプリケーション構

成の管理 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

既定データベース サーバ

ー 

管理 > アプリケーション構

成の管理 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

データ取得サービス 管理 > アプリケーション構 サーバーの全体管理 > アプリ 未サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場所 一括設定 

成の管理 ケーション構成の管理 

クォータ テンプレートの指

定 

管理 > アプリケーション構

成の管理 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

データベースの状態の確

認 

管理 > アップグレードと更

新プログラム 

サーバーの全体管理 > アップ

グレードと移行 

未サポート 

製品および更新プログラ

ムのインストール状態の確

認 

管理 > アップグレードと更

新プログラム 

サーバーの全体管理 > アップ

グレードと移行 

未サポート 

重複ファイルの検索 管理 > 検索ギャラリー なし 未サポート 

ジョブ モニター 管理 > 統計 なし なし 

構成 

送信メール設定の構成 構成 > ファーム構成 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

受信メール設定の構成 構成 > ファーム構成 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

モバイル アカウントの構

成 

構成 > ファーム構成 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

代替アクセス マッピング 構成 > ファーム構成 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

プライバシー オプション 構成 > ファーム構成 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

クロスファイアウォール ア

クセス ゾーン 

構成 > ファーム構成 サーバーの全体管理 > シス

テム設定 

未サポート 

レコード センター 構成 > ファーム構成 コマンド ラインで実行します。 未サポート  

フォーム テンプレートの管

理 

構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

InfoPath Forms Ser

vices の構成  

構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

フォーム テンプレートのア

ップロード 

構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

データ接続ファイルの管理 構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

InfoPath Forms Ser 構成 > アプリケーションの サーバーの全体管理 > アプリ 未サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場所 一括設定 

vices の Web サービス 

プロキシの構成 

全般設定 ケーションの全般設定 

クローラ影響ルール 構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

サイト ディレクトリ リンク

のスキャン 

構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

サイト ディレクトリ 構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

ファームの検索管理 構成 > アプリケーションの

全般設定 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

カスタム属性 構成 > カスタマイズ なし 未サポート 

セキュリティ 

セキュリティ検索ウィザード 

モード 

セキュリティ > 投稿 なし 未サポート 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

セキュリティ > 投稿 なし 未サポート 

定義済み検索を始める セキュリティ > 投稿 なし 未サポート 

管理アカウントの構成 セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ  

未サポート 

サービス アカウントの構成 セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

パスワード変更設定の構

成 

セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

信頼関係の管理 セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

ウィルス対策設定の管理 セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

ブロックするファイルの種

類の定義 

セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

Web パーツのセキュリテ

ィの管理 

セキュリティ > 一般的なセ

キュリティ 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

ユーザー権限のクローン  セキュリティ > 権限 なし 未サポート 

構成ファイルのインポート セキュリティ > 権限 なし 未サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場所 一括設定 

Information Rights 

Management の構成 

セキュリティ > 情報ポリシ

ー 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

情報管理ポリシーの構成 セキュリティ > 情報ポリシ

ー 

サーバーの全体管理 > セキ

ュリティ 

未サポート 

AD 削除済みアカウント

の整理 

セキュリティ > アカウント なし 未サポート 

Web アプリケーション レベルの操作 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場所  一括設定 

管理  

新しいサイト コレクション  管理 > 投稿 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

新しいコンテンツ データ

ベース 

管理 > 投稿 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

拡張  管理 > 投稿 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

Web アプリケーション

の削除  

管理 > 投稿 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

IIS Web サイトから

の SharePoint の

削除 

管理 > 投稿 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

管理検索ウィザード モ

ード 

管理 > 投稿 なし サポート 

管理検索フォーム モード 管理 > 投稿 なし サポート 

定義済み検索を始める 管理 > 投稿 なし サポート 

システム設定 管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

リソースの調整 管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

ワークフロー  管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

送信メール  管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場所  一括設定 

ケーション構成の管理 

モバイル アカウント 管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

サイトの使用と削除 管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

機能の管理 管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

管理パス 管理 > 管理  サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

サービス接続 管理 > 管理 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

コンテンツ データベース

の管理 

管理 > コンテンツ データベ

ースの管理 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

サイト コレクションのリス

ト 

管理 > コンテンツ データベ

ースの管理 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

孤立したサイトの削除 管理 > コンテンツ データベ

ースの管理 

なし サポート  

Web パーツの検索 管理 > 検索ギャラリー なし サポート  

重複ファイルの検索 管理 > 検索ギャラリー なし サポート 

ジョブ モニター 管理 > 統計  なし なし 

構成  

送信接続 構成 > 外部サービス接続 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

ドキュメント変換 構成 > 外部サービス接続 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

SharePoint Design

er 設定 

構成 > SharePoint Des

igner 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーションの全般設定 

未サポート 

代替アクセス マッピング 構成 > Web アプリケーショ

ン 

サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

カスタム属性 構成 > カスタマイズ なし サポート  

セキュリティ  

認証プロバイダー セキュリティ > 全般設定 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場所  一括設定 

セルフ サービス サイト作

成 

セキュリティ > 全般設定 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

セキュリティ検索ウィザー

ド モード 

セキュリティ > 全般設定 なし サポート 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

セキュリティ > 全般設定 なし サポート 

定義済み検索を始める セキュリティ > 全般設定 なし サポート 

ブロックするファイルの種

類 

セキュリティ > 全般設定 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

ユーザー権限 セキュリティ > 全般設定 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

Web パーツのセキュリ

ティ 

セキュリティ > 全般設定 サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

サポート 

ユーザー権限のクローン セキュリティ > 権限 なし サポート 

ユーザー ポリシー セキュリティ > ポリシー サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

匿名ポリシー セキュリティ > ポリシー サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

アクセス許可ポリシー セキュリティ > ポリシー サーバーの全体管理 > アプリ

ケーション構成の管理 

未サポート 

AD 削除済みアカウント

の整理 

セキュリティ > アカウント なし サポート 

サイト コレクション レベルの操作 

操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

管理  

新規  管理 > 投稿 サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > 新しいサイ

ト 

サポート サブ サイトの作成:フ

ル コントロール 

 

リスト / ライブラリの

作成:未サポート 
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操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

 

フォルダー / アイテム

の作成:投稿 

移動  管理 > 投稿 なし サポート 未サポート 

削除  管理 > 投稿 サーバーの全体管

理 > アプリケーショ

ン構成の管理 

サポート  Web アプリケーショ

ン:フル コントロール 

 

リスト / ライブラリ:デ

ザイン 

 

フォルダー / アイテ

ム:投稿  (参照:デ

ザイン) 

管理検索ウィザード モ

ード 

管理 > 投稿 なし サポート デザイン 

管理検索フォーム モード 管理 > 投稿 なし サポート デザイン 

定義済み検索を始める 管理 > 投稿 なし サポート デザイン 

サイト コレクションの機

能 

管理 > 全体管

理  

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

ポータル サイト接続 管理 > 全体管

理 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

コンテンツ タイプの発行 管理 > 全体管

理 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート 投稿 

Web パーツ 管理 > ギャラリ

ー 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート デザイン 
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操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

ソリューション  管理 > ギャラリ

ー 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート デザイン 

テーマ  管理 > ギャラリ

ー 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート デザイン 

サイト内の列 管理 > ギャラリ

ー 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート 投稿 

リンク切れの確認 管理 > 確認 なし サポート  未サポート 

Web パーツの検索  管理 > 検索ギャ

ラリー 

なし サポート  未サポート 

重複ファイルの検索 管理 > 検索ギャ

ラリー 

なし サポート 未サポート 

ジョブ モニター 管理 > 統計  なし なし なし 

構成  

検索の設定 構成 > 検索 サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート デザイン 

検索範囲 構成 > 検索 サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート サイト コレクション管

理者 

検索キーワード 構成 > 検索 サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート サイト コレクション管

理者 

クォータとロック 構成 > 一般 サーバーの全体管

理 > アプリケーショ

サポート 未サポート 
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操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

ン構成の管理 

ビジュアル アップグレー

ド 

構成 > 一般 サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート 未サポート 

サイトの深さの最大値 構成 > 一般 なし サポート デザイン 

RSS 構成 > 一般 サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート フル コントロール 

ヘルプの設定 構成 > ヘルプ サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

SharePoint Design

er 設定 

構成 > ShareP

oint Designer 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

カスタム属性 構成 > カスタマ

イズ 

なし サポート 未サポート 

セキュリティ  

ユーザーとグループ セキュリティ > 投

稿 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート サイト コレクション管

理者 (サイト所有者

グループ) 

サイトの権限 セキュリティ > 投

稿 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート フル コントロール 

セキュリティ検索ウィザー

ド モード 

セキュリティ > 投

稿 

なし サポート  フル コントロール 

セキュリティ検索フォーム 

モード 

セキュリティ > 投

稿 

なし サポート  フル コントロール 
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操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

定義済み検索を始める セキュリティ > 投

稿 

なし サポート  フル コントロール 

ユーザー権限のクローン セキュリティ > 権

限 

なし サポート フル コントロール 

サイト権限のクローン作

成 

セキュリティ > 権

限 

なし 未サポート  未サポート 

アクセス許可の付与 セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

グループの作成 セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート フル コントロール 

アクセス許可レベル セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

未サポート フル コントロール 

匿名アクセス セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート  未サポート 

編集するグループのエク

スポート 

セキュリティ > 権

限 

なし サポート  フル コントロール 

ユーザーとグループの削

除 

セキュリティ > 権

限 

なし サポート サイト コレクション管

理者 

ユーザー権限の編集 セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの権

限 

サポート フル コントロール 

権限継承の中止 – サ

ブノードからの継承の解

除 

セキュリティ > 権

限 

なし サポート フル コントロール 
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操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

サイト コレクションの管

理者 

セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

管理者および代理管理

者 

セキュリティ > 権

限 

サーバーの全体管

理 > アプリケーショ

ン構成の管理 

サポート 未サポート 

匿名アクセス セキュリティ > 権

限 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの権

限 

サポート 未サポート 

AD 削除済みアカウント

の整理 

セキュリティ > ア

カウント  

なし サポート 未サポート 

権限ツール 

アクセス許可の付与 権限ツール > 許

可 

*注意: [サイトの

権限] 機能を選

択すると、権限ツ

ール タブが有効に

なります。 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

 

未サポート 

サイト コレクション管

理者 

グループの作成 権限ツール > 許

可 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

 

未サポート 

フル コントロール 

ユーザー権限の編集 権限ツール > 編

集 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート フル コントロール 

ユーザー権限の削除 権限ツール > 編

集 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート  フル コントロール 
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操作  DocAve の場

所 

SharePoint の

場所 

一括設定 最小権限 

サイト コレクションからの

ユーザー / グループの

削除 

権限ツール > 編

集 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

サポート サイト コレクション管

理者 

匿名アクセス 権限ツール > 管

理 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

なし 未サポート 

アクセス許可レベル 権限ツール > 管

理 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

なし フル コントロール 

サイト コレクションの管

理者 

権限ツール > 管

理 

サイト コレクションに

ログイン > サイトの

操作 > サイトの設

定 

なし サイト コレクション管

理者 

サブサイト レベルの操作 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所  

一括設定 最小権限 

管理  

新しいサブサイト 管理 > 投稿 サイトにログイン > サ

イトの操作 > 新しい

サイト 

サポート フル コントロー

ル 

新しいリスト / ライブ

ラリ 

管理 > 投稿 サイトにログイン > サ

イトの操作 > その他

のオプション 

サポート  デザイン 

削除 管理 > 投稿 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート  フル コントロー

ル 

管理検索ウィザード モ 管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所  

一括設定 最小権限 

ード 親ノードの権限

のデザイン 

管理検索フォーム モ

ード 

管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

定義済み検索を始め

る 

管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

サイトの機能 管理 > 全体管理 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート フル コントロー

ル 

サイト定義へのリセット 管理 > 全体管理 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート  未サポート 

地域の設定 管理 > 全体管理 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート フル コントロー

ル 

サイト内の列 管理 > ギャラリー サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート 投稿 

サイト コンテンツ タイ

プ 

管理 > ギャラリー サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート 投稿 

マスター ページ 管理 > ギャラリー サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート 投稿 

リンク切れの確認 管理 > 確認 なし サポート  未サポート 

Web パーツの検索 管理 > 検索ギャラリ

ー 

なし サポート  未サポート 

重複ファイルの検索 管理 > 検索ギャラリ

ー 

なし サポート 未サポート 

ジョブ モニター 管理 > 統計 なし なし 未サポート 



 

112  

 
DocAve 6: 管理センター 

 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所  

一括設定 最小権限 

構成  

RSS 設定 構成 > 一般 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート 未サポート 

検索とオフラインでの

使用可能性 

構成 > 一般 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート  フル コントロー

ル 

関連リンク範囲の設

定 

構成 > 一般 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート  未サポート 

タイトル、説明、アイコ

ン 

構成 > 外観 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート  フル コントロー

ル 

サイド リンク バー 構成 > 外観 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート デザイン 

トップ リンク バー 構成 > 外観 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート デザイン 

ツリー ビュー 構成 > 外観 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート フル コントロー

ル 

サイトのテーマ 構成 > 外観 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート デザイン 

カスタム属性 構成 > カスタマイ

ズ 

なし サポート  未サポート 

セキュリティ  

ユーザーとグループ セキュリティ > 投稿 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート 投稿 

サイトの権限 セキュリティ > 投稿 サイトにログイン > サ 未サポート  フル コントロー
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所  

一括設定 最小権限 

イトの操作 > サイト

の設定 

ル 

セキュリティ検索ウィザ

ード モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート  親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

セキュリティ検索フォー

ム モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート  親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

定義済み検索を始め

る 

セキュリティ > 投稿 なし サポート  親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

ユーザー権限のクロー

ン 

セキュリティ > 権限 なし サポート  サイト コレクショ

ン管理者 

サイト権限のクローン

作成 

セキュリティ > 権限 なし 未サポート  未サポート 

アクセス許可の付与 セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート  サイト コレクショ

ン管理者 

グループの作成 セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート  フル コントロー

ル 

アクセス許可レベル セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート  フル コントロー

ル 

匿名アクセス セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

サポート  未サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所  

一括設定 最小権限 

の設定 

権限継承の中止 – 

選択したノードの継承

の中止 

セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート  フル コントロー

ル 

権限継承の中止 – サ

ブノードからの継承の

解除 

セキュリティ > 権限 未サポート サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

権限の継承 セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

サポート  フル コントロー

ル 

ユーザー権限の編集 セキュリティ > 権限 サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の権限 

サポート フル コントロー

ル 

ユーザー通知 セキュリティ > 共有と

追跡 

サイトにログイン > サ

イトの操作 > サイト

の設定 

未サポート 未サポート 

通知の検索 セキュリティ > 共有と

追跡 

なし 未サポート  未サポート 

AD 削除済みアカウン

トの整理 

セキュリティ > アカウ

ント 

なし サポート 未サポート 

権限ツール 

アクセス許可の付与 権限ツール > 許可  

*注意: [サイトの権

限] 機能を選択する

と、権限ツール タブが

有効になります。 

サイト コレクションにロ

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

サポート サイト コレクショ

ン管理者 

グループの作成 権限ツール > 許可 サイト コレクションにロ

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

サポート フル コントロー

ル 

権限の継承  権限ツール > 継承 サイト コレクションにロ なし フル コントロー
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所  

一括設定 最小権限 

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

ル 

権限継承の中止 権限ツール > 継承 サイト コレクションにロ

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

なし フル コントロー

ル 

ユーザー権限の編集 権限ツール > 編集 サイト コレクションにロ

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

サポート フル コントロー

ル 

ユーザー権限の削除 権限ツール > 編集 サイト コレクションにロ

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

サポート フル コントロー

ル 

アクセス許可レベル 権限ツール > 管理 サイト コレクションにロ

グイン > サイトの操

作 > サイトの設定 

なし フル コントロー

ル 

リスト / ライブラリ レベルの操作 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

管理  

新規フォルダー 管理 > 投稿 ライブラリにアクセス > 

ドキュメント > 新しい

フォルダー 

サポート 投稿 

削除  管理 > 投稿 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

サポート  デザイン 

管理検索ウィザード 

モード 

管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

管理検索フォーム 

モード 

管理 > 投稿 なし サポート  現在のノードと

親ノードの権限
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

のデザイン 

定義済み検索を始

める 

管理 > 投稿 なし サポート  現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

チェックイン バージ

ョンが存在しないフ

ァイル 

管理 > 全体管理 ライブラリにアクセス > 

ライブラリ > ライブラリ

の設定 

未サポート  未サポート 

ワークフロー設定 管理 > 全体管理 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ 

未サポート  未サポート 

メタデータとキーワ

ードの設定 

管理 > 全体管理 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート  親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

情報管理ポリシー

の設定  

管理 > 全体管理 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

サポート  

インデックス付きの

列 

管理 > 列 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート 未サポート 

ジョブ モニター 管理 > 統計 なし なし なし 

構成  

バージョン設定 構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

サポート デザイン (バー

ジョンがサポート

されていない) 

詳細設定 構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

サポート  デザイン 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

ブラリの設定 

検証の設定 構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート  デザイン 

例の既定値の設定 構成 > 一般 ライブラリにアクセス > 

ライブラリ > ライブラリ

の設定 

未サポート 未サポート 

評価の設定 構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

サポート  デザイン 

対象ユーザーの設

定 

構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート  デザイン 

メタデータ ナビゲー

ションの設定 

構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート  デザイン 

場所単位のビュー

の設定 

構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート  未サポート 

RSS 設定 構成 > 一般 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート  未サポート 

タイトル・説明・ナビ

ゲーション  

構成 > 外観  リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの設定 

未サポート デザイン 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

セキュリティ  

リストの権限 セキュリティ > 投稿 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

未サポート フル コントロー

ル 

セキュリティ検索ウ

ィザード モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

セキュリティ検索フォ

ーム モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

定義済み検索を始

める 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

ユーザー権限のクロ

ーン 

セキュリティ > 権限 なし サポート サイト コレクショ

ン管理者 

リスト / ライブラリ

権限のクローン作

成 

セキュリティ > 権限 なし 未サポート 未サポート 

アクセス許可の付

与 

セキュリティ > 権限 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

サポート  サイト コレクショ

ン管理者 

匿名アクセス セキュリティ > 権限 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

サポート 未サポート 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

ブラリの権限 

権限継承の中止 – 

選択したノードの継

承の中止 

セキュリティ > 権限 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

サポート  フル コントロー

ル 

権限継承の中止 – 

サブノードからの継

承の解除 

セキュリティ > 権限 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

権限の継承 – 選

択したノードの継承

の適用 

セキュリティ > 権限 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

サポート フル コントロー

ル 

権限の継承 – 継

承をサブノードへプ

ッシュ 

セキュリティ > 権限 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

このライブラリ / リ

ストに通知を設定 

セキュリティ > 共有と

追跡 

リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > 通知 

サポート 未サポート 

個人用通知の管理 セキュリティ > 共有と

追跡 

リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > 通知 

未サポート 未サポート 

権限ツール  

権限の継承 権限ツール > 継承 

*注意: [リストの権

限] 機能を選択する

と、権限ツール タブが

有効になります。 

リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

なし フル コントロー

ル 

権限継承の中止 権限ツール > 継承 リスト / ライブラリにア なし フル コントロー
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

ル 

アクセス許可の付

与 

権限ツール > 許可 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

サポート サイト コレクショ

ン管理者 

ユーザー権限の編

集 

権限ツール > 編集 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

サポート  フル コントロー

ル 

ユーザー権限の削

除 

権限ツール > 編集 リスト / ライブラリにア

クセス > リスト / ライ

ブラリ > リスト / ライ

ブラリの権限 

サポート  フル コントロー

ル 

フォルダー レベルの操作 

操作 DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

管理  

新規フォルダー 管理 > 投稿 フォルダーにアクセス > 

ドキュメント > 新しい

フォルダー 

サポート 現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

削除  管理 > 投稿 フォルダーを選択 > ド

キュメント > 削除 

サポート  現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

管理検索ウィザー

ド モード 

管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

管理検索フォーム 

モード 

管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと

親ノードの権限
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操作 DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

のデザイン 

定義済み検索を始

める 

管理 > 投稿 なし サポート 現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

プロパティ  管理 > 投稿 フォルダーを選択 > ド

キュメント > プロパティ 

サポート 

 

現在のノードと

親ノードの権限

のデザイン 

ジョブ モニター 管理 > 統計 なし なし なし 

プロパティ 

編集 プロパティ 

*注意: [プロパティ] 

機能を選択すると、こ

のタブが有効になりま

す。 

フォルダーを選択 > ド

キュメント > 編集 

未サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

セキュリティ  

フォルダーの権限  セキュリティ > 投稿 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

未サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

セキュリティ検索ウ

ィザード モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

セキュリティ検索フォ

ーム モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

定義済み検索を始

める 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー
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操作 DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

ユーザー権限のクロ

ーン 

セキュリティ > 権限 なし サポート サイト コレクショ

ン管理者 

フォルダー権限のク

ローン作成 

セキュリティ > 権限 なし 未サポート 未サポート 

アクセス許可の付

与 

セキュリティ > 権限 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

サポート  サイト コレクショ

ン管理者 

権限継承の中止 – 

選択したノードの継

承の中止 

セキュリティ > 権限 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

サポート  親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

権限継承の中止 – 

サブノードからの継

承の解除 

セキュリティ > 権限 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

権限の継承 – 選

択したノードの継承

の適用 

セキュリティ > 権限 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

権限の継承 – 継

承をサブノードへプ

ッシュ 

セキュリティ > 権限 なし サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

通知 セキュリティ > 通知 フォルダーを選択 > ド

キュメント > 通知 

サポート 未サポート 
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操作 DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

権限ツール 

権限の継承 権限ツール > 継承 

*注意: [フォルダーの

権限] 機能を選択す

ると、権限ツール タブが

有効になります。 

フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

なし 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

権限継承の中止 権限ツール > 継承 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

なし 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

アクセス許可の付

与 

権限ツール > 許可 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

サポート サイト コレクショ

ン管理者 

ユーザー権限の編

集 

権限ツール > 編集 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

サポート 親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

ユーザー権限の削

除 

権限ツール > 編集 フォルダーを選択 > ド

キュメント > ドキュメン

トの権限 

サポート  親ノードの権限

および現在ノー

ドのフル コント

ロール権限のデ

ザイン 

アイテム レベルの操作 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

管理  

削除  管理 > 投稿 アイテムを選択 > アイ

テム > 削除 

サポート 親ノードと現在

ノードの権限の
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

デザイン 

管理検索ウィザー

ド モード 

管理 > 投稿 なし サポート 親ノードと現在

ノードの権限の

デザイン 

管理検索フォーム 

モード 

管理 > 投稿 なし サポート 親ノードと現在

ノードの権限の

デザイン 

定義済み検索を始

める 

管理 > 投稿 なし サポート 親ノードと現在

ノードの権限の

デザイン 

ジョブ モニター 管理 > 統計 なし なし なし 

セキュリティ  

権限の継承 – 選

択したノードの継承

の適用 

セキュリティ > 投稿 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

未サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

セキュリティ検索ウ

ィザード モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

セキュリティ検索フ

ォーム モード 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

定義済み検索を始

める 

セキュリティ > 投稿 なし サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

権限継承の中止 セキュリティ > 権限 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

権限の継承 セキュリティ > 権限 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

アクセス許可の付

与 

セキュリティ > 権限 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

サポート サイト コレクショ

ン管理者 

通知 セキュリティ > 通知 アイテムを選択 > アイ

テム > 通知 

サポート 未サポート 

権限ツール 

権限の継承 権限ツール > 継承 

*注意: アイテムの権

限を選択して、[権限ツ

ール] タブを有効にしま

す。 

アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

なし 

 

 

親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

権限継承の中止  権限ツール > 継承 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

なし 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 

アクセス許可の付

与 

権限ツール > 許可 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

サポート サイト コレクショ

ン管理者 

ユーザー権限の編

集 

権限ツール > 編集 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場

所 

一括設定 最小権限 

ル コントロール

の設定 

ユーザー権限の削

除 

権限ツール > 編集 アイテムを選択 > アイ

テム > アイテムの権

限 

サポート 親ノードの権限

のデザインおよ

びアイテムのフ

ル コントロール

の設定 
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付録 C: セキュリティ検索結果 

セキュリティ検索結果に対して使用できる機能については、下表を参照してください。 

操作  DocAve の場所 SharePoint の場所 一括設定 最小権限 

検索結果ツール (グループ) 

ユーザーの追加 検索結果ツール > 

投稿 

なし サポート サイト コレクショ

ン管理者 

グループ設定 検索結果ツール > 

投稿 

なし サポート サイト コレクショ

ン管理者 

グループ権限の編集 検索結果ツール > 

投稿 

なし サポート フル コントロー

ル 

グループ権限の削除 検索結果ツール > 

投稿 

なし サポート フル コントロー

ル 

ユーザー権限のクロー

ン 

検索結果ツール > 

投稿 

なし 未サポート フル コントロー

ル 

AD 削除済みアカウン

トの整理 

検索結果ツール > 

投稿 

なし サポート 未サポート 

レポートのダウンロード 検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし フル コントロー

ル 

権限編集用にエクスポ

ート  

検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし フル コントロー

ル 

構成ファイルのインポ

ート 

検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし 未サポート 

アクセス許可レベル  検索結果ツール > 

アクセス許可レベル 

なし なし フル コントロー

ル 

検索結果ツール (ユーザー) 

 

ユーザー権限の編集 検索結果ツール > 

投稿 

なし  フル コントロー

ル 

ユーザー権限の削除  検索結果ツール > なし サポート フル コントロー
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操作  DocAve の場所 SharePoint の場所 一括設定 最小権限 

投稿 ル 

ユーザーの削除 検索結果ツール > 

投稿 

なし サポート フル コントロー

ル 

ユーザー権限のクロー

ン 

検索結果ツール > 

投稿 

なし 未サポート フル コントロー

ル 

レポートのダウンロード 検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし フル コントロー

ル 

権限編集用にエクスポ

ート 

検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし フル コントロー

ル 

構成ファイルのインポ

ート  

検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし 未サポート 

検索結果ツール (サイト コレクションの管理者) 

サイト コレクションの

管理者  

検索結果ツール > 

投稿 

サイト コレクションにログ

イン > サイトの操作 > 

サイトの権限 

サポート サイト コレクショ

ン管理者 

管理者および代理管

理者 

検索結果ツール > 

投稿 

サーバーの全体管理 > 

アプリケーション構成の

管理 

サポート 未サポート 

レポートのダウンロード 検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし フル コントロー

ル 

権限編集用にエクスポ

ート 

検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし フル コントロー

ル 

構成ファイルのインポ

ート 

検索結果ツール > 

エクスポート / イン

ポート 

なし なし 未サポート 
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付録 D: 管理センターの構成ファイル 

DocAve 管理センターには、CentralAdminDuplicateFilesExtensions.xml および CentralAd

minDuplicateFilesCommonFileNames2010.xml の 2 つの構成ファイルがあり、重複ファイルの

検索 機能の既定の設定を編集することができます。既定では、2 つの構成ファイルは C:\Program Files

\AvePoint\DocAve6\Manager\Control\Config\CentralAdmin にあります。 

CentralAdminDuplicateFilesExtensions.xml の構成 

DocAve 管理センターで重複ファイルの検索プランを設定する場合、[ファイル拡張子のみを含める] という検

索条件を使用することができます。[ファイル拡張子のみを含める] ドロップダウン リストで、検索するファイル タ

イプを指定します。ドロップダウン リストに表示されるすべてのファイル拡張子は CentralAdminDuplicate

FilesExtensions.xml ファイルに保存されます。この構成ファイルに新しいファイル拡張子を追加したり、ま

たはこの構成ファイルから拡張子を削除して、[ファイル拡張子のみを含める] ドロップダウン リストに表示される

ファイル拡張子を管理することができます。 

CentralAdminDuplicateFilesCommonFileNames2010.

xml の構成 

DocAve 管理センターで重複ファイルの検索プランを設定するばあに、[ファイルを排除する] という検索条件

を使用することができます。[ファイルを排除する] ドロップダウン リストで、検索範囲から除くファイルを指定しま

す。ドロップダウン リストに表示されるすべてのファイル拡張子は CentralAdminDuplicateFilesComm

onFileNames2010.xml ファイルに保存されます。この構成ファイルに新しいファイルを追加したり、この構

成ファイルから既存のファイルを削除して、[ファイルを排除する] ドロップダウン リストに表示されるファイル拡張

子を管理することができます。  
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