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DocAve どきゅなび について 

DocAve® どきゅなび は、ネットシェア、Windows Azure ストレージ、Dropbox コンテンツへのリンクを SharePo

int 上でホストします。本ツールでは SQL サーバーの容量を使用せずに SharePoint をネットシェア、Windows 

Azure ストレージ、Dropbox コンテンツのプレゼンテーション ツールとして活用し、移行の負担を軽減することができ

ます。 

DocAve どきゅなび を使用すると、ユーザーはネットシェア、Windows Azure ストレージ、Dropbox 上の実コン

テンツへリアルタイムにアクセスすることができます。また、ネットシェア、Windows Azure ストレージ、Dropbox 内

部での作業を中断せずにハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP) で外部からアクセスすることも可能です。  

DocAve どきゅなび を使用することにより、大容量の SharePoint ファイルの保存による SQL サーバーの負荷お

よび容量制限を防ぐことができます。データを SQL サーバーへ移行せずに、ネットシェア、Windows Azure ストレ

ージ、Dropbox コンテンツへのリンクのみを保持・同期します。すべてのネットシェア、Windowｓ Azure ストレー

ジ、Dropbox データは SharePoint から、あるいは直接ネットシェア、Windows Azure ストレージ、Dropbox 

からアクセス可能です。 

DocAve どきゅなび を経由すると、SharePoint でブロックされるようなコンテンツや管理の難しいコンテンツ (Auto

Cad™ ファイル、EXEs、TIFFs、サイズが 2 GB 以上のファイルなど) を簡単に表示・管理することができます。 

DocAve どきゅなび は、以下の Web ブラウザーおよびモバイル プラットフォームでサポートされています。 

 Web ブラウザー: Internet Explorer、Firefox、Chrome、Safari 

 モバイル プラットフォーム: iPhone および Android デバイス 

DocAve どきゅなび ではさらに、SharePoint リストから Microsoft Office や Adobe Acrobat、およびその他

のアプリケーションで作成したファイルのサムネイル プレビューを参照することができます。また Web ブラウザーもしくは

携帯電話からのドキュメント ページのプレビューや、複数の表示アプリケーションのインストール タスクをローカル ホスト

へ外部化することも可能です。 

  



 5 

 
どきゅなび ユーザーガイド 

 

始める前に 

DocAve どきゅなび 操作の前に、はじめに以下の条件を確認してください。 

 SharePoint 2013 を使用する場合、ソリューション "docave.filesharenavigator.sp2

013.solution.wsp" がお使いの SharePoint ファームにインストール済み･展開済みであるこ

とを確認してください。詳細については、DocAve どきゅなび のインストール を参照ください。 

 SharePoint 2010 を使用する場合、ソリューション "docave.filesharenavigator.solu

tion.wsp" がお使いの SharePoint ファームにインストール済み･展開済みであることを確認し

てください。詳細については、DocAve どきゅなび のインストール を参照ください。 

DocAve どきゅなび のインストール 

DocAve どきゅなび インストール プロセスは、DocAve どきゅなび ソリューションおよびプレビュー サービス アプリケー

ション (必須ではありません) のインストールから構成されます。  

DocAve どきゅなび ソリューションのインストール後、DocAve どきゅなび サービスが該当のサーバー上で実行されま

す。ここではコンテンツや権限、メタデータなどの同期など、DocAve どきゅなび リストにおけるサービスが提供されま

す。 

インストール順序には特に指定はありません。プレビュー サービスにつきましては、プレビュー サービスを使用する際に 

SharePoint リソースを消費するため、SharePoint Web フロンドエンド サーバーまたは SharePoint 全体管理

サーバーとは別のスタンドアロン サーバーにインストールすることを強く推奨します。 

以下は、プレビュー サーバーのインストール先となるスタンドアロン サーバーの最適な条件です。 

 同期済みストレージ場所へのアクセス権 

 SharePoint Web フロントエンド サーバーへのアクセス権 

 多くのリソースを消費するスキャン操作も処理可能な高性能メモリーおよび CPU 

どきゅなび のインストールの前に、お使いのファームおよびサーバーが以下の システム要件 を満たすことを確認してく

ださい。 
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システム要件 

SharePoint Web フロントエンド サーバーおよび SharePoint 全体管理サーバーは、以下の SharePoint バー

ジョンのいずれかで実行されている必要があります。 

 Microsoft Office SharePoint Server 2013 

 Microsoft Office SharePoint Foundation Server 2013 

 Microsoft Office SharePoint Server 2010 

 Microsoft Office SharePoint Foundation Server 2010 

プレビュー サービスのサーバーは、以下の OS バージョンのいずれかで実行されている必要があります。 

 Windows Server 2012 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 .NET インストール済み Windows 7 

*注意: Windows Server 2003 OS 上で どきゅなび をアップデートする場合、Net Framework 3.5.1以上

がインストール済みであることを確認してください。 

どきゅなび をインストールする前に、以下のシステム要件が満たされている必要があります。 

 Windows SharePoint 管理サービスの開始 

 Windows SharePoint タイマー サービスの開始 

 SharePoint ソリューションのインストールおよび展開の権限 

 Net.TCP ポート共有サービスの開始 

ソリューションのインストール 

このインストール ウィザードでは、インストール手順概要を説明します。詳細については、以下の 推奨のインスト

ール手順、インストール手順、および インストール ウィザードの画面と注意点 セクションをご参照くださ

い。 
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推奨のインストール手順 

推奨のインストール順序については以下の手順に従ってください。DocAve どきゅなび ソリューションおよびプレビュー 

サービスは、同じ Setup.exe ファイルで個別サーバーにインストールすることができます。  

DocAve どきゅなび ソリューションをお使いのファームの SharePoint 全体管理サーバー、または SharePoint W

eb フロントエンド サーバーにインストールします。 

プレビュー サービスをインストールします。最適なパフォーマンスを実現するため、プレビュー サービスを SharePoint 

Web フロンドエンド サーバーまたは SharePoint 全体管理サーバーとは別のスタンドアロン サーバーにインストール

することを強くお勧めします。 

プレビュー サービスを構成します。詳細については、プレビュー サービスの構成 を参照ください。 

*注意: プレビュー サービスと DocAve どきゅなび ソリューションは、別々にインストールすることも可能です。この操

作ではサムネイルおよびプレビューの生成への影響はありません。また、DocAve どきゅなび およびプレビュー サービス

のインストール先となる 2 つのサーバーをそれぞれ記録することを推奨します。これら 2 つのアプリケーションをアンイン

ストールする場合、インストール先のサーバーからアンインストールする必要があるためです。 

インストール手順 

*注意: インストール アプリケーションを実行する場合、画面解像度を 800 x 650 以上に設定してください。 

1. デモ バージョンをダウンロードするか、弊社営業担当へお問い合わせいただき DocAve どきゅなび インスト

ール パッケージをダウンロードします。 

2. お使いの SharePoint 全体管理 サーバーまたは SharePoint Web フロントエンド サーバー上でパッケ

ージを解凍します。 

3. インストール アプリケーションを実行する場合、解凍済みディレクトリの Setup.exe ファイルをダブルクリック

します。  
*注意: Setup.exe ファイルを実行するには、SharePoint ファームの管理者権限が必要です。  

製品の構成の際は画面上の手順に従ってください。詳細については、インストール ウィザードの画面と注意

点 を参照してください。 

DocAve どきゅなび ソリューションをインストールする際、インストールを完了するためソリューションを展開する旨の指

示があります。この展開の際には IIS の再起動が必要です。スケジュールを指定して後ほどソリューションを展開する

ことも可能です。以下の点にご注意ください。 

 ソリューションを展開するには IIS の再起動* が必要です。IIS はソリューションの展開中に自動

的に再起動します。 
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 このソリューションを 指定の時刻 に展開する場合、.NET Framework 3.5 SP1 以上が必要

です。 

 ソリューションを 指定の時刻に 展開する場合、インストールは IIS の再起動まで完了されませ

ん。  

インストール ウィザードの画面と注意点 

DocAve どきゅなび ソリューションのインストール 

画面 コンポーネント 説明・備考 

ソフトウェア ライセン

ス契約 

承認チェックボックス 確認事項の通りです。 

インストール選択 DocAve どきゅなび ソリュー

ション 

ソリューションを展開するためには有効な SharePoint 

管理者のユーザー名およびパスワード、ならびに十分なア

クセス許可レベルが必要です。インストール プログラムで

はファームおよびストレージ場所内に保管されたファイルを

操作するため、高いアクセス許可レベルが必要となりま

す。また SharePoint ファーム管理者は全 Web フロン

トエンド サーバーのローカル管理者権限を持つ必要があ

ります。このソリューションの展開に必要なアクセス許可は 

SharePoint タイマー サービスを実行するレベルで満た

すことができます。 

 プレビュー サービス DocAve どきゅなび ソリューションおよびプレビュー サービ

スは同一サーバーにインストール可能ですが、プレビュー 

サービスにつきましては SharePoint Web フロンドエン

ド サーバーまたは SharePoint 全体管理サーバーとは

別のスタンドアロン サーバーへのインストールを強く推奨し

ます。  

スキャン ルール [自動プロセス] すべてのインストール ルールのステータスを表示します。 

インストール場所 対象 Web アプリケーション インストール先を指定します。 

 SharePoint 2013 環境では、ソリューション 

docave.filesharenavigator.sp2013.

solution.wsp はすべての Web アプリケーシ

ョンに展開され、タイマー ジョブはすべての Web 

アプリケーション内で実行可能です。タイマー ジョ

ブは、ストレージ場所から SharePoint リストへ
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画面 コンポーネント 説明・備考 

の同期スケジュール、およびドキュメント プレビュ

ー機能の一時キャッシュ データの自動削除スケ

ジュールを設定する際に使用します。 

 SharePoint 2010 環境では、ソリューション 

docave.filesharenavigator.solutio

n.wsp はすべての Web アプリケーションに展

開され、タイマー ジョブはすべての Web アプリケ

ーション内で実行可能です。タイマー ジョブは、

ストレージ場所から SharePoint リストへの同

期スケジュール、およびドキュメント プレビュー機

能の一時キャッシュ データの自動削除スケジュ

ールを設定する際に使用します。 

 

 ソリューション展開中の IIS 

再起動 

DocAve どきゅなび ソリューションの展開中に IIS が自

動的に再起動します。ソリューションを 指定の時刻に 展

開する場合、インストールは IIS の再起動まで完了され

ません。以下の点にご注意ください。 

 このソリューションを 指定の時刻 に展開する場

合、.NET Framework 3.5 SP1 以上が必

要です。 

 ソリューションを 指定の時刻に 展開する場合、

インストールは IIS の再起動まで完了されませ

ん。  

インストール進行状

況 

[自動プロセス] プロセス バーを表示します。 

機能のアクティブ化 

 

機能のアクティブ化 ここで DocAve ファイルシェア リンク 機能を一括でア

クティブ化するかどうかを指定します。  

 [はい] を選択して 1 つ以上のサイト コレクショ

ンを選択し、[アクティブ化] をクリックすると、D

ocAve ファイルシェア リンク 機能を一括でア

クティブ化することができます。  
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画面 コンポーネント 説明・備考 

 [いいえ] を選択すると、ここでは DocAve フ

ァイルシェア リンク機能をアクティブ化せずに次

の手順へ移動します。 

概要 インストール通知 

機能アクティブ化テーブル 

インストールが完了すると、メッセージが表示されます。各 

Web アプリケーションの機能アクティブ化状態を示すテー

ブルも表示されます。追加のサイト コレクションの DocAv

e ファイルシェア リンク機能をアクティブ化するには、[戻

る] をクリックして前の手順に戻り、機能をアクティブ化す

るサイト コレクションを選択します。 

 SharePoint 2013 環境でインストール済み･

展開済みのソリューションを確認するには、[サー

バーの全体管理] > [システム設定] > [ファ

ーム管理] > [ファーム ソリューションの管理] 

の順に移動し、ソリューション "docave.filesh

arenavigator.sp2013. 

solution.wsp" が 展開済み であることを確

認します。  

 SharePoint 2010 環境でインストール済み･

展開済みのソリューションを確認するには、[サー

バーの全体管理] > [システム設定] > [ファ

ーム管理] > [ファーム ソリューションの管理] 

の順に移動し、ソリューション "docave.filesh

arenavigator.solution.wsp" が 展開

済み であることを確認します。  
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プレビュー サービスのインストール 

画面 コンポーネント 説明・備考 

ソフトウェア ライセンス

契約 

承認チェックボックス 確認事項の通りです。 

インストール選択 DocAve どきゅなび ソリューショ

ン 

プレビュー サービスのみをインストールする場合、こ

のチェックボックスを空にします。 

 プレビュー サービス このアプリケーションをインストールするには、有効な

ローカル管理者のユーザー名およびパスワードが必

要です。 

スキャン ルール [自動プロセス] すべてのインストール ルールのステータスを表示しま

す。 

インストール場所 パスの指定 既定パス: C:\Program Files\AvePoint 

インストール進行状況 [自動プロセス] プロセス バーを表示します。 

概要 インストール通知 インストールが完了すると、メッセージが表示されま

す。 

詳細展開と構成 

DocAve どきゅなび ソリューションおよびプレビュー サービス (必須ではありません) のインストール後、以下のセクショ

ンを参照して詳細設定を構成してください。 

追加 Web アプリケーション上での展開 

DocAve どきゅなび ソリューションのインストール中に選択されていない Web アプリケーション、および DocAve どき

ゅなび ソリューションのインストール後に作成された Web アプリケーションにつきましては、ソリューションをこれらの We

b アプリケーションに展開する際に手動での構成が必要となります。  

SharePoint 2013 

SharePoint 2013 環境では、ソリューション "docave.filesharenavigator.sp2013.solution.wsp" 

が自動的にすべての Web アプリケーションに展開されます。この際、追加 Web アプリケーション上で Web アプリケ

ーション機能 [DocAve ファイルシェア リンクのタイマー ジョブ] を有効にする必要があります。  

この機能を有効にするには以下の手順に従ってください。 
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1. [サーバーの全体管理] > [アプリケーション構成の管理] > [Web アプリケーションの管理] の順に

移動します。 

2. 対象 Web アプリケーションをクリックしてハイライトします。 

3. リボン上で [機能の管理] をクリックします。 

4. ポップアップ ウィンドウの [ファイルシェア リンク タイマー ジョブ] で、[アクティブ化] をクリックします。機能

の状態が アクティブ に変わります。 

SharePoint 2010 

SharePoint 2010 環境では、ソリューション docave.filesharenavigator.solution.wsp が自動的にす

べての Web アプリケーションに展開されます。この際、追加 Web アプリケーション上で Web アプリケーション機能 

[DocAve ファイルシェア リンクのタイマー ジョブ] を有効にする必要があります。  

この機能を有効にするには以下の手順に従ってください。 

1. [サーバーの全体管理] > [アプリケーション構成の管理] > [Web アプリケーションの管理] の順に

移動します。 

2. 対象 Web アプリケーションをクリックしてハイライトします。 

3. リボンから [Web アプリケーション] > [機能の管理] の順に移動します。 

4. ポップアップ ウィンドウの [ファイルシェア リンク タイマー ジョブ] で、[アクティブ化] をクリックします。機能

の状態が アクティブ に変わります。 

プレビュー サービスの構成 

1. お使いの SharePoint バージョンに合わせて、以下の場所へ移動します。 

 SharePoint 2013 の場合: [サーバーの全体管理] > [DocAve どきゅなび の設定] > 

[サービス構成のプレビュー] 

 SharePoint 2010 の場合: [サーバーの全体管理] > [DocAve どきゅなび の設定] > 

[サービス構成のプレビュー]  

2. [プレビュー サーバーの設定] の [ホスト] セクションにプレビュー サービスのインストール先サーバーの IP 

アドレスを入力します。  

3. [適用] をクリックします。 

*注意: プレビュー サーバーを変更する場合、新しいプレビュー サーバーはただちに反映されます。 
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ライセンス管理 

1. お使いの SharePoint バージョンに合わせて、以下の場所へ移動します。 

 SharePoint 2013 の場合: [サーバーの全体管理] > [DocAve どきゅなび の設定] > 

[ライセンス管理] 

 SharePoint 2010 の場合: [サーバーの全体管理] > [DocAve どきゅなび の設定] > 

[ライセンス管理] 

2. [インストール済みライセンスの情報] 画面で、インストール済みランセンスに関する以下の情報を確認しま

す。 

 ライセンス タイプ - ライセンスのタイプです。ライセンスには エンタープライズ ライセンス および デ

モ ライセンス の 2 つのタイプがあります。デモ ライセンスはアプリケーションの初期化後、30 日間

の有効期間があります。エンタープライズ ライセンスの有効期間は [期間 (日間)] もしくは [有

効期限] で指定されています。 

 サーバー ホスト / IP – このライセンスを使用できる全体管理サーバーのホスト名または IP アド

レスです。この情報は指定のライセンスに付属しています。この情報は手動で変更することができま

せん。  

 適用日時 – ライセンスが適用された日付と時刻です。 

 ライセンス バージョン – このライセンスを適用する DocAve どきゅなび のバージョンです。 

 ライセンス名 – このライセンスを使用する製品の名前です。 

 作成日時 – ライセンスが作成された日付と時刻です。 

 期間 (日間) / 有効期限 – ライセンスの測定の有効期間です。期間 (日間) はライセンス適用

後の使用可能な日間を示します。有効期限 はライセンスが期限切れになる日時を示します。 

3. ライセンスが期限切れになると、既存ファイルシェア リンク リスト上に警告が表示されます。ソリューションおよ

び機能の状態は変更されないため、DocAve どきゅなび の機能は使用できなくなります。 

4. ライセンスが期限切れとなった場合でも、ファイルシェア リンク リスト内に生成されたリンクについては正常にア

クセス、プレビューすることができますが、SharePoint 2013 および SharePoint 2010 のファイルシェア 

リンク リボンはグレーアウトされます。 

 SharePoint サーバー数 – DocAve どきゅなび を使用できる SharePoint サーバー数です。

ここではファーム内のデータベース サーバーおよび Fast Search Server 以外のサーバーを使用

することができます。 

 ユーザー数 – DocAve どきゅなび を使用できるユーザーの数です。 
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5. 新しいライセンスを適用するには次の手順に従ってください。 

a. [ライセンスの適用] エリアで [参照...] をクリックします。ポップアップ ウィンドウでライセンス ファイ

ルを選択し、[開く] をクリックします。 

b. [プレビュー] をクリックして指定のライセンスの詳細情報をプレビューします。 

c. [適用] をクリックすると、[サーバー リスト] に表示されているすべての SharePoint サーバーに

対してライセンスを適用します。[キャンセル] をクリックすると操作をキャンセルします。 

6. [サーバー リスト] 画面に、ライセンスを適用した SharePoint サーバーがすべて表示されます。 

*注意: どきゅなび 製品のライセンスは、同一バージョンであれば互換性があります。バージョンの異なるどきゅなび製

品間ではライセンスの互換性はありませんので注意してください。例えば、どきゅなび 2.0.0.0 から どきゅなび 3.0.

0.0 へアップデートする場合、バージョンが異なるためアップデート後に既存のライセンスは使用できなくなります。どき

ゅなび 3.0.0.0 から どきゅなび 3.0.1.0 または 3.1.0.0 へアップデートする場合、同一バージョン内でのアップデー

トとなるため、既存のライセンスはアップデート後もひきつづき使用可能です。 

ソリューションのアップデート 

既に DocAve どきゅなび をインストールしており、本製品の更新のみが必要な場合、お使いの SharePoint ファー

ムで新しいパッケージをインストールする前に旧バージョンをアンインストールする必要はありません。  

アップデート前: アップデート前に各 WFE サーバー上で DocAve どきゅなび サービス を停止します。 

アップデート後: 以下の操作を実行します。 

1. 各 WFE サーバー上で SharePoint タイマー サービス を手動で再起動します。 

2. 全体管理画面で、DocAve ファイルシェア サービス 機能 の非アクティブ化・アクティブ化を実行します。 

3. 各 WFE サーバー上で FileShareNavigatorFeatureReactivateCmdlet.ps1. を実行しま

す。これにより製品アップデートによる機能エラーを防止することができます。 

*注意: このアップデートは SharePoint 2013 環境内の C:\Program Files\Common Files\Mic

rosoft Shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\FEATURES\DocAve.FileShare

Links\FileShareLinks\bin、もしくは SharePoint 2010 環境内の C:\Program Files\Comm

on Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\FEATURES\DocA

ve.FileShareLinks\FileShareLinks\bin に存在します。 
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ソリューションのアンインストール 

*注意: アンインストール プログラムを実行する場合、画面解像度を 800 x 650 以上に設定してください。 

DocAve どきゅなび ソリューションまたはプレビュー サービスをアンインストールするには、インストール先サーバーにログ

オンして、以下のいずれかを実行します。 

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [AvePoint DocAve どきゅなび] > [DocAve どきゅなび 

のアンインストール] の順に移動します。 

2. Windows Server 2008 を使用している場合、[スタート] > [コントロール パネル] > [プログラムと

機能] の順に移動します。[DocAve どきゅなび] をダブルクリックするか、[DocAve どきゅなび] を右ク

リックして [アンインストールと変更] をクリックします。 

3. ソリューションのアンインストール後:  

 どきゅなび に関連するスケジュール ジョブのレコードが自動的に削除されます。(レコードは [サーバ

ーの全体管理] > [監視] > [タイマー ジョブ] > [ジョブ状態の確認] に保存されます)  

 作成済みのファイルシェア リンク リストはファーム内に表示され続けますが、DocAve どきゅなび の

機能は使用することができなくなります。 
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はじめに 

DocAve どきゅなび を開始するための重要情報については、以下のセクションをご参照ください。 

*注意: どきゅなびでは、専用のフェールオーバー サービスがサポートされています。現在使用中の どきゅなび サービス

が非アクティブになる (ファイルシェア リンク機能が 非アクティブ になる) 場合、同一ファーム内で アクティブ な Do

cAve ファイルシェア リンク機能を含む別の Web フロントエンドが使用されるため、エンド ユーザーはファイルシェア内

のファイルへアクセスすることができます。現在使用中の どきゅなび サービスが再度有効化されると、サービスは 10 

分後にアクティブに変わります。  

DocAve ファイルシェア リンク機能のアクティブ化 

DocAve ファイルシェア リンク機能のアクティブ化の方法は、使用している SharePoint バージョンによって異なりま

す。SharePoint バージョンごとに以下の説明に従ってください。 

SharePoint 2013 

SharePoint 2013 でサイト コレクションの機能 [DocAve ファイルシェア リンク] を有効化するには、以下の手

順に従ってください。 

*注意: SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョンを使用するサイト コレクションでは、DocAve ファイルシェア 

リンク機能がサポートされていません。 

1. 指定のサイトの画面左側の [サイト コンテンツ] をクリックし、サイト コンテンツの上部の [設定] をクリック

します。 

 

 図 1: 設定ボタンのスクリーンショット 

2. [サイト コレクションの管理] > [サイト コレクションの機能] の順に移動します。 
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3. [DocAve ファイルシェア リンク] で [アクティブ化] をクリックします。機能の状態が [アクティブ] に変

わります。 

 

図 2: SharePoint 2013 環境での DocAve どきゅなび リンク機能の状態 

SharePoint 2010 

SharePoint 2010 でサイト コレクションの機能 [DocAve ファイルシェア リンク] を有効化するには、以下の手

順に従ってください。 

1. ファイルシェア リンク機能をアクティブ化するサイト コレクションのトップレベル サイトへ移動します。 

2. [サイトの操作] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの管理] > [サイト コレクションの機能] の

順に移動します。 

3. [DocAve ファイルシェア リンク] で [アクティブ化] をクリックします。機能の状態が [アクティブ] に変

わります。 

 

図 3: SharePoint 2010 環境での DocAve どきゅなび リンク機能の状態 

SharePoint 2013 でのファイルシェア リンク リストの作成 

SharePoint 2013 サイトで ファイルシェア リンク リストを作成するには、以下の手順を完了してください。 

1. サイト ホーム ページで リスト、ライブラリ、その他アプリの追加 アイコンをクリックします。 

 

 図 4: [リストやライブラリ、その他のアプリを追加] アイコンのスクリーンショット 

2. 追加できるアプリ リストから  [ファイルシェア リンク] をクリックして新しいリストを作成します。  
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 図 5: リスト追加が可能なアプリのスクリーンショット 

3. 名前 と 説明 を入力します。説明は必須ではありません。このリストをサイド リンク バーに表示する かど

うかを指定します。 

4. [OK] をクリックすると [ファイルシェアの設定] ページが表示されます。このページに関する情報につきまし

ては ファイルシェア設定の構成 をご参照ください。 

*注意: SharePoint 2013 に作成されたファイルシェア リンク リストは、SharePoint 2013 スタイルのいくつかの

特徴を持っています。このバージョンは、以前の SharePoint 2010 リスト スタイルと異なります。 

SharePoint 2010 でのファイルシェア リンク リストの作成 

SharePoint 2010 サイトで ファイルシェア リンク リストを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. [サイトの操作] > [その他のオプション...] > [リスト] の順に移動します。[リスト] の種類から [ファイ

ルシェア リンク] を選択して [作成] をクリックします。 
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 図 6: 作成するリストの種類を選択 

2. 名前 と 説明 を入力します。説明は必須ではありません。このリストをサイド リンク バーに表示する かど

うかを指定します。 

 

 図 7: リスト新規作成の基本設定 

3. [OK] をクリックすると ファイルシェアの設定 ページが表示されます。このページに関する情報につきまして

は ファイルシェア設定の構成 をご参照ください。 
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ファイルシェア設定の構成 

[ファイルシェアの設定] ページを構成する場合、SharePoint の Built-in 権限 [リストの管理] が必要です。リ

スト、リストの列、リストのパブリック ビューで追加や削除を実行できるユーザーのみ [ファイルシェアの設定] ページを

構成することができます。 

[ファイルシェアの設定] ページへアクセスする方法は以下の 3 つです。 

1. 新しいリストの基本情報を設定し、[OK] をクリックします。[ファイルシェアの設定] ページが表示されま

す。 

2. SharePoint ユーザー インターフェイスへ移動します。 

 SharePoint 2013 の場合: [ファイルシェア リンク] > [ファイルシェア リンクの設定] の順に

移動します。 

 SharePoint 2010 の場合: リボンから [リスト ツール] > [ファイルシェア リンク] > [ファイル

シェアの設定] の順に移動します。 

3. リストの設定 へ移動します。 

 SharePoint 2013 の場合: [リスト] > [リストの設定] > [全般設定] > [ファイルシェアの

設定] の順に移動します。 

 SharePoint 2010 の場合: [リスト ツール] > [リスト] > [リストの設定] > [全般設定] 

> [ファイルシェアの設定] の順に移動します。 

*注意: ファイルシェアの設定 ページに移動すると、ストレージ タイプは手動で選択する必要があります。その他の設

定は既定値に設定されます。 
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ストレージ タイプの選択 

ファイルシェアの設定ページのドロップダウン リストに 3 種類のストレージ タイプが提供されます。ネットシェア設

定、Windows Azure ストレージ、および Dropbox です。  

ネットシェア設定 

ネットシェア設定を構成するには、次の手順を実行してください。 

1. ファイルシェアの UNC パス、ログオン ユーザー名、パスワード を指定します。  

2. ファイルシェア上でドキュメントのアップロードまたはフォルダーの作成を実行するには、ファイルシェアの 読み取

り および 書き込み 権限が必要となります。  

3. [詳細設定] チェックボックス (オプション) を選択すると、ユーザー権限を確認するための別の方法を有効に

することができます。次の値のうち 1 つを入力します。 

 AuthMethod= LogonUser – LogonUser を認証方法としてユーザー権限を確認しま

す。 

 AuthMethod= NetUse – NetUse を認証方法としてユーザー権限を確認します。 

 AuthMethod= NetUse_DeleteOld – NetUse を認証方法としてユーザー権限を確認

し、以前に使用した情報を削除します。 

*注意: 接続しているファイルシェアが SharePoint のインストール先と同一サーバー上にある場合、ネットシェア セ

クションで指定されたユーザーではなく、ファイルシェア フォルダーのセキュリティで設定された Windows Administra

tor アカウントを使用してファイルシェアにアクセスします。  
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図 8: ネットシェア設定 

Windows Azure ストレージ 

Windows Azure ストレージを構成するには、次の手順を実行してください。 

1. Windows Azure コンテナ名、ログオン アカウント名、アカウント キー を指定します。  

2. Windows Azure ストレージ内でドキュメントのアップロードまたはフォルダーの作成を実行するには、Wind

ows Azure ストレージの 読み取り および 書き込み 権限が必要となります。  

3. CDN を有効にする チェックボックスを選択して Windows Azure data をキャッシュします。(必須ではあ

りません) 

4. [詳細設定] チェックボックス (オプション) を選択して、次の設定をカスタマイズします。 

 RetryInterval - 接続が切断された後、ネットワークに接続する間隔を指定します。既定の間

隔は 30 秒です。例: RetryInterval=30 

 RetryCount – 接続が切断された後、ネットワークに接続する回数を指定します。既定の数値

は 6 です。例: RetryCount=6 

*注意: [Enter] キーを押して、[拡張パラメーター] テキスト ボックスで異なる設定を構成します。 
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図 9: Windows Azure ストレージ設定 

Dropbox 

Dropbox 設定を構成するには、次の手順を実行してください。 

 Dropbox 上で作成され、データを保存する場合に使用する [ルート フォルダー] を指定します。 

 Dropbox アカウント内で手動で作成する App key および App secret を指定します。 

 ManagerToolDropboxClient.exe を使用して生成した トークン アクセス および トークン シーク

レット を指定します。この Dropbox ツールは SharePoint 2013 環境内の C:\Program Files\Co

mmon Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\FEATURES\D

ocAve.FileShareLinks\FileShareLinks\bin、もしくは SharePoint 2010 環境内の C:\Progr

am Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\F

EATURES\DocAve.FileShareLinks\FileShareLinks\bin に存在します。 

 [詳細設定] チェックボックス (オプション) を選択して、次の設定をカスタマイズします。 

 RetryInterval – 接続が切断された後、ネットワークに接続する間隔を指定します。既定の間

隔は 30 秒です。例: RetryInterval=30 
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 RetryCount – 接続が切断された後、ネットワークに接続する回数を指定します。既定の数値

は 6 です。例: RetryCount=6 

*注意: [Enter] キーを押して、[拡張パラメーター] テキスト ボックスで異なる設定を構成します。 

 

図 10: Dropbox 設定 

ファイルシェア同期のタイプとスケジュール 

ファイルシェア リンク リストにファイルをアップロードする場合、ファイルが接続しているストレージ場所へ自動的に保存さ

れます。接続先のストレージ場所で直接ファイルを追加、編集、削除すると、同期が正常に完了するまでファイルシェ

ア リンク リストに反映されません。同期ジョブの実行時刻と実行方法を指定します。スケジュール機能を使用すると、

同期ジョブを自動で実行することができます。ここでは以下の 3 つのオプションがあります。 

 なし (既定): 設定ページの保存後、自動同期は実行されません。 

 一回のみ: スケジュール済み同期ジョブが指定の日時に一回のみ実行されます。 

 スケジュール: SharePoint 2013/2010 環境では、ジョブがスケジュールに従って実行されま

す。スケジュールのオプションは [分単位]、[時間単位]、[日単位]、[週単位]、[月単位] の中
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から選択できます。これらのオプションから 1 つを選択した後、詳細設定で同期の頻度を設定しま

す。  

権限の同期 

*注意: この設定はネットシェアをストレージ タイプとして選択する場合にのみ使用できます。権限は、SharePoint 

環境と同じドメインに存在するファイルシェア パスからのみ同期することができます。 

サイト コレクションの管理者およびリストの作成者のみこれらの設定を構成できます。この設定では、同期ジョブを実

行する度にファイル システムから権限を同期するかどうかを指定します。  

既定ではこのオプションはオフに設定されています。同期後ファイル システムから権限を同期する場合はこのオプション

を有効にします。このオプションをオンにすると、親サイトからのリスト継承が解除されます。リスト作成者の権限は保

持することができます。 

この機能では以下の 2 つのオプションがあります。 

 ルート フォルダーから権限のみ同期する: このオプションを選択すると、アイテムのファイル システム

からの個別権限が保持されなくなります。 

 すべてのアイテムの権限を同期する: このオプションを選択すると、リストから権限の継承を解除

し、ファイル システムからの個別権限を保持します。 

ファイルが変更されたかどうか、または初回の同期かどうかに関わらず、すべてのファイルの権限をファイル システムから 

SharePoint へ同期します。権限の同期を強制的に実行するには、構成ファイル内でパラメーター ForceSyncP

ermission="false" を ForceSyncPermission="true" に変更します。この変更後、同期ジョブを実行

するたびにすべてのファイルの権限が同期されるようになります。 

*注意: 構成ファイルは SharePoint 2013 環境内の C:\Program Files\Common Files\Microsoft Sh

ared\Web Server Extensions\15\TEMPLATE\FEATURES\DocAve.FileShareLinks\FileShare

Links\config、もしくは SharePoint 2010 環境内の C:\Program Files\Common Files\Microsoft S

hared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\FEATURES\DocAve.FileShareLinks\FileShar

eLinks\config に存在します。 

メタデータの同期 

ここでは、同期ジョブを実行する度にファイル システムからメタデータを同期するかどうかを指定します。 
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*注意: この設定はネットシェアをストレージ タイプとして選択する場合にのみ使用できます。メタデータの変更は、ファ

イルシェア パス上で該当ファイルの [更新日時] が変更された場合にのみ、ファイルシェア リンク リストへ反映されま

す。 

既定のオプションは [いいえ] に設定されています。[はい] を選択すると同期後ファイル システムからメタデータを同

期します。 

既定ビュー 

既存リスト用の既定ビューを指定します。既定のオプションは [すべてのリンク] に設定されています。ビュー モード

は、[すべてのリンク]、[サムネイル]、[HTTP]、[UNC] の 4 つから選択できます。これら 4 つのモードを後で切

り替える場合、お使いの SharePoint バージョンに合わせて次の場所へ移動します。 

SharePoint 2013 環境の場合:  

 リボンから [ファイルシェア リンク] > [ファイルシェアの設定] の順に移動して、[既定ビュー] ドロップダウ

ン リスト内の選択を変更します。 

リボンから [リスト] > [現在のビュー] の順に移動します。 

SharePoint 2010 環境の場合:  

 リボンから [ファイルシェア リンク] > [ファイルシェアの設定] の順に移動して、[既定ビュー] ドロップダウ

ン リスト内の選択を変更します。 

リボンから [リスト] > [現在のビュー] の順に移動します。 

*注意: すべてのリンク、HTTP、UNC ビューのいずれかを サムネイル ビューに変更する場合、上記のステップを完

了後に現在のフォルダーに対して同期ジョブを実行する必要があります。 

すべてのリンク 

このビューの代表的な列は [UNC リンク] および [HTTP リンク] です。UNC リンク はファイル URL (同期ファ

イルへアクセスするファイルシェア パス) を示し、HTTP リンク は HTTP URL (同期ファイルへアクセスするネットワー

ク URL) を示します。これらの列には同期済みドキュメントの完全名が表示されます。 

サムネイル 

このビューでは、複数のサムネイル画像の概要が表示されます。 
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SharePoint 2010 環境では、各サムネイル配下にドキュメントのファイル URL または HTTP URL (同期ファイル

へアクセスするファイルシェア パスまたはネットワーク URL) が表示されます。ここでは同期ドキュメントの完全名のみ

表示されます。 

この設定では、各ドキュメントの最初のページをサムネイルとして生成します。サムネイル サイズおよびプレビューはサイ

ズを指定することもできます。  

サムネイル が ファイルシェア リンク リストで既定ビューとして構成される場合、サムネイル ビューを HTTP、UNC 

もしくは すべてのリンク ビューに変更しても、ファイルをサムネイル画像に表示することができます。サムネイル画像を 

HTTP、UNC もしくは すべてのリンク ビューに表示するには、[リスト] > [ビューの変更] へ移動して、列 設定

内の サムネイル を選択します。サムネイル画像は サムネイル 列の配下に表示されます。 

HTTP 

このビューの代表的な列は [HTTP リンク] です。このオプションでは HTTP URL (同期ファイルへアクセスするネッ

トワーク URL) を表示します。ここでは同期ドキュメントの完全名のみ表示されます。このビューでアクセスするコンテ

ンツはクライアント マシン (エンド ユーザー) に配信されるため、SharePoint Web フロントエンドを通過する必要が

あります。 

UNC 

このビューの代表的な列は [UNC リンク] です。このオプションではファイル URL (同期ファイルへアクセスするファイ

ルシェア パス) を示します。ここでは同期ドキュメントの完全名のみ表示されます。このビューではファイルシェア プロト

コルを使用し、SharePoint Web フロントエンドを経由せずにコンテンツを直接クライアント マシン (ユーザー) に配

信します。コンテンツを受信する場合やユーザー マシンから UNC パスを直接開く場合、クライアント マシンはファイル 

サーバーと同じネットワーク上に存在する必要があります。 

ドキュメント プレビューのキャッシュ設定の有効化 

既定ではこのオプションは無効に設定されています。 

プレビュー画像をキャッシュするには、[キャッシュを有効にする] オプションをオンにして、UNC パス、ログオン ユーザ

ー名、パスワード を指定します。ここでは詳細設定オプションが 2 つあります。 
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SharePoint 2013/2010 の場合:  

 同期後プレビュー キャッシュを自動的に生成する: このオプションを選択すると、同期後キャッシュ

済みプレビュー画像が自動的に生成・更新されます。 

 一時データを自動的に削除する: 以下のオプション ([時間]、[日間]、[週間]、[ヶ月]、[年

間]) を指定し、スケジュールを設定してキャッシュ データを削除します。 

一般的には、プレビュー キャッシュのサイズは元アイテムのサイズの約 50％ ～ 100％ となりますが、結果はファイル 

タイプ、ファイル サイズ、その他様々な要素によって変わる可能性があります。弊社ではまずデータのサンプル セットを

使用してキャッシュ機能をテストし、サーバー上のストレージ要件を検証することを推奨します。 

同期 

同期の概要については以下のセクションをご参照ください。 

同期対象 

ストレージ場所内のファイル、フォルダー構造、権限およびメタデータは SharePoint リストと同期することができま

す。ただし、この同期は単方向のみ可能なのでご注意ください。 

[ファイルシェアの設定] ページでは、ファイル システムから権限とメタデータを同期するかどうかを指定できます。詳細

については 権限の同期 および メタデータの同期 セクションをご参照ください。 

同期実行者 

同期を実行するには、SharePoint の Built-in 権限 [リストの管理] が必要です。リスト、リストの列、リストのパ

ブリック ビューで追加や削除を実行できるユーザーのみが同期を実行することができます。 

同期の実行時刻と実行方法 

同期の実行方法は、スケジュール同期と手動同期の 2 つから選択できます。 



 29 

 
どきゅなび ユーザーガイド 

 

スケジュール同期 

[ファイルシェアの設定] ページで同期のスケジュール設定を行います。詳細については ファイルシェア同期の

タイプとスケジュール をご参照ください。 

SharePoint 2013 での手動同期 

SharePoint 2013 のリボンで手動同期を実行する場合:   

 [ファイルシェア リンク] > [フォルダーの同期]: 現在のフォルダー内のファイルおよびフォルダーが

ストレージ場所から SharePoint リストに同期されます。[ファイルシェアの設定] ページで設定

が正しく構成されていれば、現在のフォルダー内の権限およびメタデータも同期することができます。 

 [ファイルシェア リンク] > [フォルダーとサブフォルダーの同期]: 現在のフォルダーとサブフォルダ

ー内のファイル・フォルダーをストレージ場所から SharePoint リストに同期します。[ファイルシェア

の設定] ページで設定が正しく構成されていれば、現在のフォルダーとサブフォルダー内の権限およ

びメタデータも同期することができます。 

 

 図 3: 2 通りの SharePoint 2013 用手動同期オプション 

SharePoint 2010 での手動同期 

SharePoint 2010 のリボンで手動同期を実行する場合:   

 [リスト ツール] > [ファイルシェア リンク] > [フォルダーの同期]: 現在のフォルダー内のファイ

ルおよびフォルダーがストレージ場所から SharePoint リストに同期されます。[ファイルシェアの設

定] ページで設定が正しく構成されていれば、現在のフォルダー内の権限およびメタデータも同期

することができます。 

 [リスト ツール] > [ファイルシェア リンク] > [フォルダーとサブフォルダーの同期]: 現在のフォ

ルダーとサブフォルダー内のファイル・フォルダーをストレージ場所から SharePoint リストに同期しま

す。[ファイルシェアの設定] ページで設定が正しく構成されていれば、現在のフォルダーとサブフォ

ルダー内の権限およびメタデータも同期することができます。 
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図 4: 2 通りの SharePoint 2010 用手動同期オプション 

その他の機能 

リストの作成後、ファイルシェアの設定 を構成して同期を実行します。ストレージ場所と SharePoint は接続され

ている必要があります。その他 DocAve どきゅなび 使用上の詳細情報については以下のセクションをご参照くださ

い。 

ドキュメントのプレビュー 

ドキュメント プレビュー機能は、実際のドキュメント表示ツールをインストールせずに Web ブラウザーもしくは携帯電

話上でドキュメントを表示する場合に使用します。この機能では、ドキュメントの各ページを画像に転換して Web ブ

ラウザーや携帯電話上に表示します。  

サムネイルおよびプレビュー機能では次の形式がサポートされています。  

 画像ファイル: .jpg、.jpeg、.png、.gif、.bmp 

 Office ファイル: .doc、.docx、.docm、.dot、.dotm、.dotx、.htm、.html、.mht、.rtf、.

xls、.xlsx、.csv、.ods、.xlam、.xlsb、.xlsm、.xlt、.xltm、.xltx、.ppt、.pptx、.odp、.p

ot、.potm、.potx、.pps、.ppsm、.ppsx、.pptm 

 CAD ファイル: .dwg、.dxf 

 その他のファイル: .pdf、.xps 

ドキュメントをプレビューするには、リストの [サムネイル] ビューを選択してドキュメントのサムネイルをクリックします。ネ

ットシェア、Windows Azure ストレージおよび Dropbox で保存されたドキュメントはすべてプレビューすること

ができます。 

[実際のサイズ] アイコンおよび [ウィンドウに合わせる] アイコンをクリックしてプレビュー テキストのサイズを調整しま

す。  
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プレビュー スピードを向上させるには [ファイルシェアの設定] ページでプレビュー画像の保存先キャッシュを設定しま

す。詳細については ドキュメント プレビューのキャッシュ設定の有効化 をご参照ください。 

ファイル URL でドキュメントへアクセス 

ネットワークに接続している場合、ファイルシェアからファイルを直接ダウンロードした方が効率的です。ファイルを変更し

てファイルシェアに保存する場合、ファイルはファイルシェア (UNC パス) から取得する必要があります。 

ファイル URL からドキュメントにアクセスする方法は以下の通りです。SharePoint 2013/2010 の場合:  

 [すべてのリンク] ビューで、[UNC リンク] 列のドキュメント名をクリックします。 

 [UNC] ビューで、[UNC リンク] 列のドキュメント名をクリックします。 

 ストレージ タイプがネットシェアに設定されている場合、サムネイル ビューでサムネイル画像の下のド

キュメント名をクリックします。 

 [サムネイル] ビューの [プレビュー ページ] で、[ファイルシェアから直接ダウンロード] をクリックしま

す。 

ポップアップ ウィンドウで [保存] をクリックして、ダウンロード済みファイルを指定の場所へ保存します。 

*注意: UNC リンク は ネットシェア ストレージ タイプを選択する場合にのみ使用可能です。ストレージ タイプが D

ropbox もしくは Windows Azure ストレージ に設定されている場合、UNC リンク経由でのドキュメントのダウ

ンロード オプションは使用できません。 

HTTP でドキュメントへアクセス  

ローカル エリア ネットワークに接続していない場合は、HTTP 経由でドキュメントへアクセスする必要があります。 

HTTP 経由でドキュメントへアクセスする方法は以下の 3 つです。 

 [すべてのリンク] ビューで、[HTTP リンク] 列のドキュメント名をクリックします。 

 [HTTP] ビューで、[HTTP リンク] 列のドキュメント名をクリックします。 

 ストレージ タイプが Dropbox もしくは Windows Azure ストレージ に設定されている場

合、サムネイル ビューでサムネイル画像の下のドキュメント名をクリックします。 

 [サムネイル] ビューの [プレビュー ページ] で、[ネットワーク経由でローカル コピーをダウンロー

ド] をクリックします。 
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ポップアップ ウィンドウで [保存] をクリックして、ダウンロード済みファイルを指定の場所へ保存します。 

ドキュメントのダウンロード 

ドキュメントへのアクセスおよびドキュメントを指定の場所への保存の詳細については ファイル URL でドキュメ

ントへアクセス および HTTP でドキュメントへアクセス  を参照してください。 

*注意: ドキュメントのプレビュー ページでは、IE ブラウザーを使用する場合にのみ [ファイルシェアから直接ダウンロ

ード] ボタンを使用できます。 

*注意: 進行中のドキュメント ダウンロードを中断したり、中断したダウンロードを前回のプロセスの途中から続行する

ことができます。 

ドキュメントのアップロード 

同期を使用せずにドキュメントをストレージ場所に直接アップロードする場合の手順は以下の通りです。 

 SharePoint 2013 では、[アイテム] > [ドキュメントのアップロード] > [ドキュメントのアップ

ロード / 複数ドキュメントのアップロード] の順に移動します。 

 SharePoint 2010 では、[リスト ツール] > [アイテム] > [ドキュメントのアップロード] > 

[ドキュメントのアップロード / 複数ドキュメントのアップロード] の順に移動します。 

新しいアイテムもしくは複数のアイテムは自動的にストレージ場所に追加されます。 

複数のファイルをアップロードする方法は 2 つあります。  

 ファイルを参照する - [ファイルを参照する] リンクをクリックすると、[開く] ポップアップ ウィンドウが

表示されます。アップロードするファイルを選択して、[開く] をクリックします。選択したファイルは 複

数ファイルのアップロード エリア配下のウィンドウに追加されます。  

 ここにファイルをドラックしてください - アップロードするファイルをストレージ場所から 複数ファイル

のアップロード エリアにドラックします。 

[OK] をクリックして、ドキュメントをアップロードします。[既存のファイルを上書きする] チェックボックスを選択すると、

アップロード中に既存のファイルを上書きします。 
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*注意: リストのファイルシェア設定を構成する場合にストレージ タイプを Windows Azure ストレージもしくは Dro

pbox に設定すると、[複数ドキュメントのアップロード] ボタンがグレーアウトされます。そのため、複数のファイルを

同時にアップロードすることができません。 

万一 どきゅなび サービスがダウンした場合でも、ユーザーのサービスへの影響が発生する前に自動的に再起動しま

す。 

テンプレートを使用した新規 SharePoint サイトの作成 

ファイルシェア リンク リストを含んだサイトをテンプレートに使用して SharePoint サイト・サブサイトを新たに作成する

場合、以下の操作を実行します。 

 ファイルシェア リンク リストを含み、テンプレートとして使用したいサイトにアクセスします。 

 サイトの設定 > サイトの操作 > サイト機能の管理 の順に移動し、DocAve ファイルシェア リ

ンクのイベント ハンドラー機能を非アクティブ化します。 

 サイトの設定 > サイトの操作 > サイトをテンプレートとして保存 の順に移動し、サイトをテンプ

レートとして保存して、テンプレート設定を構成します。 

*注意: テンプレート設定では、ファイル名、テンプレート名、さらに任意でテンプレートの説明を入

力します。コンテンツを含む を選択する場合、このテンプレートを使用して新規作成するサイトに

は現在のサイト内のリストおよびドキュメント ライブラリすべてのコンテンツが含まれます。 

 テンプレートの選択 で新規に保存したテンプレートを使用して、新しい SharePoint サイトを作

成することができます。 

新たに作成されるサイトには、テンプレートとして保存済みのサイトに含まれているリストと同様のファイルシェア リンク 

リストが含まれます。  

新しいフォルダーの作成 

同期を使用せず、ストレージ場所で新しいフォルダーを直接作成する場合の手順は以下の通りです。 

 SharePoint 2013 では、アイテム > 新しいフォルダー の順に移動します。 

 SharePoint 2010 では、リスト ツール > アイテム > 新しいフォルダー の順に移動します。 

ここでは、SharePoint リストとストレージ場所が自動的に一致するファイル・フォルダー階層を維持します。 
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リボン / リスト インターフェイスからの同期 

詳細情報については SharePoint 2013 での手動同期 および SharePoint 2010 での手動同期 をご参照く

ださい。 

レポートの表示 

最新同期のレポートを表示する場合の手順は以下の通りです。 

 SharePoint 2013 では、ファイルシェア リンク > レポートの表示 の順に移動します。 

 SharePoint 2010 では、リスト ツール > ファイルシェア リンク > レポートの表示 の順に移

動します。 

ファイルシェア設定の管理 

ファイルシェアの設定 ページへアクセスする場合の手順は以下の通りです。 

 SharePoint 2013 では、ファイルシェア リンク > ファイルシェアの設定 の順に移動します。 

 SharePoint 2010 では、リスト ツール > ファイルシェア リンク > ファイルシェアの設定 の順

に移動します。 

詳細については ファイルシェア設定の構成 を参照してください。 

エクスプローラーで開く 

フォルダーの接続しているファイルシェアへアクセスする場合の手順は以下の通りです。 

 SharePoint 2013 では、ファイルシェア リンク > エクスプローラーで開く の順に移動します。 

 SharePoint 2010 では、リスト ツール > ファイルシェア リンク > エクスプローラーで開く の

順に移動します。 

*注意: この機能は ネットシェア ストレージ タイプにのみ使用可能です。 
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Windows PowerShell を使用したファーム / Web アプリケーション

内の どきゅなび リストの検索 

PowerShell を使用すると、指定のファームもしくは Web アプリケーション内の各 どきゅなび リストを検索することが

できます。この機能の詳細については次のセクションをご参照ください。 

どきゅなび リストの検索 

Windows PowerShell を使用して指定のファームもしくは Web アプリケーション内のすべての どきゅなび リストを

検索するには、次の手順を実行してください。 

1. Windows PowerShell を開きます。 

2. add-pssnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell を入力して [Enter] をクリックします。こ

のコマンドは検索ジョブを実行するコマンドを同期する場合に使用します。 

 

 図 5: 検索ジョブを実行するコマンドの同期 

3. 検索ジョブを実行するには指定のコマンドを入力します。 

ヘルプ情報を取得するコマンドおよびコマンド パラメーター 

ヘルプ情報を取得する場合に使用されるコマンドは -gethelp –command です。例: -gethelp – syncfo

lder –full 
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図 6: ヘルプ情報 

–gethelp コマンドのパラメーター情報については次のテーブルをご参照ください。 

パラメーター タイプ 説明 

-full オプション 値が構成されていない要素を含むすべてのヘルプ情報を表示し

ます。 

-example オプション ヘルプ情報に例のみが表示されます。 

-detail オプション すべてのヘルプ情報が表示されます。 

 

どきゅなび リストを検索するコマンドおよびコマンド パラメーター 

どきゅなび リストを検索する場合に使用するコマンドは show-filesharelinks です。既定では、ファーム全体内

のすべての どきゅなび リストが検出されます。検索結果は .txt ファイルもしくは .csv ファイルとして指定の場所へ保

存することができます。 
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図 7: どきゅなび リストの検索 

コマンドおよびコマンド パラメーターの詳細情報については次のテーブルをご参照ください。 

パラメーター タイプ 説明 

-webapplication  webapp

url 

オプション このパラメーターは どきゅなび リストの検索先となる Web アプリ

ケーションを指定する場合に使用します。 

*注意: 既定では、ファーム全体内の どきゅなび リストを検出し

ます。 

 -filename localpath オプション このパラメーターは検索結果のレポートを生成する場合に使用し

ます。レポート名およびレポートを保存するストレージ場所を指定

します。例: -report c:\example\report.txt 
*注意: レポートは .txt ファイルもしくは .csv ファイルのみとして

保存することができます。 

Windows PowerShell を使用したリスト / フォルダーの同期 

Windows PowerShell を使用してリストもしくはフォルダーを同期することができます。リストを同期する場合に使

用されるコマンドは sync-folder listurl です。フォルダーを同期する場合に使用されるコマンドは Sync-folder f

olderurl です。 



 

38  

 
どきゅなび ユーザーガイド 

 

 

図 16: リストの同期 

このコマンド用のパラメーターは次のテーブルに表示されます。 

パラメーター タイプ 説明 

-synccurrent  オプション このパラメーターは現在指定のフォルダーおよびフォルダー内のフ

ァイルを同期する場合に使用します。サブフォルダーおよびそれ

以下のファイルは同期されません。 

*注意: 既定では、サブフォルダー、現在指定のフォルダー内の

ファイル、サブフォルダー内のファイルを含む指定のフォルダーが同

期されます。 
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