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本ユーザー ガイド内の新機能
•

AvePoint Perimeter システム コンポーネント概要 セクションを更新しました。

•

特定ポートのロック解除ためのファイアウォール セットアップ セクションを更新しました。

•

SharePoint Web フロントエンド サーバーの Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ
サーバーからの分離 セクションを追加しました。
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•

データベース資格情報の更新 セクションを追加しました。

•

AvePoint Perimeter 管理コンソールへの初回ログイン セクションを更新しました。

•

自動サインインためのログイン資格情報の記憶 セクションを追加しました。

•

ライセンス有効期限の通知設定の構成 セクションを追加しました。

•

ライセンス ユーザーの管理 セクションを追加しました。

•

SharePoint 権限による付与可能なアクセス許可レベルの セクションを更新しました。

•

セキュア共有のオプションとカスタマイズの構成 セクションを追加しました。

•

全般設定の構成 セクションを更新しました。

•

ADFS 認証の構成 セクションを追加しました。

•

タイマー ジョブ定義の監視 セクションを更新しました。

•

セキュア共有のアクセス許可レベル セクションを更新しました。

•

メール表示言語のカスタマイズ セクションを更新しました。

•

ワンタイム アクセス パスコードを送信する最小間隔の定義 セクションを追加しました。

•

アカウント ロックアウト ポリシーの構成 セクションを追加しました。
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AvePoint Perimeter について
AvePoint Perimeter は、iOS デバイス (iPad、iPhone、iPod Touch) または Android デバイスから S
harePoint およびファイル システム資産・コンテンツへの安全なアクセスをエンタープライズ ユーザーに提供しま
す。AvePoint Perimeter Manager と合わせて使用し、すべてのエンドポイントから SharePoint コンテン
ツをオフラインでセキュア表示させることができます。

また、AvePoint Perimeter のコンテンツ アクセスに対する位置ベース / IP ベース コントロールにより、既知
または信頼済み位置 / IP アドレスからのドキュメントへのアクセスのみが許可されることを確保し、iOS/Andro
id/Windows Phone の built-in 位置情報サービス機能を使用してユーザーの正確な位置を提供すること
ができます。

AvePoint Perimeter は信頼済みユーザーに対して QR コード / アクセス パスワードを使用する 2 要素認
証および匿名アクセスを提供しており、Active Directory (AD) または SharePoint アカウントを使用する
必要がありません。

AvePoint Perimeter Pro の機能
AvePoint Perimeter Pro は AvePoint Perimeter から、AvePoint Perimeter セキュア共有 およ
び 仮想ビュー の 2 種類の追加機能を提供しています。

内部ユーザーは AvePoint Perimeter セキュア共有 機能経由で、SharePoint サイト内でファイル・フォ
ルダー・ライブラリを共有し、共有ドキュメントに対して権限コントロールを構成することができます。共有を受けた
ユーザーは、AvePoint Perimeter 外部ポータルまたは登録済み iOS/Android デバイスを使用した共有
ファイル・フォルダー・ライブラリの表示、共有ファイルの編集、編集した共有ファイルの SharePoint の元のファイ
ルへの同期、AvePoint Perimeter 外部ポータルでの共有フォルダー・ライブラリへの新しいファイルのアップロ
ードを実行することができます。

また、Perimeter 管理者は Perimeter 管理コンソールでセキュア共有に対してコンテンツ アクセス コントロ
ールを設定し、場所または IP アドレス ルールを構成することで内部 / 外部ユーザーの Perimeter ポータル
/ モバイル デバイスを使用した共有コンテンツへのアクセスを許可または拒否することができます。
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内部ユーザーは AvePoint Perimeter 内部ポータル経由で共有したファイルを管理することができます。さら
に、AvePoint Perimeter マネージャーで、管理者は AvePoint Perimeter セキュア共有 機能経由で
共有されたすべてのファイルを管理し、仮想ビュー 機能経由で定義済みの条件に基づいてファイルをユーザー
グループに共有することができます。

Perimeter Pro 機能の展開・使用に関する概要については、Perimeter セキュア共有 Pro 機能の構成
セクションを参照してください。

AvePoint Perimeter のライセンス
購入済みまたは試用版の AvePoint Perimeter では、インストールの終了後に Perimeter Pro 機能を
含めてすべての機能の 30 日間ライセンスが用意されています。このライセンスが失効すると、ライセンス マネー
ジャー へのリンクを含むライセンス失効通知用ポップアップ ウィンドウが表示されます。

この画面が表示されている期間中、実行できるのは、ポップアップ ウィンドウ内の URL のクリック ( ライセンス
マネージャー に移動します) のみです。有効なライセンスを新規適用するまで、Perimeter マネージャーは他
の画面にはアクセスできません。

ライセンス適用の詳細については、ライセンス ファイルのインポート・エクスポート を参照してください。新しいライ
センスを購入する場合は、弊社営業担当に連絡するか、AvePoint Web サイトにアクセスしてください。

*

注意: Perimeter Pro ライセンスを適用して Perimeter Pro 機能 (AvePoint Perimeter セキュア

共有 と 仮想ビュー) を活用する場合、ライセンスの適用後に ランセンス マネージャー 画面の セキュア共有
フィールドに はい が表示されていることを確認してください。
*

注意: Perimeter マネージャー ライセンスが失効した場合も、Perimeter 管理システム内の AvePoint P

erimeter モバイル アプリおよび構成済みコンテンツ アクセス ポリシーはすべて正常に機能します。

ただし、システム管理者は、登録済みデバイスの表示・管理、仮想ビュー機能を経由したファイル共有、Perim
eter マネージャーを経由した SharePoint サイトへのエンド ユーザー アクセスを表示することはできません。ま
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た、新しいエンド ユーザーは AvePoint Perimeter セキュア共有機能を使用してモバイル デバイスを登録す
ることや SharePoint ファイルを共有することを実行できません。

AvePoint Perimeter のインストール
AvePoint Perimeter のインストール手順は、インストールするバージョンのタイプ (購入済みバージョン / 試
用版) によって異なります。試用版 AvePoint Perimeter のインストール手順は、購入済み製品のインスト
ール手順と一部異なります。試用版の Perimeter をインストールすると、Perimeter が環境に応じて高速
稼働しますが、安全性確保のため、こちらの方法は推奨されません。各インストール方法の詳細については、A
vePoint Perimeter インストール概要 を参照してください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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AvePoint Perimeter システム コンポーネント概要
AvePoint Perimeter 管理システムは、マネージャー、ゲートウェイ、外部ポータル、位置情報データベース、
WOPI ホスト サーバー、エージェント、セキュア共有ソリューションから構成されています。

Perimeter システム コンポーネント: 内部 / 外部ユーザーのセキュア共有を経由した Perimeter へのアク
セス、Active Directory および Exchange と同時に使用する Perimeter インストール用のポート、Peri
meter のインターネットとの通信に使用されるポート、Perimeter のモバイル デバイスの相互作用フレームワ
ークのワークフロー プロセス詳細については、以下のアーキテクチャ ダイアグラムを参照してください。
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図 1: Perimeter セキュア共有機能のアーキテクチャ ダイアグラム

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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図 2: Active Directory および Exchange と同時に使用する Perimeter インストール用のポート

18
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図 3: Perimeter のインターネットとの通信に使用されるポート
*

注意: すべての Perimeter コンポーネントのインストール完了後、ファイアウォールで Perimeter 用ポートを

ブロック解除する必要があります。詳細については、特定ポートのロック解除ためのファイアウォール セットアップ を
参照してください。

SharePoint Web フロントエンド サーバーに対して Perimeter 外部ポータル・ゲートウェイからリクエストの取
得を許可しない場合、サーバーと外部ポータル・ゲートウェイ間の通信をブロックし、Perimeter マネージャー・
内部ポータルを使用して SharePoint サーバーと通信することができます。

SharePoint Web フロントエンド サーバーを Perimeter 外部ポータル・ゲートウェイから分離する方法につ

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

19

いては、SharePoint Web フロントエンド サーバーの Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー
からの分離 を参照してください。

図 4: モバイル デバイスとの相互作用フレームワーク

AvePoint Perimeter マネージャー
AvePoint Perimeter マネージャーは、AvePoint Perimeter マネージャー サービスと 2 件のコンポーネン
ト (管理コンソールおよび内部ポータル) から構成されています。
20
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•

管理コンソールでは、Perimeter 管理者が Perimeter 管理システム内のすべての設定お
よび操作を管理することができます。また、AvePoint Perimeter セキュア共有機能経由で
共有されたすべてのファイルを管理し、定義済み条件に基づいてユーザー グループにファイルを
共有することができます。

•

内部ポータルでは、組織の内部ユーザーが AvePoint Perimeter セキュア共有機能経由
で共有した SharePoint ファイル・フォルダー・ライブラリを管理することができます。サイト コレ
クション管理者が所有しているサイト コレクション内の共有ファイル・フォルダー・ライブラリを表
示・管理することができます。

すべての Perimeter エージェントが、マネージャー サービスを経由してマネージャーとの通信が可能である状態
を維持するため、すべてのエージェント サーバーがアクセスできるサーバーにマネージャーをインストールする必要
があります。

マネージャーのシステム用件については、AvePoint Perimeter マネージャー サーバー要件 を参照してくださ
い。

AvePoint Perimeter エージェント
AvePoint Perimeter エージェントは、AvePoint Perimeter エージェント サービスを実行し、Perimeter
マネージャー サービスから取得したコマンドに基づいて SharePoint/Active Directory フェデレーション サー
ビス (ADFS) サーバーと通信します。

エージェントのシステム要件については、AvePoint Perimeter エージェント サーバー インストール要件 を参
照してください。

AvePoint Perimeter ゲートウェイ
AvePoint Perimeter モバイル アプリは、ゲートウェイを経由して AvePoint Perimeter マネージャーと通
信します。モバイル アプリと Perimeter マネージャーとの通信を可能にするためには、ゲートウェイを含む IIS
Web サイトをインターネット上に発行する必要があります。これにより、モバイル デバイスが IIS Web サイトに
アクセスすることができます。

ゲートウェイのシステム要件については、AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー要件

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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を参照してください。ゲートウェイをインストール・発行する方法については、外部ポータルおよびゲートウェイのイン
ストール・発行シナリオ を参照してください。

AvePoint Perimeter 外部ポータル
AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を使用すると、組織の内部ユーザーが SharePoint ファイル・
フォルダー・ライブラリを組織の内部ユーザー / 外部ユーザーに共有することができます。また、Perimeter マネ
ージャー経由で、管理者がファイルを内部ユーザーと外部ユーザー両方に共有することができます。

内部ユーザーまたは管理者によってファイルが共有されると、ファイルの共有先ユーザーは、共有ファイル・フォルダ
ー・ライブラリに対して、AvePoint Perimeter 外部ポータルで以下の操作を実行することができます。
•

共有ファイル / フォルダー / ライブラリを開く

•

共有ファイルをダウンロードする

•

以下の方法を使用して共有ファイルを編集し、編集後のファイルを SharePoint 内の元のフ
ァイルに同期する
ブラウザーで Office Web Apps を使用して共有ファイルを編集し、Office W
eb Apps 経由でファイルへの変更を保存: 変更は外部ポータル上の共有ファイル
に保存され、SharePoint 内の該当する元のファイルに同期されます
共有ファイルをダウンロードし、編集後のファイルを外部ポータルにアップロード: ア
ップロードしたファイルで SharePoint 内の該当する元のファイルを上書きします

•

外部ポータルで新しいファイルを共有フォルダー / ライブラリにアップロードし、これらのファイルを
SharePoint 内の元のフォルダー / ライブラリに同期する

なお、以下の点に注意してください。
•

AvePoint Perimeter 外部ポータルで、ブラウザーで既定のオンライン pdf ビューアを使用
して開くことが可能なファイル タイプに関しては、AvePoint Perimeter 内部・外部ポータル
でオンライン表示可能なファイル タイプ セクションを参照してください。オンライン pdf ビューア
で、ユーザーは共有ファイルから変換された .pdf ファイルを表示することができます。

•

外部ポータル用の Office Web Apps (OWA) サーバーが構成されている場合、AvePoin
t Perimeter 外部ポータルでは、ブラウザーで Office Web Apps を使用して .docx、.x
lsx、.pptx 形式の共有ファイルを開くこと・編集することができます。
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すべてのユーザーがインターネット経由で AvePoint Perimeter 外部ポータルへのアクセスを確保するには、
外部ポータルをインターネット上に発行する必要があります。

外部ポータルのシステム要件については、AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー要
件 を参照してください。外部ポータルのインストール・発行方法については、AvePoint Perimeter 外部ポー
タルおよびゲートウェイのインストール を参照してください。

Perimeter 外部ポータルと SAP Jam グループとの統合
SAP Jam グループと AvePoint Perimeter を同時に使用している場合、SAP Jam グループに対して Op
enSocial ガジェットを構成し、AvePoint Perimeter 外部ポータルを SAP Jam グループと統合することが
できます。

OpenSocial ガジェット経由で SAP Jam グループと統合している AvePoint Perimeter 外部ポータルで
は、以下の追加機能が使用可能です。
•

SharePoint フォルダーの共有先に指定されたグループ所有者は、AvePoint Perimeter
外部ポータル経由で共有フォルダーを SAP Jam グループのすべてのメンバーに割り当てること
ができます。

•

グループ メンバーにはグループ所有者と同じアクセス許可レベルが付与されるため、AvePoint
Perimeter 外部ポータルで割り当てられたフォルダー内のファイルまたはフォルダーにアクセス
し、追加のアクションを実行することができます。

*

注意: 統合された AvePoint Perimeter 外部ポータルで、グループ メンバーが表示・操作できるのは、グル

ープ所有者によって割り当てられたフォルダー内のファイルのみです。AvePoint Perimeter セキュア共有
機能経由でグループ メンバーに共有された他のアイテムが存在する場合、共有アイテムを表示・操作するに
は、グループ メンバーが外部ユーザーとして組織の Perimeter 外部ポータルにログインする必要があります。
統合の構成の詳細については、外部ポータルと SAP Jam グループの統合の構成 を参照してください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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外部ポータルおよびゲートウェイのインストール・発行シナリオ
マネージャーのインストール中に、外部ポータルおよびゲートウェイが同一 IIS Web サイト配下のマネージャー
サーバーに自動インストールされます。外部ポータルおよびゲートウェイについて、以下の 2 種類のインストール・
発行シナリオが使用可能です。
•

外部ポータルおよびゲートウェイを別のサーバーにインストールし、外部ポータルおよびゲートウェ
イの IIS Web サイトをインターネット上に発行することを推奨します。この設定を完了すると、
マネージャーの IIS Web サイトをインターネットから保護し、システム セキュリティを確保するこ
とができます。
外部ポータルおよびゲートウェイをマネージャー サーバーと異なるサーバーにインストールする詳
細については、AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイのインストール を参照
してください。

•

お使いの環境で Perimeter を迅速にインストールして実行するには、共有 Web サイトをイ
ンターネット上に発行した後、マネージャーと同一 IIS Web サイト配下のマネージャー サーバ
ーに自動インストールされた外部ポータルおよびゲートウェイを使用することができます。ただし、
マネージャーもインターネット上に発行され、Perimeter 管理システムにセキュリティ リスクが
発生する可能性があるため、こちらは推奨しません。

外部ポータルおよびゲートウェイの発行の詳細情報については、付録 A: 外部ポータルおよびゲートウェイの発
行 を参照してください。

AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバー
WOPI ホスト サーバーは、WOPI クライアントに接続できるドキュメント ストレージ場所です。このドキュメント
ストレージ場所で、ドキュメントを Web ブラウザーでドキュメントを開く・編集することができます。

AvePoint Perimeter 管理システムの AvePoint Perimeter 内部 / 外部ポータルから、ユーザーが共有
ファイルをブラウザーで開く、または編集するには、AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーは AvePoin
t Perimeter 内部 / 外部ポータルおよび Office Web Apps (WOPI クライアント) 間の通信を処理し、ブ
ラウザーで Office Web Apps 経由で開かれた / 編集されたファイルを保存する必要があります。

WOPI ホスト サーバーは、以下のすべてのサーバーと通信できるサーバーにインストールされる必要があります。
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•

AvePoint Perimeter マネージャー サーバー (AvePoint Perimeter 内部ポータルの存
在先)

•

AvePoint Perimeter 外部およびゲートウェイ サーバー (AvePoint Perimeter 外部ポ
ータルの存在先)

•

Office Web Apps サーバー (AvePoint Perimeter 内部 / 外部ポータルで共有ドキュ
メントを Web ブラウザー経由で開く・編集する場合に使用される )

WOPI ホスト サーバーのシステム要件については、AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバー システム
要件 を参照してください。WOPI ホスト サーバーのインストール方法については、AvePoint Perimeter W
OPI ホスト サーバーのインストール を参照してください。

AvePoint Perimeter セキュア共有ソリューション
SharePoint ファーム用の AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションは、AvePoint P
erimeter セキュア共有 機能を SharePoint サイトに追加します。この機能を使用すると、組織の内部ユ
ーザーは内部 SharePoint サイト内のファイルを組織内・組織外のユーザーと共有することができます。また、
ファイルの権限や、他のユーザーとのファイル共有の有効期間を設定することができます。

AvePoint Perimeter 位置情報データベース
位置情報データベースは、場所の特定に使用できる地理および行政境界データ (位置名および対応する座
標) を保存するオプション データベースです。Perimeter のインストール中に、このデータベースをインストールす
るかどうかを選択することができます。

位置情報データベースを使用すると、Bing マップなどの外部リソースから取得したデータに依存せず、データベ
ースからの位置情報データに基づいて場所グループを定義することができます。

位置情報データに基づいて場所グループを定義する方法の詳細については、地域グループの新規追加 を参
照してください。
*

注意: SQL サーバーで位置情報データベース全体をインストールする場合、約 4 GB の容量が使用されま

す。このデータベースの初期読み込みプロセスは、最大 25 GB の容量を使用する可能性があります。位置情
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報データベースが正常に作動するためには、インストール先の SQL サーバーに十分な使用可能ディスク容量が
確保されていること、お使いのコンピューターで実行できる Windows PowerShell スクリプトを決定する Ex
ecutionPolicy が Unrestricted (すべての Windows PowerShell スクリプトが実行できる) に設定
されていることを確認してください。

位置情報データベースのインストール シナリオ
位置情報データベースをインストールするには、以下 2 種類の方法のうちいずれかを選択します。
•

必要なデータを入力して位置情報データベースとして使用できる空のデータベースの db_ow
ner データベース ロールを持っている場合: AvePoint Perimeter 位置情報データベー
ス インストール ウィザード を使用して、希望の空のデータベースに、地理および行政境界情
報に基づいて場所を定義する場合に使用する位置情報を追加

•

位置情報データベースとして、新しいデータベースを作成できる SQL Server の dbcreato
r サーバー ロールを持っている場合: AvePoint Perimeter 位置情報データベース イン
ストール ウィザード を使用して特定の SQL Server でデータベースを作成し、データベース
に地理および行政境界情報に基づいて場所を定義する場合に使用する必要な位置情報を
追加

追加のシステム要件については、AvePoint Perimeter 位置情報データベース サーバーとインストール ウィザ
ード システム要件 を参照してください。
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権限要件
AvePoint Perimeter システム コンポーネントを正しくインストール・使用するには、特定の権限が必要で
す。各コンポーネントの権限要件の詳細については、以下のセクションを参照してください。

AvePoint Perimeter マネージャーの権限要件
AvePoint Perimeter マネージャーの権限要件の詳細については、以下のセクションを参照してください。

AvePoint Perimeter マネージャーのインストールの権限要件
AvePoint Perimeter マネージャーをインストール・使用するには、マネージャー サービスの IIS Web サイト
のアプリケーション プール作成に使用するアプリケーション プール アカウントが以下の権限を持っていることを確
認してください。
•

ローカル システム権限 - ユーザーが、マネージャー サーバーのローカル Administrators
グループのメンバーであること

•

SQL 権限 - マネージャー構成データベースのデータベース資格情報として Windows 認証
を選択する場合、新しいマネージャー構成データベースを含む SQL Server の dbcreato
r サーバー ロールを持っているか、既存のマネージャー構成データベースの db_owner デー
タベース ロールを持っていること
*

注意: マネージャー構成データベースの Windows 認証は、現在ログインしているアカウント

の代わりに アプリケーション プール設定 で構成されたアプリケーション プール アカウントを自
動的に使用します。

AvePoint Perimeter マネージャーへのログイン用権限要件
AvePoint Perimeter マネージャー (管理コンソールと内部ポータル) にログインするには、アカウントが以下の
要件を満たしていることを確認してください。
•

管理者の場合、管理者アカウントを使用して AvePoint Perimeter 管理コンソールにログ
インします。管理者アカウントの詳細情報については、AvePoint Perimeter の更新 および
管理アカウントの構成 を参照してください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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•

内部ユーザーの場合、Active Directory 資格情報を使用して AvePoint Perimeter
内部ポータルにログインします。

AvePoint Perimeter エージェントの権限要件
AvePoint Perimeter エージェントをインストールするには、エージェント アカウントが以下の権限を持っている
ことを確認してください。
•

ローカル システム権限 - ユーザーが、ローカル Administrators グループのメンバーである
か、ローカル システムで以下の権限またはロールを持っていること
グループ ポリシー内の バッチ ジョブとしてログオン
WSS_WPG、IIS_IUSRS のグループ メンバー
エージェント サーバー上の Perimeter 証明書に対するフル コントロール権限
エージェント インストール フォルダーに対するフル コントロール権限

•

SharePoint 権限 – ユーザーが ファーム管理者 グループのメンバーであり、かつ Web アプ
リケーションのユーザー ポリシーに対して すべて読み取り 権限を持っていること

•

SQL 権限 –
SharePoint 2010 ファームの場合、ユーザーが Web アプリケーション配下にある
すべてのコンテンツ データベースの db_owner データベース ロールを持っていること
(Web アプリケーションには構成データベース、全体管理データベース、セキュア共有
機能の使用が必要)
SharePoint 2013 または SharePoint 2016 ファームの場合、ユーザーが以下
のロールを持っていること
*

注意: SharePoint 2013 または SharePoint 2016 環境で Perimeter 1.7

以降のバージョンを使用するには、以下の最小限の権限を持っている必要がありま
す。Perimeter 1.7 以前のバージョンの場合、権限要件は SharePoint 2010
ファームと同じです。
▪

Web アプリケーション配下にあるすべてのコンテンツ データベースの Share
Point_Shell_Access データベース ロール (Web アプリケーションには
構成データベース、全体管理データベース、セキュア共有機能の使用が必
要)
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▪

FBA プロバイダー データベースの SharePoint_Shell_Access データ
ベース ロール (SharePoint Web アプリケーションでフォーム ベース認証が
有効になっている場合)
*

注意: SharePoint_Shell_Access ロールは、SharePoint 管理シ

ェル経由でのみ割り当てることができます。このロールをユーザーに割り当てる
方法については、Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.c
om/ja-jp/library/ff607596.aspx を参照してください。

AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイの権限要
件
サーバーで AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイをインストールするには、外部ポータルおよ
びゲートウェイの IIS Web サイト用アプリケーション プール作成に使用するアプリケーション プール アカウント
が、以下の権限を持っていることを確認してください。
•

ローカル システム権限 - ユーザーが、外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーのローカル Ad
ministrators グループのメンバーであること

•

SQL 権限 – 外部ポータルおよびゲートウェイが接続するマネージャー構成データベースのデー
タベース資格情報として Windows 認証 を選択する場合、指定したマネージャー構成デー
タベースの db_owner データベース ロールを持っていること
*

注意: マネージャー構成データベースの Windows 認証は、現在ログインしているアカウント

の代わりに アプリケーション プール設定 で構成されたアプリケーション プール アカウントを自
動的に使用します。

AvePoint Perimeter 外部ポータルへのログイン用権限要件
内部ユーザー / 管理者がファイル・フォルダー・ライブラリを共有すると、共有を受けたユーザーは AvePoint Pe
rimeter 外部ポータルで共有を受けたオブジェクトを表示することができます。

AvePoint Perimeter 外部ポータルにログインするには、アカウントが以下の要件を満たしていることを確認し
てください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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•

ファイル・フォルダー・ライブラリが内部ユーザーに共有された場合: Active Directory 資格
情報またはメール アドレスを使用して AvePoint Perimeter 外部ポータルにログインできる

•

ファイル・フォルダー・ライブラリが外部ユーザーに共有された場合: AvePoint Perimeter 外
部ポータルに登録してから、登録したユーザー アカウントを使用してポータルにログインできる
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位置情報データベースの権限要件
位置情報データベースをインストールするには、位置情報データベース インストール ウィザードを実行するユーザ
ーが以下の権限を持っていることを確認してください。
•

ローカル システム権限 - ユーザーが、インストール ウィザードを実行するマシンのローカル Ad
ministrators グループのメンバーであること

•

SQL 権限 – 位置情報データベースのデータベース資格情報として Windows 認証 を選
択する場合、新しい位置情報データベースを含む SQL Server の dbcreator サーバー
ロールを持っているか、既存の空の位置情報データベースの db_owner データベース ロー
ルを持っていること

AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーの権限要件
サーバーで AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーをインストールするには、WOPI ホスト サーバーの
IIS Web サイト用アプリケーション プール作成に使用するアプリケーション プール アカウントが、以下の権限を
持っていることを確認してください。
•

ローカル システム権限 - ユーザーが、WOPI ホスト サーバーのローカル Administrators
グループのメンバーであること

•

SQL 権限 - WOPI ホスト サーバーが接続するマネージャー構成データベースのデータベース
資格情報として Windows 認証 を選択する場合、指定したマネージャー構成データベース
の db_owner データベース ロールを持っていること
*

注意: マネージャー構成データベースの Windows 認証は、現在ログインしているアカウント

の代わりに アプリケーション プール設定 で構成されたアプリケーション プール アカウントを自
動的に使用します。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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システム要件
AvePoint Perimeter をインストールする前に、以下のシステム要件セクションを確認してください。

対応している環境
AvePoint Perimeter は、以下のプラットフォームと互換性があります。
•

Microsoft SharePoint Server/Foundation 2010 (最高 Service Pack 2 まで)

•

Microsoft SharePoint Server/Foundation 2013 (最高 Service Pack 1 まで)

•

Microsoft SharePoint Server 2016

•

Active Directory フェデレーション サービス (ADFS) 2.0

AvePoint Perimeter マネージャー サーバー要件
AvePoint Perimeter マネージャーをインストールする前に、マネージャー サーバーが以下の要件を満たして
いることを確認してください。
*

注意: AvePoint Perimeter マネージャー サーバーが Apple Push Notification Service (APNS)

経由で iOS デバイスへ、Google Cloud Messaging (GCM) 経由で Android デバイスへ、リアルタイム
でプッシュ通知を正常に送信するために、マネージャー サーバーのファイアウォールを構成し、マネージャーのイン
ストール完了後に、APNS/GCM トラフィックがファイアウォールの通過を許可する必要があります。
詳細については、プッシュ通知を許可するためのファイアウォールの構成 を参照してください。
コンポーネント

要件

オペレーティング システム エディション

推奨: Windows Server 2008 R2、Windows
Server 2012、Windows Server 2012 R2
最低エディション: Windows Server 2008*

使用可能な物理メモリー

推奨: 1GB 以上
最小容量: 512 MB

使用可能なディスク容量

推奨: 1GB 以上
最小容量: 1 GB

.NET Framework バージョン
32

.NET Framework 3.5 SP1
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コンポーネント

要件
Windows Server 2012、Windows 8、それ以
降のオペレーティング システム エディションの場合: .
NET Framework 3.5 SP1 に加え、NET Fra
mework 4.5 がインストールされている必要があり
ます。

.NET Framework の機能

HTTP アクティブ化および非 HTTP アクティブ化がイ
ンストールされている必要があります。
Windows Server 2012、Windows 8、それ以
降のオペレーティング システム エディションの場合: H
TTP アクティブ化、メッセージ キュー (MSMQ) のア
クティブ化、名前付きパイプのアクティブ化、TCP のア
クティブ化、.NET Framework 4.5 用の TCP ポ
ート共有などの機能がインストールされている必要が
あります。

Windows プロセス アクティブ化サービス

Windows プロセス アクティブ化サービスが開始さ
れ、かつプロセス モデル、.NET 環境、構成 API が
インストールされている必要あります。

Net.Tcp ポート共有サービス

Net.Tcp ポート共有サービスが開始されている必要
があります。

Web サーバー (IIS) 役割

Windows Server 2008 の場合、以下の Wind
ows 機能がインストールされている必要があります。
•

Web サーバー

•

HTTP 基本機能 (静的コンテンツ、既定の
ドキュメント)

•

アプリケーション開発 (ASP.NET、.NET
拡張機能、ISAPI 拡張、ISAPI フィルタ
ー)

•

管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6
管理互換、IIS 6 メタベース互換)

Windows Server 2008 R2、Windows Serv
er 2012、Windows Server 2012 R2の場

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

33

コンポーネント

要件
合、以下の Windows 機能がインストールされてい
る必要があります。
•

Web サーバー

•

HTTP 基本機能 (静的なコンテンツ、既定
のドキュメント)

•

アプリケーション開発 (ASP.NET 3.5、.N
ET 拡張性 3.5、ISAPI 拡張、ISAPI フ
ィルター)

•

管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6
管理互換、IIS 6 メタベース互換)

PowerShell バージョン
*

PowerShell 2.0 以上

注意: AvePoint Perimeter は Windows Server 2008 に対応していますが、Windows Server 2008 R2、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 の使用を推奨します。最新バージョンの Windows Serv
er を実行すると、Microsoft から最新のパッチおよびセキュリティ更新を取得することができます。

プッシュ通知を許可するためのファイアウォールの構成
AvePoint Perimeter マネージャー サーバーが Apple Push Notification Service (APNS) 経由で i
OS デバイスに、Google Cloud Messaging (GCM) 経由で Android デバイスにリアルタイム プッシュ通
知を送信します。マネージャーのインストール完了後、マネージャー サーバーのファイアウォールを構成し、APNS
/GCM トラフィックのファイアウォール通過を可能にする必要があります。

APNS トラフィックのファイアウォール通過を確保するためには、ファイアウォールで以下のポートを開く必要があり
ます。
•

TCP ポート 5223 (iOS デバイスと APNS サーバーとの通信に使用されます)

•

TCP ポート 2195 (AvePoint Perimeter マネージャーの APNS への通知送信に使用さ
れます)

ネットワーク内の Android デバイスがプッシュ通知の受信を確保するためには、ファイアウォールを構成し、And
roid デバイスと GCM の接続を許可します。
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•

TCP ポート 5228、TCP ポート 5229、TCP ポート 5230 を開きます。GCM は一般的に
5228 のみを使用しますが、5229 および 5230 を使用する場合もあります。

•

GCM が特定の IP アドレスを提供しないため、ファイアウォールは IP ブロック (Google の 1
5169 ASN に表示) に含まれるすべての IP アドレスへの送信接続に同意する必要がありま
す。
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AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー
要件
AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイのインストール前、外部ポータルおよびゲートウェイ サ
ーバーが以下の要件を満たしていることを確認してください。
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コンポーネント

要件

オペレーティング システム エディション

推奨: Windows Server 2008 R2、Windows Server 2
012、Windows Server 2012 R2
最低エディション: Windows Server 2008*

使用可能な物理メモリー

推奨: 1 GB 以上
最小容量: 512 MB

使用可能なディスク容量

推奨: 1 GB 以上
最小容量: 1 GB

.NET Framework バージョン

.NET Framework 3.5 SP1
Windows Server 2012、Windows 8、それ以降のオペレー
ティング システム エディションの場合、.NET Framework 3.5
SP1 に加え、.NET Framework 4.5 がインストールされてい
る必要があります。

.NET Framework の機能

HTTP アクティブ化および非 HTTP アクティブ化がインストールさ
れている必要があります。
Windows Server 2012、Windows 8、それ以降のオペレー
ティング システム エディションの場合、HTTP アクティブ化、メッセ
ージ キュー (MSMQ) のアクティブ化、名前付きパイプのアクティ
ブ化、TCP のアクティブ化、.NET Framework 4.5 用の TC
P ポート共有などの機能がインストールされている必要がありま
す。

Windows プロセス アクティブ化サービ

Windows プロセス アクティブ化サービスが開始されている、かつ

ス

プロセス モデル、.NET 環境、構成 API がインストールされてい
る必要あります。

Net.Tcp ポート共有サービス

Net.Tcp ポート共有サービスが開始されている必要があります。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

37

Web サーバー (IIS) 役割

Windows Server 2008 の場合、以下の Windows 機能
がインストールされている必要があります。
•

Web サーバー

•

HTTP 基本機能 (静的なコンテンツ、既定のドキュメン
ト)

•

アプリケーション開発 (ASP.NET、.NET 拡張機能、I
SAPI 拡張、ISAPI フィルター)

•

管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6 管理互換、II
S 6 メタベース互換)

Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、
Windows Server 2012 R2 の場合、以下の Windows
機能がインストールされている必要があります。
•

Web サーバー

•

HTTP 基本機能 (静的なコンテンツ、既定のドキュメン
ト)

•

アプリケーション開発 (ASP.NET 3.5、.NET 拡張性
3.5、ISAPI 拡張、ISAPI フィルター)

•

管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6 管理互換、II
S 6 メタベース互換)

PowerShell バージョン
*

PowerShell 2.0 以上

注意: AvePoint Perimeter は Windows Server 2008 に対応していますが、Windows Server 2008 R2、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 の使用を推奨します。最新バージョンの Windows Serv
er を実行すると、Microsoft から最新のパッチおよびセキュリティ更新を取得することができます。

AvePoint Perimeter 位置情報データベース サーバーとインスト
ール ウィザード システム要件
位置情報データベースを SQL Server にインストールするには、SQL Server が AvePoint Perimeter デ
ータベースの SQL Server 要件 を満たし、かつサーバーに 25 GB 以上の使用可能なディスク容量が存在
することを確認する必要があります。位置情報データベース全体は約 4 GB ですが、このデータベースの初期
読み込みプロセスは、最大 25 GB の容量を使用する可能性があります。
38
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また、お使いのコンピューターで設定可能な Windows PowerShell スクリプト ExecutionPolicy が Un
restricted (すべての Windows PowerShell スクリプトが実行できる) に設定されていることを確認する
必要があります。

位置情報データベースのインストール前に、AvePoint Perimeter 位置情報データベース インストール
ウィザード を実行するサーバーが以下の要件を満たしていることを確認してください。
コンポーネント

要件

オペレーティング システム エディション

推奨: Windows Server 2008 R2、Windows
Server 2012、Windows Server 2012 R2
最低エディション: Windows Server 2008*

使用可能な物理メモリー

推奨: 1 GB 以上
最小容量: 512 MB

使用可能なディスク容量

推奨: 1 GB 以上
最小容量: 1 GB

.NET Framework バージョン

.NET Framework 3.5 SP1
Windows Server 2012、Windows 8、それ以
降のオペレーティング システム エディションの場合、.
NET Framework 3.5 SP1 に加え、.NET Fra
mework 4.5 がインストールされている必要があり
ます。

PowerShell バージョン
*

PowerShell 2.0 以上

注意: AvePoint Perimeter は Windows Server 2008 に対応していますが、Windows Server 2008 R2、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 の使用を推奨します。最新バージョンの Windows Serv
er を実行すると、Microsoft から最新のパッチおよびセキュリティ更新を取得することができます。

AvePoint Perimeter データベースの SQL Server 要件
AvePoint Perimeter データベースの SQL Server 要件については、以下の表を参照してください。
データベース

SQL Server のエディション

マネージャー構成データベース・

•

Microsoft SQL Server 2016

位置情報データベース

•

Microsoft SQL Server 2014 SP1

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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データベース

40

SQL Server のエディション
•

Microsoft SQL Server 2014

•

Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1

•

Microsoft SQL Server 2012

•

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバー システム要件
Perimeter WOPI ホスト サーバー システム要件については、以下の表を参照してください。
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コンポーネント

要件

オペレーティング システム エディション

推奨: Windows Server 2008 R2、Windows Server 2
012、Windows Server 2012 R2
最低エディション: Windows Server 2008*

使用可能な物理メモリー

推奨: 1 GB 以上
最小容量: 512 MB

使用可能なディスク容量

推奨: 1 GB 以上
最小容量: 1 GB

.NET Framework バージョン

.NET Framework 3.5 SP1
Windows Server 2012、Windows 8、それ以降のオペレー
ティング システム エディションの場合、.NET Framework 3.5
SP1 に加え、.NET Framework 4.5 がインストールされてい
る必要があります。

.NET Framework の機能

HTTP アクティブ化および非 HTTP アクティブ化がインストールさ
れている必要があります。
Windows Server 2012、Windows 8、それ以降のオペレー
ティング システム エディションの場合、HTTP アクティブ化、メッセ
ージ キュー (MSMQ) のアクティブ化、名前付きパイプのアクティ
ブ化、TCP のアクティブ化、.NET Framework 4.5 用の TC
P ポート共有などの機能がインストールされている必要がありま
す。

Windows プロセス アクティブ化サービ

Windows プロセス アクティブ化サービスが開始され、かつプロセ

ス

ス モデル、.NET 環境、構成 API がインストールされている必
要あります。

Net.Tcp ポート共有サービス
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Net.Tcp ポート共有サービスが開始されている必要があります。
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Web サーバー (IIS) 役割

Windows Server 2008 の場合、以下の Windows 機能
がインストールされている必要があります。
•

Web サーバー

•

HTTP 基本機能 (静的なコンテンツ、既定のドキュメン
ト)

•

アプリケーション開発 (ASP.NET、.NET 拡張機能、I
SAPI 拡張、ISAPI フィルター)

•

管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6 管理互換、II
S 6 メタベース互換)

Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、
Windows Server 2012 R2の場合、以下の Windows 機
能がインストールされている必要があります。
•

Web サーバー

•

HTTP 基本機能 (静的なコンテンツ、既定のドキュメン
ト)

•

アプリケーション開発 (ASP.NET 3.5、.NET 拡張性
3.5、ISAPI 拡張、ISAPI フィルター)

•

管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6 管理互換、II
S 6 メタベース互換)

PowerShell バージョン
*

PowerShell 2.0 以上

注意: AvePoint Perimeter は Windows Server 2008 に対応していますが、Windows Server 2008 R2、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 の使用を推奨します。最新バージョンの Windows Serv
er を実行すると、Microsoft から最新のパッチおよびセキュリティ更新を取得することができます。

AvePoint Perimeter エージェント サーバー インストール要件
AvePoint Perimeter エージェントのインストール前に、エージェントが正しいサーバーにインストールされている
こと、およびサーバーが以下の表内の要件を満たしていることを確認してください。

AvePoint Perimeter エージェントのインストール先
AvePoint Perimeter エージェントは、使用する機能によって異なるマシンにインストールします。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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•

SharePoint ポリシー: AvePoint Perimeter エージェントは SharePoint 環境内の各
SharePoint Web フロントエンド サーバーにインストールされる必要があります。

•

フェデレーション ポリシー: AvePoint Perimeter エージェントは ADFS サーバーまたは A
DFS プロキシ サーバーにインストールされる必要があります。

•

セキュア共有 機能: AvePoint Perimeter エージェントは SharePoint 環境内の各 Sh
arePoint Web フロントエンド サーバーにインストールされる必要があります。(SharePoint
サイト内の AvePoint Perimeter セキュア共有 サイト機能および AvePoint Perimet
er マネージャー内の 仮想ビュー 機能を含む)

•

警報ルール 機能: AvePoint Perimeter エージェントは SharePoint 環境内の各 Sha
rePoint Web フロントエンド サーバーにインストールされる必要があります。
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AvePoint Perimeter エージェント サーバー要件
AvePoint Perimeter エージェントのインストール前に、エージェント サーバーが以下の要件を満たしているこ
とを確認してください。
コンポーネント

要件

オペレーティング システム エディション

推奨: Windows Server 2012 および Windo
ws Server 2012 R2
最低エディション: Windows Server 2008 R2*

使用可能な物理メモリー

推奨: 512 MB 以上
最小容量: 256 MB

使用可能なディスク容量

最小容量: 1 GB

.NET Framework バージョン

.NET Framework 3.5 SP1
Windows Server 2012、Windows 8、それ以
降のオペレーティング システム エディションの場合、.
NET Framework 3.5 SP1 に加え、.NET Fra
mework 4.5 がインストールされている必要があり
ます。

.NET Framework の機能

HTTP アクティブ化および非 HTTP アクティブ化がイ
ンストールされている必要があります。
Windows Server 2012、Windows 8、それ以
降のオペレーティング システム エディションの場合、H
TTP アクティブ化、メッセージ キュー (MSMQ) のア
クティブ化、名前付きパイプのアクティブ化、TCP の
アクティブ化、.NET Framework 4.5 用の TCP
ポート共有などの機能がインストールされている必要
があります。

Windows プロセス アクティブ化サービス

Windows プロセス アクティブ化サービスが開始さ
れ、かつプロセス モデル、.NET 環境、構成 API が
インストールされている必要あります。

Net.Tcp ポート共有サービス

Net.Tcp ポート共有サービスが開始されている必
要があります。

*

注意: AvePoint Perimeter は Windows Server 2008 に対応していますが、Windows Server 2008 R2、

Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 の使用を推奨します。最新バージョンの Windows Serv
er を実行すると、Microsoft から最新のパッチおよびセキュリティ更新を取得することができます。
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AvePoint Perimeter で対応しているエンドユーザー デバイス
AvePoint Perimeter は iOS 8 以降の iPhone / iPod Touch / iPad、Android オペレーティング シ
ステム 4.0 以降のモバイル デバイス、Windows Phone 8.0 で使用可能です。

46

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

対応しているブラウザー
AvePoint Perimeter マネージャー、AvePoint Perimeter 内部ポータル、AvePoint Perimeter 外部
ポータルに対応しているブラウザー バージョンについては、以下のセクションを参照してください。
*

注意: 以下のセクションで一覧表示されているブラウザーについては、最新バージョンの使用を推奨します。

AvePoint Perimeter マネージャーに対応しているブラウザー
AvePoint Perimeter マネージャーに対応しているブラウザーは、以下のとおりです。
ブラウザー

バージョン

Internet Explorer

IE 9 以上

Google Chrome

49.0.2623.112 m 以上

AvePoint Perimeter 内部・外部ポータルに対応しているブラウ
ザー
AvePoint Perimeter 内部・外部ポータルに対応しているブラウザーは、以下のとおりです。
ブラウザー

バージョン

Internet Explorer

IE 9 以上

Google Chrome

49.0.2623.112 m 以上

Mozilla Firefox

44.0.2 以上

Safari

iOS 9 以上にインストールされているバージョン
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47

AvePoint Perimeter 内部・外部ポータルでオンライン
表示可能なファイル タイプ
AvePoint Perimeter 内部・外部ポータルでオンライン表示可能なファイル タイプは、以下の表のとおりです。
ファイル タイプ

ファイル拡張子

Microsoft Word ドキュメント

.doc、.docx

Microsoft Excel ブック

.xls、.xlsx

Microsoft PowerPoint プレゼンテーション

.ppt、.pptx

PDF ファイル

.pdf

Microsoft Project ファイル

.mpp

Microsoft Visio 図面

.vsd、.vsdx

画像

.jpg、.png、.gif、.svg

AutoCAD ファイル*

.dwg

Web ページ

.html、.htm

テキスト ドキュメント

.txt

XML Paper Specification ファイル

.xps

Printer Command Language ドキュメント

.pcl

*

注意: AvePoint Perimeter 内部ポータルおよび外部ポータルでオンライン表示できる .dwg ファイルは、

3D 効果なしの AutoCAD 2004 .dwg のみです。
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AvePoint Perimeter インストール概要
AvePoint Perimeter のインストール手順は、インストールするバージョンのタイプによって異なります。

試用版 AvePoint Perimeter のインストール手順は、購入済み製品のインストール手順と一部異なりま
す。

購入済みバージョンの Perimeter
AvePoint が推奨する方法でインストールを完全に実行するための手順については、以下の説明を参照してく
ださい。
AvePoint Perimeter マネージャーのインストール
*

注意: ネットワーク セキュリティ確保のため、外部ポータルおよびゲートウェイについて Perimeter マ

ネージャー サーバーと異なるサーバーへのインストールを推奨します。
AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイのインストール
リバース プロキシを経由した外部ポータルおよびゲートウェイの発行
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー証明書の確認
*

注意: 外部ポータルおよびゲートウェイ、またはリバース プロキシ (外部ポータルおよびゲートウェイをリ

バース プロキシ経由で発行した場合) サーバー上では、商用証明機関で取得した有効な証明書の
使用を推奨します。
位置情報データベースのインストール (必須ではありません)
AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーのインストール
AvePoint Perimeter エージェントのインストール

試用版の Perimeter
試用版の Perimeter を使用し、お使いの環境に対して Perimeter をインストール・実行 (AvePoint Per
imeter の試用ユーザー) する方法については、以下の説明を参照してください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド
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*

注意: この方法では Perimeter のスピーディーなインストール・実行が可能になりますが、安全性の観点か

ら、AvePoint ではこの方法を推奨しません。
AvePoint Perimeter マネージャーのインストール
*

注意: クイック インストールの場合、外部ポータルおよびゲートウェイを Perimeter マネージャー サー

バーにインストールしてください。
外部ポータルおよびゲートウェイの直接発行
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー証明書の確認
*

注意: クイック インストールの場合、自己署名の証明書を使用してください。

AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーのインストール
AvePoint Perimeter エージェントのインストール

AvePoint Perimeter のインストール ウィザードでは、手順を説明しながら、インストール プロセスを進めま
す。正常なインストールには、ローカル管理者アカウントでインストール ウィザードを実行する必要があります。

AvePoint Perimeter マネージャーのインストール
AvePoint Perimeter マネージャーのインストール前に、AvePoint Perimeter マネージャー サーバー要件
が満たされていること、およびインストール ウィザードを実行するユーザーが、現在のサーバーのローカル Admi
nistrators グループのメンバーであることを確認してください。

AvePoint Perimeter マネージャーは、AvePoint Perimeter 管理システムの展開先となる SharePoin
t ファームと同一 Active Directory ドメインにインストールする必要があります。
*

注意: マネージャー インストールの完了後、AvePoint Perimeter マネージャー インストール ウィザード

を管理コンソールと内部ポータルを含むマネージャーに加え、外部ポータルおよびゲートウェイにも同一 IIS We
b サイト配下のマネージャー サーバーにインストールします。

以下の方法のいずれかを使用して、外部ポータルおよびゲートウェイをインターネット上に発行する必要がありま
す。この共有 IIS Web サイトをインターネット上に発行するか (非推奨)、外部ポータルおよびゲートウェイを別
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のサーバーにインストールし、外部ポータルおよびゲートウェイの IIS Web サイトをインターネット上に発行します
(推奨)。

外部ポータルおよびゲートウェイのインストール・発行の方法については、外部ポータルおよびゲートウェイのインス
トール・発行シナリオ を参照してください。

AvePoint Perimeter マネージャーのインストール方法については、以下の説明を参照してください。
1. マネージャー ZIP ファイルをダウンロードします。パッケージは、デモ バージョンか、弊社営業担当から入
手可能です。
2. パッケージを解凍します。解凍した AvePoint Perimeter マネージャー ディレクトリを開き、Setup.
exe ファイルをダブルクリックします。
3. ようこそ 画面が表示されたら、[マネージャーのインストール] をクリックします。
4. ソフトウェア ライセンス契約 を確認します。契約の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同
意します のチェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。
5. [参照] をクリックしてマネージャーのインストール場所を選択します。既定のインストール場所は C:\P
rogram Files\AvePoint です。[次へ] をクリックします。
6. お使いのシステムが AvePoint Perimeter マネージャー システム要件を満たしているかを確認するた
め、Perimeter は簡単なプレスキャンを実行します。各項目のスキャン結果は 状態 列に表示されま
す。
7. スキャン結果の詳細情報を表示するには、ステータス ハイパーリンクをクリックします。すべての要件の詳
細情報を表示するには、[詳細] をクリックします。
*

注意: 失敗 と表示される場合、インストールを続行することはできません。
•

失敗 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていません。
AvePoint Perimeter マネージャー システム要件を満たすよう、お使いの環境を更新し、
[再スキャン] ボタンをクリックして環境を再度確認する必要があります。

•

警告 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていますが、
推奨条件を満たしていません。警告 が表示されている状態でも、[次へ] をクリックして マネ
ージャー サービス構成 を設定することができます。
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•

合格 と表示される場合: お使いのシステムが AvePoint Perimeter マネージャー システム
要件の推奨条件をすべて満たしてます。[次へ] をクリックして マネージャー サービス構成 を
設定します。

8. マネージャー サービス構成 を設定します。
マネージャー サービス ホスト – 現在のマシンのホスト名、IP アドレス、完全修飾ドメイン名
(FQDN) のいずれかを入力します。
*

注意: マネージャー サービス ホストが入力したホスト名、IP アドレス、FQDN を使用し

て、すべてのエージェント マシンと通信できることを確認してください。
IIS Web サイト設定 – マネージャー サービスの IIS Web サイトを設定します。Perimet
er マネージャーへのアクセスに使用する新しい IIS Web サイトを作成します。
o

新しい IIS Web サイトを作成する – Web サイト名を入力して、マネージャー サ
ービス用の新しい IIS Web サイトを作成します。競合が発生しない限り、Perimet
er マネージャーへのアクセスに使用する既定の Web サイト ポート (16000) を変
更しないでください。
Web サイト ポート – マネージャー サービスの通信ポートです。既定のポートは 16
000 です。
*

注意: インストール完了後にポートを変更した場合、Perimeter マネージャーをイ

ンストールされているサーバーの …\AvePoint\Perimeter\Manager\bin\co
nfig ディレクトリに移動し、AppSettings.Config ファイルの ControlPort 属
性の値と同様の変更を実施、IIS Web サイトを再起動します。上記のアクションを
実行しない場合、Perimeter は正常に機能できません。
アプリケーション プール設定 – マネージャー サービスの Web サイト用 IIS アプリケーション
プールを新規作成します。このアプリケーション プールはマネージャー サービスの Web サイトに
送信された要求を処理する場合に使用されます。
o

新しいアプリケーション プールの作成 – アプリケーション プール名とアプリケーション
プールのアカウント設定を入力して、マネージャー サービスの Web サイト用の新しい
IIS アプリケーション プールを作成します。

[次へ] をクリックして、マネージャー サービスのデータベース設定を構成します。
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9. AvePoint Perimeter マネージャーが対応しているのが MS SQL データベースのみであるため、デ
ータベース タイプ として使用可能なのは MS SQL のみです。
マネージャー構成データベースについて、以下の設定を実行してください。
データベース サーバー – MS SQL Server の名前を入力します。
*

注意: SQL Server が AvePoint Perimeter データベースの SQL Server 要件 を満

たしていることを確認してください。
データベース名 – マネージャー サービスのデータベース名を入力します。データベースが存在
しない場合、上記で入力した MS SQL データベース サーバーに自動的に作成されます。
データベース資格情報 – このデータベースの資格情報を選択します。
Windows 認証 (既定オプション) – Windows を利用してユーザーの ID を確
認する場合、この方法で行います。既定では、このアカウントは現在ログインしている
アカウントではなく、前述の手順で構成したアプリケーション プール アカウントであり、
変更することはできません。そのため、このアカウントで新しいマネージャー構成データベ
ースを格納する SQL Server の dbcreator サーバー ロール、または既存のマネ
ージャー構成データベースの db_owner データベース ロールを持っている必要があ
ります。
SQL 認証 - SQL サーバーはユーザーのアカウントおよびパスワードによってユーザー
の ID を確認します。指定したアカウントで、既存のマネージャー構成データベースの
db_owner データベース ロール、またはマネージャー構成データベースを格納する
SQL Server の dbcreator サーバー ロールを持っている必要があります。
*

注意: インストール後にデータベース資格情報を変更するには、データベース資格情報の更

新 を参照してください。
10. インストールを続行するには、[次へ] をクリックします。前の設定を変更するには、[戻る] をクリックしま
す。すべての設定を保存せずにインストール ウィザードを終了するには、[キャンセル] をクリックします。
11. インストールのプロセスは、インストール進行情報 ページの進行状況バー経由で表示されます。
12. マネージャーのインストールの完了後、位置情報データベースをただちにインストールするかどうかを確認
するポップアップ ウィンドウが表示されます。
•

位置情報データベースをただちにインストールするには、[はい] をクリックし、位置情報データ
ベース設定 ページにアクセスしてインストールを開始します。インストール方法については、位
置情報データベースのインストール (必須ではありません) を参照してください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

53

•

位置情報データベースをインストールせずにマネージャーのインストールを終了するには、[いい
え] をクリックして 完了 ページにアクセスします。

13. 完了 ページで [完了] をクリックしてインストール ウィザードを終了します。

AvePoint Perimeter エージェントのインストール
AvePoint Perimeter エージェントをインストールする前に、以下のことを確認してください。
•

AvePoint Perimeter エージェントのインストール先

•

AvePoint Perimeter エージェント サーバー要件 が満たされていること

•

インストール ウィザードを実行するユーザーが現在のサーバーのローカル Administrators
グループのメンバーであること

•

AvePoint Perimeter マネージャー サービスが実行していること

AvePoint Perimeter エージェントをインストールする方法については、以下の説明を参照してください。
1. エージェント ZIP ファイルをダウンロードします。パッケージ リンクは、デモ バージョンか、弊社営業担当
から入手可能です。
2. このパッケージを解凍します。
3. AvePoint Perimeter エージェント ディレクトリに移動し、Setup.exe ファイルをダブルクリックしま
す。
ようこそ 画面が表示されます。
4. [エージェントのインストール] をクリックします。
5. ソフトウェア ライセンス契約 を確認します。
6. 契約の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します のチェックボックスを選択し、[次へ]
をクリックします。
7. [参照] をクリックします。
8. エージェントのインストール場所を選択します。既定のインストール場所は C:\Program Files\Ave
Point です。[次へ] をクリックします。
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9. すべての項目が AvePoint Perimeter エージェント システム要件を満たしているかどうかを確認する
ため、Perimeter は簡単なプレスキャンを実行します。各項目のスキャン結果は 状態 列に表示され
ます。
スキャン結果の詳細情報を表示するには、ステータス ハイパーリンクをクリックします。すべての要件の詳
細情報を表示するには、[詳細] をクリックします。
*

注意: 失敗 と表示される場合、インストールを続行することはできません。
•

失敗 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていません。
AvePoint Perimeter エージェント システム要件を満たすように更新し、[再スキャン] ボタ
ンをクリックして環境を再度確認する必要があります。

•

警告 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていますが、
推奨条件を満たしていません。警告 と表示される状態でも、[次へ] をクリックして マネージャ
ー サービス構成 を設定することができます。

•

合格 と表示される場合: お使いのシステムが AvePoint Perimeter エージェント システム
要件の推奨条件をすべて満たしています。[次へ] をクリックして 通信構成 を設定します。

10. 上記の要件が満たされていることを確認した後、通信構成 を設定します。
AvePoint Perimeter エージェント ホスト – 現在のサーバーのホスト名、IP アドレス、
完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
AvePoint Perimeter エージェント ポート – ここで入力するポートはマネージャーまたは
他のエージェントとの通信に使用されます。既定のポート番号は 16004 です。
マネージャー サービス ホスト – マネージャー サービスがインストールされているマシンのホスト
名または IP アドレスです。
マネージャー サービス ポート – マネージャー サービスとの通信に必要なポートです。このポー
トはマネージャーの設定中に入力した情報と一致する必要があります。既定のポート番号は
16000 です。
エージェント アカウント – エージェント アクティビティを実行するエージェント アカウントを入力
します。AvePoint Perimeter エージェント アカウントが、本ガイドの AvePoint Perime
ter エージェントの権限要件 セクションに記載されている権限を持っていることを確認してくださ
い。
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11. インストールを開始するには、[次へ] をクリックします。前の設定を変更するには、[戻る] をクリックしま
す。すべての設定を保存せずにインストール ウィザードを終了するには、[キャンセル] をクリックします。
12. インストールの完了後、[完了] をクリックしてインストール ウィザードを終了します。

Perimeter エージェント構成の編集
インストール済みの Perimeter エージェントの設定を編集するには、AvePoint Perimeter エージェント
構成ツール を使用します。

詳細については、以下の説明を参照してください。
構成するエージェントがインストールされているサーバーに移動します。
1. スタート > すべてのプログラム > AvePoint Perimeter に移動します。
2. エージェント フォルダーを開き、AvePoint Perimeter エージェント構成ツール をクリックしてこの
ツールにアクセスします。
3. このツールで希望の エージェント通信 設定を編集します。
設定の構成方法については、AvePoint Perimeter エージェントのインストール を参照してください。
4. 構成の完了後、[OK] をクリックして編集を保存し、ツールを終了します。

AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイのインスト
ール
サーバーで AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイをインストールするには、AvePoint Peri
meter 外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー要件 が満たされていること、およびインストール ウィザードを実
行するユーザーが現在のサーバーのローカル Administrators グループのメンバーであることを確認してくださ
い。

AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイをインストールする方法については、以下の説明を参
照してください。
1. マネージャー ZIP ファイルをダウンロードします。パッケージのリンクは、デモ バージョンか、弊社営業担か
ら入手可能です。
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2. パッケージを解凍します。
3. 解凍した AvePoint Perimeter マネージャー ディレクトリで、Setup.exe ファイルをダブルクリックし
ます。ようこそ 画面が表示されます。
4. [外部ポータルおよびゲートウェイのインストール] をクリックします。
5. ソフトウェア ライセンス契約 を確認します。
6. 契約の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します のチェックボックスを選択し、[次へ]
をクリックします。
7. [参照] をクリックします。
8. 外部ポータルおよびゲートウェイのインストール場所を選択します。既定のインストール場所は C:\Pro
gram Files\AvePoint です。[次へ] をクリックします。
9. お使いのシステムが AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ システム要件を満たして
いることを確認するため、Perimeter は簡単なプレスキャンを実行します。各項目のスキャン結果は
状態 列に表示されます。
スキャン結果の詳細情報を表示するには、ステータス ハイパーリンクをクリックします。すべての要件の詳
細情報を表示するには、[詳細] をクリックします。
*

注意: 失敗 と表示される場合、インストールを続行することはできません。
•

失敗 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていません。
AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ システム要件を満たすように更新
し、[再スキャン] ボタンをクリックして環境を再度確認する必要があります。

•

警告 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていますが、
推奨条件を満たしていません。警告 と表示される状態でも、[次へ] をクリックして ポータルお
よびゲートウェイの構成 を設定することができます。

•

合格 と表示される場合: お使いのシステムが AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲ
ートウェイ システム要件の推奨条件をすべて満たしています。[次へ] をクリックして ポータルお
よびゲートウェイの構成 を設定します。

10. ポータルおよびゲートウェイの構成 を設定します。
ポータルおよびゲートウェイのホスト – 現在のマシンのホスト名、IP アドレス、完全修飾ドメ
イン名 (FQDN) のいずれかを入力します。
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*

注意: 外部ポータルおよびゲートウェイ ホストが入力したホスト名、IP アドレス、FQDN を使

用してすべてのエージェント マシンと通信できることを確認してください。
IIS Web サイト設定 – AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイの IIS W
eb サイトを設定します。AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイへのアクセス
に使用する新しい IIS Web サイトを作成します。
新しい IIS Web サイトを作成する – Web サイト名を入力して、外部ポータルお
よびゲートウェイ用の新しい IIS Web サイトを作成します。競合が発生しない限り、
外部ポータルおよびゲートウェイへのアクセスに使用する既定の Web サイト ポート
(16003) を変更しないでください。
Web サイト ポート – 外部ポータルおよびゲートウェイの通信ポートを入力します。
既定のポートは 16003 です。
*

注意: インストール完了後にポートを変更する場合: Perimeter 外部ポータルお

よびゲートウェイをインストールされているサーバーの …\AvePoint\Perimeter\M
anager\bin\config ディレクトリに移動し、AppSettings.Config ファイルの
ControlPort 属性の値と同様の変更を実施、IIS Web サイトを再起動します。
上記のアクションを実行しない場合、Perimeter は正常に機能できません。
アプリケーション プール設定 – 外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイト用 IIS アプリ
ケーション プールを新規作成します。アプリケーション プールは外部ポータルおよびゲートウェイ
の Web サイトに送信された要求を処理する場合に使用されます。
o

新しいアプリケーション プールの作成 – 外部ポータルおよびゲートウェイの Web サ
イト用に作成する新しい IIS アプリケーション プールの名前を入力します。

o

アプリケーション プール アカウント – 新しいアプリケーション プールの作成に使用す
るアカウントのユーザー名およびパスワードを入力します。

[次へ] をクリックして外部ポータルおよびゲートウェイのデータベース設定を構成します。
11. AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイの正常な実行を確保するため、ポータルが P
erimeter マネージャー用に構成されたマネージャー構成データベースに接続していることを確認してく
ださい。
AvePoint Perimeter マネージャーが対応しているのが MS SQL データベースのみであるため、デ
ータベース タイプ として使用可能であるのは MS SQL のみです。
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外部ポータルおよびゲートウェイをマネージャー構成データベースに接続するには、以下を設定してくださ
い。
データベース サーバー – Perimeter マネージャーによって使用されているマネージャー構成
データベースを含む MS SQL Server を入力します。
データベース名 – Perimeter マネージャーによって使用されているマネージャー構成データベ
ースのデータベース名を入力します。
データベース資格情報 – このマネージャー構成データベースの資格情報を選択します。
Windows 認証 (既定オプション) – Windows を利用してユーザーの ID を確
認する場合、この方法で行います。既定では、このアカウントは前述の手順で構成さ
れたアプリケーション プール アカウントであり、変更することはできません。そのため、こ
のアカウント上で指定したマネージャー構成データベースの db_owner データベー
ス ロールを持っている必要があります。
SQL 認証 - SQL サーバーはユーザーのアカウントおよびパスワードによってユーザー
の ID を確認します。このアカウント上で指定したマネージャー構成データベースの d
b_owner データベース ロールを持っている必要があります。
*

注意: インストール後にデータベース資格情報を変更するには、データベース資格情報の更

新 を参照してください。
12. インストールを続行するには、[次へ] をクリックします。前の設定を変更するには、[戻る] をクリックしま
す。すべての設定を保存せずにインストール ウィザードを終了するには、[キャンセル] をクリックします。
インストールのプロセスは、インストール進行状況 ページの進行状況バー経由で表示されます。
13. インストールの完了後、[完了] をクリックしてインストール ウィザードを終了します。
*

注意: インストールの完了後、外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーが SMTP サーバーを使用してメール

を外部ユーザーに中継できることを確認してください。

外部ポータルおよびゲートウェイの適用・発行
すべてのユーザーがインターネット経由で AvePoint Perimeter 外部ポータルにアクセスできること、および Av
ePoint Perimeter モバイル アプリがゲートウェイ経由で AvePoint Perimeter マネージャーと通信できるこ
とを確保するため、外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイトをインターネット上に発行する必要がありま
す。
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外部ポータルおよびゲートウェイを発行する方法は、直接発行とリバース プロキシを経由した発行の 2 種類あ
ります。セキュリティ確保のため、外部ポータルおよびゲートウェイをリバース プロキシ経由で発行することを推奨
します。

外部ポータルおよびゲートウェイの直接発行
外部ポータルおよびゲートウェイを直接インターネット上で発行するためには、ルーターでパブリック URL と内部
URL 間のポート マッピングを構成します。

ルーターがすべての要求をパブリック URL に転送することで、ユーザーがパブリック URL を使用して外部ポータ
ルおよびゲートウェイにアクセスすることができます。

リバース プロキシを経由した外部ポータルおよびゲートウェイの発行
外部ポータルおよびゲートウェイをリバース プロキシ経由で発行するには、パブリック URL にマッピングすること、
かつ要求をパブリック URL からバックエンド外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーに転送できるリバース プロ
キシ サーバーが必要です。

この手順の詳細については、リバース プロキシ経由した外部ポータルおよびゲートウェイの発行 を参照してくださ
い。

位置情報データベースのインストール (必須ではありません)
AvePoint Perimeter 位置情報データベース インストール ウィザード を使用して、新しい位置情報デ
ータベースを作成するか、既存の空のデータベースに必要な位置情報を追加することで位置情報データベース
をインストールすることができます。

位置情報データベースをインストールする前に、AvePoint Perimeter 位置情報データベース サーバーとイン
ストール ウィザード システム要件 が満たされていること、およびインストール ウィザードを実行するユーザーが 位
置情報データベースの権限要件 で要求される権限を持っていることを確認してください。
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AvePoint Perimeter 位置情報データベースをインストールする方法については、以下の説明を参照してくだ
さい。
1. マネージャー ZIP ファイルをダウンロードします。パッケージのリンクは、デモ バージョンか、弊社営業担
当に連絡して入手してください。
2. パッケージを解凍します。
3. 解凍した AvePoint Perimeter マネージャー ディレクトリで、Setup.exe ファイルをダブルクリックし
ます。ようこそ 画面が表示されます。
4. [位置情報データベースのインストール] をクリックします。
5. ソフトウェア ライセンス契約 を確認します。
6. 契約の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します のチェックボックスを選択し、[次へ]
をクリックします。
7. [参照] をクリックします。
8. 位置情報データベースの対象 SQL Server へのインストールに使用するファイルの保存先を選択しま
す。既定の保存先は C:\Program Files\AvePoint です。[次へ] をクリックします。
9. お使いのシステムが AvePoint Perimeter 位置情報データベース インストール ウィザード システム
要件を満たしているかどうかを確認するため、Perimeter は簡単なプレスキャンを実行します。各項目
のスキャン結果は 状態 列に表示されます。
スキャン結果の詳細情報を表示するには、ステータス ハイパーリンクをクリックします。すべての要件の詳
細情報を表示するには、[詳細] をクリックします。
*

注意: 失敗 と表示される場合、インストールを続行することはできません。
•

失敗 と表示される場合、お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていません。
AvePoint Perimeter マネージャー位置情報データベース サーバー システム要件を満たす
よう、お使いの環境を更新し、[再スキャン] ボタンをクリックして環境を再度確認する必要が
あります。

•

警告 と表示される場合、お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていますが、
推奨条件を満たしていません。警告 と表示される状態でも、[次へ] をクリックして ゲートウェ
イの構成 を設定することができます。
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•

合格 と表示される場合: お使いのシステムが AvePoint Perimeter 位置情報データベー
ス インストール ウィザード システム要件の推奨条件をすべて満たしています。[次へ] をクリッ
クして、位置情報データベースのデータベースを設定します。

10. AvePoint Perimeter マネージャーが対応しているのが MS SQL データベースのみであるため、デ
ータベース タイプ として使用可能なのは MS SQL のみです。位置情報データベースについて、以
下の設定を実行してください。
データベース サーバー – MS SQL Server の名前を入力します。
*

注意: SQL Server が AvePoint Perimeter データベースの SQL Server 要件 を満

たしていることを確認してください。
データベース名 – 上で入力した MS SQL データベース サーバーで作成する新しい位置情
報データベースまたは位置情報を追加する空の位置情報データベースの名前を入力します。
データベース資格情報 – この位置情報データベースの資格情報を選択します。
o

Windows 認証 (既定オプション) – Windows を利用してユーザーの ID を確
認する場合、この方法で行います。既定では、このアカウントはインストール ウィザード
を実行するアカウントであり、変更することはできません。そのため、このアカウントは新
しい位置情報データベースを格納する SQL Server の dbcreator サーバー ロー
ル、または既存の位置情報データベースの db_owner データベース ロールを持っ
ている必要があります。

o

SQL 認証 -SQL サーバーはユーザーのアカウントおよびパスワードによってユーザー
の ID を確認します。指定したアカウントは、既存の空の位置情報データベースの d
b_owner データベース ロール、または新しい位置情報データベースを格納する S
QL Server の dbcreator サーバー ロールを持っている必要があります。

11. インストールを続行するには、[次へ] をクリックします。前の設定を変更するには、[戻る] をクリックしま
す。すべての設定を保存せずにインストール ウィザードを終了するには、[キャンセル] をクリックします。
インストールのプロセスは、インストール進行情報 ページの進行状況バー経由で表示されます。
12. インストールの完了後、[完了] をクリックし、インストール ウィザードを終了します。
13. 位置情報データベースのインストール後、メンテナンス ジョブを実行してデータベースのサイズを縮小しま
す。この手順に関するガイドラインについては、SQL Server データベース管理者に連絡してください。
データベースの圧縮の詳細情報については、Microsoft の TechNet 記事 データベースの圧縮 を
参照してください。
62

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーのインストール
AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーをインストールするには、AvePoint Perimeter WOPI ホス
ト サーバー システム要件 が満たされていること、およびインストール ウィザードを実行するユーザーが現在のサ
ーバーのローカル Administrators グループのメンバーであることを確認してください。
*

注意: WOPI ホスト サーバーに対して負荷分散を設定する場合は、WOPI ホストが Office Online を使

用するように設定されている必要があります。
AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーをインストールする方法については、以下の説明を参照してく
ださい。
1. マネージャー ZIP ファイルをダウンロードします。パッケージのリンクは、デモ バージョンか、弊社営業担
当に連絡して入手してください。
2. パッケージを解凍します。
3. 解凍した AvePoint Perimeter マネージャー ディレクトリで、Setup.exe ファイルをダブルクリックし
ます。ようこそ 画面が表示されます。
4. [WOPI ホスト サーバーのインストール] をクリックします。
5. ソフトウェア ライセンス契約 を確認します。
6. ライセンス契約の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します チェックボックスを選択し、
[次へ] をクリックします。
7. [参照] をクリックします。
8. WOPI ホスト サーバーのインストール場所を選択します。既定のインストール場所は C:\Program
Files\AvePoint です。[次へ] をクリックします。
9. お使いのシステムが AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバー システム要件を満たしているかど
うかを確認するため、Perimeter は簡単なプレスキャンを実行します。各項目のスキャン結果は 状態
列に表示されます。
スキャン結果の詳細情報を表示するには、ステータス ハイパーリンクをクリックします。すべての要件の詳
細情報を表示するには、[詳細] をクリックします。
*

注意: 失敗 と表示される場合、インストールを続行することはできません。
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•

失敗 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていません。
AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバー システム要件を満たすよう、お使いの環境を
更新し、[再スキャン] ボタンをクリックして環境を再度確認する必要があります。

•

警告 と表示される場合: お使いのシステムが該当する項目の最低要件を満たしていますが、
推奨条件を満たしていません。警告 と表示される場合でも、[次へ] をクリックして WOPI ホ
スト サーバーの構成 を設定することができます。

•

合格 と表示される場合: お使いのシステムが AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバ
ー システム要件の推奨条件をすべて満たしています。[次へ] をクリックして WOPI ホスト サ
ーバーの構成 を設定します。

10. WOPI ホスト サーバーの構成 を設定します。
WOPI ホスト サーバー ホスト – 現在のマシンのホスト名、IP アドレス、完全修飾ドメイン
名 (FQDN) のいずれかを入力します。
*

注意: WOPI ホスト サーバー ホストが入力したホスト名、IP アドレス、FQDN を使用して

すべてのエージェント マシンと通信できることを確認してください。
IIS Web サイト設定 – AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーの IIS Web サ
イトを設定の設定を構成します。AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーへのアクセ
スに使用される新しい IIS Web サイトを作成します。
新しい IIS Web サイトを作成する – Web サイト名を入力して、WOPI ホスト
サーバー用の新しい IIS Web サイトを作成します。競合が発生しない限り、WOPI
ホスト サーバーへのアクセスに使用される既定の Web サイト ポート (16005) を
変更しないでください。
Web サイト ポート – WOPI ホスト サーバーの通信ポートを入力します。既定のポ
ートは 16005 です。
*

注意: インストールの完了後にポートを変更する場合、Perimeter WOPI ホスト

サーバーがインストールされているサーバーの …\AvePoint\Perimeter\Manag
er\bin\config ディレクトリに移動し、AppSettings.Config ファイルの Cont
rolPort 属性をポートと同じ値に変更して、IIS Web サイトを再起動します。上記
のアクションを実行しない場合、Perimeter は正常に機能しません。
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アプリケーション プール設定 – WOPI ホストサーバーの Web サイト用 IIS アプリケーショ
ン プールを新規作成します。アプリケーション プールは WOPI ホスト サーバーの Web サイト
に送信された要求を処理するために使用されます。
o

新しいアプリケーション プールの作成– アプリケーション プール名を入力して、WOP
I ホスト サーバーの Web サイトに対して新しい IIS アプリケーション プールを作成し
ます。

o

アプリケーション プール アカウント – 新しいアプリケーション プールの作成に使用さ
れるアカウントのユーザー名およびパスワードを入力します。

[次へ] をクリックして、WOPI ホスト サーバーのデータベース設定を構成します。
11. WOPI ホスト サーバーの正常な実行を確保するため、WOPI ホスト サーバーが Perimeter マネー
ジャーに対して構成したマネージャー構成データベースに接続していることを確認する必要があります。
AvePoint Perimeter マネージャー構成データベースが対応しているのが MS SQL データベースの
みであるため、データベース タイプ には MS SQL が既定で入力されています。
WOPI ホスト サーバーをマネージャー構成データベースに接続するには、以下の設定を実行してくださ
い。
データベース サーバー – Perimeter マネージャーに使用されるマネージャー構成データベー
スを含む MS SQL Server を入力します。
データベース名 – Perimeter マネージャーに使用されるマネージャー構成データベースのデ
ータベース名を入力します。
データベース証明書 – このマネージャー構成データベースの証明書を選択します。
Windows 認証 (既定オプション) – Windows を利用してユーザーに対する認
証を実行する場合は、この方法で行います。既定では、このアカウントは前述の手順
で入力したアプリケーション プール アカウントであり、変更することはできません。そのた
め、このアカウントは上で指定したマネージャー構成データベースの db_owner デー
タベース ロールを持っている必要があります。
SQL 認証 - SQL サーバーはユーザーのアカウントおよびパスワードによってユーザー
の ID を確認します。このアカウントが上で指定したマネージャー構成データベースの
db_owner データベース ロールを持っている必要があります。
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12. インストールを実行するには、[次へ] をクリックします。以前の設定を変更するには、[戻る] をクリック
します。すべての設定を保存せずにインストール ウィザードを終了するには、[キャンセル] をクリックしま
す。インストールのプロセスは、インストール進行情報ページの進行状況バーで表示されます。
13. インストールの完了後、[完了] をクリックしてインストール ウィザードを終了します。
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特定ポートのロック解除ためのファイアウォール セットアップ
ファイアウォールではネットワーク トラフィックが監視・制限されます。以下のポートに対して例外的に接続を許可します。
ソース

接続先

ポート

コメント

プロトコル

方向

管理コンソール

Perimeter マネー

16000

管理コンソールを Web ブラウザーに接続

TCP

双方向

ジャー / 内部ポータ

します

ル サーバー
外部ユーザー

Office Web App

443

OWA サーバーへの HTTP 接続

TCP

単方向

16003

Perimeter ゲートウェイへの HTTP 接

TCP

単方向

WOPI ホスト サーバーのインストール中に TCP

単方向

サーバー
外部ユーザー

Perimeter 外部ポ
ータル サーバー

続 / リバース プロキシ経由の HTTP 接
続

Office Web App

Perimeter WOPI

16005

サーバー

ホスト サーバー

Perimeter 外部

Active Directory

構成によって

ポータル サーバー

ドメイン コントローラ

異なります

Perimeter 外部

SMTP/Exchange

587

SMTP ポート (既定のポート: 587)

TCP

単方向

ポータル サーバー

サーバー

Perimeter 外部

共有ファイルの場所

445

SMB ポート (既定のポート: 445)

TCP

単方向

Perimeter 外部

Perimeter エージ

16004

Perimeter エージェントのインストール中

TCP

単方向

ポータル サーバー

ェントがインストール

にカスタマイズ可能

されている ShareP

*

oint Web フロント

ePoint Web フロントエンド サーバーを

エンド サーバー

分離した場合、このポートは使用されませ

SharePoint Web アプリケーション ポー

Http/htt

単方向

ps

カスタマイズ可能
Active Directory ポート

TCP/UD

単方向

P

ポータル サーバー

注意: 外部ポータル サーバーから Shar

ん。 詳細については、SharePoint W
eb フロントエンド サーバーの Perimeter
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー
からの分離 を参照してください。
Perimeter 外部

SharePoint Web

80/443

ポータル サーバー

フロントエンド サーバ

ト (既定のポート: 80/443)

ー

*

注意: 外部ポータル サーバーから Shar

ePoint Web フロントエンド サーバーを

ソース

接続先

ポート

コメント

プロトコル

方向

TCP

双方向

分離した場合、このポートは使用できませ
ん。詳細については、SharePoint Web
フロントエンド サーバーの Perimeter 外
部ポータルおよびゲートウェイ サーバーから
の分離 を参照してください。
Perimeter 外部

Perimeter マネー

16000

外部ポータル サーバーはこのポートを使

ポータル サーバー

ジャー / 内部ポータ

用。マネージャー / 内部ポータル サーバ

ル サーバー

ーに接続してデータをチェックし、ShareP
oint からファイルをダウンロード可能

Perimeter 外部

SQL Server

1433

SQL ポート (既定のポート: 1433)

TCP

単方向

Perimeter マネー

Apple Push Noti

2195

AvePoint Perimeter マネージャーが

TCP

単方向

ジャー / 内部ポー

fication Service

Apple Push Notification Service

タル サーバー

(APNS)

(APNS) 経由でリアルタイムなプッシュ通

外部 (Apple)

知を iOS デバイスに送信。マネージャーの

TCP

単方向

TCP/UD

単方向

ポータル サーバー

インストール後、マネージャー サーバーのフ
ァイアウォールを構成し、APNS トラフィック
のファイアウォール通過を許可する必要が
あります。
Perimeter マネー

Google Cloud M

5228、522

GCM は特定の IP アドレスを提供しない

ジャー / 内部ポー

essaging (GCM)

9、5230、4

ため、ファイアウォールは、すべての IP アド

43

レス (Google の 15169 ASN でリスト

タル サーバー

された IP ブロックを含む) への送信接続
に同意する必要があります。
TCP ポート: 5228、5229、5230。GC
M は通常 5228 のみを使用しますが、5
229 および 5230 を使用する場合もあ
ります。
ポート 5228-5230 がファイアウォールに
ブロックされる場合、最新バージョンの An
droid ではポート 443 を使用します。
Perimeter マネー

Active Directory

構成によって

ジャー / 内部ポー

ドメイン コントローラ

異なります

Active Directory ポート

P

タル サーバー
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ソース

接続先

ポート

コメント

プロトコル

方向

Perimeter マネー

SQL Server

1433

SQL ポート (既定のポート: 1433)

TCP

単方向

Perimeter マネー

SMTP/Exchange

587

SMTP ポート (既定のポート: 587)

TCP

単方向

ジャー / 内部ポー

サーバー
16005

WOPI ホスト サーバーのインストールで

TCP

単方向

TCP

単方向

TCP

単方向

TCP

単方向

TCP

単方向

ジャー / 内部ポー
タル サーバー

タル サーバー
Perimeter マネー

Perimeter WOPI

ジャー / 内部ポー

ホスト サーバー

構成。WOPI ホスト サーバーへの接続テ

タル サーバー

ストおよび診断ログ ファイルの収集に必要
となります。

Perimeter マネー

Perimeter 外部ポ

ジャー / 内部ポー

ータル サーバー

16003

ポータル サーバーへの接続テストおよび診

タル サーバー
Perimeter マネー

外部ポータルのインストールで構成。外部
断ログ ファイルの収集に必要となります。

共有ファイルの場所

445

Perimeter マネージャーが、共有ファイル

ジャー / 内部ポー

の場所を確認するために使用する SMB

タル サーバー

ポート

Perimeter マネー

SharePoint Web

ジャー / 内部ポー

フロントエンド サーバ

タル サーバー

ー

Perimeter マネー

Perimeter エージ

ジャー / 内部ポー

ェントがインストール

タル サーバー

されている ShareP

80/443

SharePoint Web アプリケーション ポー
ト

16004

Perimeter マネージャーは Perimeter
エージェントと通信

oint Web フロント
エンド サーバー
Perimeter WOP

SQL Server

1433

SQL ポート (既定のポート: 1433)

TCP

単方向

Perimeter WOP

SMTP/Exchange

587

SMTP ポート (既定のポート: 587)

TCP

単方向

I ホスト サーバー

サーバー

Perimeter WOP

SharePoint Web

80/443

SharePoint Web アプリケーション ポー

TCP

単方向

I ホスト サーバー

フロントエンド サーバ

TCP

単方向

I ホスト サーバー

ト (既定のポート: 80/443)

ー
Perimeter WOP

共有ファイルの場所

I ホスト サーバー

445

WOPI ホスト サーバーが、共有ファイルの
場所にアクセスするために使用する SMB
ポート
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ソース

接続先

ポート

コメント

プロトコル

方向

Perimeter WOP

Perimeter エージ

16004

Perimeter エージェントのインストール中

TCP

単方向

I ホスト サーバー

ェントがインストール

TCP

単方向

にカスタマイズ可能

されている ShareP
oint Web フロント
エンド サーバー
Perimeter エージ

Perimeter マネー

ェントがインストール

ジャー / 内部ポータ

されている Share

ル サーバー

16000

Perimeter エージェントは Perimeter
マネージャーに返信

Point Web フロン
トエンド サーバー
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外部ポータルと SAP Jam グループの統合の構成
AvePoint からは XML ファイルが提供されており、SAP Jam グループ所有者は OpenSocial ガジェットでこ
のファイルを使用して統合を可能にすることができます。XML ファイルの URL の形式は http://[ExternalP
ortal:port]/portal/home/SAPJAMXML です。

すべての Perimeter コンポーネントのインストール後に、構成ファイルに移動し、お使いの外部ポータル ホスト
名およびポート番号を使用して URL を更新する必要があります。

構成ファイル で URL を更新する方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter 外部ポータルがインストールされているサーバーの …\AvePoint\Perimeter\Gatew
ayPortal\files ディレクトリに移動します。
PerimeterList.xml ファイルをメモ帳で開きます。
このファイルの action = 'https://externalPortalHost:Port/Portal/Home/Assign
Index’ 属性を確認し、この属性の値を外部ポータル ホスト名およびポート番号に変更します。
変更を保存し、ファイルを閉じます。

データベース資格情報の更新
Perimeter マネージャー データベース / 外部ポータルおよびゲートウェイに対してアクセス資格情報を更新す
る方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー / 外部ポータルおよびゲートウェイがインストールされているサーバーで コマン
ド プロンプト を検索します。
[コマンド プロンプト] を右クリックし、ドロップダウン リストから 管理者として実行 を選択します。
Perimeter マネージャー サーバー / 外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーのインストール パス配
下の bin フォルダー内の PerimeterManagerPostInstall.exe ファイルの完全パスを入力し
ます。
s を入力し、Enter キーを押してアクセス情報を表示します。

PerimeterManagerPostInstall.exe c false “username” を入力します。usernam
e を今後使用するユーザー名に置き換えます。メッセージに従ってユーザーのパスワードを入力します。
*

注意: Windows 認証を使用してデータベースにアクセスするには、PerimeterManagerPost

Install.exe c true を入力します。
完了後に コマンド プロンプト ウィンドウを閉じます。

SharePoint Web フロントエンド サーバーの Perimeter 外部
ポータルおよびゲートウェイ サーバーからの分離
Perimeter エージェントがインストールされている SharePoint Web フロントエンド サーバーを Perimeter
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーから分離し、Perimeter マネージャー・内部ポータル サーバーを使用
して SharePoint Web フロントエンド サーバーと通信する方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイがインストールされているサーバーで …\AvePoint\Peri
meter\GatewayPortal\bin\Config ディレクトリに移動します。
AppSettings.config ファイルを検索して、メモ帳で開きます。
<Appsettings></appsettings> ノードに <add key=”IsolateExPortalSP” valu
e=”true”/> ノードを追加します。
設定を保存して、ファイルを閉じます。
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーで IIS サービスを再起動します。
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AvePoint Perimeter の更新
お使いの Perimeter システムを Perimeter 1.9 に更新するには、更新ソリューション ツール経由で Perim
eter マネージャー、ゲートウェイ、ポータル、エージェントを更新する必要があります。

更新ソリューション ツールを使用すると、Perimeter を最新のバージョンに直接に更新することができます。この
ツールは更新パッチ AvePoint_Perimeter_1.0_SP9.zip で提供されています。

*

注意: マネージャー、外部ポータルおよびゲートウェイ、WOPI ホスト サーバーのインストール完了後に AveP

oint Perimeter の IIS Web サイト名またはアプリケーション プール名を変更した場合、更新プロセスの開
始前に特定の構成ファイルで情報を編集する必要があります。詳細については、更新を開始する前 を参照し
てください。
AvePoint Perimeter Pro を購入し、かつセキュア共有ソリューションを使用している場合、以下の Perime
ter コンポーネントを更新した後に AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ソリューションの更新 を参照して
ください。

更新を開始する前に
インストール完了後に Perimeter マネージャー、外部ポータルおよびゲートウェイ、WOPI ホスト サーバーの I
IS Web サイト名またはアプリケーション プール名を変更した場合、PerimeterManagerPostInstall.
Config ファイルで同じ変更を実行する必要があります。

変更しない場合、更新が失敗する可能性があります。
インストール後の情報を確認・編集する方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー サーバー、外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー、WOPI ホスト サーバ
ーのインストール パス配下の bin フォルダーに移動します。既定のマネージャー インストール パスは
…\AvePoint\Perimeter\Manager、既定の外部ポータルおよびゲートウェイ インストール パスは
…\AvePoint\Perimeter\GatewayPortal、既定の WOPI ホスト サーバー インストール パス
は …\AvePoint\Perimeter\WopiServer です。
PerimeterManagerPostInstall.Config ファイルを検索して、メモ帳で開きます
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WebSiteName 属性および AppPoolName 属性の値を確認・編集し、これらの値が IIS マ
ネージャーに一覧表示されている Web サイト名およびアプリケーション プール名と同じであることを確
認します。
変更を保存して、ファイルを閉じます。

Perimeter 更新ソリューションを使用した AvePoint Perimete
r マネージャー・エージェント コンポーネントの更新
このセクションでは、更新ソリューション ツールを使用して Perimeter マネージャーおよびエージェント コンポーネ
ントを更新する方法について説明します。

このツールを使用するためには、AvePoint Perimeter マネージャー サーバーでツールを実行する必要があり
ます。さらに、このツールを実行するユーザーは、Perimeter マネージャー サーバーのローカル Administrat
ors グループのメンバーである必要があります。

Perimeter 更新ソリューションの起動
Perimeter 更新ソリューションは Perimeter 更新パッケージに含まれています。

Perimeter 更新ソリューションを起動する方法については、以下の説明を参照してください。
AvePoint_Perimeter_1.0_SP9.zip ファイルをダウンロードします。ダウンロードのリンクについ
ては、弊社営業担当へお問い合わせください。
ダウンロードした AvePoint_Perimeter_1.0_SP9.zip ファイルを、更新する Perimeter シス
テムの AvePoint Perimeter マネージャー サーバーまたは AvePoint Perimeter 外部ポータルお
よびゲートウェイ サーバーにコピーします。
AvePoint_Perimeter_1.0_SP9.zip フォルダーを解凍します。
解凍した AvePoint_Perimeter_1.0_SP9.zip フォルダーを開き、RunUpgrade.bat ファ
イルをダブルクリックして Perimeter 更新ソリューションを開始します。AvePoint Perimeter 更新
用の 必要条件プレスキャン 画面が表示され、必要条件プレスキャン が自動的に開始します。
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必要条件プレスキャン の詳細については、次のセクション 必要条件プレスキャンの実行 を参照してく
ださい。

必要条件プレスキャンの実行
必要条件プレスキャン 画面では、お使いの環境を Perimeter 更新ソリューションが自動的にスキャンし、以
下の必要条件を満たしているかどうかを確認します。
•

Net.Tcp ポート共有サービスが実行中です – 表示中、AvePoint Perimeter サービス
が更新中にポートを通信用に共有できることを確保しています。

•

AvePoint Perimeter マネージャー サービスが実行中であるかどうかを確認しています
– 表示中、AvePoint Perimeter マネージャー サービスが AvePoint Perimeter マネー
ジャー サーバーで実行中であることを確保しています。

•

AvePoint Perimeter マネージャー サービスのアダプターがインストールされているかど
うかを確認しています – 表示中、AvePoint Perimeter マネージャー サービス アダプター
が現在のサーバーにインストールされていることを確保しています。Perimeter 更新ソリューシ
ョンはこのアダプターを使用して AvePoint Perimeter マネージャー サービスから情報を取
得します。

失敗 と表示される場合、次の手順に進むことはできません。お使いの環境を更新し、[スキャンの再試行] を
クリックして再度スキャンしてください。
すべての項目に 合格 と表示されてから、[続行] をクリックすると、このガイドの次のセクションに進みます。

サービス接続の構成
サービス ホストを構成し、ローカル ホストを更新するサービスに接続します。

詳細については、以下の説明を参照してください。
•

ローカル ホスト – 更新を実行しているサーバーのローカル ホスト名または IP アドレスを確認
します。

•

サービス ホスト – 更新中のサービスが所属するサーバーのホスト名または IP アドレスを確認
します。

•

サービス ポート – このサービスへの接続用ポート番号を確認します。
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[続行] をクリックします。詳細については、以下のセクションを参照してください。

更新設定の構成
更新設定 画面で、Perimeter 更新ソリューションの全体設定を表示・カスタマイズすることができます。
更新設定 にアクセスするには、Perimeter 更新ソリューション画面右上の設定 (

) ボタンをクリックします。

更新設定 画面で、以下の設定を表示することができます。
•

パッチのストレージ場所 – ローカル システムからインポートされた更新バッチを保存する場所
です。既定のパスは、ローカル システム上に存在する解凍されたフォルダー配下の …\Patch
Manager\PatchFolder ディレクトリです。

•

更新ポート – 更新プロセスの実行中に Perimeter サービス ホスト サーバーとの通信に使
用するポートです。既定の更新ポートは 14007 です。

既定の 更新設定 を使用するか、以下の手順でこれらの 更新設定 をカスタマイズすることができます。
パッチのストレージ場所 – ローカル システムからインポートされた更新パッチを保存する場所を選択し
ます。詳細については、以下の説明を参照してください。
[参照] ボタンをクリックします。フォルダーの参照 ウィンドウが表示されます。
希望のフォルダーを選択して [OK] をクリックします。
*

注意: 現在のログオン ユーザーが、選択したフォルダーの 書き込み 権限を持っていることを

確認してください。。
更新ポート – 更新プロセスの実行中、更新ポート テキスト ボックスに Perimeter サービス ホスト
サーバーとの通信用ポートを入力し、[テスト] をクリックして入力したポートが使用可能であるかどうか
を確認します。
[保存] をクリックして設定を保存します。

サービスの更新
アップグレード 画面では、更新バッチを Perimeter サービス ホスト サーバーにインストールするウィザードが提
供されています。
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アップグレード ウィザードを使用してサービスを更新する方法については、以下の説明を参照してください。
アップグレード ウィザードにアクセスするには、AvePoint Perimeter ホームページで [アップグレ
ード] をクリックするか、リボン上で [アップグレード] をクリックします。
ステップ 1: パッチの選択 画面で、サーバーから更新パッチをインポートし、AvePoint Perimeter
更新用の更新バッチを選択します。
[バッチのインポート] をクリックします。ファイルを開く ウィンドウが表示されます。
希望の更新バッチを選択して [開く] をクリックします。Perimeter 更新ソリューションで、選
択した更新バッチを 更新設定 画面で設定した パッチのストレージ場所 にインポートしま
す。選択したバッチのインポート後、表示画面で バッチ名、タイプ、バージョン、サイズ、最終
インストール日時 など、インポートしたバッチの詳細情報を表示することができます。
o

更新バッチのインストール経由で更新できる製品バージョンを表示するためには、表
示画面でバッチを選択し、リボン上で [サポートされているバージョン] をクリックしま
す。選択した更新バッチに対応している製品バージョンが一覧表示されているポップア
ップ ウィンドウが表示されます。

o

ローカル システムからインポート済みの更新バッチを削除するには、表示画面でバッチ
を選択し、リボン上で [パッチの削除] をクリックします。元のファイルおよび パッチの
ストレージ場所 に保存されている該当のファイルが同時に削除されます。

表示画面で AvePoint Perimeter の更新に使用する更新バッチを選択します。
[次へ] をクリックします。
ステップ 2: サービスの選択 画面で、すべての AvePoint Perimeter のインストール済みサービス
のサービス ホスト アドレス、サービス ポート、現在のバージョン、サービス タイプ、サービス状態、前述の
手順で選択した更新バッチのインストール状態などの情報が表示画面に表示されます。
*

注意: 選択したサービスが開始していること、および選択したサービスの現在のバージョンが前の手順

で選択した更新バッチの サポートされているバージョン に含まれていることを確認する必要がありま
す。
表示画面で更新するサービスを選択して [次へ] をクリックします。マネージャー コンポーネント (マネー
ジャー、外部ポータルとゲートウェイ、WOPI ホスト サーバー) およびエージェントを選択してサービス
を同時に更新することができます。
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ステップ 3: 概要 画面で、ステップ 1: パッチの選択 で選択した更新バッチおよび ステップ 2: サー
ビスの選択 で選択したサービスが表示画面に表示されます。選択した更新項目を確認し、[インスト
ール] をクリックしてインストールを開始します。
*

注意: 更新バッチのインストール後にサービス ホストで IIS サービスを再起動する必要がある場合、

インストールの完了後にただちに再起動するか、後に手動で再起動するかを確認するポップアップ メッ
セージが表示されます。
ステップ 4: インストールの進行状況 画面で、インストールの進行状況が進行状況バー経由で表示
されます。表示画面では、各サービス ホストのインストール進行状況を表示することができます。
特定のサービス ホストのインストール進行状況の詳細を表示するには、該当するサービス ホストの ア
クション 列で [詳細の表示] をクリックします。
[次へ] をクリックします。
インストール完了 ページで、以下の操作のいずれかを実行します。
•

この Perimeter 更新ソリューションを終了するには、[完了] をクリックします。

•

アップグレード ウィザードを使用して他のサービスを更新するには、[アップグレードを続行す
る] をクリックして アップグレード ウィザードの ステップ 1: パッチの選択 画面に移動します。

•

AvePoint Perimeter ホームページに移動するには、[AvePoint Perimeter に移動
する] をクリックします。

更新履歴の表示
AvePoint Perimeter の更新用パッチ のインストールまたはインストール試行を実行すると、履歴の表示 画
面で AvePoint Perimeter の更新履歴、およびインポートされた更新バッチのインストール履歴を表示する
ことができます。
履歴の表示 にアクセスするには、AvePoint Perimeter ホームページで [履歴の表示] をクリックするか、
リボン上で [履歴の表示] をクリックします。履歴の表示 画面には 2 種類のタブが存在します。
•

バッチ – インストールまたはインストール試行が実行されたすべてのバッチのパッチ名、タイプ、
バージョン、サイズ、最終インストール日時などの情報が表示されています。特定のバッチのイン
ストール履歴を表示する方法については、更新バッチのインストール履歴の表示 を参照してく
ださい。

78

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

•

サービス – 更新または更新試行が実行されたすべてのサービスのサービス ホスト、サービス タ
イプ、サービス状態、更新日時などの情報が表示されています。特定のサービスの更新履歴を
表示する方法については、サービスの更新履歴の表示 を参照してください。

更新バッチのインストール履歴の表示
特定の更新バッチのインストール履歴を表示する方法については、以下の説明を参照してください。
バッチ タブをクリックします。
バッチ タブで、インストール履歴を表示する更新バッチを選択し、アクション 列内の [履歴の表示] を
クリックします。選択したバッチの インストール履歴 画面が表示されます。
インストール履歴 画面に、このパッチのインストールまたはインストール試行が実行されたすべてのサー
ビスのサービス ホスト、サービス タイプ、インストール状態、インストール日時などの情報が表示されてい
ます。特定のサービスで選択したバッチのインストール進行状況の詳細を表示するには、希望のサービ
スを選択して アクション 列内の [詳細の表示] をクリックします。選択したパッチの選択したサービスへ
のインストールの詳細を示している 詳細の表示 画面が表示されます。

サービスの更新履歴の表示
特定のサービスの更新履歴を表示する方法については、以下の説明を参照してください。
サービス タブをクリックします。
サービス タブで、更新履歴を表示するサービスを選択し、アクション 列内の [履歴の表示] をクリック
します。選択したサービスの サービスの更新履歴 画面が表示されます。
サービスの更新履歴 画面には、こちらでインストールまたはインストールの試行が実行されたすべての
バッチのバッチ名、バッチ バージョン、インストール状態、インストール日時などの情報が表示されていま
す。特定の更新バッチでのインストールによる更新について、履歴詳細を表示するには、希望のバッチ
を選択して アクション 列内の [詳細の表示] をクリックします。選択したパッチ内で、特定のサービス
でのインストールに関する詳細を示す 詳細の表示 画面が表示されます。

AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ソリューションの更新
お使いの SharePoint ファームに AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ソリューションが既に展開されて
いる場合、展開済みのソリューションをファームから削除して新しい AvePoint Perimeter ソリューションを展
開する必要があります。
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SharePoint ファーム内の AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ソリューションを更新するには、展開済
みのソリューションを削除して新バージョンのソリューションを展開します。

詳細については、以下の説明を参照してください。
SharePoint ファームの サーバーの全体管理 画面から、システム設定 > ファーム ソリューションの
管理 に移動して ソリューション管理 画面にアクセスします。
ソリューションのリンクをクリックすると、ソリューションのプロパティ ページが表示されます。
[ソリューションの取り消し] をクリックして、ファームからソリューションを取り消します。ソリューションの
取り消し ページが表示されます。
[OK] をクリックして ソリューション管理 ページに戻ります。
ソリューションの状態が 未展開 になった後、ソリューションのリンクをクリックします。ソリューションのプロ
パティ ページが表示されます。
[ソリューションの削除] をクリックし、ウィンドウで [OK] をクリックして SharePoint ファームからソリュ
ーションを削除します。削除されたソリューションは ソリューション管理 ページに表示されなくなります。
Perimeter の新しい AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ソリューションを SharePoint ファー
ムに展開します。詳細については、AvePoint Perimeter セキュア共有機能の展開・アクティブ化 を
参照してください。
AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ソリューションが Perimeter 1.9 に更新された後、Shar
ePoint ファーム内で以前展開された セキュア共有 機能経由で共有されたファイルのデータを更新
し、これらのファイルが Perimeter 1.9 で正常にアクセス・管理可能であることを確認します。セキュア
共有機能で共有されたファイルのデータを更新する場合は、Perimeter マネージャー > 構成 > タ
イマー ジョブ定義 で Secure share maintenance タイマー ジョブを手動で実行します。タイマ
ー ジョブの手動実行の詳細については、タイマー ジョブ定義の監視 を参照してください。
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AvePoint Perimeter 管理コンソールへの初回ログイ
ン
AvePoint Perimeter マネージャーへのアクセスに利用するブラウザーが AvePoint Perimeter マネージャ
ーに対応しているブラウザー に含まれていることを確認してください。

AvePoint Perimeter マネージャーの アカウント マネージャー では、複数の管理者アカウントを構成するこ
とができます。AvePoint Perimeter マネージャーに初めてログインする際に、以下の Built-in 管理者アカウ
ント資格情報を使用してください。。
•

ログイン ID: admin

•

パスワード: admin

既定では、Built-in 管理者アカウントが Perimeter 管理コンソールにおいて セキュア共有コントロール アク
セス許可レベルを持っています。

Perimeter 管理コンソールの ログイン ページでは、ログイン情報を記憶する オプションを選択し、お使いのロ
グイン資格情報を管理コンソールに記憶させることができます。これにより、特定の期間内にログイン資格情報
を提供する必要がなく、管理コンソールに自動ログインすることができます。

この機能の有効化には、AppSettings.config ファイル内の設定を構成します。この機能を有効にして期
間をカスタマイズする方法については、自動サインインためのログイン資格情報の記憶 を参照してください。
*

注意: お使いの Perimeter 環境が Perimeter 1.7 以前のバージョンから更新された場合、既存の Peri

meter 管理者の権限は前バージョンのものを引き継ぎます。

パスワードの変更
AvePoint Perimeter はセキュリティ製品であるため、製品試用版を利用しているか、または正式版をインス
トールするかに関わらず、初回ログイン時にパスワードを変更することが強く推奨されます。
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アカウント設定を編集してパスワードを変更する方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー GUI にログインすると、Perimeter 画面の右上に現在のログオン ユーザー
が表示されます。現在のユーザー名をクリックすると、ドロップダウン リストが表示されます。リストから
[個人設定] をクリックして 個人設定 ページに移動します。
個人設定 画面に、現在のログオン ユーザーの詳細情報および所属する管理グループが表示されま
す。リボン上で [編集] をクリックします。
パスワードの設定 フィールドで、パスワードを変更する オプションを選択します。ユーザーがパスワード
を変更する権限を持っていない場合、パスワード フィールドがグレーアウトされます。現在のパスワード
を入力し、新規パスワード を入力して新規パスワードを確認します。
完了後、[保存] をクリックして変更を保存し、個人設定 ページを終了します。

自動サインインためのログイン資格情報の記憶
既定では、Perimeter 管理コンソール ログイン ページで ログイン情報を記憶する オプションを選択すると、
お使いのアカウント名のみが記憶されます。

Perimeter 管理コンソールに対してログイン資格情報 (ユーザー名およびパスワード) の記憶を許可し、ユー
ザーが特定の期間内に管理コンソールに自動ログインすることを可能にするには、以下の説明を参照してくださ
い。
Perimeter マネージャーがインストールされているサーバーの …\AvePoint\Perimeter\Manage
r\bin\Config ディレクトリに移動します。
AppSettings.config ファイルを検索して、メモ帳で開きます。
<Appsettings></appsettings> ノードに <add key=“keepMeSignIn” value=
“true”/> ノードを追加します。値が true に設定されている場合、ログイン情報を記憶する オプ
ションを選択すると、管理コンソールがお使いのログイン資格情報を記憶し、通常 8 時間はサインイン
の状態を保持することができます。
サインイン状態の保持期間を変更するには、<add key=“keepMeSignInHours” value=
“8”/> ノードを検索します。value 属性に整数を入力します。期間の単位は 時間 です。
構成を保存して、ファイルを閉じます。
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AvePoint Perimeter 管理コンソールでの構成の概要
Perimeter 管理コンソールにPerimeter 管理者としてログインした後、Perimeter 全体設定の構成 を開
始するか、別の管理者アカウントを管理コンソールに追加し、これらのアカウントに特定のアクセス許可レベルを
付与することで管理コンソールでのアクティビティを制御することができます。

AvePoint Perimeter で提供されている既定のアクセス許可レベルは、フル コントロール および セキュア共
有コントロール の 2 種類のみです。既定では、Built-in 管理者アカウントに セキュア共有コントロール アク
セス許可レベルが付与されています。セキュア共有コントロール アクセス許可レベルを持っているユーザーがアク
セスできるのは、Perimeter の基本設定および セキュア共有 関連の構成のみです。フル コントロール アクセ
ス許可レベルを持っているユーザーは Perimeter 管理コンソールのすべての設定にアクセスできます。

管理者アカウントおよびアクセス許可レベルを管理する方法については、管理アカウントの構成 を参照してくだ
さい。
Perimeter 管理コンソールの ホーム ページには、セキュア共有の使用に必要なすべての基本設定およびこの
機能の使用を強化する構成が一覧表示されています。

セキュア共有機能の展開・使用の概要については、Perimeter セキュア共有 Pro 機能の構成、SharePoi
nt サイトへのアクセスをコントロール・監視する方法については、SharePoint サイトに対するコンテンツ アクセ
ス コントロールの構成 を参照してください。

Perimeter 全体設定の構成
Perimeter を使用するには、以下の基本設定を構成する必要があります。
全般設定の構成
通知設定の構成
Windows Phone ログの場所の構成 (必須ではありません)
Perimeter において Bing マップ経由で位置情報サービスを使用する場合、Bing マップ キーを要
求して構成します。詳細については、Bing® マップ キーの適用 を参照してください。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

83

Perimeter セキュア共有 Pro 機能の構成
Perimeter 全体設定の構成 後、AvePoint Perimeter Pro セキュア共有 および 仮想ビュー 機能を構
成します。

詳細については、以下の説明を参照してください。リンクをクリックして該当するセクションに移動し、詳細を確認
することができます。
組織の内部ユーザーが、SharePoint サイト内の AvePoint Perimeter セキュア共有 機能経
由でファイルを他のユーザーに共有する方法については、以下の説明を参照してください。
SharePoint 2016 ファームでの AvePoint Perimeter セキュア共有ソリューションの展
開、SharePoint 2013 ファームでの AvePoint Perimeter セキュア共有ソリューションの
展開、SharePoint 2010 ファームでの AvePoint Perimeter セキュア共有ソリューション
の展開
AvePoint Perimeter セキュア共有機能のアクティブ化
設定を構成してセキュア共有機能を管理するには、以下のアクションを実行してください。
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•

システム資格情報の構成

•

共有ファイルの場所の構成

•

Office Web Apps サーバーの設定の構成

•

セキュア共有コントロール ポリシーの構成

•

SharePoint 権限による付与可能なアクセス許可レベルの

•

ウォーターマークの設定の構成

•

セキュア共有のコンテンツ アクセス コントロールの構成

•

セキュア共有のオプションとカスタマイズの構成

•

共有者を差出人としたセキュア共有通知メールの送信

•

更新通知の有効化
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•

外部ポータルでのロックされた共有ファイルの通知メールを送信するしきい値のカスタマイズ

•

共有先でないユーザーの外部ポータルへのサインアップの許可

•

CONFIG ファイルを使用したセキュア共有の既定有効期間の定義

•

ワンタイム アクセス パスコードを送信する最小間隔の定義

•

外部ユーザー パスワード ポリシーの構成

AvePoint Perimeter セキュア共有 機能経由で共有されたすべてのファイルを表示・管理するに
は、Perimeter マネージャーで 共有ファイルの管理 機能を使用します。詳細については、共有ファイ
ルの管理 を参照してください。
AvePoint Perimeter マネージャーで 仮想ビュー 機能を使用し、定義済み条件に基づいて Shar
ePoint ファイルをユーザー グループに共有するには、以下の設定を構成してください。
ユーザー アクセス グループの管理
ファイルの一括共有ための仮想ビューの構成
仮想ビューのユーザー アクセス グループとの共有

SharePoint サイトに対するコンテンツ アクセス コントロールの構成
Perimeter 全体設定の構成 後、お使いの SharePoint 環境でコンテンツ アクセス コントロールを展開しま
す。

詳細については、以下の説明を参照してください。文中のリンクをクリックすると該当するセクションに移動し、詳
細を確認することができます。
先にモバイル デバイスをこの AvePoint Perimeter 管理システムに登録します。これにより、お使い
の環境下でのモバイル デバイス アクセスの管理、およびコンテンツ アクセス コントロール機能の構成を
実行することができます。詳細については、個別のデバイス登録要求の送信 を参照してください。
すべてのデバイスからのお使いの環境へのコンテンツ アクセスをコントロールする方法については、以下の
説明を参照してください。
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*

注意: コンテンツ アクセス ポリシー 機能の項目を構成する際に 場所の種類 および 場所 条件を

使用するためには、手順 d を実行する前に手順 a、b、c の設定を構成してください。
位置情報データベース接続の構成 (必須ではありません)
場所グループの構成 (必須ではありません)
場所の構成 (必須ではありません)
*

注意: 特定のユーザー / デバイスに対してコンテンツ アクセス ポリシーを設定するには、この

手順でデバイスを登録する必要があります。デバイスの登録の情報については、デバイスの登
録 セクションを参照してください。
コンテンツ アクセス ポリシーの構成
SharePoint サイトを発行し、定義済み条件に基づいて登録されたデバイス経由で SharePoint
サイトへセキュア アクセスするためには、以下の設定を構成してください。
デバイス グループの管理
登録済みデバイスに対するサイト アクセス権限の構成
警報ルールを利用して、お使いの環境におけるエンドユーザーのアクティビティおよび位置を監視するた
めには、以下の設定を構成してください。
*

注意: SharePoint 監査イベントと同じ定義を使用してユーザー アクティビティを監視する ドキュメ

ント アクティビティ 警報ルールを使用するためには、手順 d を実行する前に手順 a、b、c の設定を
構成してください。これらのアクティビティの詳細については、警報ルールのタイプ を参照してください。
Web アプリケーション / サイト コレクション レベルでのドキュメント アクティビティ ルールのため
の SharePoint 監査設定の構成 (必須ではありません)
ドキュメント アクティビティ ルールの監査データの取得 (必須ではありません)
ドキュメント アクティビティ コレクションの構成 (必須ではありません)
警報ルールの構成・適用
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AvePoint Perimeter セキュア共有機能の展開・アク
ティブ化
AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を使用する前に、お使いの SharePoint ファームで AvePoi
ntPerimeterSecureShare.wsp ソリューションを展開する必要があります。

SharePoint ファームで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を展開してアクティブ化する方法につ
いては、以下のセクションを参照してください。

SharePoint 2016 ファームでの AvePoint Perimeter セキュ
ア共有ソリューションの展開
お使いの SharePoint 2016 ファームで AvePointPeirmeterSecureShare2016.wsp ソリューシ
ョンを展開する方法については、以下の説明を参照してください。
AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp ソリューションの展開先となる SharePoint
ファームの Web フロントエンド サーバーであるエージェント サーバーに、ローカル コンピューターのローカ
ル Administrators グループのメンバーおよびお使いの SharePoint ファームの ファーム管理者
のメンバーとしてログインします。
スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2016 Products に移動します。
SharePoint 2016 管理シェル を右クリックして、管理者として実行 を選択します。
Administrator: SharePoint 2016 管理シェル コマンド ライン画面で、以下のコマンドを入
力して実行します。
add-spsolution

LiteralPath パラメーターに AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp ファイルのパス
を入力し、Enter キーを押して AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp ソリューショ
ンの SharePoint ファームへのインストールを開始します。
AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp ソリューション ファイルは、Perimeter エージ
ェント インストール パス配下の \bin\SecureShare\2016 フォルダーに保存されます。既定のパス
は …\Program Files\AvePoint\Perimeter\Agent\bin\SecureShare\2016\AvePoi
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ntPerimeterSecureShare2016.wsp です。
コマンドの実行が正常に完了すると、AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp ソリュー
ションはお使いの SharePoint にインストールされます。
AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp がお使いの SharePoint ファームにインスト
ールされていることを確認するためには、SharePoint から SharePoint 2016 サーバーの全体管
理 > システム設定 > ファーム ソリューションの管理 に移動して ソリューション管理 ページにアクセ
スします。ソリューション管理 ページに avepointperimetersecureshare2016.wsp が表
示されています。
お使いの SharePoint ファームで avepointperimetersecureshare2016.wsp ソリューシ
ョンを展開するためには、[avepointperimetersecureshare2016.wsp] ソリューションをクリ
ックして ソリューションのプロパティ ページにアクセスします。
[ソリューションの展開] をクリックすると、ソリューションの展開 ページが表示されます。
展開する時刻 フィールドで 今すぐ実行 を選択します。
展開先 フィールドでドロップダウン リストから すべてのコンテンツ Web アプリケーション を選択しま
す。
[OK] をクリックして、ソリューションの展開を開始します。
完了後、ソリューション管理 ページで avepointperimetersecureshare2016.wsp ソリューションの
状態 は 展開済み になり、展開先 列にこのファーム内のすべてのコンテンツ Web アプリケーションが表示され
ます。

SharePoint 2013 ファームでの AvePoint Perimeter セキュ
ア共有ソリューションの展開
お使いの SharePoint 2013 ファームには、SharePoint 2013 エクスペリエンス バージョンまたは ShareP
oint 2010 エクスペリエンス バージョンのサイト コレクションが存在する可能性があります。

SharePoint 2013 エクスペリエンス バージョンのサイト コレクションのみでセキュア共有機能を使用する場合
は、以下の手順に従って AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションを展開します。
AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションの展開先となる SharePoint ファーム
の Web フロントエンド サーバーであるエージェント サーバーに、ローカル コンピューターのローカル Ad
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ministrators グループのメンバーおよびお使いの SharePoint ファームの ファーム管理者 のメン
バーとしてログインします。
スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2013 Products に移動します。
SharePoint 2013 管理シェル を右クリックして、管理者として実行 を選択します。
管理者: SharePoint 2013 管理シェル コマンド ライン画面で、以下のコマンドを入力して実行し
ます。
add-spsolution

LiteralPath パラメーターに AvePointPerimeterSecureShare.wsp ファイルのパスを入力
し、Enter キーを押して AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションの ShareP
oint ファームへのインストールを開始します。
AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューション ファイルは、Perimeter エージェント
インストール パス配下の \bin\SecureShare\2013 フォルダーに保存されます。既定のパスは …
\Program Files\AvePoint\Perimeter\Agent\bin\SecureShare\2013\AvePointPe
rimeterSecureShare.wsp です。

図 2: 管理者: SharePoint 2013 管理シェル コマンド ライン 画面

完了後、AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションはお使いの SharePoint に
インストールされます。
AvePointPerimeterSecureShare.wsp がお使いの SharePoint ファームにインストールさ
れていることを確認するためには、SharePoint から SharePoint 2013 サーバーの全体管理 >
システム設定 > ファーム ソリューションの管理 に移動して ソリューション管理 ページにアクセスしま
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す。ソリューション管理 ページに avepointperimetersecureshare.wsp が表示されていま
す。
お使いの SharePoint ファームで avepointperimetersecureshare.wsp ソリューションを展
開するためには、[avepointperimetersecureshare.wsp] ソリューションをクリックして ソリュ
ーションのプロパティ ページにアクセスします。
[ソリューションの展開] をクリックすると、ソリューションの展開 ページが表示されます。
展開する時刻 フィールドで 今すぐ実行 を選択します。
展開先 フィールドでドロップダウン リストから すべてのコンテンツ Web アプリケーション を選択しま
す。
[OK] をクリックして、ソリューションの展開を開始します。
完了後、ソリューション管理 ページで avepointperimetersecureshare.wsp ソリューション
の 状態 は 展開済み になり、展開先 列にこのファーム内のすべてのコンテンツ Web アプリケーション
が表示されます。
*

注意: SharePoint 2013 ファームで SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョン サイト コレクションま

たは SharePoint 2013 エクスペリエンス バージョン サイト コレクションのセキュア共有機能を使用するために
は、以下の手順に従ってソリューションをインストールして展開する必要があります。
AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションの展開先となる SharePoint ファーム
の Web フロントエンド サーバーであるエージェント サーバーに、ローカル コンピューターのローカル Ad
ministrators グループのメンバーおよびお使いの SharePoint ファームの ファーム管理者 のメン
バーとしてログインします。
スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2013 Products に移動します。
SharePoint 2013 管理シェル を右クリックして、管理者として実行 を選択します。
管理者: SharePoint 2013 管理シェル コマンド ライン画面で、get-spsolution を入力して En
ter キーを押します。AvePointPerimeterSecureShare.wsp の SolutionId 列からソリュ
ーション ID をコピーします。
以下のコマンドを入力します。
Install-SPSolution –Identity “SolutionId” –AllWebApplications –GACDeployment –Comp
atibilityLevel {14,15}
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*

注意: Identity パラメーターに手順 4 でコピーした AvePointPerimeterSecureShare.w

sp ソリューションの SolutionId を入力してください。
完了後、AvePointPerimeterSecureShare.wsp ソリューションはお使いの SharePoint 2
013 ファームにインストールされ、SharePoint 2010 または SharePoint 2013 エクスペリエンス
バージョンのサイト コレクションを含むすべての Web アプリケーションに展開されます。
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SharePoint 2010 ファームでの AvePoint Perimeter セキュ
ア共有ソリューションの展開
お使いの SharePoint 2010 ファームで AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp ソリューショ
ンを展開する方法については、以下の説明を参照してください。
AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp ソリューションの展開先となる SharePoint
ファームの Web フロントエンド サーバーであるエージェント サーバーに、ローカル コンピューターのローカ
ル Administrators グループのメンバーおよびお使いの SharePoint ファームの ファーム管理者
のメンバーとしてログインします。
スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2010 Products に移動します。
SharePoint 2010 管理シェル を右クリックして、管理者として実行 を選択します。
Administrator: SharePoint 2010 管理シェル コマンド ライン画面で、以下のコマンドを入
力して実行します。
add-spsolution

LiteralPath パラメーターに AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp ファイルのパス
を入力し、Enter キーを押して AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp ソリューショ
ンの SharePoint ファームへのインストールを開始します。
AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp ソリューションファイルは、Perimeter エージ
ェント インストール パス配下の \bin\SecureShare\2010 フォルダーに保存されます。既定のパス
は …\Program Files\AvePoint\Perimeter\Agent\bin\SecureShare\2010\AvePoi
ntPerimeterSecureShare2010.wsp です。
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図 3: Administrator: SharePoint 2010 管理シェル コマンド ライン画面

完了後、AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp ソリューションがお使いの ShareP
oint にインストールされます。
AvePointPerimeterSecureShare2010.wsp がお使いの SharePoint ファームにインスト
ールされていることを確認するためには、SharePoint で SharePoint 2010 サーバーの全体管
理 > システム設定 > ファーム ソリューションの管理 に移動して ソリューション管理 ページにアクセ
スします。ソリューション管理 ページに avepointperimetersecureshare2010.wsp が表
示されています。
お使いの SharePoint ファームで avepointperimetersecureshare2010.wsp ソリューシ
ョンを展開するためには、[avepointperimetersecureshare2010.wsp] ソリューションをクリ
ックして ソリューションのプロパティ ページにアクセスします。
[ソリューションの展開] をクリックすると、ソリューションの展開 ページが表示されます。
展開する時刻 フィールドで 今すぐ実行 を選択します。
展開先 フィールドでドロップダウン リストから すべてのコンテンツ Web アプリケーション を選択しま
す。
[OK] をクリックして、ソリューションの展開を開始します。
完了後、ソリューション管理 ページで avepointperimetersecureshare2010.wsp ソリュ
ーションの 状態 は 展開済み になり、展開先 列にこのファーム内のすべてのコンテンツ Web アプリケ
ーションが表示されます。
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AvePoint Perimeter セキュア共有機能のアクティブ化
AvePointPerimeterSecureShare2016.wsp (SharePoint 2016 の場合)、AvePointPeri
meterSecureShare.wsp (SharePoint 2013 の場合)、 avepointperimetersecureshare
2010.wsp (SharePoint 2010 の場合) が Web アプリケーションに展開された後、AvePoint Perim
eter セキュア共有 機能は Web アプリケーション内の各サイトに追加されます。

SharePoint サイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化するためには、以下の方
法いずれかを使用してください。
•

単一のサイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブにする方法につい
ては、サイト設定での AvePoint Perimeter セキュア共有機能のアクティブ化 を参照してく
ださい。

•

サイト コレクション内のすべてのサイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を一
括でアクティブにする方法については、SharePoint 管理シェル コマンド ラインを使用した Av
ePoint Perimeter セキュア共有機能のアクティブ化 を参照してください。

*

注意: お使いの SharePoint ファーム内の Active Directory ドメインに所属していないユーザーが ADFS

認証を使用してサイトにログインできる場合、AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を使用して、この
機能がアクティブ化しているサイトからファイルを共有することもできます。
これらのユーザーに対し、AvePoint Perimeter セキュア共有 機能の正常な使用を確保するため、サイト
で AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化する前に、所属する Active Directory ドメ
インのドメイン コントローラから Perimeter システムへユーザーを同期する必要があります。ユーザーの同期に
は、Active Directory ユーザーを同期する 機能を使用することができます。
詳細については、Active Directory ユーザーの同期 を参照してください。

サイト設定での AvePoint Perimeter セキュア共有機能のアクティブ化
サイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化する方法については、以下の説明を参
照してください。
AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化するサイトにアクセスします。SharePoin
t 2010 から、サイトの操作 > サイトの設定 > サイト機能の管理 の順に移動します。SharePoi
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nt 2013 および SharePoint 2016 では、設定アイコン (

) > サイトの設定 > サイト機能の

管理 の順に移動します。
AvePoint Perimeter セキュア共有 機能の隣にある [アクティブ化] をクリックして、サイトに対し
て該当の機能を有効にします。
完了後、状態 列に機能の状態が アクティブ と表示されます。
[OK] をクリックして変更を保存します。

SharePoint 管理シェル コマンド ラインを使用した AvePoint Perimete
r セキュア共有機能のアクティブ化
サイト コレクション内のすべてのサイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を一括でアクティブ化す
るためには、SharePoint 管理シェルを使用します。

詳細については、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化するサイトを含む Web フロントエンド サ
ーバーに、ローカル Administrators グループのメンバーとしてログインします。
スタート > すべてのプログラム > Microsoft SharePoint 2016 Products/Microsoft S
harePoint 2013 Products/Microsoft SharePoint 2010 Products に移動します。
SharePoint 2016 管理シェル / SharePoint 2013 管理シェル / SharePoint 2010
管理シェル を右クリックし、管理者として実行 を選択します。Administrator: SharePoint 2
016 管理シェル / 管理者: SharePoint 2013 管理シェル / Administrator: SharePoi
nt 2010 管理シェル コマンド ライン画面が表示されます。
以下のコマンドを入力し、各子サイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化
するサイトコレクションの URL を取得し、Enter キーを押します。
$sites = Get-SPSite [https://WebApplcationURL/*] -limit all | select url
[https://WebApplcationURL/*]

は希望のサイト コレクション URL のフィルターに使用されます。この場

合、コマンドは Web アプリケーション内のすべてのサイト コレクションの URL を取得するために使用さ
れます。
$sites

を入力し、Enter キーを押して手順 4 のコマンドによって作成された URL を表示します。
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以下のコマンドのいずれかを入力して Enter キーを押すと、手順 5 に表示されたサイト コレクション
内の各サイトで AvePoint Perimeter セキュア共有 機能がアクティブ化されます。
•

SharePoint 2013 または SharePoint 2016 で AvePoint Perimeter セキュア共
有 機能をアクティブ化するためには、foreach ($site in $sites) {enable-spfeature -identi
ty "AvePointPerimeter_ES" -url $site.url}

•

を入力して Enter キーを押します。

SharePoint 2010 で AvePoint Perimeter セキュア共有 機能をアクティブ化するた
めには、foreach ($site in $sites) {enable-spfeature -identity "AvePointPerimeter20
10_ES2010" -url $site.url}

を入力して Enter キーを押します。

完了後、AvePoint Perimeter セキュア共有 機能は手順 4 のコマンドによって取得されたサイ
ト コレクション内の各サイトでアクティブ化されます。

図 4: SharePoint 管理シェル コマンド ラインを使用した AvePoint Perimeter セキュア共有機
能のアクティブ化
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ダッシュボード画面
管理システムの概要に関する詳細な表示には、ダッシュボード に移動して すべてのアクセス ログ、内部ユー
ザーの前回の場所、各プラットフォームのアクセス ログ (過去 7 日間)、すべての内部デバイス、外部ユー
ザーの前回の場所、すべての外部デバイス のグラフを表示することができます。

セキュア共有コントロール アクセス許可レベルのみを持っているユーザーは、ダッシュボード 画面にアクセスする
ことはできません。

すべてのアクセス ログの表示
すべてのアクセス ログ グラフは、日単位、週単位、月単位ですべてのログイン セッションを表示します。X 軸が
日 / 週 / 月、Y 軸が日単位 / 週単位 / 月単位のログイン セッション数を表示します。前へ (
たは次へ (

) ボタンま

) ボタンをクリックし、ページに前の期間または次の期間のデータを表示することができます。

内部ユーザーの前回の場所の表示
内部ユーザーの前回の場所 棒グラフは、すべての内部ユーザーについて、前回使用した場所の散布図を表
示します。Y 軸が場所名、X 軸が該当する場所のユーザー数を表示します。

各プラットフォームのアクセス ログ (過去 7 日間) の表示
各プラットフォームのアクセス ログ (過去 7 日間) 棒グラフは、過去 7 日間内にログイン セッションで使用さ
れたデバイスのプラットフォーム配布を表示します。X 軸がプラットフォーム名、Y 軸が該当するプラットフォームの
セッション数を表示します。

すべての内部デバイスの表示
すべての内部デバイス 円環グラフは、内部ユーザーの個人用デバイスおよび仕事用デバイスを含め、すべての
登録された内部デバイスについてプラットフォーム配布を表示します。

円環グラフは異なる色で構成されています。各色はそれぞれのプラットフォーム タイプに該当しています。カーソル
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を各部分に移動して、該当するプラットフォームに登録されたデバイス数および割合を表示するか、各部分をク
リックして、該当するプラットフォームに登録されたデバイスの詳細情報を表示することができます。

外部ユーザーの前回の場所の表示
外部ユーザーの前回の場所 棒グラフは、すべての外部ユーザーについて、前回使用した場所の散布図を表
示します。Y 軸が場所名、X 軸が該当する場所のユーザー数を表示します。

すべての外部デバイスの表示
すべての外部デバイス 円環グラフは、すべての登録された外部ユーザーのデバイスについて、プラットフォーム配
布を表示します。

円環グラフは異なる色で構成されています。各色はそれぞれのプラットフォーム タイプに該当しています。カーソル
を各部分に移動し、該当するプラットフォームに登録されたデバイス数および割合を表示するか、各部分をクリッ
クし、該当するプラットフォームに登録されたデバイスの詳細情報を表示することができます。
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構成メニュー
AvePoint Perimeter の 構成 メニューでは、AvePoint Perimeter プラットフォーム全体に影響する構成
をカスタマイズすることができます。

この画面では、システム設定、管理アカウント、アプリケーション設定、モニター、セキュア共有、Windows
Phone ログ を構成することができます。

システム設定の構成
システム設定 には、エージェント モニター、位置情報データベース、ライセンス マネージャー が含まれていま
す。

お使いの Perimeter エージェントおよびライセンスを表示・管理する方法については、以下のセクションを参照
してください。

エージェント モニターの使用
エージェント モニター へのアクセスには、構成 メニューに移動し、システム設定 配下の [エージェント モニタ
ー] をクリックします。エージェント モニター には、現在の AvePoint Perimeter マネージャー サービスに登
録されている AvePoint Perimeter エージェントのリストが表示されています。

以下の方法を使用して、エージェントの表示方式をカスタマイズすることができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。[列の管理] をクリックしてドロップダウン リストから列名の隣のチェックボックスを選択後、
[OK] をクリックして選択した列をリストに表示します。選択可能な列は以下のとおりです。
o

エージェント名 - 登録された各エージェントのホスト名です。

o

状態 - 登録された各エージェントの状態です。

o

エージェント ホスト - Perimeter エージェントのインストール中に構成されたホスト
名 / IP アドレスです。

o

バージョン - 登録された各エージェントの AvePoint Perimeter バージョンです。
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•

o

ファーム名 - エージェントが存在するファームの名前です。

o

最終登録日時 - エージェントの最終登録日時です。

列のフィルター - エージェント 状態 によってリストに表示するエージェントをフィルターします。
状態 列の列名をクリックして状態値の隣のチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するエージェントをリストに表示します。

•

列を並べ替える ( ) – エージェントを並べ替えるには、エージェント名、ファーム名、最終登
録日時 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

エージェント名の左側のチェックボックスを選択後、エージェント名の右側のメニューを開く (

) ボタンをクリックし

て実行するアクションを選択するか、リボン上で該当するボタンをクリックします。
•

構成 - エージェントを選択すると選択可能になります。リボン上で [構成] をクリックして 構成
画面にアクセスします。エージェント用の SharePoint アカウントを構成することができます。
o

SharePoint アカウント – Perimeter エージェントが Perimeter に SharePoi
nt へのアクセスおよびコントロールを提供する場合に使用するアカウントです。
▪

既定の SharePoint アカウント はエージェントのインストール中に構成さ
れたエージェント アカウントです。

▪

Perimeter エージェントに対して新しい SharePoint アカウントを構成する
には、該当するテキスト ボックスに希望のアカウントの ユーザー名 および パ
スワード を入力します。ここで構成するアカウントは、本ガイド内の AvePoi
nt Perimeter エージェントの権限要件 セクションのエージェント アカウント
の必要権限を持っている必要があります。

[検証テスト] をクリックし、入力した値が有効であるかどうかを確認し、[保存] をクリ
ックして構成を保存します。
•

再起動 – リボン上で [再起動] をクリックすると、選択した Perimeter エージェントが再起
動されます。この機能は、データ転送スピードが遅い場合または実行中のジョブハングになる場
合に有効です。

•

削除 – エージェントが非アクティブである場合、[削除] をクリックしてエージェントをこの Peri
meter 管理システムから削除します。削除されたエージェントは、Perimeter によって使用さ
れなくなります。この操作では、エージェントをアンインストールしないよう注意してください。削除
されたエージェントをマネージャーに再接続するには、AvePoint Perimeter エージェント
構成 ツールを使用してください。
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位置情報データベース接続の構成
位置情報データベース へのアクセスには、構成 メニューに移動し、システム設定 配下の [位置情報データベ
ース] をクリックします。位置情報データベース では、Perimeter マネージャーの位置情報データベースを構
成することができます。
Perimeter マネージャーを位置情報データベースに接続すると、Bing マップなどの外部リソースから取得され
たデータに依存せずに、地理および行政境界データに基づいて場所グループを特定することができます。地理お
よび行政境界データに基づいて場所グループを構成する方法については、地域グループの新規追加 を参照し
てください。
Perimeter マネージャーを使用可能な位置情報データベースに接続する方法については、以下の説明を参
照してください。
1. データベース設定 セクションで設定を構成します。
データベース タイプ – AvePoint Perimeter マネージャーが対応しているのが MS SQL
のみであるため、データベース タイプ として使用可能なのは MS SQL のみです。
データベース サーバー – 接続する位置情報データベースを含む MS SQL Server 名を入
力します。
データベース名 – 接続する位置情報データベースのデータベース名を入力します。
2. データベース資格情報 – この位置情報データベースへのアクセス用の資格情報を選択します。
•

Windows 認証 (既定オプション) – Windows を使用してユーザーの ID を確認する場
合、この方法を使用します。既定では、このアカウントが Perimeter マネージャー サーバーの
現在のログオン アカウントであり、変更することはできません。そのため、このアカウントは以前の
セクションで入力した位置情報データベースの db_owner データベース ロールを持っている
必要があります。

•

SQL 認証 - SQL サーバーはユーザーのアカウントおよびパスワードによってユーザーの ID を
確認します。このアカウントは以前のセクションで入力した位置情報データベースの db_own
er データベース ロールを持っている必要があります。

3. [検証テスト] をクリックし、入力した情報が有効であるかどうかを確認します。[保存] をクリックして構
成を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにページを終了します。
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IP ロケーション データベースの構成
IP ロケーション データベースを構成し、Perimeter の セキュア共有コンテンツ アクセス コントロールで IP アド
レスによってユーザーを特定することができます。IP ロケーション データベースには、IP2Location LITE データ
が含まれています。詳細については、http://www.ip2location.com を参照してください。

IP ロケーション データベース へのアクセスには、構成 メニューに移動し、システム設定 配下の [IP ロケーシ
ョン データベース] をクリックします。

IP ロケーション データベース設定を構成する方法については、以下の説明を参照してください。
IP ロケーション データベースを有効にする オプションを選択し、IP ロケーション データベース設定を
有効化します。
データベース設定 セクションで、新しいデータベースを作成する または 既存のデータベースを使用す
る を選択します。
*

注意: 既存の IP ロケーション データベースを選択する場合、SQL Server のデータベースを使用す

る必要があります。
データベース サーバー テキスト ボックスにデータベース サーバーのホスト名または IP アドレスを入力
し、データベース名 テキスト ボックスに作成または使用するデータベース名を入力します。
データベース資格情報 セクションで、データベースへのアクセスに使用する資格情報の認証タイプを選
択し、[検証テスト] をクリックして接続をテストします。
[作成] をクリックして新しい IP ロケーション データベースを作成するか、[保存] をクリックして既存の
データベースを使用する場合の設定を保存します。

ライセンス マネージャーの使用
ライセンス マネージャー へのアクセスには、構成 メニューに移動し、システム設定 配下の [ライセンス マネー
ジャー] をクリックします。ライセンス マネージャー で、ライセンス情報およびライセンス ユーザーを表示・管理す
ることができます。
*

注意: 既定では、ダウンロード パッケージに 30 日間の Built-in 試用版ライセンスが含まれています。このラ

イセンスは、マネージャーおよびエージェントのインストール後に AvePoint Perimeter がただちにアクティブ状
102

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

態および稼働中になることを確保し、Perimeter マネージャーの初回インストールの 30 日後に失効します。
正式なライセンスの取得には、AvePoint 営業担当までお問い合わせください。Perimeter ライセンスを使用
するユーザーは、セキュア共有機能を使用してアイテムを共有するユーザーおよびデバイスを登録するユーザーで
す。

ライセンス情報の表示
ライセンス マネージャー 画面で、以下の情報を表示することができます。
•

ライセンス タイプ – エンタープライズ ライセンスを持っているかどうかを表示します。

•

ライセンス バージョン - ライセンスのバージョンを表示します。

•

合計ユーザー数 - このライセンスを使用して、Perimeter 管理システムに登録可能な内部
エンドユーザー数です。登録済みの各内部ユーザーの詳細情報を表示するには、内部ユーザ
ーの管理 画面に移動します。内部ユーザーの管理 画面の使用方法については、内部ユー
ザーの管理 を参照してください。

•

有効期限 - ライセンスの有効期限です。

•

登録済みユーザー数 -このライセンスを使用して現在の Perimeter 管理システムに登録し
た内部エンドユーザー数です。

•

残りのユーザー数 - このライセンスを使用して Perimeter 管理システムに登録できる内部
エンドユーザーの残数です。

•

状態 - Perimeter ライセンスが機能しているかどうかを表示します。

•

セキュア共有 - Pro 機能 (AvePoint Perimeter セキュア共有 機能と 仮想ビュー 機
能) のライセンスを購入しているかどうかを表示します。

ライセンス ファイルのインポート・エクスポート
ライセンス マネージャー で、ライセンス ファイルをインポートした新しいライセンスの適用、およびライセンス ファイ
ルのローカル コンピューターへのエクスポートを実行できます。

ライセンス ファイルをインポートする方法については、以下の説明を参照してください。
リボン上で [インポート] をクリックすると、ライセンスのインポート 画面が表示されます。
ライセンスのインポート 画面で [参照] をクリックします。
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希望の LIC ファイルを選択して [開く] をクリックします。[プレビュー] をクリックしてインポートされたラ
イセンス ファイルの詳細をプレビューします。
[適用] をクリックしてこのライセンスを適用するか、[キャンセル] をクリックしてこのライセンスを適用せず
に前のページに戻ります。
ライセンス ファイルをエクスポートするには、リボン上で [エクスポート] をクリックします。LIC ファイルを開くか保
存するかを選択します。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックしてランセンス ファイルを指定の場所に
保存します。

ライセンス有効期限の通知設定の構成
ライセンス有効期限の通知メールを送信する場合、設定 ページで メール通知を送信する 機能を有効にし、
通知設定を構成します。

詳細については、以下の説明を参照してください。
ライセンス マネージャー ページで、リボン上の [設定] ボタンをクリックします。
有効期間の設定 セクションで、 メール通知を送信する オプションを選択して通知を有効化します。
通知受信者 ボックスにメール通知を受信するメール アドレスを入力します。複数のメール アドレスを入
力する場合は、セミコロン (;) で区切ります。
通知スケジュール フィールドで、メール通知の送信を開始するタイミングを構成することができます。ボッ
クスに数値を入力し、ライセンスの有効期限が切れる指定の日数前から通知の送信を開始します。

ライセンス ユーザーの管理
ランセンス ユーザーを表示・管理するには、リボン上で [ライセンス ユーザーの管理] をクリックします。ライセン
ス ユーザーの管理 ページで、すべてのライセンス ユーザーおよびその基本情報の表示、ライセンス ユーザーの
検索、非アクティブ ライセンス ユーザーの削除、非アクティブ ライセンス ユーザーのライセンスおよび共有の別の
ユーザーへの割り当てを実行することができます。
•

削除 - 非アクティブ ユーザーのライセンスを削除するためには、ユーザーを選択してリボン上で
[削除] をクリックします。複数の非アクティブ ユーザーを選択してライセンスを一括で削除する
こともできます。これらのユーザーが登録したデバイスは消去され、共有したセキュア共有アイテ
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ムはすべて削除されます。これらのユーザーは、Perimeter モバイル アプリまたはポータル経
由で共有アイテムを管理することができなくなります。
•

割り当て - ライセンス ユーザーを削除してユーザーのライセンスおよび共有を別のユーザーに
割り当てるには、テーブルでユーザーを選択して [割り当て] をクリックします。
割り当て ウィンドウで、ボックスにユーザー名を入力して名前を確認します。ライセンスおよび共
有の継承者として指定できるのは、1 名のユーザーのみです。[割り当て] をクリックすると、選
択したライセンス ユーザーのデバイスは消去され、これらのユーザーが共有したセキュア共有ア
イテムは入力したユーザーに割り当てられます。
選択したライセンス ユーザーは、Perimeter モバイル アプリまたはポータル経由で共有アイテ
ムにアクセスすることができなくなります。

外部ユーザー パスワード ポリシーの構成
外部ユーザー パスワード ポリシー ページで、外部ユーザーに対するパスワード ポリシーを有効化することや、
外部ユーザーのパスワードが変更 / 作成された場合、パスワードに適用するパスワード ポリシーを選択すること
ができます。

外部ユーザー パスワード ポリシーを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
外部ユーザー パスワード ポリシー にアクセスするには、構成 メニューに移動し、システム設定 配下
の [外部ユーザー パスワード ポリシー] をクリックします。
外部ユーザー パスワード ポリシー ページで、外部ユーザーに対するパスワード ポリシーを有効にす
る オプションを選択して、外部ユーザーのパスワードにパスワード ポリシーを適用します。
パスワードの安全性 フィールドで、適用するパスワード ポリシーのタイプを選択します。
•

最小文字数とパスワードの有効期限のみを適用する - このオプションを選択すると、外部ユ
ーザーのパスワードは最小文字数および有効期限設定の条件を満たす必要があります。

•

定義済みのポリシー、最小文字数、パスワードの有効期限を適用する - このオプションを選
択すると、外部ユーザーのパスワードは最小文字数および有効期限設定の条件に加え、パス
ワードの複雑化を満たす必要があります。

パスワードの最小文字数 - テキスト ボックスに 6 ~ 14 の間の数値を入力し、外部ユーザーのパス
ワードの最小文字数を設定します。
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パスワードの有効期間 - 終了日時なし オプションを選択して外部ユーザーのパスワードの有効期限
を設定しないか、次の期間経過後に失効: を選択してパスワード作成・変更後の有効期間を指定し
ます。
•

次の期間経過後に失効 - テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン リストから
日、週間、ヶ月、年 を時間単位として選択します。

[保存] をクリックすると、構成が保存されます。構成を保存せずに 外部ユーザー パスワード ポリシー
ページを終了場合は、[キャンセル] をクリックしてください。

管理アカウントの構成
管理アカウント 画面では、AvePoint Perimeter の管理者アカウントの表示・管理や、カスタム アクセス許
可レベルを使用した管理グループの構成を実行することができます。このページでは、特定のユーザーまたはユー
ザーのグループに、AvePoint Perimeter への希望のアクセス許可レベルを付与することができます。

まず AvePoint Perimeter 内のユーザー、グループ、権限の併用方法を理解する必要があります。ユーザー
はグループに追加され、権限はグループに割り当てられます。権限の割り当て先として指定できるのはグループの
みであるため、グループを 1 件以上作成してグループに権限を割り当てる必要があります。特定のアクセス許可
レベルを 1 名のユーザーに割り当てるには、グループを作成し、ユーザーをグループに追加して、グループに希望
のアクセス許可レベルを割り当てます。

アクセス許可レベルの管理
アクセス許可レベルを使用し、ユーザー グループに適用できる構成済み権限を作成します。これにより、同一の
権限構成を複数のユーザーに素早く簡単に適用することができます。
AvePoint Perimeter のアクセス許可レベルを構成するためには、構成 メニューに移動し、管理アカウント
配下の [アクセス許可レベル] をクリックします。アクセス許可レベル 画面には、2 種類の既定のアクセス許可
レベルおよびすべての構成済みアクセス許可レベルが表示されています。

アクセス許可レベルの表示方式をカスタマイズすることができます。
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•

列の管理 - 画面右上の [列の管理] をクリックし、ドロップダウン リストから列名のチェックボッ
クスを選択し、[OK] をクリックして選択した列をリストに表示します。選択可能な列は以下の
とおりです。

•

o

名前 - アクセス許可レベルの名前です。

o

説明 - アクセス許可レベルの説明です。

列を並べ替える – アクセス許可レベルを並べ替えるには、名前 列の列名をクリックし、昇順
または降順を選択します。

アクセス許可レベルの管理には、以下のアクションを実行することができます。
•

高度検索 - [高度検索] をクリックし、アクセス許可レベル フィルター用の検索列名ルールお
よび条件を構成します。
[ルールの追加] をクリックし、条件 リストから 次の値に等しい または 次の値を含む を選択
し、値を入力します。複数のルールを追加してルール間の条件を構成することもできます。An
d または Or を使用してルール条件を定義し、[検証テスト] をクリックして設定を検証しま
す。[検索] をクリックし、構成した設定に従ってアクセス許可レベルをフィルターします。[リセッ
ト] をクリックして設定をクリアします。

•

追加 - [追加] をクリックして新しいアクセス許可レベルを作成します。
i.

基本情報 – 新しいアクセス許可レベルの名前と 説明 (必須ではありません) を入
力します。

ii. 異なるモジュールに対する権限の付与 - 権限を付与するモジュールまたは機能を選
択します。ダッシュボード、管理、レポート、構成、ジョブ モニター などのモジュールに
対して、該当するチェックボックスを選択し、該当するモジュールの各機能に権限を付
与します。
[保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに
アクセス許可レベル 画面に戻ります。
•

編集 - 構成済みアクセス許可レベルを編集するためには、該当するアクセス許可レベルのチェ
ックボックスを選択し、[編集] をクリックし、編集 ページに移動してこのアクセス許可レベルを
編集します。
i.

基本情報 セクションでは、アクセス許可レベル名 および 説明 を編集することができ
ます。
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ii. 異なるモジュールに対する権限の付与 セクションでは、該当するチェックボックスを選
択し、このアクセス許可レベルでアクセスできるモジュールまたは機能を選択することが
できます。
[保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに
アクセス許可レベル 画面に戻ります。
•

削除 – 構成済みアクセス許可レベルを削除するためには、削除するアクセス許可レベルのチ
ェックボックスを選択し、リボン上で [削除] をクリックします。操作を確認するポップアップ ウィン
ドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したアクセス許可レベルを削除して アクセス
許可レベル 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、選択したアクセス許可レベルを削
除せずに アクセス許可レベル 画面に戻ります。

管理グループの管理
管理グループ では、同一のユーザー グループ内のすべてのユーザーに同じアクセス許可レベルを適用することが
できます。これにより、ユーザー毎にアクセス許可レベルを構成する必要がなく、ユーザー グループ単位でアクセ
ス許可レベルを編集して複数のユーザーのアクセス許可レベルを一括で変更することができます。所属するグル
ープを変更し、ユーザーのアクセス許可レベルを変更することも可能です。

管理グループ構成にアクセスするには、構成 メニューに移動し、管理アカウント 配下の [管理グループ] をク
リックします。管理グループ構成画面に、構成済み管理ユーザー グループのリストが表示されます。Administr
atorｓ グループは既定で構成済みのグループであり、このグループに所属するユーザーはすべてのモジュールの
フル コントロール権限を持っています。
ここでは、以下の方法を使用して管理グループの表示方式をカスタマイズすることができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。画面右上の [列の管理] をクリックし、ドロップダウン リストから列名のチェックボックスを
選択し、[OK] をクリックして選択した列をリストに表示します。選択可能な列は以下のとおり
です。
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o

名前 - グループの名前です。

o

説明 - グループの説明です。

o

ユーザー名 - このグループに所属しているユーザーの名前です。
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•

列を並べ替える – 管理グループを並べ替えるには、名前 列の列名をクリックし、昇順または
降順を選択します。

管理グループの追加
新しい AvePoint Perimeter 管理グループを追加するためには、リボン上で [追加] をクリックして、以下の
設定を構成します。
グループ情報 セクションで、作成するグループの グループ名、権限、説明 (必須ではありません) を
入力します。
•

グループ名 - テキスト ボックスに グループ名 を入力します。

•

権限 - 権限 ドロップダウン リストから作成済みアクセス許可レベルを選択し、グループにアクセ
ス許可レベルを付与します。

•

説明 - グループの 説明 を入力します (必須ではありません)。

ユーザーの追加 セクションで、ドロップダウン リストからこのグループに追加するユーザーを選択します。
これにより、上で構成したアクセス許可レベルはユーザーに割り当てられます。
リボン上で [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せ
ずに 管理グループ 画面に戻ります。

管理グループの編集
グループを編集するには、グループの該当するチェックボックスを選択してリボン上で [編集] をクリックするか、グ
ループ名のメニューを開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニュー内の [編集] をクリックします。グループの

編集ページに移動します。ここでグループの名前、説明、アクセス許可レベルを変更することができます。
グループ構成の変更を完了すると、[保存] をクリックして変更を保存し、管理グループ 画面に戻ります。[キャ
ンセル] をクリックすると、変更を保存せずに 管理グループ 画面に戻ります。

管理グループの削除
AvePoint Perimeter 管理グループを削除する方法については、以下の説明を参照してください。
1. グループの該当するチェックボックスを選択してリボン上で [削除] をクリックするか、グループ名のメニュー
を開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニュー内の [削除] をクリックします。
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2. 削除の確認ためのポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したグループを削除
するか、[キャンセル] をクリックしてグループを削除せずに 管理グループ 画面に戻ります。

管理グループのユーザーの管理
管理グループ 画面では、各グループに所属しているすべてのユーザーが ユーザー名 列に一覧表示されていま
す。管理グループのユーザーを管理するためには、管理グループ 画面でグループを選択し、以下のアクションを
実行します。
•

ユーザーのグループへの追加 - グループにユーザーを追加するためには、リボン上で [編集]
をクリックし、選択したグループの編集ページにアクセスします。ユーザーをグループに追加 ドロ
ップダウン リストからこのグループに追加するユーザーを選択します。リボン上で [保存] をクリッ
クすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、ユーザーを追加せずに 管理グル
ープ 画面に戻ります。

•

ユーザーのグループからの削除 - このグループからユーザーを削除するには、リボン上で [編
集] をクリックし、選択したグループの編集ページにアクセスします。ユーザーをグループに追加
フィールドでこのグループから削除するユーザーを検索し、ユーザー名の削除 ( ) ボタンをクリッ
クします。ユーザー名は ユーザーをグループに追加 フィールドから削除されます。[保存] をク
リックすると、選択したユーザーを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザー
を削除せずに 管理グループ 画面に戻ります。

管理者の管理
AvePoint Perimeter 管理者ユーザーを表示・管理するには、構成 メニューに移動し、管理アカウント 配
下の [管理者] をクリックします。管理者 画面に、追加済みユーザーのリストが表示されます。ユーザーの表示
方式をカスタマイズする方法については、以下の説明を参照してください。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。画面右上の [列の管理] をクリックし、ドロップダウン リストから列名のチェックボックスを
選択し、[OK] をクリックして選択した列をリストに表示します。選択可能な列は以下のとおり
です。
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o

ユーザー名 - ユーザーの名前です。

o

説明 - ユーザーの説明です。

o

状態 - ユーザー アカウントの状態です。
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o

メール アドレス - ユーザーのメール アドレスです。

o

タイプ - ユーザーのタイプです。AvePoint Perimeter の管理者ユーザーとして指
定できるユーザー タイプは、ローカル ユーザー のみです。

o
•

グループ名 - ユーザーが追加された管理グループの名前です。

列の並べ替え – 管理者ユーザーを並べ替えるには、ユーザー名 または メール アドレス の
列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

•

列のフィルター - ユーザー名 / 状態 / タイプ 列の値に基づいて表示するユーザーをフィルタ
ーします。列名のメニューを開く ( ) ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューでチェックボックスを
選択し、[OK] をクリックして該当するユーザーをリストに表示します。

管理者の追加
AvePoint Perimeter 管理者の追加には、管理者 画面で [追加] をクリックして、以下の設定を構成しま
す。
•

ユーザー情報 - ユーザー情報 セクションで、以下の設定を構成します。
o

ユーザー タイプ - 追加するユーザーのタイプを選択します。ローカル システム アカウ
ント または Windows 認証アカウント を選択することができます。

o

ユーザー名 - 追加するユーザーの名前を入力します。Windows 認証アカウント
を Perimeter 管理者として追加する場合、ユーザー名を検索して確認することがで
きます。

o

メール アドレス - このフィールドは、ローカル システム アカウント を選択する場合に
のみ表示されます。追加するユーザーのメール アドレスを入力します。

o

ユーザーをグループに追加 - ドロップダウン リストからユーザーを追加するグループを
選択します。

o
•

説明 – 必要に応じてユーザーの 説明 を入力します。

セキュリティ情報 - パスワード および パスワードの確認 テキスト ボックスに希望のパスワー
ドを入力します。
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図 5: [追加] ページ

完了後、[保存] をクリックし、ユーザーを追加して 管理者 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、新
しいユーザーの構成を保存せずに 管理者 画面に戻ります。

管理者の編集
AvePoint Perimeter 管理者の編集には、ユーザーの該当するチェックボックスを選択してリボン上で [編
集] をクリックするか、ユーザー名のメニューを開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [編集] をクリ

ックします。ユーザーの編集ページに移動されます。ここでは以下の設定を構成することができます。
•

112

ユーザー情報 - ユーザー情報 セクションで、以下の設定を構成することができます。
o

名前 - 編集するユーザーの名前を入力します。

o

メール アドレス - 編集するユーザーのメール アドレスを変更します。
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o

ユーザーをグループに追加 - ユーザーが所属するグループを変更します。ドロップダウ
ン リストから希望のグループを選択してユーザーを追加すると、選択したグループのす
べての権限がユーザーに付与されます。グループ名の削除ボタンをクリックすると、ユー
ザーをグループから削除することもできます。

o
•

説明 – 必要に応じてユーザーの 説明 を入力します。

セキュリティ情報 - パスワードをリセットする チェックボックスを選択し、ユーザーのパスワードを
変更します。パスワード フィールドに新しいパスワードを入力し、パスワードの確認 フィールド
に新しいパスワードを再入力します。

完了後、[保存] をクリックし、変更を保存して 管理者 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、変更を
保存せずに 管理者 画面に戻ります。

管理者の削除
構成済みの管理者の削除には、ユーザーの該当するチェックボックスを選択してリボン上で [削除] をクリックす
るか、ユーザー名のメニューを開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [削除] をクリックします。削

除の確認ためのポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、選択したユーザーを削除します。
[キャンセル] を選択すると、選択したユーザーを削除せずに 管理者 画面に戻ります。
*

注意: Admin アカウントが Built-in 管理者アカウントであるため、削除することはできません。

管理者のアクティブ化・非アクティブ化
管理者をアクティブ化・非アクティブ化する方法については、以下の説明を参照してください。
•

アクティブ化 - 非アクティブなユーザーをアクティブ化するには、ユーザーの該当するチェックボッ
クスを選択してリボン上で [アクティブ化] をクリックするか、ユーザー名のメニューを開く (

)

ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [アクティブ化] をクリックします。
•

非アクティブ化 - アクティブなユーザーを非アクティブ化するためには、ユーザーの該当するチェ
ックボックスを選択してリボン上で [非アクティブ化] をクリックするか、ユーザー名のメニューを
開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [非アクティブ化] をクリックします。これに

より、ユーザーの状態は 非アクティブ になります。非アクティブ ユーザーは Perimeter にロ
グインすることはできません。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

113

セキュア共有の構成
構成 メニューの セキュア共有 では、SharePoint の AvePoint Perimeter セキュア共有 機能または P
erimeter の 仮想ビュー 機能を使用した SharePoint ファイル・フォルダー・ライブラリの共有に必要な設定
を構成することができます。

ファイル・フォルダー・ライブラリを共有する前に、SharePoint から元のファイル (直接共有されたファイルおよび
共有された仮想ビュー・フォルダー・ライブラリ内のファイルを含む) をダウンロードする場合に使用する システム資
格情報、ダウンロードした共有ファイルのコピーの保存先となる 共有ファイルの場所 を構成する必要がありま
す。

また、ユーザーに対して AvePoint Perimeter 内部 / 外部ポータルで Office Web アプリまたは Office
Online 経由で .docx、.pptx、.xlsx 形式の共有ファイルをブラウザーで開く / 編集することや、外部ポー
タルで変更を元の SharePoint ファイルに同期することを可能にする場合は、Office Web Apps サーバー
を構成してください。

システム資格情報の構成
システム資格情報 では、特定の Web アプリケーションから共有ファイルのコピーをダウンロードする場合に使用
する Web アプリケーション レベル システム資格情報を構成することができます。システム資格情報 にアクセス
するには、構成 メニューに移動し、セキュア共有 配下の [システム資格情報] をクリックします。

特定の範囲から共有ファイルをダウンロードする場合に使用するシステム資格情報を構成する方法について
は、以下の説明を参照してください。
範囲 画面で、希望の SharePoint ファームのツリーを展開し、このファームに含められているすべての
Web アプリケーションを表示します。
特定の Web アプリケーションに対してシステム資格情報を構成するページにアクセスするためには、範
囲名の [構成] ボタンをクリックします。
システム資格情報の構成 ページで、認証方法 ドロップダウン リストから認証方法を選択し、ユーザー
名 および パスワード テキスト ボックスに使用するシステム資格情報を入力します。
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*

注意: システム資格情報で指定したアカウントが以下の条件を満たしていることを確認する必要があ

ります。
•

システム アカウントではない

•

選択した Web アプリケーションのすべての領域に対する フル コントロール 権限を持っている

•

選択した Web アプリケーション内において、AvePoint Perimeter セキュア共有機能を使
用する各サイト コレクションにアクセスしたことがある

[検証テスト] をクリックして入力した値が有効であるかどうかを確認し、[保存] をクリックして構成を保
存します。
選択した Web アプリケーションのシステム資格情報を構成した後、状態 列でこの Web アプリケーシ
ョンの状態が 構成済み になります。
•

特定の Web アプリケーションの構成済みシステム資格情報を編集するためには、該当するノ
ードの [構成] ボタンをクリックします。

•

特定の Web アプリケーションの構成済みシステム資格情報を削除するためには、該当するノ
ードの [削除] ボタンをクリックします。

共有ファイルの場所の構成
共有ファイルの場所 では、ダウンロードした共有ファイルのコピーを保存する汎用名前付け規則 (UNC) パ
ス、および UNC パスへのアクセス用資格情報を構成することができます。ユーザーは、AvePoint Perimeter
外部ポータル / 登録済みモバイル デバイスの AvePoint Perimeter アプリ経由でこれらの共有ファイルのコ
ピーを表示または編集することができます。

共有ファイルの場所 へのアクセスには、構成 メニューに移動し、セキュア共有 配下の [共有ファイルの場所]
をクリックします。

Perimeter 管理システムの共有ファイルの場所を構成する方法については、以下の説明を参照してください。
UNC パス テキスト ボックスに、ダウンロードした共有ファイルのコピーの保存先となる UNC パスを入
力します。UNC パスは、 \\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\ shared フォルダ
ーの形式で入力する必要があります。
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ユーザー名 および パスワード テキスト ボックスに、以前のセクションで構成した UNC パスへのアクセ
スに使用するアカウントの資格情報を入力します。
*注意: 入力したアカウントが、以前のセクションで構成した UNC パスへの 読み取り 権限を持ってい
る必要があります。
[検証テスト] をクリックして入力した情報を検証します。
保持設定 フィールドで保持を有効化するかどうかを選択します。この設定を有効にすると、特定の期
間内にアクセスしなかった共有ファイルのキャッシュは削除されます。保持設定の定義方法については、
ファイル キャッシュ保持設定の定義 を参照してください。
[保存] をクリックして共有ファイルの場所を保存します。構成を保存せずに現在のページを閉じる場合
は、[キャンセル] をクリックします。

ファイル キャッシュ保持設定の定義
既定では、30 日間内に編集 / アクセス / ダウンロードの操作が実行されなかった共有ファイルのキャッシュ デ
ータは削除されます。

ファイル キャッシュ削除用の保持設定をカスタマイズする方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既定のマ
ネージャー インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\Manager です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<add key="FileCacheCleanUpDays" value="30" /> ノードに移動し、必要に応じて
FileCacheCleanUpDays 属性の値を変更します。
*

注意: このノードが存在しない場合、既定の保持期間は30 日間となります。

AppSettings.config ファイルを保存して閉じます。

Office Web Apps サーバーの設定の構成
Office Web Apps サーバーの設定 では、AvePoint Perimeter 内部・外部ポータル用の Office We
b Apps サーバー (OWA)、および OWA に使用する WOPI ホスト サーバーを構成します。さらにエンドユー
ザーに対して、内部・外部ポータルで該当する Office Web Apps (Word Web App、Excel Web Ap
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p、PowerPoint Web App を含む) を経由し、.docx、.pptx、.xlsx 形式の共有ファイルをブラウザー上
で開くこと、および Office Web Apps で共有ファイルを編集し、外部ポータルで変更を元の SharePoint フ
ァイルに同期することを可能にすることができます。

Office Web Apps サーバーの設定 画面へのアクセスには、構成 メニューに移動し、セキュア共有 配下の
[Office Web Apps サーバーの設定] をクリックします。

AvePoint Perimeter 内部・外部ポータル用の Office Web Apps サーバー (OWA)、および OWA 用
の WOPI ホスト サーバーを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
OWA のアクティブ化 - Perimeter ポータル ユーザーが OWA でファイルを開くことおよび編集
することを許可する チェックボックスを選択し、内部・外部ポータルに対して Office Web Apps サー
バーの設定を有効にします。
OWA サーバー URL - WOPI ホスト サーバーとの通信に使用する Office Web Apps サーバー
の URL を設定する方法については、以下の説明を参照してください。
:// 左側のドロップダウン リストから、Office Web Apps サーバーの WOPI ホスト サーバ
ーとの通信に使用するプロトコル (https または http) を選択します。
:// 右側のテキスト ボックスにプロトコル以外の Office Web Apps サーバー URL を入力
します。
[ゾーンを読み込む] をクリックし、指定した Office Web Apps サーバーのゾーンを読み込
みます。WOPI ゾーンの選択 フィールドが下に表示されます。
WOPI ゾーンの選択 - 指定した WOPI ホスト サーバーとの通信に使用する Office Web Apps
サーバーの WOPI ゾーンを設定します。
WOPI ホスト サーバー URL - hostname:port の形式で、WOPI ホスト サーバーの URL を
入力します。WOPI ホスト サーバー URL の hostname パーツおよび port パーツに、WOPI
ホスト サーバーのインストール中に構成した WOPI ホスト サーバー ホスト および Web サイト ポ
ート をそれぞれ入力します。
[保存] をクリックして Office Web Apps サーバーの設定を保存します。
AvePoint Perimeter 内部・外部ポータルで構成した Office Web Apps サーバーおよび WOPI
ホスト サーバーを使用し、.docx、.pptx、.xlsx ファイルをブラウザー上で開けることを確保するた
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め、以下の SSL 証明書が関連するサーバー / コンピューターによって信頼されていることを確認する
必要があります。
•

Office Web Apps サーバーの証明書が、AvePoint Perimeter 内部・外部ポータルで
WOPI ホスト サーバーおよびエンドユーザー ブラウザーによって信頼されていること
Office Web Apps サーバーに対して、商用証明機関によって発行された有効な
証明書の使用が推奨されます。これにより、証明書がエンドユーザー ブラウザーおよ
び WOPI ホスト サーバーによって自動的に信頼されます。
Office Web Apps サーバーが商用証明機関によって発行された有効な証明書を
持っていない場合、証明書を WOPI ホスト サーバーおよびエンドユーザーのコンピュ
ーターの 信頼されたルート証明機関 証明書ストアに手動でインポートする必要があ
ります。

•

WOPI ホスト サーバーの証明書が Office Web Apps サーバーによって信頼されているこ
と。WOPI ホスト サーバーの証明書が Office Web Apps サーバーに信頼されていない場
合、証明書を Office Web Apps サーバーの 信頼されたルート証明機関 証明書ストアに
手動でインポートする必要があります。

セキュア共有コントロール ポリシーの構成
セキュア共有コントロール ポリシー では、Perimeter セキュア共有機能を使用できるユーザーの Perimete
r ライセンスの使用をコントロールすること、アイテムのセキュア共有を実行できるユーザー / グループおよびユー
ザー / グループが付与できるアクセス許可レベルを定義すること、外部セキュア共有の受信者が所属できるドメ
インを制限すること、ドキュメント属性に基づいたルールを定義してセキュア共有できるファイルまたはフォルダーを
コントロールすることを実行できます。

セキュア共有コントロール ポリシー にアクセスするには、構成 メニューに移動し、セキュア共有 配下の [セキュ
ア共有コントロール ポリシー] をクリックします。

ライセンスの使用制限
Perimeter セキュア共有機能を使用できるユーザーのライセンス使用をコントロールする方法については、以
下の説明を参照してください。
構成 > セキュア共有コントロール ポリシー > ライセンスの使用制限 に移動します。
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ライセンスの使用制限 セクションで、Perimeter セキュア共有の使用をすべてのユーザーに許可する
か、Active Directory からインポートされたユーザーのみに許可するかを選択します。
Active Directory からインポートされたユーザーのみ オプションを選択する場合は、以下の手順
を続行します。すべてのユーザー オプションを選択する場合は、手順 4 に移動します。
ドメイン情報 セクションで、以下の設定を構成します。
•

ドメイン コントローラ アドレス - Active Directory ユーザーをインポートするドメイン コント
ローラ アドレスを入力します。

•

ユーザー名 と パスワード – AD ユーザーの同期に使用する Active Directory アカウント
のユーザー名およびパスワードを入力します。アカウントが組織のディレクトリで 読み取り 以上
の権限を持っていることを確認してください。

•

ドメイン範囲 - 同一のフォレスト内のすべてのドメインおよび信頼される側のドメインからユ
ーザーをインポートする オプションまたは 自分で検索ルート リストを構成する オプションを選
択し、LDAP 識別名 (DN) によって同期されるユーザーを構成します。

スケジュール設定 セクションで、同期をただちに実行するか、Active Directory ユーザーの同期スケ
ジュールを構成します。スケジュールの構成を選択する場合、以下の設定を構成してください。
•

スケジュール タイプ – 同期ジョブの実行間隔を 時間毎、日毎、週毎、月毎 から選択しま
す。

•

間隔 - 毎 _ 時間 / 日間 / 週間 / ヶ月間 テキスト ボックスに数値を入力し、同期ジョブの
実行頻度を定義します。

•

開始日時 - ドロップダウン リストから同期ジョブの開始日時を選択します。スケジュール タイ
プ で 月毎 を選択した場合、日付を指定する 設定または 曜日を指定する 設定を構成し
ます。詳細については、開始日時詳細設定の構成 セクションを参照してください。

[保存] をクリックすると、ライセンスの使用制限設定を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構
成を保存せずにこの画面を閉じます。

ユーザーとグループ制限
ユーザーとグループ制限 にルールを追加すると、セキュア共有 機能で SharePoint アイテムを共有できる内
部ユーザー・グループをコントロールすることができます。ユーザーとグループ制限 タブでルールを追加する場合、
SharePoint アイテムの共有、および他のユーザーに指定したアクセス許可レベルの付与を実行できるのは、ル

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

119

ール条件を満たしている内部ユーザーおよびグループのみとなります。

ユーザーとグループ制限 タブで、SharePoint アイテムのセキュア共有を実行できるユーザー / グループを制
限するルールが構成されていない場合、すべての内部ユーザーおよびグループはアイテムを共有できます。

セキュア共有を実行する際に、共有先となるユーザーに任意のアクセス許可レベルを付与するか、自分の Sha
rePoint サイトでの権限に基づいて制限されたアクセス許可レベルを付与することができます。

SharePoint 権限を付与してユーザーが付与できるアクセス許可レベルを定義する方法については、ShareP
oint 権限による付与可能なアクセス許可レベルの を参照してください。
ユーザーとグループ制限のルールを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
構成 > セキュア共有コントロール ポリシー > ユーザーとグループ制限 に移動します。
表の下の [ルールの追加] をクリックし、ルール レコードを追加します。
ルール 列の下のドロップダウン リストからルール カテゴリーを選択後、このルール カテゴリのルール条件
を選択し、値を入力して特定のユーザーまたはグループを指定します。
ルール カテゴリーおよび条件の詳細については、ユーザーとグループ制限ルールの例 を参照してくださ
い。
共有タイプ 列で、ユーザーまたはグループがセキュア共有経由で付与できる最大アクセス許可レベル
を選択します。
手順 2 から手順 4 まで繰り返してルールを追加します。
[保存] をクリックすると、ユーザーとグループ制限の構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、
セキュア共有コントロール ポリシー ページを閉じます。

ユーザーとグループ制限ルールの例
ユーザーとグループ制限ルールの構成の例については、以下の表を参照してください。
ルール カテゴリー

ルール条件

値

共有タイプ

説明

Actvie Directory

次の値に等しい

IT_Team_A

削除

Active Directory

ユーザー / グループ

ll

グループ IT_Team
_All は、セキュア共
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ルール カテゴリー

ルール条件

値

共有タイプ

説明
有で 編集、ダウンロ
ード、読み取り専
用、削除 権限を付
与することができま
す。

SharePoint グルー

次の値に等しい

Site_Visitor

表示

プ

SharePoint グルー
プ Site_Visitor
は、セキュア共有で
読み取り専用 権限
のみを付与することが
できます。

次の値を含む

Owner

編集

名前に owner が
含まれている Share
Point グループは、セ
キュア共有で 編集、
ダウンロード、読み取
り専用 権限を付与
することができます。

次の値で始まる

Site

ダウンロード

名前が site で始ま
る SharePoint グル
ープは、セキュア共有
で ダウンロード また
は 読み取り専用 権
限を付与することがで
きます。

すべてのユーザー

該当なし

該当なし

ダウンロード

すべてのユーザーは、
セキュア共有で ダウ
ンロード または 読み
取り専用 権限を付
与することができま
す。
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ドメインの制限
セキュア共有ドメインを制限すると、ファイル・フォルダー・ライブラリの共有先ユーザーの許可ドメイン、または禁止
ドメインを設定することができます。禁止ドメイン リスト内のユーザーは、SharePoint ファイル・フォルダー・ライブ
ラリの共有先として指定することはできません。また、Perimeter 外部ポータルに登録することもできません。

外部セキュア共有の受信者が所属するドメインを制限する方法については、以下の説明を参照してください。
タイプ フィールドで、ホワイト リスト または ブラック リスト を選択して、許可ドメインまたは禁止ドメイ
ンを定義します。
ホワイト リストを構成する場合: Perimeter セキュア共有機能経由で SharePoint アイテムの共
有先として指定できるのは、このリスト内のドメインのユーザーのみです。
ブラック リストを構成する場合: このリスト内のドメインのユーザーに、Perimeter セキュア共有機能経
由で SharePoint アイテムを共有することはできません。
example.com の形式で 許可ドメイン テキスト ボックスまたは 禁止ドメイン テキスト ボックスにド
メインを入力し、[追加] をクリックします。
ドメインは 許可ドメイン リストまたは 禁止ドメイン リストに追加されます。リストからドメインを削除す
るためには、ドメインを選択し、[削除] をクリックします。
[保存] をクリックすると、ドメイン制限設定を保存します。[キャンセル] をクリックすると、セキュア共有
コントロール ポリシー ページを閉じます。

ドキュメント属性に基づいた制限
ドキュメント属性に基づいたルールに従って、セキュア共有機能経由で共有できる SharePoint ファイルまたは
フォルダーをコントロールすることができます。

ドキュメント属性に基づいたルールを追加・構成する方法については、以下の説明を参照してください。
既定のドキュメント ポリシー セクションで、ドロップダウン リストから既定のアクションを選択します。
許可 を既定のアクションとして選択する場合: ドキュメント ポリシーの例外 表で構成するルールのア
クションは ブロック されます。
ブロック を既定のアクションとして選択する場合: ドキュメント ポリシーの例外 表で構成するルールの
アクションは 許可 されます。
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ドキュメント ポリシーの例外 表の下の [ルールの追加] をクリックし、例外ルール レコードを追加しま
す。
属性 列の下のテキスト ボックスにファイルまたはフォルダー属性名を入力し、次の値に等しい または
次の値と異なる から条件タイプを選択して値を入力します。
複数の例外ルールを追加するには、[ルールの追加] をクリックし、ルールを 1 件ずつ追加ます。
[保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、セキュア共有コントロール
ポリシー ページを閉じます。

SharePoint 権限による付与可能なアクセス許可レベルのコントロールの有
効化
既定では、SharePoint でセキュア共有機能を経由してファイル、フォルダー、ライブラリを共有する際、内部ユ
ーザーが共有先ユーザーに任意のアクセス許可レベルを付与することができます (付与するアクセス許可レベル
と同等の権限を持っていない場合でもそのアクセス許可レベルを付与できます)。

このセキュリティ リスクを回避するためには、SharePoint 権限を使用して、ユーザーがセキュア共有経由で付
与できるアクセス許可レベルをコントロールすることができます。

この権限コントロールを有効にする方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既定のマ
ネージャー インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\Manager です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<appSettings> ノードを検索し、SharePermissionBaseOnSP 属性の値を true に設
定します。
AppSettings.config ファイルを保存して閉じます。

権限コントロール条件については、以下の説明を参照してください。
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•

内部ユーザーがファイル、フォルダー、ライブラリに対して アイテムの削除 権限を持っている場
合、他のユーザーに提供されたアクセス許可レベルをすべて付与することができます。

•

内部ユーザーがファイル、フォルダー、ライブラリに対して アイテムの編集 権限を持っている場
合、他のユーザーに 削除 以外の提供されたアクセス許可レベルを付与することができます。

•

内部ユーザーがファイル、フォルダー、ライブラリに対して アイテムの表示 および アイテムを開く
権限を持っている場合、他のユーザーに 読み取り専用 または ダウンロード アクセス許可レ
ベルを付与することができます。

•

内部ユーザーがファイルに対して アイテムの表示 権限のみを持っており、ファイルを Office
Web App 経由で開くことができる場合、他のユーザーに 読み取り専用 アクセス許可レベル
のみを付与することができます。
内部ユーザーがファイルに対して アイテムの表示 権限のみを持っており、ファイルを Office
Web App 経由で開くことができない場合、他のユーザーに 読み取り専用 または ダウンロ
ード アクセス許可レベルを付与することができます。

•

内部ユーザーがフォルダーまたはライブラリに対して アイテムの表示 権限のみを持っている場
合、他のユーザーに 読み取り専用 アクセス許可レベルのみを付与することができます。

ウォーターマークの設定の構成
ウォーターマークの設定 では、Web アプリケーション レベルのウォーターマーク設定を構成し、ウォーターマーク
を使用して共有ファイルを保護することができます。ウォーターマーク設定が構成されている Web アプリケーショ
ン内の共有ファイルはウォーターマークが適用されている状態で表示・ダウンロードされます。

ウォーターマークの設定 にアクセスするには、構成 メニューに移動し、セキュア共有 配下の [ウォーターマー
クの設定] をクリックします。

Perimeter 管理システムのウォーターマーク設定を構成する方法については、以下の説明を参照してくださ
い。
範囲 列に表示されるファーム名をクリックし、ファーム ツリーを展開します。現在のファーム内のすべての
Web アプリケーションが表示されます。
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ウォーターマーク設定を構成する Web アプリケーションの前のチェックボックスを選択し、列タイトルの上
の [構成] をクリックするか、アクション 列の下の [構成] をクリックし、各 Web アプリケーションに対し
てウォーターマーク設定を個別に構成します。
構成 画面で、ウォーターマーク セクション配下の ウォーターマーキングを有効にする オプションを選
択し、以下の設定を構成してウォーターマーク設定を構成します。
•

テキスト - ドロップダウン リストから 現在のユーザー アカウント オプションを選択する場合、
共有ファイルにアクセスしているアカウントのユーザー名はウォーターマーク テキストとして表示さ
れます。カスタム を選択する場合、希望のテキストを入力するか、ドロップダウン リストから値
を選択してウォーターマーク テキストとして表示します。

•

ウォーターマーク テキストのフォント、サイズ、色、レイアウトを構成します。

•

繰り返し - 同じページにテキストを繰り返すかどうかを選択します。

[保存] をクリックすると、ウォータマーク設定を保存して画面を閉じます。[キャンセル] をクリックすると、
変更を保存せずに画面を閉じます。

セキュア共有のコンテンツ アクセス コントロールの構成
セキュア共有のコンテンツ アクセス コントロールを有効化し、場所または IP アドレス ルールを構成すると、指定
の場所 / 指定の場所グループ / 指定の範囲の IP アドレスからの内部 / 外部ユーザーの Perimeter ポー
タルまたはモバイル デバイスを経由した共有コンテンツへのアクセスを許可・禁止することができます。

コンテンツ アクセス コントロール へのアクセスには、構成 メニューに移動し、セキュア共有 配下の [コンテンツ
アクセス コントロール] をクリックします。

セキュア共有のコンテンツ アクセス コントロールを有効化して構成する方法については、以下の説明を参照して
ください。
セキュア共有のコンテンツ アクセス コントロール フィールドで、セキュア共有のコンテンツ アクセス コ
ントロールを有効にする オプションを選択します。コンテンツ アクセス コントロールのルール設定 フィ
ールドが表示されます。
[ルールの追加] をクリックし、ルール レコードを表に追加します。
コントロール タイプ - ドロップダウン リストから 場所 または IP アドレス を選択します。
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*

注意: 場所 コントロール タイプを使用するためには、Perimeter が取得できる場所に加え、IP アド

レス経由でユーザーを検索する IP ロケーション データベース の使用を推奨します。
詳細については、IP ロケーション データベースの構成 を参照してください。
•

場所 - ユーザー定義場所、場所グループ、地理的な場所を使用してユーザーを検索しま
す。ユーザー定義 を選択すると、ユーザー定義場所 / 場所グループを選択してこれらの場所
/ 場所グループからのユーザーのアクセスをコントロールするか、すべて / 未定義 / 使用不可
能 を選択してすべての場所 / 未定義の場所 / 使用不可能な場所からのユーザーのアクセ
スをコントロールすることができます。
場所ルールを構成すると、AvePoint Perimeter 外部ポータルで共有ファイルにアクセスする
前に、内部または外部ユーザーは位置情報を提供する必要があります。既定では、ユーザー
が Perimeter モバイル アプリを使用して QR コードをスキャンするか、ブラウザーを使用して
位置情報を提供することができます。
所属する組織で、ユーザーの場所提供方式として使用できるのが Perimeter モバ
イル アプリのみ (ブラウザーが使用不可) である場合、モバイル アプリのみを経由した
位置情報の提供 内の詳細構成を参照してください。
所属する組織で、共有ファイルへのアクセスに QR コードおよびアクセス パスワードを
要求する 2 要素認証を適用する場合、共有ファイル アクセス用の 2 要素認証の
適用 を参照して 2 要素認証を有効にしてください。

•

IP アドレス - IP アドレスを使用してユーザーを検索します。すべての IP アドレス / 指定し
た IP アドレス / IP アドレスの範囲 を選択し、すべての IP アドレスからのユーザー / 特定
の IP アドレスからのユーザー / 指定した範囲内の IP アドレスからのユーザーを検索すること
ができます。

ユーザー タイプ - ドロップダウン リストから 内部ユーザー または 外部ユーザー を選択し、コンテンツ
アクセスをコントロールするユーザーのタイプを指定します。
アクション - ドロップダウン リストから 許可 または 拒否 を選択し、ユーザーの共有コンテンツへのアク
セスを許可・禁止します。
説明 – このルールの説明 (必須ではありません) を入力します。
複数のルールを追加するには、手順 2 から手順 6 まで繰り返します。ルールの優先度を変更するに
は、優先度 リストから数値を選択します。ルールが競合する場合、優先度の高いルールは適用されま
す。
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[保存] をクリックすると、コンテンツ アクセス コントロールの設定を保存します。[キャンセル] をクリック
すると、変更を保存せずに画面を閉じます。

モバイル アプリのみを経由した位置情報の提供
所属する組織がすべてのユーザーに対してモバイル アプリを経由した位置情報の提供を要求する場合、以下
の説明を参照してください。
Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移
動します。既定のインストール パスは …\AvePoint\Perimeter\GatewayPortal です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<appSettings> ノードを検索し、IsOnlyAppLocation 属性の値を true に設定します。
AppSettings.config ファイルを保存して閉じます。

共有ファイル アクセス用の 2 要素認証の適用
所属する組織で、Perimeter 外部ポータル内のセキュア共有ファイルへのアクセスに 2 要素認証を適用する
場合、以下の説明を参照してください。
Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移
動します。既定のインストール パスは …\AvePoint\Perimeter\GatewayPortal です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<appSettings> ノードを検索し、IsTwoFactorEnableForPortal 属性の値を true に設
定します。
AppSettings.config ファイルを保存して閉じます。
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セキュア共有のオプションとカスタマイズの構成
セキュア共有のオプションとカスタマイズ ページで、以下のセキュア共有設定を構成することができます。

図 6: セキュア共有のオプションとカスタマイズ ページ

•

有効期間の設定 - SharePoint の セキュア共有 ウィンドウでセキュア共有を実行する際
に、有効期限 フィールドを必須にするかどうかを選択します。既定の有効期間 フィールドで期
間を構成すると、既定の有効期間が設定されている状態で、有効期限が各共有イベントに
対して自動表示されます。また、有効期間の最大値 を構成すると、内部ユーザーが選択で
きる有効期間が制限を超過しないことを確保することができます。
*

注意: 既定の有効期間を構成しない場合、テキスト ボックスに 0 を入力します。セキュア

共有 ウィンドウの 有効期限を指定してください フィールドが空白で表示され、セキュア共有
が失効しないことを意味します。
•

メタデータ設定 - 共有アイテムのメタデータ情報を Perimeter ポータルおよびモバイル アプ
リに表示するかどうかを選択します。セキュア共有機能を使用する際、内部ユーザーがリスト ビ
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ューを選択し、共有アイテムの SharePoint プロパティを共有することができます。Perimet
er ポータルにメタデータ情報を表示する オプションを選択しないと、SharePoint プロパティ
が表示されません。
•

アクセス許可レベルの設定 - SharePoint の セキュア共有 ウィンドウでセキュア共有を実
行する際に、内部ユーザーに対して 削除 権限の付与を許可するかどうかを選択します。

共有者を差出人としたセキュア共有通知メールの送信
既定では、ファイル / フォルダー / ライブラリの共有先となる内部・外部ユーザーに送信する AvePoint Peri
meter セキュア共有通知 メールの 差出人 フィールドに AvePointPerimeter.Notifications (peri
meter.notification@avepoint.com) が表示されます。
AppSettings.config ファイルを構成し、ファイル / フォルダー / ライブラリを共有したユーザーをメールの差
出人として表示することができます。詳細については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既定のマ
ネージャー インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\Manager です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<appSettings> ノードを検索し、IsEmailsenderisshareby 属性の値を true に設定し
ます。
AppSettings.config ファイルを保存して閉じます。

更新通知の有効化
既定では、共有ファイルが更新される際、ファイルの共有先ユーザーに通知が送信されません。

更新通知が有効になっている場合、ファイルを共有したユーザーまたはサイト コレクション管理者がファイルの更
新を共有先ユーザーに通知することを選択すると、ファイルが更新される際に共有先ユーザーにメール通知が送
信されます。また、ファイルの更新回数に関係なく、更新通知を 1 件のみ送信する期間を構成することができ
ます。
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更新通知を有効化して期間を構成する方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter マネージャー サーバーで …\AvePoint\Perimeter\Manager\bin\config フォル
ダーに移動します。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<appSettings> ノードの dynamicUpdateEmailNotification 属性の値を true に設
定します。
FileUpdateHolderSendTime 属性を検索または追加し、値を設定します。この属性値の時
間単位は 分 です。この属性を構成しない場合、期間は既定の 60 分となります。既定の期間設定
では、更新されたファイルの更新通知が送信されると、その後 60 分以内に、同一ファイルの同一ユー
ザーによって実行された更新についての通知は再度送信されません。
変更を保存して、ファイルを閉じます。

外部ポータルでのロックされた共有ファイルの通知メールを送信するしきい値の
カスタマイズ
既定では、AvePoint Perimeter 外部ポータルで共有ファイルが編集のために 5 日間以上ロックされている
場合、Perimeter システムは件名が アクション必要: ファイルが編集のためロックされています の通知メー
ルを、ファイルをロックしたユーザーに自動的に送信し (カーボンコピーを、ファイルを共有したユーザーに送信しま
す)、ファイルの編集を通知します。

この通知メールを送信するしきい値をカスタマイズする方法については、以下の説明を参照してください。
*

注意: アクション必要: ファイルが編集のためロックされています メール通知のテンプレートをカスタマイズする

方法については、メール テンプレートのカスタマイズ を参照してください。
Perimeter マネージャー インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既定のマ
ネージャー インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\Manager です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
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<appSettings> ノードの fileLockNotificationIntervalDaysCount 属性の値を 1 ~
32 の間の整数に設定し、ロックされた共有ファイルの アクション必要: ファイルが編集のためロックさ
れています メール通知を送信するしきい値として使用します。
*

注意: 既定の値は 5 です。

変更を保存して、ファイルを閉じます。
Perimeter マネージャー サーバーで AvePoint Perimeter タイマー サービス を手動で再起動
すると、この変更が反映されます。

共有先でないユーザーの外部ポータルへのサインアップの許可
既定では、アイテムの共有先として指定されていない外部ユーザーが外部ポータルにサインアップすることはでき
ません。所属する組織がこれらの外部ユーザーに対して、外部ポータルへのサインアップおよび共有アイテムのセ
キュア共有リンクを使用したアクセス要求の送信を許可する場合、構成ファイルを編集してこの機能を有効にす
る必要があります。

この機能を有効にする方法については、以下の説明を参照してください。
Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移
動します。外部ポータルおよびゲートウェイの既定インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\G
ateway\bin\Config です。
AppSettings.config ファイルを検索して、メモ帳で開きます。
allowRegisterWithoutDocuments 属性の値を true に設定します。
変更を保存して、このファイルを閉じます。

CONFIG ファイルを使用したセキュア共有の既定有効期間の定義
既定の有効期間を設定すると、内部ユーザーが SharePoint で セキュア共有 機能を使用してファイル / フ
ォルダー / ライブラリを共有する際、有効期間が セキュア共有 ウインドウに自動的に表示されます。内部ユー
ザーは セキュア共有 ウインドウで有効期間をカスタマイズすることができます。
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*

注意: セキュア共有のオプションとカスタマイズ が構成されている場合、AppSettings.config ファイル

のこの設定は機能しなくなります。

CONFIG ファイル経由でセキュア共有の既定有効期間を定義する方法については、以下の説明を参照してく
ださい。
外部ポータルおよびゲートウェイ・マネージャーのインストール パス配下の \bin\config フォルダーに移
動します。外部ポータルおよびゲートウェイの既定インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\G
atewayPortal、マネージャーの既定インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\Manager
です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
DefaultExpirationDays 属性を検索し、この属性の値を設定します。時間単位は 日間 です。
0 以上の整数を入力する必要があります。
変更を保存して、ファイルを閉じます。

ワンタイム アクセス パスコードを送信する最小間隔の定義
セキュア共有でパスコード認証が要求される場合、共有リンクにアクセスする外部ユーザーは、パスコードを受信
するメール アドレスを提供してから 30 分以内に、Perimeter 外部ポータルで認証用のパスコードを入力する
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必要があります。既定では、新しいパスコードを送信する最小間隔は 60 秒です。外部ユーザーが新しいパス
コードを取得したい場合、最低 60 秒以上待つ必要があります。

図 7: 新しいパスコードを送信する最小間隔

最小間隔を変更する場合は、以下の説明を参照してください。
外部ポータルおよびゲートウェイのインストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既
定のインストール パスは …\AvePoint\Perimeter\GatewayPortal です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<Appsettings></appsettings> ノードに <add key="AccessCodeResentTime
" value="60" /> ノードを追加します。
value 属性の数値を変更することができます。時間単位は 秒 です。
構成を保存して、このファイルを閉じます。

アプリケーション設定の構成
構成 メニューの アプリケーション設定 では、AvePoint Perimeter の既定のデバイス登録設定および通知
設定の構成をカスタマイズすることができます。
また、appsettings.config ファイルを構成し、Perimeter 管理コンソールおよびポータルへのログイン動作
に対してアカウント ロックアウト ポリシーを構成することもできます。既定では、5 分間以内にユーザーのログイン
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試行失敗が 5 回発生すると、ユーザー アカウントは 5 分間ロックアウトされます。

詳細については、アカウント ロックアウト ポリシーの構成 を参照してください。

全般設定の構成
全般設定 で、既定のデバイス登録設定、AvePoint Perimeter 外部ポータル・内部ポータルの URL、組
織の連絡先情報など、デバイス登録およびポータル接続の全般設定を構成します。

全般設定 へのアクセスには、構成 メニューに移動し、アプリケーション設定 配下の [全般設定] をクリックし
ます。

全般設定を構成する方法については、以下の説明を参照してください。
1. デバイス サービス URL - AvePoint Perimeter 管理システムのゲートウェイの URL を入力しま
す。この URL は、デバイス所有者に送信する登録要求メールも含みます。デバイス所有者はこの UR
L 経由で AvePoint Perimeter モバイル アプリをダウンロードしてインストールします。[テスト] ボタ
ンをクリックすると、入力した URL が使用可能であるかどうかを確認することができます。
2. 既定の認証モード - この Perimeter マネージャー サーバーの既定認証方法を選択します。この方
法はモバイル デバイスの登録プロセス中に使用できます。
•

組織のディレクトリ資格情報 - モバイル デバイスの登録プロセス中に、ユーザーが所属する
組織のユーザー名および組織のディレクトリ アカウントのパスワードを提供する必要がありま
す。

•

ワンタイム登録コード - モバイル デバイスの登録プロセス中に、ユーザーが所属する組織のユ
ーザー名および登録要求で提供されたワンタイム登録コードを提供する必要があります。

•

両方 (ディレクトリ資格情報 & ワンタイム登録コードの 2 要素認証) - モバイル デバイス
の登録プロセス中に、ユーザーが所属する組織の資格情報 (ユーザー名とパスワード) および
登録要求で提供されたワンタイム登録コードを提供する必要があります。

3. デバイス使用ポリシーのアップロード - 所属する会社によってカスタマイズされた設定済みデバイス使
用ポリシーの HTML ファイルをアップロードします。これにより、社員の登録済みデバイス使用時のセキ
ュリティ、安全性、プライバシーを確保することができます。
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4. 認証タイプ - Perimeter 管理コンソール、内部ポータル、外部ポータルにサインインする際の既定の
認証タイプを選択します。
•

Windows 認証 タイプを選択すると、内部ユーザーは Windows アカウントを使用して内
部・外部ポータルに直接にサインインすることができます。
外部ポータルの既定認証タイプ で Windows 認証 を選択すると、外部ポータルにサイン
インする際、外部ユーザーは手動で認証タイプを フォーム ベース認証 に変更し、ユーザー名
およびパスワードを提供する必要があります。

•

信頼するビジネス パートナーに対して、所属する組織資格情報を使用して Perimeter への
ログインを許可するためには、ADFS 認証 タイプを選択することができます。
ADFS 認証を構成する方法については、ADFS 認証の構成 を参照してください。

5. 内部ポータル URL - AvePoint Perimeter 管理システムの AvePoint Perimeter 内部ポータ
ルのベース URL を入力します。[テスト] ボタンをクリックすると、入力した URL が使用可能であるか
どうかを確認することができます。
6. 外部ポータル URL - この AvePoint Perimeter 管理システムの AvePoint Perimeter 外部
ポータルのベース URL を入力します。[テスト] ボタンをクリックすると、入力した URL が使用可能で
あるかどうかを確認することができます。
7. 既定のドメイン - 内部ユーザーが AvePoint Perimeter 内部ポータルおよび外部ポータルのログイ
ン ページで Active Directory ユーザー名を入力する際、ドメイン名の入力を省略することを可能に
するためには、このフィールドに既定のドメイン名を入力します。既定のドメイン名を構成する場合、内
部ユーザーがポータルにログインする際に、ドメイン名/ユーザー名 の代わりに ユーザー名 のみを入力
する必要があります。
8. 連絡先情報 - システム管理者の メール アドレス および 電話番号 を入力します。この情報はすべ
ての登録要求メールに表示されます。デバイス所有者がデバイスの登録について疑問がある場合、シ
ステム管理者に連絡することができます。
9. [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 全般
設定 画面を終了します。

AvePoint Perimeter 外部ポータルでの新しいデバイスの登録機能の無効化
既定では、AvePoint Perimeter 外部ポータルの内部・外部ユーザーは、外部ポータルで [新しいデバイス
の登録] リンクをクリックして登録要求を送信することができます。

新しいデバイスの登録 機能の詳細については、AvePoint Perimeter Pro セキュア共有ユーザーガイド
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(英語) を参照してください。

Perimeter マネージャーは登録要求メールをこのユーザーに送信します。ユーザーは Perimeter 管理者から
の登録要求メールを要求せずに、受信した登録要求メールを使用してモバイル デバイスを Perimeter 管理
システムに登録することができます。

登録要求では、以下の認証モードのいずれかを使用します。
•

登録要求メールが内部ユーザーに送信された場合、認証モードは 両方 (ディレクトリ資格
情報 & ワンタイム登録コードの 2 要素認証) となります。

•

登録要求メールが外部ユーザーに送信された場合、認証モードは ワンタイム登録コード とな
ります。

すべての外部 / 内部ユーザーに対して、Perimeter 管理者から送信される登録要求を経由したモバイル デ
バイスのみの登録を許可するには、以下の設定を構成して AvePoint Perimeter 外部ポータルで 新しいデ
バイスの登録 機能を無効にします。
外部ポータルおよびゲートウェイのインストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既
定のインストール パスは …\AvePoint\Perimeter\GatewayPortal です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
以下の属性の値を構成します。
•

internalUserSelfEnrollEnabled – 外部ポータルで内部ユーザーに対して 新しいデ
バイスの登録 機能を無効にするには、この属性の値を false に設定します。

•

externalUserSelfEnrollEnabled – 外部ポータルで外部ユーザーに対して 新しいデ
バイスの登録 機能を無効にするには、この属性の値を false に設定します。

*

注意: internalUserSelfEnrollEnabled および externalUserSelfEnrollEnabled

属性の既定値は true です。外部ポータルで内部・外部ユーザーの 新しいデバイスの登録 機能が
有効になっていることを示します。
変更を保存して、ファイルを閉じます。

通知設定の構成
メール通知を送信するために、SMTP サーバー情報および通知パラメーターなどの設定を構成します。
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送信メール設定の構成
AvePoint Perimeter からメール通知を送信する前に、メール送信サーバー設定を構成する必要がありま
す。メール送信サーバーを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
1. メール送信サーバー (SMTP) – メール送信サーバーのアドレスを入力します。
2. SSL 認証 – SMTP サーバー上のメール設定に従ってオプションを構成します。
3. メール (SMTP) ポート - SMTP ポートを入力します。既定の SMTP ポートは 25 です。SSL 認
証の場合、既定のポートは 587 です。
4. SMTP サーバー ユーザー名 – SMTP サーバー上の送信者のユーザー名を入力します。
5. 匿名アクセスの許可 - 使用する SMTP サーバーへの匿名アクセスを許可するかどうかを選択します。
匿名アクセスを許可すると、SMTP サーバー パスワード は要求されなくなります。
6. 送信者のメール アドレス – すべての Perimeter メールの送信者メール アドレスを入力します。
7. SMTP サーバー パスワード – SMTP サーバーにログオンする送信者のパスワードを入力します。
8. [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成をキャンセルします。
9. 完了後、Perimeter は構成した 送信者のメール アドレス に確認メールを自動的に送信します。

通知メール設定の構成
通知メール設定 画面でメール通知設定を構成する方法については、以下の説明を参照してください。
1. 通知メールをトリガーする 通知条件 を選択します。
•

違反 を選択した場合: Perimeter は、SharePoint へのアクセスがコンテンツ アクセス コン
トロール ルールによってブロックされたことを通知するメールを受信者に送信します。

•

警告 を選択した場合: Perimeter は、コンテンツ アクセス コントロール ルールによるアクセ
ス試行の結果が警告となったことを通知するメールを受信者に送信します。
通知条件を選択した場合、手順 2 ~ 3 の設定を構成する必要があります。

2. 受信者 - 通知受信者のメール アドレスを入力します。
3. 通知を送信するタイミング - 通知を送信するタイミング エリアで、以下のオプションのいずれかを選択
します。
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•

ただちに通知を送信する - コンテンツ アクセス コントロール ルールによる SharePoint への
アクセスがブロックされた際、またはユーザーが警告された際に、メール通知がただちに送信され
ます。

•

スケジュールを構成する - メール通知の送信スケジュールを構成することができます。詳細に
ついては、以下の説明を参照してください。
o

スケジュール タイプ - アクセス警告レポート メール / アクセス違反レポート メールの
送信間隔を 間毎、日毎、週毎、月毎 から選択します。

o

間隔 - テキスト ボックスに整数を入力してスケジュールの頻度を構成します。

o

開始日時 - ブロック / 警告のアクセス試行を確認する時間を指定します。月毎 を
選択する場合、日付を指定する フィールドまたは 曜日を指定する フィールドを構成
します。詳細については、以下の 開始日時詳細設定の構成 セクションを参照してく
ださい。

4. [保存] をクリックすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、構成をキャンセルします。

開始日時詳細設定の構成
スケジュールを構成する際に 月毎 を選択する場合、以下の開始日時の詳細設定が構成可能になります。
•

日付を指定する - 日付を指定する を選択すると、以下の説明に従って開始日時を構成し
ます。
… : … 日付: … – 特定日の時間を指定します。例えば、1:00 日付: 2 日 を
選択すると、毎月の 2 日の 1 時にジョブを開始します。

•

曜日を指定する - 曜日を指定する を選択すると、以下の説明に従って開始日時を構成し
ます。
… : … 日付: … … – 特定曜日の時間を指定します。例えば、1:00 日付: 第
1 金曜日 を選択すると、毎月の第 1 金曜日の 1 時にジョブを開始します。

ADFS 認証の構成
組織外のユーザーが、自身の組織の資格情報を使用して Perimeter にアクセスすることを可能にするために
は、Perimeter 管理コンソールで ADFS 認証を有効にして構成することができます。
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ADFS 認証を有効にして設定を構成するに方法については、以下の説明を参照してください。
構成 > アプリケーション設定 > ADFS 認証 の順に移動します。
ADFS 情報 セクションで、ADFS 認証 フィールドの ADFS 認証を有効にする オプションを選択
し、ADFS 認証を有効にします。
ADFS 情報 セクションで以下の情報を入力します。
•

証明書利用者 ID - 証明書利用者信頼の ID を入力します。

•

フェデレーション メタデータ トラスト - フェデレーション メタデータ トラストの URL パスを入力
します。

トークン復号化証明書 セクションで、[証明書の選択] をクリックしてトークン復号化証明書を参照し
ます。
Perimeter 管理コンソールに ADFS ユーザーを追加する場合、クレームを追加してクレームの優先
度を設定することができます。詳細については、以下の説明を参照してください。
クレーム構成 セクションで [ルールの追加] リンクをクリックします。ルール レコードが表に追加
されます。
自動 フィールドでは、手動入力 オプションおよび 選択 オプションがリストに提供されています。
すべての使用可能なクレーム タイプを クレーム タイプ リストに表示し、リストからクレーム タイ
プを選択するためには、選択 オプションを選択します。クレーム タイプ ボックスにクレーム タイ
プを手動で入力するためには、手動入力 オプションを選択します。
リストからクレーム タイプを選択した場合、クレーム名は自動的に クレーム名 ボックスに追加
されます。クレーム タイプを入力する場合、クレーム名 ボックスにクレーム名を入力します。
ルールを追加するには、手順 a ~ c を繰り返します。
[保存] をクリックすると、ADFS 認証設定を保存してこのページを閉じます。[キャンセル] をクリックす
ると、変更を保存せずにこのページを閉じます。
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アカウント ロックアウト ポリシーの構成
構成ファイルでアカウント ロックアウト ポリシーをカスタマイズする方法については、以下の説明を参照してくださ
い。
外部ポータルおよびゲートウェイ・マネージャーのインストール パス配下の \bin\config フォルダーに移
動します。外部ポータルおよびゲートウェイの既定インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\G
atewayPortal です。マネージャーの既定インストール パスは …\AvePoint\Perimeter\Mana
ger です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
<Appsettings></appsettings> ノードの下で以下のノードを検索または追加します。
•

<add key=“MaxLoginLockTrial” value=“5”/> – value 属性の数値を編
集します。ログイン試行の失敗回数が構成した回数に達すると、ユーザーがロックアウトされま
す。

•

<add key=“LoginLockDuration” value=“5”/> – value 属性の数値を編
集してアカウントのロック期間を指定します。時間単位は 分間 です。

•

<add key=“LoginAttempTimeRange” value= “5”/> – value 属性の数
値を編集します。指定した期間内で、ログイン試行の失敗回数が MaxLoginLockTrial
属性で構成した値に達すると、アカウントがロックされます。時間単位は 分間 です。

変更を保存して、ファイルを閉じます。

ログ マネージャー
ログ マネージャー を使用し、Perimeter マネージャーおよびエージェントによって生成されたログを管理・収集
します。ログ マネージャー で、各マネージャー サービスおよびエージェントのログ ファイルに対してログ レベルおよ
び設定を構成することができます。

Perimeter の ログ マネージャー にアクセスするには、構成 メニューに移動し、[ログ マネージャー] をクリック
します。
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ログ設定の構成
ログ マネージャー 画面でログ設定を構成する方法については、以下の説明を参照してください。
リボン上で [ログ設定] をクリックします。マネージャー サービス または エージェント タブをクリックする
と、マネージャーまたはエージェント サービスのログ設定を構成することができます。
各タブにサービス名が表示されます。ログの設定を構成するには、希望のサービスを選択して以下のオ
プションを構成します。
•

サービス ホスト - サービスが存在するサーバーです。

•

ログ レベル – 以下の各レベルでのログ生成を構成することができます。
o

情報 – 実行したジョブ、実行した操作、ジョブの重要なプロセスなど、Perimeter の
基本情報を記録します。情報 レベルのログにはすべての 警告 および エラー レベル
のログも含まれています。

o

デバッグ (既定) – Perimeter マネージャーと Perimeter エージェント間の通信、
データベース内の操作、データの出力メッセージなどの内部操作に関する詳細情報を
記録します。
このログは、すべてのジョブについて詳細情報を検出する場合に使用されます。トラブ
ルシューティングの実行前にログ レベルを デバッグ レベルに設定することを推奨しま
す。デバッグ レベルのログにはすべての 情報、警告、エラー レベルのログも含まれてい
ます。

o

エラー – ジョブのエラー メッセージを記録します。エラーすべてがジョブの失敗に起因
するわけではなく、既に対処されたエラーも存在します。ログはこれらの詳細情報を記
録します。

o

警告 – ジョブの例外を記録します。警告 レベルのログにはすべての エラー レベルの
ログも含まれています。

*

注意: ログ レベルを変更すると、変更前に構成されたログは影響されませんが、新規作成の

ログに影響がでます。
•

各ログ ファイルのサイズ – ログの既定サイズは 5 MB です。必要に応じてテキスト ボックス
に数値を入力してサイズを調整することができます。
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•

ログ ファイルの合計数制限 – 各マネージャー サービスのインストール フォルダー配下につい
て、 Logs フォルダー内に含まれるすべてのログ ファイルの最大数です。各エージェント サーバ
ーに対して、ログ ファイルの合計数は各 .exe ファイルによって作成できるすべてのログ ファイル
の最大数となります。エージェント ログは各エージェントのインストール フォルダー配下の Logs
フォルダーに保存されます。
ログ ファイル数がしきい値を超過すると、最初に作成されたログ ファイルは削除されます。

ログ設定 の構成を完了すると、[保存] をクリックし、すべての変更を保存して ログ マネージャー 画
面に戻ります。
複数のサービスのログ設定を一括構成する方法については、以下の説明を参照してください。
すべての希望のサービスを選択し、リボン上で [ログの一括設定] をクリックします。
ログの一括設定 ポップアップウィンドウで、ログ レベル、各ログ ファイルのサイズ、ログ ファイルの合
計数制限 を構成します。
ログ設定 の構成を完了すると、[保存] をクリックし、すべての変更を保存して ログ マネージャー 画
面に戻ります。

ログの収集
ログ マネージャー でログを収集するためには、該当するチェックボックスをクリックして希望のサービスまたはエージ
ェントを選択し、リボン上で [収集] をクリックします。選択したサービスまたはエージェントのログ収集ジョブが開
始されます。

ジョブの詳細を表示するには、ジョブ モニター に移動してください。

モニター設定の構成
モニター 画面で、Built-in タイマー ジョブの タイマー ジョブ定義 の表示・管理および タイマー ジョブの状
態 の表示を実行することができます。

タイマー ジョブ定義の監視
タイマー ジョブ定義 にアクセスするには、構成 メニューに移動し、モニター 配下の [タイマー ジョブ定義] を
クリックします。
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タイマー ジョブ定義 で、Built-in バッチ タイマー ジョブを表示・管理することができます。

これらのバッチ タイマー ジョブは、エージェントが正常に作動しているかの監視、リアル タイム アクセス ログに基づ
いた ダッシュボード の すべてのアクセス ログ 用のセッション要約データの計算、共有された SharePoint ファ
イルの最終更新日時の更新、AvePoint Perimeter 内部ポータルのダッシュボードに表示するデータの計
算、各エージェントの状態の監視、定義済み保持期間に基づいた期限切れデータのプルーニングに使用されま
す。
*

注意: エージェントの使用に影響を与える可能性のある問題が検出された際、Health monitoring タイ

マー ジョブは、AvePoint Perimeter エージェントのヘルス アナライザー レポート を 全般設定 で構成し
た連絡先に送信します。
タイマー ジョブの基本情報およびスケジュールはあらかじめ定義されています。タイマー ジョブは編集、有効化・
無効化することができます。

タイマー ジョブの編集
タイマー ジョブを編集する方法については、以下の説明を参照してください。
タイマー ジョブ タイトルをクリックして タイマー ジョブの編集 画面にアクセスし、以下の構成を編集し
ます。
•

基本情報 - 編集するタイマー ジョブの ジョブ タイトル および 説明 を入力します。

•

スケジュール設定 - このタイマー ジョブの実行頻度を指定します。
スケジュール タイプ – タイマー ジョブの実行間隔を、分毎、時間毎、日毎、週毎、
月毎 から選択します。
間隔 - テキスト ボックスに整数を入力してスケジュールの頻度を設定します。
開始日時 - Perimeter がブロック / 警告のアクセス試行を確認する時間を指定し
ます。月毎 を選択すると、日付を指定する および 曜日を指定する フィールドを構
成します。詳細情報については、本ガイドの 開始日時詳細設定の構成 セクションを
参照してください。

[保存] をクリックすると、構成を保存します。[保存して実行] をクリックすると、構成を保存してタイマ
ー ジョブをただちに実行します。
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タイマー ジョブの有効化と無効化
タイマー ジョブを有効化・無効化・ただちに実行する方法については、以下の説明を参照してください。
•

無効化 - タイマー ジョブの 有効 列に はい が表示されている場合、このタイマー ジョブを無
効にすることができます。有効になっているタイマー ジョブを無効化する場合は、該当するタイ
マー ジョブのチェックボックスを選択してリボン上で [無効化] をクリックするか、ジョブ タイトルの
隣のメニューを開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [無効化] をクリックしま

す。
•

有効化 - タイマー ジョブの 有効 列に いいえ が表示されている場合、このタイマー ジョブを
有効にすることができます。無効になっているタイマー ジョブを無効化する場合は、該当するタ
イマー ジョブのチェックボックスを選択してリボン上で [有効化] をクリックするか、ジョブ タイトル
の隣のメニューを開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [有効化] をクリックしま

す。
•

ただちに実行 - 有効になっているタイマー ジョブをただちに実行するためには、該当するチェッ
クボックスを選択してリボン上で [ただちに実行] をクリックするか、ジョブ タイトルの隣のメニュ
ーを開く (

) ボタンをクリックしてポップアップ メニューで [ただちに実行] をクリックします。

タイマー ジョブの状態の監視
タイマー ジョブの状態 にアクセスするには、構成 メニューに移動し、モニター 配下の [タイマー ジョブの状
態] をクリックします。タイマー ジョブの状態 で、タイマー ジョブの結果が成功であるか、失敗であるかを確認
することができます。
以下の 3 種類のタブを使用してタイマー ジョブの状態を表示することができます。
•

スケジュール ジョブ – 今後実行するようにスケジューリングされたタイマー ジョブのみを表示こ
とができます。

•

実行中のジョブ – 現在実行中のタイマー ジョブがすべて表示されます。

•

ジョブ履歴 – 以前に実行されたタイマー ジョブがすべて表示されます。

Windows Phone ログの場所の構成
構成 メニューの Windows Phone ログ では、診断ログの場所 機能が提供されています。この画面から、
アップロードされた AvePoint Perimeter Windows Phone アプリの診断ログを保存する場所を構成する
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ことができます。

AvePoint Perimeter Windows Phone アプリで ログのアップロード 機能を使用すると、エンドユーザー
は AvePoint Perimeter Windows Phone アプリの診断ログ ファイルを構成した診断ログの場所にアップ
ロードすることができます。Perimeter 管理者はこの場所でアップロードされたログ ファイルを表示することができ
ます。
完了後、お使いの Perimeter 管理システムの既定の診断ログの場所は AvePoint Perimeter マネージャ
ー サーバーの …\AvePoint\Perimeter\Manager\files ディレクトリです。

診断ログの場所をカスタマイズする方法については、以下のセクションを参照してください。
診断ログの場所 から、この Perimeter 管理システム内の AvePoint Perimeter Windows Phone ア
プリについて、アップロードされたすべての診断ログを保存する場所の UNC パス、および UNC パスへのアクセス
に使用する資格情報を構成します。
診断ログの場所 へのアクセスには、構成 メニューに移動し、Windows Phone ログ 配下の [診
断ログの場所] をクリックします。この Perimeter 管理システムの診断ログの場所を構成する方法に
ついては、以下の説明を参照してください。
UNC パス テキスト ボックスに、AvePoint Perimeter Windows Phone アプリのアップロードされ
たログ ファイルを保存する場所の UNC パスを入力します。UNC パスは、\\admin-PC\c$\dat
a または \\admin-PC\shared folder の形式で入力する必要があります。
ユーザー名 および パスワード テキスト ボックスに、以前のセクションで構成した UNC パスへのアクセ
スに使用するアカウントの資格情報を入力します。入力するアカウントは、以前のセクションで構成した
UNC パスに対して 書き込み 権限を持っている必要があります。
[検証テスト] をクリックして入力した情報が有効であるかどうかをテストします。
[保存] をクリックして診断ログの場所を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに現
在のページを閉じます。
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ジョブ モニター画面
ジョブ モニター では、ジョブの状態と詳細情報の表示、レポートのダウンロード、ジョブの管理をすべて中央イン
ターフェイスから実行することができます。ジョブ モニター で、アクセス違反通知、アクセス警告通知、デバイスの
一括登録、ログの収集、AD ユーザー同期などのジョブを表示することができます。
•

アクセス違反通知およびアクセス警告通知ジョブは、通知メール設定 で構成した設定に基づ
いて、アクセス違反およびアクセス警告のスケジューリングされた通知を送信します。詳細につい
ては、通知メール設定の構成 を参照してください。

•

デバイスの一括登録ジョブは、デバイスの一括登録 で構成した設定に基づいてデバイス登録
要求を一括送信します。詳細については、デバイスの登録要求の一括送信 を参照してくださ
い。

•

ログの収集ジョブは、ログ マネージャー の設定に基づいてログを収集します。詳細について
は、ログの収集 を参照してください。

•

AD ユーザー同期ジョブは、AD ユーザーの同期 で構成した設定に基づいて Active Direc
tory ユーザーを同期します。詳細については、Active Directory ユーザーの同期 を参照
してください。

ジョブ モニターの表示画面では、各ジョブの ジョブ ID、タイプ、進行状況、状態、開始日時、終了日時 など
の情報を表示することができます。
完了または完了 (実行中に例外あり) 状態のジョブに対して、以下の操作を実行することができます。
•

ダウンロード - 特定のジョブについて詳細をダウンロードするためには、該当する ジョブ ID の
隣のチェックボックスを選択し、リボン上で [ジョブ詳細のダウンロード] をクリックします。ファイ
ルを開くか保存するかを確認するダイアログが表示されます。[保存] または [名前を付けて
保存] をクリックしてファイルを指定の場所に保存します。
*

注意: このオプションが使用可能である対象ジョブは、デバイスの一括登録ジョブ、ログの収

集ジョブ、AD ユーザー同期ジョブです。
•

削除 - ジョブ情報を削除するには、該当する ジョブ ID の隣のチェックボックスを選択してリボ
ン上で [削除] をクリックします。
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•

ジョブ サマリー - ジョブのサマリーを表示するには、該当する ジョブ ID の隣のチェックボックス
を選択してリボン上で [ジョブ サマリー] をクリックします。ジョブ サマリー ポップアップ ウィンド
ウでサマリー情報を表示することができます。

ジョブ モニターでは、ジョブ タイプを検索して表示するジョブをカスタイマイズすることもできます。リボン上の検索
ボックスに希望のジョブ タイプのキーワードを入力し、検索 (

) ボタンをクリックします。一致する結果は表示

画面に表示されます。
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警報ルールを経由したユーザー アクティビティと場所の監
視
構成された警報ルールを使用することで、AvePoint Perimeter は不審なユーザー アクティビティの識別、該
当するレポートの生成、このアクティビティに関する通知メールをシステム管理者に送信することができます。Ave
Point Perimeter では、管理者が SharePoint ノードに 警報ルール を適用することで、ユーザー アクティビ
ティおよび許可される場所を制限することができます。SharePoint ドキュメントに対して実行されたアクション、
AvePoint Perimeter セキュア共有サイト コレクション機能の使用状況、2 要素認証を使用したノードへの
ログイン試行の失敗回数、ユーザーが 2 要素認証を使用したノードにログインする時の場所は監視されます。

警報ルール を使用してユーザー アクティビティおよび場所を監視する方法については、以下のセクションを参照
してください。
お使いの SharePoint 環境内のユーザー アクティビティおよび場所を監視するには、警報ルールのタイプ を確
認してから、以下の説明を参照してください。
Web アプリケーション / サイト コレクション レベルでのドキュメント アクティビティ ルールのための Share
Point 監査設定の構成
ドキュメント アクティビティ ルールの監査データの取得
ドキュメント アクティビティ コレクションの構成
警報ルールの構成・適用

警報ルールのタイプ
使用可能なの警報ルールのタイプは以下のとおりです。
ドキュメント アクティビティ - ユーザー定義の期間内にユーザーがドキュメントに対してアクションを実
行した頻度を監視します。ドキュメント アクティビティ には、単一のアクティビティ および アクティビテ
ィ コレクション の 2 種類のルールが存在します。
•

単一のアクティビティ - ユーザー定義の期間内にユーザーがドキュメントに対して特定のアク
ションを実行した回数を監視します。
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•

アクティビティ コレクション - ユーザー定義の期間内にユーザーがドキュメントに対して、ユー
ザー定義のドキュメント アクティビティ コレクションに含まれているアクションを実行した合計回
数を監視します。ドキュメント アクティビティ コレクションには、個別の ドキュメント アクティビテ
ィ ルールによって監視できる複数のアクションが含まれています。ドキュメント アクティビティ コレ
クションを構成する方法については、ドキュメント アクティビティ コレクションの構成 を参照してく
ださい。

ドキュメント アクティビティ ルールを使用すると、以下のアクションを監視することができます。
•

オンラインで閲覧、ダウンロード、メール添付ファイルとして送信、閲覧、サードパーティ アプ
リで開く、外部ポータルで共有ファイルを表示する、外部ポータルから共有ファイルをダウン
ロードする などのユーザー アクティビティのリアルタイム データをトラッキングします。

•

チェックアウト、チェックイン、表示、削除、更新、プロファイルの変更、子の削除、スキーマ
の変更、リストア、ワークフロー、コピー、移動、検索 などのユーザー アクティビティを取得した
SharePoint 監査データをトラッキングします。これらのアクティビティ タイプは SharePoint
監査イベントの定義と同じものを使用します。
*

注意: ドキュメント アクティビティ ルールを使用して上記のアクティビティを監視するためには、

まず希望の SharePoint ノードで該当する SharePoint 監査イベントを有効にして必要な
監査データを取得する必要があります。詳細については、Web アプリケーション / サイト コレ
クション レベルでのドキュメント アクティビティ ルールのための SharePoint 監査設定の構成
および ドキュメント アクティビティ ルールの監査データの取得 を参照してください。
失敗したログイン試行 - 2 要素認証エラー ルールを使用して、ユーザーが 2 要素認証を使用した
SharePoint サイトへのログインに失敗した回数を監視します。AvePoint Perimeter は、2 要素
認証エラーのリアルタイム データを使用して、失敗したログイン試行 ルールによって監視された不審な
ユーザー アクティビティを識別します。
セキュア共有 - 以下のルールを使用して AvePoint Perimeter セキュア共有 機能の使用状況
を監視します。
•

同一ユーザーによる共有 - ユーザー定義の期間内に同一ユーザーが セキュア共有 機能経
由で共有したファイル数を監視します。

•

同一ユーザーと共有 – ユーザー定義の期間内に セキュア共有 機能経由で同一ユーザー
に共有されたファイル数を監視します。
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AvePoint Perimeter は、AvePoint Perimeter セキュア共有 機能のリアルタイム利用状況
データを使用して、セキュア共有 ルールによって監視された不審なアクティビティを識別します。
2 要素認証ログイン – ユーザーが過去に 2 要素認証を使用して SharePoint サイトへログインし
た場所間の距離を監視します。このルールは 場所間の距離 ルールを使用します。AvePoint Peri
meter はリアルタイム ユーザー場所データを使用して 2 要素認証ログイン ルールによって監視され
た不審なアクティビティを識別します。

Web アプリケーション / サイト コレクション レベルでのドキュメント
アクティビティ ルールのための SharePoint 監査設定の構成
ドキュメント アクティビティ 警報ルールが SharePoint 監査イベントと同一のアクティビティ定義を使用するた
め、SharePoint 監査データが必要となります。そのため、ドキュメント アクティビティ 警報ルールを適用する
前に、SharePoint 監査設定 を使用して SharePoint 監査イベントを有効にする必要があります。

SharePoint 監査設定 画面にアクセスするには、管理 メニューに移動し、監査 配下の [SharePoint
監査設定] をクリックします。SharePoint 監査設定 画面で、範囲ツリーを Web アプリケーションまたはサ
イト コレクション レベルまで展開し、お使いの SharePoint ファーム内の各ノードの SharePoint 監査設定を
表示します。
•

SharePoint 監査イベント - この列は、Web アプリケーションまたはサイト コレクション ノー
ドで現在有効になっている SharePoint 監査イベント数を表示します。

•

監査設定の継承 - この列は、サイト コレクション ノードが親ノードから SharePoint 監査設
定を継承しているかどうかを表示します。SharePoint 監査設定の継承を有効化する / 停
止する方法については、SharePoint 監査設定継承の有効化 / 停止 を参照してください。

SharePoint 監査イベントを有効にする方法については、以下の説明を参照してください。
範囲ツリーを Web アプリケーションまたはサイト コレクション レベルまで展開し、該当するチェックボック
スをクリックして SharePoint 監査設定を構成するノードを選択します。
*

注意: サイト コレクション ノードで監査設定を構成する前に、ノードの 監査設定の継承 列に いい

え が表示されており、ノードが親ノードから監査設定を継承していないことを確認する必要があります。
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選択したサイト コレクション ノードの 監査設定の継承 列に はい が表示されている場合、リボン上で
[継承の停止] をクリックして親ノードからの監査設定の継承を停止する必要があります。
リボン上で [構成] ボタンをクリックし、構成 画面にアクセスして SharePoint 監査設定を構成しま
す。
構成 画面で、以下の設定を構成します。
監査イベントの選択 - 選択した SharePoint ノードで監視する監査イベントを選択する
か、監視しないイベントの選択を解除します。
*

注意: 選択したサイト コレクションで一部の SharePoint 監査イベントが有効にな

っている場合、監査が現在有効化されているイベント フィールドが表示されます。こ
のフィールドはこのサイト コレクションで現在有効化されている監査イベントを表示しま
す。
スケジュール設定 - 以下のオプションのいずれかを選択し、以前のセクションで構成した監査
設定を適用するスケジュールを構成します。
スケジュールなし - このオプションを選択する場合、[ただちに適用] をクリックして構
成を保存すると、構成した監査設定が適用されます。これらの設定が適用されると、
構成した監査設定が自動的に再度適用されません。監査設定を再度適用するた
めには、構成 画面で手動で適用する必要があります。
手動でスケジュールを構成する - このオプションを選択すると、構成した監査設定を
適用するスケジュールを構成することができます。このオプションを選択すると、構成エリ
アが表示され、以下のオプションを使用してスケジュールをカスタマイズすることができま
す。
▪

スケジュール タイプ - 時間毎、日毎、週毎、月毎 から、構成した監査設
定を適用するスケジュール タイプを選択します。

▪

間隔 - テキスト ボックスに整数を入力してスケジュールの頻度を構成しま
す。

▪

開始日時 - Perimeter で構成した監査設定を適用する日時を指定しま
す。月毎 を選択すると、日付を指定する フィールドまたは 曜日を指定する
フィールドを構成します。詳細情報については、本ガイドの 開始日時詳細設
定の構成 セクションを参照してください。
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*

注意: Web アプリケーションを選択した場合、この Web アプリケーションに適用さ

れた後で、構成した監査設定が作成される新しい子サイト コレクションには、以前の
監査設定は反映されません。監査設定を Web アプリケーション配下で新規作成さ
れたサイト コレクションに自動的に適用するには、Web アプリケーションに監査設定
を適用するスケジュールを構成することを推奨します。
[ただちに適用] をクリックすると、構成を保存して監査設定を選択したノードにただちに適用します。
[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずにページを閉じます。

すべての SharePoint 監査イベントの無効化
SharePoint 監査設定 画面で、Web アプリケーションおよびサイト コレクション ノードに対して監査を無効
にすることができます。選択したノードで SharePoint 監査イベントが無効化されると、SharePoint 監査機
能はこれらのノードまたは子ノードに対する監視を停止します。
以下の説明を参照してください。
SharePoint 監査設定 画面にアクセスします。
範囲ツリーで、監査イベントを無効化するすべてのノードを選択します。
•

選択したノードに固有の SharePoint 監査設定が構成されている場合、[すべてのイベント
の無効化] ボタンは使用可能です。手順 2 に進みます。

•

選択したノードに親ノードから監査設定を継承しているノードが存在する場合、[すべてのイベ
ントの無効化] ボタンは使用できません。親ノードから監査設定を継承しているサイト コレク
ション ノードからすべての監査イベントを無効にするには、まず [継承の停止] ボタンをクリック
して親ノードからの継承を停止する必要があります。[すべてのイベントの無効化] ボタンは使
用可能となります。SharePoint 監査設定の継承を有効化する / 停止する方法について
は、SharePoint 監査設定継承の有効化 / 停止 を参照してください。

リボン上で [すべてのイベントの無効化] をクリックします。確認ウィンドウが表示されます。
[OK] をクリックします。
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SharePoint 監査設定継承の有効化 / 停止
SharePoint 監査設定 画面の 範囲 ツリーでは、Web アプリケーションおよびサイト コレクションの 2 種類
のノード レベルが存在します。
•

Web アプリケーション ノードで SharePoint 監査設定を構成すると、この Web アプリケー
ション内のサイト コレクションは親ノードに適用された監査設定を自動的に継承します。

•

サイト コレクション ノードで SharePoint 監査設定を構成すると、構成した監査設定は選
択したノードのみに適用され、別のサイト コレクションまたは Web アプリケーション ノードには
反映されません。

SharePoint 監査設定を初めて構成する場合、Web アプリケーション レベルまたはサイト コレクション レベル
から監査設定を直接構成することができます。

Web アプリケーションの監査設定を構成した後、この Web アプリケーションの監査設定を直接変更することも
できますが、この Web アプリケーション配下のサイト コレクションに対して特定の監査設定を構成する場合、先
に親ノードからの監査設定の継承を停止する必要があります。
•

特定のサイト コレクションに対して親ノードからの監査設定の継承を停止するためには、範囲
ツリーで 監査設定の継承 列に はい が表示されている該当のノードを選択し、リボン上で
[継承の停止] をクリックします。選択したノードで親ノードからの監査設定の継承が停止さ
れ、監査設定の継承 列の値が いいえ となります。継承済みの監査設定が、これらのサイト
コレクション ノードに保持され、親ノードに適用される監査設定の変更はこれらのノードに反映
されません。

•

特定のサイト コレクション ノードで監査設定の継承が解除された場合、親ノードから監査設
定を再度継承することができます。範囲ツリーで親ノードからの監査設定の継承が解除されて
いるノードを選択し、リボン上で [継承] をクリックします。選択したノードが親ノードから監査
設定を再度継承し、選択したサイト コレクションに現在適用されている監査設定は上書きさ
れます。監査設定の継承 列の値が はい となります。
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ドキュメント アクティビティ ルールの監査データの取得
ドキュメント アクティビティ 警報ルールを使用するノードで希望の SharePoint 監査イベントを有効にする
と、監査データの取得 機能を使用し、監査データの取得設定を構成して SharePoint ノードから監査デー
タを取得します。
監査データの取得 画面へのアクセスには、管理 メニューに移動し、監査 配下の [監査データの取得] をクリ
ックします。監査データの取得 画面から、範囲ツリーを Web アプリケーションまたはサイト コレクション レベルま
で展開し、お使いの SharePoint ファームの監査取得設定を表示します。
•

監査データ取得済み - 監査データが Web アプリケーションおよびサイト コレクション ノードか
ら取得されたかどうかを表示します。

•

取得スケジュール - 監査取得スケジュールが構成されているかどうかを表示します。

SharePoint ファームから監査データを取得するためには、まずファームの監査取得設定を構成し、データ取得
範囲およびスケジュールを指定する必要があります。

取得スケジュール で 手動でスケジュールを構成する を選択して監査データの取得スケジュールを構成する場
合、Perimeter はスケジュール ジョブを実行し、範囲の選択 で選択したノードから監査データを自動的に取
得します。スケジュールなし を選択する場合、データを手動で取得する必要があります。
*

注意: 監査データの取得 機能を使用して SharePoint から監査データを取得する際、以下の SharePoi

nt オブジェクトが自動的に排除されます。
•

URL に /_catalogs/、/SitePages、_.000 が含まれている SharePoint システム
ページ、URL が /Forms または /Forms/AllItems.aspx で終了する SharePoint
システム ページ

•

SharePoint 監査データが取得される SharePoint ファームのシステム アカウント

•

システム資格情報 画面で構成されたユーザー

SharePoint 監査データを取得しない SharePoint オブジェクトまたはユーザーをカスタマイズするには、特定
の監査データの排除フィルター ルールの構成 を参照してください。
詳細については、以下のセクションを参照してください。
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ファームの監査取得設定の構成
監査データを取得する SharePoint ファームの監査取得設定を構成する方法については、以下の説明を参
照してください。
監査データの取得 画面の 範囲 ツリーで監査データ取得設定を構成するファームを選択します。
リボン上で [設定の構成] をクリックし、選択したファームの 監査取得の設定 画面にアクセスします。
監査取得の設定 画面で以下の設定を構成します。
範囲の選択 セクションで、監査データを取得する Web アプリケーション / サイト コレクション
ノードのチェックボックスを選択します。サイト コレクションで有効化された監査イベントのを表示
する場合は、サイト コレクション URL の右側の [有効な監査イベントの表示] の上にマウス
カーソルを移動させます。ノードで有効になっている監査イベントを表示するツールチップが表示
されます。
*

注意: 範囲ツリーで選択できるのは、SharePoint 監査イベントが有効になっているノードの

みです。
スケジュール設定 セクションで、以下のオプションのいずれかを選択し、選択したノードの監査
データの取得スケジュールを構成します。
スケジュールなし - このオプションを選択すると、監査データを選択したノードから手動
で取得する必要があります。監査データを手動で取得する方法については、ファーム
からのデータの手動取得 を参照してください。
手動でスケジュールを構成する - このオプションを選択すると、選択したノードから監
査ノードを取得するスケジュールを構成することができます。個別の構成エリアが表示
され、以下のオプションを使用してスケジュールをカスタマイズすることができます。
▪

スケジュール タイプ - 分毎、時間毎、日毎、週毎、月毎 から、選択したノ
ードから監査データを取得するスケジュールのタイプを選択します。

▪

間隔 - テキスト ボックスに整数を入力してスケジュールの頻度を構成しま
す。

▪

開始日時 - Perimeter で選択したノードから監査データの取得を開始す
る日時を指定します。
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[保存] または [保存して今すぐ取得] をクリックしすると、構成を保存します。[キャンセル] をクリック
すると、構成を保存せずにページを終了します。
•

[保存] をクリックして構成を保存し、監査データの取得 画面に戻ります。

•

[保存して今すぐ取得] をクリックして構成を保存し、選択したノードから監査データをただちに
取得します。

ファームからのデータの手動取得
取得スケジュール で スケジュールなし を選択した場合、以下の手順に従って 範囲の選択 で選択したノード
から監査データを手動で取得する必要があります。
監査データの取得 画面に移動します。
範囲 ツリーで監査データを手動で取得するファーム ノードを選択します。
リボン上で [今すぐ取得] をクリックして監査データの取得ジョブを開始します。

特定の監査データの排除フィルター ルールの構成
監査データの取得 機能による監査から特定の SharePoint オブジェクトまたはユーザーを排除するために
は、以下の手順に従って Perimeter マネージャー サーバーの UserConfig.xml 構成ファイルでフィルター
ルールを構成します。
Perimeter マネージャー サーバーの …AvePoint\Perimeter\bin\Config\ ディレクトリに移動
します。
UserConfig.xml ファイルを開きます。
URL から SharePoint オブジェクトを排除するフィルター ルールを追加するためには、<AuditorD
ataExcludeRules> ノードに <Rule value="" condition=""/> 子ノードを追加しま
す。
•

Rule value – この属性の値を希望の URL に含まれている値または希望の URL の末に
ある値に設定します。

•
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condition – この属性の値を以下の条件のいずれかに設定します。
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contains – この条件を構成すると、このルールは rule value 属性の値を含む
URL を排除します。
endwith – この条件を構成すると、このルールは rule value 属性の値で終了
する URL を排除します。
ユーザー名から SharePoint ユーザーを排除するフィルター ルールを追加するためには、< Auditor
DataIgnoreUsers> ノードに <User name="” /> 子ノードを追加し、User name 属
性の値を希望のユーザーのログイン名に設定します。

図 8: UserConfig.xml ファイルの構成

変更を保存して、ファイルを閉じます。

ドキュメント アクティビティ コレクションの構成
ドキュメント アクティビティ コレクション で、個別のドキュメント アクティビティ警報ルールに監視される複数のド
キュメントアクティビティを含むドキュメント アクティビティ コレクションを構成することができます。
ドキュメント アクティビティ コレクション へのアクセスには、管理 メニューに移動し、監査 配下の [ドキュメント
アクティビティ コレクション] をクリックします。

ドキュメント アクティビティ コレクションの新規追加
ドキュメント アクティビティ コレクション 画面でドキュメント アクティビティ コレクションを構成する方法について
は、以下の説明を参照してください。
リボン上で [追加] をクリックすると、ドキュメント アクティビティ コレクションの追加 画面にアクセスし
ます。
基本情報 セクションで、作成するドキュメント アクティビティ コレクションの名前を入力します。
アクティビティ タイプの選択 セクションで、このドキュメント アクティビティ コレクションに追加するアクティ
ビティのチェックボックスを選択します。
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[保存] をクリックすると、構成を保存してドキュメント アクティビティ コレクションを追加します。[キャンセ
ル] をクリックすると、ドキュメント アクティビティ コレクションを追加せずにこの画面を閉じます。

ドキュメント アクティビティ コレクションの編集
ドキュメント アクティビティ コレクションの作成後、ドキュメント アクティビティ コレクションの名前を変更することは
できません。変更できるのは、構成済みドキュメント アクティビティ コレクションに含めるドキュメント アクティビティ
タイプのみです。以下の説明を参照してください。
ドキュメント アクティビティ コレクション 画面から、希望のドキュメント アクティビティ コレクションの隣の
チェックボックスを選択し、リボン上で [編集] をクリックし、ドキュメント アクティビティ コレクションの編
集 ページにアクセスします。
アクティビティ タイプの選択 セクションで、このドキュメント アクティビティ コレクションに含めるアクティビ
ティのチェックボックスを選択し、これに含めないアクティビティのチェックボックスの選択を解除します。
[保存] をクリックすると、変更を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずにこの画面
を終了します。

ドキュメント アクティビティ コレクションの削除
作成済みドキュメント アクティビティ コレクションの削除には、該当するチェックボックスを選択し、リボン上で [削
除] をクリックします。また、ドキュメント アクティビティ コレクション名の隣のメニューを開く (

) ボタンをクリックし

てメニューから [削除] を選択します。ドキュメント アクティビティ コレクションが AvePoint Perimeter 管理シ
ステムから削除されます。

警報ルールの構成・適用
警報ルール では、Web アプリケーションまたはサイト コレクション レベルの警報ルールを構成・適用し、AvePo
int Perimeter 管理システム内のエンドユーザー アクティビティおよび場所を監視することができます。

警報ルールを SharePoint ノードに適用した後、Perimeter では必要なデータを取得し、ルールで構成した
しきい値に基づいて不審なアクティビティが存在しているかどうかを確認することができます。

警報ルール へのアクセスには、管理 メニューに移動し、監査 配下の [警報ルール] をクリックします。
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警報ルール 画面から、範囲ツリーを Web アプリケーションまたはサイト コレクション レベルまで展開し、Share
Point ファームの各 Web アプリケーションまたはサイト コレクションに適用されている警報ルール数を表示するこ
とができます。警報ルール 列には、各ノードに現在適用されているルール数が表示されます。

警報ルールを構成し、Web アプリケーションまたはサイト コレクションに適用する方法については、以下の説明
を参照してください。
範囲 画面から、ファーム ツリーを Web アプリケーションまたはサイト コレクション レベルまで展開しま
す。
警報ルールを構成して適用する Web アプリケーションまたはサイト コレクションを選択し、リボン上で
[構成] をクリックして 構成 画面にアクセスするか、ノードの隣の 警報ルール 列でリンクをクリックしま
す。
警報の構成 セクションから、選択したノードに適用するルールを構成します。警告ルールの構成の詳
細については、警報ルールの作成・編集 を参照してください。
メール通知設定 から、以前のセクションで構成したルールによって不審なアクティビティが識別された際
に、メール通知をただちに送信するかどうかを設定します。メール通知を希望のユーザーにただちに送信
するためには、以下の説明を参照してください。
指定した受信者にただちにメール通知を送信する チェックボックスを選択します。受信者 テ
キスト ボックスおよび 警報をトリガーしたユーザーの直属の上司を含める チェックボックスが
下に表示されます。
受信者 テキスト ボックスに、メール通知の受信者のメール アドレスを入力します。メール アド
レスを複数入力する場合、セミコロンで区切ります。
警報ルールをトリガーしたユーザー直属の上司にメール通知を送信するためには、警報をトリ
ガーしたユーザーの直属の上司を含める チェックボックスを選択します。
*

注意: 通知を送信するメール アドレスを取得するため、Active Directory ユーザーを同

期する 機能を使用し、ドメイン コントローラから所属する組織のすべての Active Director
y ユーザーを Perimeter に同期する必要があります。Active Directory ユーザーを同
期する 機能を使用する方法については、Active Directory ユーザーの同期 を参照してく
ださい。
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5. [保存] をクリックすると、構成を保存してルールを選択したノードにただちに適用します。[キャンセル]
をクリックすると、構成を保存せずにこの画面を閉じます。
*

注意: 完了後、この Web アプリケーション内のすべてのサイト コレクションは親ノードに適用されたルールを自

動的に継承します。このサイト コレクションに適用済みのルールが上書きされます。

警報ルールを SharePoint Web アプリケーションまたはサイト コレクションに適用した後、Perimeter は構
成した設定に基づいて、該当するユーザー アクティビティおよび場所を監視するリアルタイム ジョブを開始しま
す。Perimeter が不審なアクティビティを識別すると、ルールのしきい値を超えたアクティビティの詳細情報は 警
報レポート に記録されます。

警報レポート の詳細については、警報レポート を参照してください。また、Perimeter では以下の通知が提
供されています。
•

Perimeter マネージャーの 警報通知 - Perimeter では不審なアクティビティが識別される
と、Perimeter マネージャー インターフェイスの画面右上の 警報通知 のフラグ ボタンに赤い
ドットが表示されます。新規作成された通知を表示方法については、以下の説明を参照して
ください。
i.

警報通知 のフラグ ボタンをクリックして 警報通知 ウィンドウにアクセスします。

ii. このウィンドウでは、各トリガーされた警報ルールを日時で並べ替えて表示することがで
きます。
iii. 特定の警報ルールをトリガーしたアクティビティの詳細情報を表示するためには、希望
の通知アイテムをクリックして 警報レポート 画面にアクセスします。警報レポート の
詳細については、警報レポート を参照してください。
•

警報: 不審なアクティビティ アラート - 警報ルール 内の 構成 画面で 指定した受信者に
ただちにメール通知を送信する チェックボックスが選択されている場合、Perimeter から識
別した不審なアクティビティを通知する 警報: 不審なアクティビティ アラート メール通知が入
力した 受信者 にただちに送信されます。

警報ルールの作成・編集
警報ルール 機能の 構成 画面で警報ルールを作成または編集する方法については、以下の説明を参照して
ください。
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警報の構成 セクションで、[ルールの追加] をクリックし、下のフィールドでオプションを選択するか値を
入力してルールを追加します。
•

アラーム タイプ - 追加するルールのアラーム タイプを選択します。

•

ルール - 追加するルールを選択します。
アラーム タイプ で ドキュメント アクティビティ を選択すると、以下のルールのいずれ
かを選択することができます。
▪

単一のアクティビティ - 右側のドロップダウン リストから監視するアクティビテ
ィを選択します。

▪

アクティビティ コレクション - 右側のドロップダウン リストから既存のドキュメ
ント アクティビティ コレクションを選択するか、[ドキュメント アクティビティ コ
レクションの新規作成] をクリックして新しいドキュメント アクティビティ コレク
ションを作成します。新しいドキュメント アクティビティ コレクションの作成方法
については、ドキュメント アクティビティ コレクションの新規追加 を参照してくだ
さい。

アラーム タイプ から 失敗したログイン試行 を選択する場合、2 要素認証エラー
ルールのみを選択することができます。
アラーム タイプ から セキュア共有 を選択する場合、同一ユーザーと共有 または
同一ユーザーによる共有 ルールを選択することができます。
アラーム タイプ から 2 要素認証ログイン を選択する場合、場所間の距離 ルール
のみを選択することができます。
•

しきい値 - 追加するルールのしきい値を構成します。
ルール から 単一のアクティビティ、アクティビティ コレクション、2 要素認証エラー、
同一ユーザーと共有、同一ユーザーによる共有 を選択する場合、テキスト ボックス
に整数を入力してアクティビティ数のしきい値を構成します。定義済み期間内に、ユー
ザーが該当するアクティビティをここで入力された回数まで実行すると、このルールがト
リガーされます。
ルール から 場所間の距離 を選択する場合、テキスト ボックスに正の整数を入力
し、ドロップダウン リストから単位を選択し、場所間の最大距離のしきい値を構成しま
す。ユーザーの過去 2 回のログイン場所間の距離がここで構成した距離に達すると、
場所間の距離 ルールがトリガーされます。

•

条件 - すべての警報ルールの条件は 次の期間内 であり、変更することはできません。
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•

期間 - ルールで構成したしきい値に基づいて、不審なアクティビティが存在するかどうかを確認
する期間を構成します。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから時
間単位を選択します。

ルールを構成した後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、ルールのチェックボックス
を選択して [削除] をクリックし、追加済みのルールを削除します。
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管理メニュー
構成 メニューでの設定の完了後、管理 メニューに移動し、モバイル デバイスの登録招待をユーザーに送信し、
登録されたデバイス経由での SharePoint サイトへのアクセスのために SharePoint サイトを発行し、任意の
デバイスでの SharePoint コンテンツのコンテンツ アクセス ポリシーを構成します。管理 メニューを使用して、
登録したデバイス・エンドユーザー・デバイス グループ・AvePoint Perimeter 管理システムに対して構成した
場所を管理することができます。

デバイスの登録
全般設定 および 通知設定 の構成後、ユーザーにデバイス登録要求を送信し、ユーザーのモバイル デバイス
の登録を招待することができます。デバイスの登録 画面で登録要求を管理することができます。

個別のデバイス登録要求の送信
登録要求を送信する方法については、以下の説明を参照してください。
管理 メニューに移動し、[デバイスの登録] をクリックして デバイスの登録 画面にアクセスします。
リボン上で [新しいデバイスの登録] をクリックし、新しいデバイスの登録 画面にアクセスして以下の
設定を構成します。
•

ユーザー タイプ - 招待するエンドユーザーのユーザー タイプを指定します。所属する組織の
内部ユーザーを招待する場合、内部 を選択します。所属する組織外のユーザーを招待する
場合、外部 を選択します。ここで選択するオプションによって、下の 所有権 セクションで選択
可能なオプションが自動的に読み込まれます。

•

メール アドレス - 招待するエンドユーザーの組織メール アドレスを入力します。
*

注意: ユーザー タイプ で 内部 を選択した場合、Active Directory ドメイン コントローラ

で構成したユーザーのメール アドレスを入力する必要があります。
•

ユーザー名 - 組織ディレクトリでのエンドユーザー アカウントのユーザー名を入力します。
o

ユーザー タイプ で 内部 を選択した場合、domain\username の形式でユーザ
ー名を入力します。
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o

ユーザー タイプ で 外部 を選択した場合、上で入力した メール アドレス は自動
的に外部ユーザーのユーザー名として使用されます。

•

所有権 - 登録するデバイスの所有権タイプを選択します。
ユーザー タイプ で 内部 を選択した場合、所有権 で以下のオプションを選択することができ
ます。
o

会社 / 組織支給 - デバイスが会社に所有されています。

o

個人用 - デバイスが内部ユーザーに所有されています。

o

ユーザーが提供する - デバイスの所有権を選択しません。エンドユーザーがデバイス
を登録する際にこの情報を提供します。

*

注意: ユーザー タイプ で 外部 を選択した場合、所有権 が 外部 に自動的に設定され、

変更することはできません。
•

認証モード - この Perimeter マネージャー サーバーからモバイル デバイスの登録中に使用
する認証方法を指定します。
o

組織のディレクトリ資格情報 - モバイル デバイスの登録中に、ユーザーが組織ディレ
クトリ アカウントの組織ディレクトリ資格情報 (ユーザー名とパスワード) を入力する必
要があります。

o

ワンタイム登録コード - モバイル デバイスの登録中に、ユーザーが組織のユーザー名
および登録要求で提供されるワンタイム登録コードを提供する必要があります。

o

ディレクトリ資格情報およびワンタイム登録コードの 2 要素認証 - モバイル デバ
イスの登録中に、ユーザーが組織資格情報 (ユーザーとパスワード) および登録要求
で提供されたワンタイム登録コードを入力する必要があります。

•

有効期限 カレンダーから登録要求の有効期限を選択します。

•

受信者 - この登録要求の受信者のメール アドレスを入力します。メール アドレスを複数入
力する場合、セミコロンで区切ります。
*

注意: 既定では、全般設定 で入力したシステム管理者のメール アドレスがこのフィールドに

自動的に入力されます。システム管理者に各登録要求のメール通知が送信されます。
•
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件名 - 登録要求メールの件名を入力します。
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別のデバイスを登録する - この登録要求を送信した後、別のデバイスを登録するかどうかを選択しま
す。
•

このオプションを選択し [送信] をクリックして登録要求を送信する場合、登録要求が送信さ
れた後、新しいデバイスの登録 画面が閉じずに、この画面から新しい登録要求を構成する
ことができます。

•

このオプションを選択せずに [送信] をクリックして登録要求を送信する場合、登録要求が送
信された後、このページを閉じて デバイスの登録 画面に戻ります。

この登録要求を保存・送信しない場合、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにページを閉じます。

デバイスの登録要求の一括送信
登録要求を一括送信する方法については、以下の説明を参照してください。
管理 メニューに移動し、[デバイスの登録] をクリックして デバイスの登録 画面に移動します。
リボン上で [デバイスの一括登録] をクリックし、デバイスの一括登録 画面に移動します。
[一括登録テンプレートのダウンロード] ハイパーリンクをクリックし、一括登録テンプレートをダウンロー
ドします。
ダウンロードしたテンプレートに招待するユーザーの必要な情報を入力します。
テンプレート ファイルの構成後、一括登録ファイルとして保存します。
[参照] ボタンをクリックし、構成済みの一括登録ファイルを検索して開きます。
リボン上で [適用] をクリックして選択した一括登録ファイルを適用すると、AvePoint Perimeter か
ら、登録ファイル内のすべてのユーザーに登録要求を送信するジョブが開始されます。

登録要求の管理
デバイスの登録 画面で、作成済みの登録要求を管理・削除することができます。

以下の説明を参照してください。
•

登録要求の再送信 - 作成済みの登録要求を再送信するためには、該当するチェックボック
スを選択し、リボン上で [登録要求の再送信] をクリックします。
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•

削除 - 作成済み登録要求を削除するためには、該当するチェックボックスを選択してリボン上
で [削除] をクリックします。

エンドユーザー デバイス登録
エンドユーザーがデバイスを登録する前に、AvePoint Perimeter マネージャーが登録メールを送信する必要
があります。

詳細については、個別のデバイス登録要求の送信 を参照してください。
*

注意: Windows Phone で Perimeter アプリの使用には、Perimeter アプリにログインする前に証明書

をダウンロードしてインストールする必要があります。詳細については、ログイン前 Windows Phone での証明
書のダウンロード・インストール を参照してください。
AvePoint Perimeter がインストール済み・実行中であり、エンドユーザーが登録メールを受信した後、以下
の手順に従ってください。
AvePoint Perimeter 無料モバイル アプリを取得します。登録メールに移動し、適切なアプリ ストア
のリンクをクリックします。
アプリがインストールされた後、アプリを開き、スキャン (

) ボタンをクリックして登録メール内の QR コ

ードをスキャンします。登録メールで提供された デバイス サービス URL および メール アドレス 情報
を自動的に入力するか、該当するテキスト ボックスに情報を手動で入力します。
[登録] をクリックして次のページに移動します。
ユーザー タイプによって必要な認証情報を入力します。
•

内部 ユーザーを登録する場合、ユーザー名 と パスワード / 登録メールで提供された ワンタ
イム登録コード 認証情報を入力します。

•

外部 ユーザーを登録する場合、登録メールで提供された ワンタイム登録コード を入力しま
す。

ログイン前 Windows Phone での証明書のダウンロード・インストール
Perimeter アプリにログインする前に、以下の手順に従って Windows Phone で証明書をダウンロードして
インストールします。
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Windows Phone で AvePoint Perimeter アプリを開きます。ログイン ページが表示されます。
[登録] ボタンの下に 入力したデバイス サービス URL のセキュリティ証明書にエラーが発生する場
合は、ここをクリックして証明書をインストールしてください というメッセージが表示されます。[ここ] を
クリックします。証明書をインストールしますか? 画面が表示されます。
*

注意: Perimeter マネージャー、ゲートウェイ、ポータルがインターネットにアクセスできることを確認し

てください。
[インストール] をクリックします。ファイルを開くかまたはダウンロードするかを確認するウィンドウが表示さ
れます。[開く] をクリックします。
完了後、[OK] をクリックします。

登録済みデバイスの管理
エンドユーザーが AvePoint Perimeter マネージャーからの登録要求を受信すると、登録要求メール内の手
順に従って AvePoint Perimeter モバイル アプリをダウンロードし、デバイスを AvePoint Perimeter 管理
システムに登録することができます。

登録済みデバイスの管理 にアクセスしてすべての登録済みデバイスを管理することができます。登録済みデバ
イスの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[登録済みデバイスの管理] をクリックします。

登録済みデバイスの管理 画面では、デバイス名・デバイス ID・プラットフォーム・オペレーション システム・モ
デル・デバイスの所有者・所有権・登録日時・前回のレポート日時・前回認証日時・状態 を含め、すべての
登録済みデバイスの基本情報のリストを表示することができます。

条件を使用してデバイスをフィルターするには、画面右上の検索ボックスを使用し、希望のデバイス名を入力し
てデバイスを検索するか、高度検索 機能を使用して複数の検索条件を構成することができます。

高度検索 機能の使用方法については、高度検索 を参照してください。
登録済みデバイスの管理 画面から、以下の操作を実行して登録済みデバイスを管理することができます。
•

登録済みデバイスの状態の管理
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•

登録済みデバイスの詳細の表示

•

登録済みデバイスの削除

登録済みデバイスの状態の管理
登録済みデバイスの状態を管理する方法については、以下の説明を参照してください。

デバイスの無効化
状態 が アクティブ であるデバイスに対して、リボン上の [無効化] オプションが使用可能です。無効化された
デバイスでは、Perimeter アプリを実行することはできません。

特定のデバイスを無効にする方法については、以下の説明を参照してください。
希望のデバイスの デバイス名 の隣にあるチェックボックスを選択します。
リボン上で [無効化] をクリックします。セキュリティ チェック ポップアップ ウィンドウが表示されます。
セキュリティ チェック ポップアップ ウィンドウで、現在のログオン ユーザーのパスワードを入力して [OK]
をクリックします。理由を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。
テキスト ボックスに、このデバイスで AvePoint Perimeter アプリを無効化する理由を入力して [O
K] をクリックします。
完了後、デバイスの 状態 が 非アクティブ となります。

デバイスの有効化
非アクティブ デバイスから AvePoint Perimeter モバイル アプリを使用するためには、デバイスを有効にする
必要があります。

デバイスを有効にする方法については、以下の説明を参照してください。
1. 希望のデバイスの デバイス名 の隣にあるチェックボックスを選択します。
2. リボン上で [有効化] をクリックします。セキュリティ チェック ポップアップ ウィンドウが表示されます。
3. セキュリティ チェック ポップアップ ウィンドウで、現在のログオン ユーザーのパスワードを入力して [OK]
をクリックします。理由を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。
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4. ポップアップ ウィンドウで、テキスト ボックスにこのデバイスで AvePoint Perimeter アプリを有効化す
る理由を入力して [OK] をクリックします。
5. 完了後、デバイスの 状態 が アクティブ となります。

デバイスでのデバイス アプリ停止の実行
デバイス所有者がシステム管理者にデバイスの紛失を報告した場合、デバイス アプリ停止 オプションを使用し
てすべての Perimeter アプリケーション データを消去することができます。

デバイス アプリ停止 アクションを実行する方法については、以下の説明を参照してください。
希望のデバイスの デバイス名 の隣にあるチェックボックスを選択します。
リボン上で [デバイス アプリ停止] をクリックします。セキュリティ チェック ポップアップ ウィンドウが表示
されます。
セキュリティ チェック ウィンドウで、現在のログオン ユーザーのパスワードを入力して [OK] をクリックし
ます。受信者、件名、理由を要求するポップアップ ウィンドウが表示されます。
ポップアップ ウィンドウで、実行するデバイス アプリ停止アクションの通知メールの受信者および件名を
入力します。また、このデバイスに対してデバイス アプリ停止を実行する理由を入力します。
[デバイス アプリ停止] をクリックしてアクションを続行するか、[キャンセル] をクリックしてアクションを実
行せずにページを終了します。
[OK] をクリックすると、このアクションを開始します。[キャンセル] をクリックすると、このアクションを終了
します。
デバイス アプリ停止 アクションが開始されると、デバイスの 状態 が デバイス アプリ停止保留中 とな
ります。完了後、デバイスの 状態 が 非アクティブ となります。

デバイス アプリ停止のキャンセル
デバイスの 状態 が デバイス アプリ停止保留中 となっている場合、このデバイスに対して デバイス アプリ停
止 アクションをキャンセルすることができます。

以下の説明を参照してください。
希望のデバイスの デバイス名 の隣にあるチェックボックスを選択します。
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リボン上で [デバイス アプリ停止のキャンセル] をクリックします。セキュリティ チェック ポップアップ ウィ
ンドウが表示されます。
セキュリティ チェック ポップアップ ウィンドウで、現在のログオン ユーザーのパスワードを入力して [OK]
をクリックします。理由を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。
ポップアップ ウィンドウで、デバイス アプリ停止 アクションをキャンセルする理由を入力して [OK] をクリ
ックします。
デバイスの 状態 が デバイス アプリ停止 アクションが開始される前の状態に戻ります。

インスタント メッセージの送信
アクティブ または 非アクティブ の状態のデバイスに対して、インスタント メッセージの送信 オプションを使用し
てデバイスにインスタント メッセージを送信することができます。

デバイスにインスタント メッセージを送信する方法については、以下の説明を参照してください。
希望のデバイスの デバイス名 の隣にあるチェックボックスを選択します。
リボン上で [インスタント メッセージの送信] をクリックします。インスタント メッセージの送信 ウィンド
ウが表示されます。
ポップアップ ウィンドウで、送信するメッセージの タイトル および 本文 を入力します。
[OK] をクリックしてメッセージを送信するか、[キャンセル] をクリックしてメッセージを送信せずにページ
を閉じます。

登録済みデバイスの詳細の表示
登録済みデバイスの詳細を表示するためには、デバイス名 をクリックして デバイスの詳細 画面にアクセスしま
す。デバイスの詳細 画面で、基本情報、使用状況の追跡、位置情報履歴、アクション履歴 の 4 種類のタ
ブでデバイスの詳細を表示することができます。

基本情報の表示
基本情報 タブでは、以下の情報が表示されています。
1. 全般情報 - 全般情報 セクションで、以下の情報を表示することができます。
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•

前回のユーザー名 - このデバイスを使用して AvePoint Perimeter アプリにログインした最
後のユーザーのユーザー名です。

•

所有権 - このデバイスの所有権です。これは、登録要求で指定されるか、このデバイスの登
録中にユーザーによって提供されるものです。

•

登録日時 - このデバイスからの AvePoint Perimeter 管理システムへの最終登録日時で
す。

•

前回認証日時 - ユーザーがこのデバイスを使用した SharePoint サイトでの最終認証日時
です。

•

前回のレポート日時 - このデバイスでの AvePoint Perimeter マネージャーとの最終通信
日時です。

•

管理状態 - このデバイスの管理システムの状態です。登録済みデバイスについて、以下の状
態いずれかが表示されます。
o

アクティブ – こちらが表示される場合、ユーザーがこのデバイスを使用して SharePo
int サイトにアクセスすることができます。

o

無効 – こちらが表示される場合、ユーザーがこのデバイスで AvePoint Perimeter
アプリを使用することはできません。

o

デバイス アプリ停止保留中 – こちらが表示される場合、AvePoint Perimeter
モバイル アプリはすべての Perimeter アプリ データを削除します。

o

非アクティブ - デバイスが非アクティブになっています。ユーザーはこのデバイスを使用
して AvePoint Perimeter モバイル アプリにログインすることができます。

•

プッシュ通知の有効化 - このデバイスが Apple Push Notification Service (APNS)
サーバーまたは Google Cloud Messaging (GCM) サーバーからプッシュ通知を受信でき
るかどうかを表示します。

•

状態メッセージ - このデバイスから、前回操作した管理者によって提供されたメッセージです。

•

モバイル アプリのバージョン - このデバイスにインストールされている AvePoint Perimeter
モバイル アプリのバージョンです。

2. ハードウェアの情報 - ハードウェアの情報 セクションで、以下の情報を表示することができます。
•

デバイス ID - デバイスのマネージャー構成データベースでの GUID です。

•

デバイス名 - デバイスの名前です。
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•

プラットフォール - デバイスのオペレーション システムのプラットフォームです。

•

オペレーション システム - デバイスのオペレーション システムのバージョンです。

•

製造元 - デバイスの製造元です。

•

モデル - デバイスのモデルです。

•

フォーム ファクター - このデバイスのフォーム ファクター (デバイスのサイズ・スタイル・シェイプ、
デバイスの主要コンポーネントのレイアウトおよび位置) です。

3. 場所の情報 - 場所の情報 セクションで、以下の情報を表示することができます。
•

位置情報サービスの有効化 - このデバイスで位置情報サービスが有効になっているかどうかを
表示します。位置情報サービスが有効になっている場合、AvePoint Perimeter モバイル
アプリはデバイスの地域情報を収集することができます。

•

前回の場所 - デバイスの前回の場所の名前を表示します。
o

場所が 場所の管理 で構成した場所の範囲に所属する場合、場所名が表示され
ます。

o

場所が 場所の管理 で構成した任意の範囲に所属しない場合、未定義 が表示さ
れます。

o

デバイスで位置情報サービスが無効になっている場合、AvePoint Perimeter はデ
バイスの地理的な位置情報を取得できず、使用不可能 が表示されます。

•

位置情報の前回更新日時 – AvePoint Perimeter モバイル アプリが前回 AvePoint P
erimeter 管理システムにデバイスの位置情報を報告する日時です。

•

前回の緯度 / 経度 - デバイスの最終場所の座標です。

•

前回のアドレス - Bing マップによって提供されるデバイスの最終場所のアドレスです。

•

精度 - 前回の緯度 / 経度 で表示される座標の精度です。

•

位置情報収集の例外 - 位置情報サービスを経由してデバイスの緯度および経度の収集中
に例外が発生した場合、例外の詳細が表示されます。

•

前回の位置情報収集の例外日時 - 位置情報サービスを経由してデバイスの緯度および経
度の収集中に例外が発生した場合、例外の発生日時が表示されます。
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基本情報 タブでは、リボン上で該当するボタンをクリックし、デバイスの状態を管理することもできます。

デバイスの管理方法については、登録済みデバイスの状態の管理 を参照してください。

使用状況の追跡の詳細の表示
デバイスの使用状況の履歴を表示するためには、使用状況の追跡 タブをクリックします。

この画面では、デバイスから SharePoint アイテムまたはドキュメントに対して実行したアクティビティについての
情報 (各アクセスした SharePoint オブジェクトの名前・URL、オブジェクトに対して実行したアクティビティ・アク
ティビティの日時・デバイスの位置情報) を表示することができます。

高度検索 では、検索条件を使用してアイテムを検索することができます。

高度検索 の使用方法については、高度検索 を参照してください。
*

注意: Perimeter では、使用状況の追跡データがマネージャー構成データベースで 60 日間保存されま

す。

使用状況の追跡の詳細のエクスポート
使用状況の追跡データをエクスポートするためには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、ポップアップウィンド
ウでレポートのエクスポート範囲を選択して [OK] をクリックします。CSV ファイルを開くか保存するかを確認す
るウィンドウが表示されます。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に保存します。

位置情報履歴の表示
デバイスの位置情報履歴を表示するためには、[位置情報履歴] タブをクリックします。

この画面では、デバイスがこの管理システムに登録してから収集されたすべての位置情報データ (各場所の更
新日時、座標、デバイスの地理的な場所のアドレス) を表示することができます。場所が 場所の管理 で構成
済み範囲に所属する場合、場所名および 精度 が両方表示されます。
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アクション履歴の表示
デバイスのアクション履歴を表示するためには、アクション履歴 タブをクリックします。

この画面では、各アクションの開始日時・完了日時・開始者・状態を含め、デバイスで実行したすべてのアクショ
ンについての情報を表示することができます。アクションが失敗した場合、例外の詳細が 例外の詳細 列に表
示されます。

登録済みデバイスの削除
デバイスに対してデバイス アプリ停止が実行されると、デバイス所有者がこのデバイスから AvePoint Perimet
er モバイル アプリにログインすることはできません。AvePoint Perimeter マネージャーはこのアクションを取り
消して 非アクティブ デバイスをアクティブにすることはできません。

登録済みデバイスの管理 画面に一覧表示されている 非アクティブ デバイスに対して、これらのデバイスから
AvePoint Perimeter 管理システムのレコードを削除することを推奨します。削除するデバイスの該当するチ
ェックボックスを選択し、リボン上でメニューを開く (

) ボタンをクリックしてドロップダウン メニューから [削除] を

クリックするか、デバイス名の隣のメニューを開く (

) ボタンをクリックしてメニューで [削除] をクリックすることが

できます。

登録済みデバイス経由でのアクセスための SharePoint サイトの
発行
SharePoint サイトを SharePoint オンプレミスおよび SharePoint Online から発行するためには、デバイ
ス グループの管理 でデバイス グループを作成し、サイト アクセス で権限をデバイス グループに割り当てます。

デバイス グループの管理
デバイス グループの管理 では、定義済みパラメーターに基づいてデバイス グループを作成・管理することがで
きます。

デバイス グループには動的グループおよび静的グループがあり、主に SharePoint サイトへのデバイス権限の割
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り当てに使用されます。デバイス グループの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[デバイス グル
ープの管理] をクリックして デバイス グループの管理 画面に移動します。

新しいデバイス グループの追加
新しいデバイスを追加する方法については、以下の説明を参照してください。
1. リボン上で [追加] をクリックし、新しいデバイス グループ 画面に移動します。
2. 基本情報 セクションで、作成するデバイス グループのデバイス グループ名、説明 (必須ではありませ
ん)、タイプを入力します。
•

デバイス グループ名 - 作成するデバイス グループの名前を入力します。

•

説明 - 必要に応じてグループの 説明 を入力します (必須ではありません)。

•

タイプ - 作成するデバイス グループのタイプを選択します。
o

動的 - このオプションを選択すると、デバイス グループの作成後に Perimeter は以
下で構成されるルールに合致する新規登録デバイスを自動的に追加します。

o

静的 - このオプションを選択すると、デバイス グループの作成後に Perimeter は以
下で構成されるルールに合致する新規登録デバイスは確認されず、このグループには
デバイスが自動的に追加されません。

3. ルールの設定 セクションで、デバイス グループにデバイスを追加するルールを構成します。
•

ルールの構成後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリックし
てルールを削除します。

•

ルールを 2 件以上構成する場合は、条件 テキスト ボックスで論理関係を指定します。ここで
は、論理関係を And および Or の 2 種類から選択できます。既定の論理関係は And
です。
o

And – すべてのルールに合致するデバイスがデバイス グループに追加されます。

o

Or – ルールのいずれかに合致するデバイスがデバイス グループに追加されます。

4. [フィルター結果のプレビュー] をクリックし、構成したルールを満たすデバイスをプレビューします。
5. [保存] をクリックすると、構成を保存してデバイス グループを追加します。[キャンセル] をクリックする
と、デバイス グループを追加せずにこの画面を閉じます。
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デバイス グループの編集
構成済みデバイス グループの編集には、該当するチェックボックスを選択してリボン上で [編集] をクリックする
か、デバイス グループ名 の隣のメニューを開くボタンをクリックしてメニューで [編集] をクリックします。

以下の説明を参照してください。
1. 基本情報 セクションで、編集するデバイス グループのデバイス グループ名および説明 (必須ではありま
せん) を入力し、タイプを選択します。
•

デバイス グループ名 - 編集するデバイス グループの名前を入力します。

•

説明 - 必要に応じてグループの 説明 を入力します (必須ではありません)。

•

タイプ - 編集するデバイス グループのタイプを選択します。
o

動的 - このオプションを選択すると、デバイス グループの作成後に Perimeter
は以下で構成されるルールを満たしている新規登録デバイスを自動的に追加し
ます。

o

静的 - このオプションを選択すると、デバイス グループの作成後に Perimeter
は以下で構成されるルールを満たす新規登録デバイスを確認しないため、このグ
ループにはデバイスが自動的に追加されません。

2. ルールの設定 セクションで、デバイス グループにデバイスを追加するルールを構成します。
•

ルールの構成後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をク
リックしてルールを削除します。

•

ルールを 2 件以上構成する場合は、条件 テキスト ボックスで論理関係を指定しま
す。ここでは、論理関係を And および Or の 2 種類から選択できます。既定の論理
関係は And です。
o

And – すべてのルールに合致するデバイスがデバイス グループに追加されます。

o

Or – ルールのいずれかに合致するデバイスがデバイス グループに追加されま
す。

3. [フィルター結果のプレビュー] をクリックし、構成したルールを満たすデバイスをプレビューします。
4. [保存] をクリックすると、構成を保存してデバイス グループを追加します。[キャンセル] をクリックする
と、デバイス グループを追加せずにこの画面を閉じます。
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デバイス グループの削除
作成済みデバイス グループの削除には、該当するチェックボックスを選択してリボン上で [削除] をクリックする
か、デバイス グループ名 の隣のメニューを開くボタンをクリックしてメニューで [削除] をクリックします。デバイス
グループが AvePoint Perimeter 管理システムから削除されます。

登録済みデバイスに対するサイト アクセス権限の構成
作成済みデバイス グループに対してサイト アクセス権限を構成するには、任意の SharePoint サイトを Ave
Point Perimeter 管理システムに登録してから、これらのサイトの権限をデバイス グループに割り当てる必要
があります。

SharePoint サイトの登録
サイト アクセス から SharePoint サイトを登録するためには、管理 メニューに移動し、[サイト アクセス] をク
リックしてサイト アクセス画面に移動します。リボン上で [追加] をクリックして、以下の設定を構成します。
1. 基本情報 セクションで、サイト タイプ を選択し、登録する SharePoint サイトの サイトの表示名
および サイト URL / サイト URL プレフィックス を入力します。
•

マクロ サイト を選択する場合、エンドユーザーが Perimeter アプリを使用して同一親サイト
配下の任意のサブ サイトにアクセスすることができます。マクロ サイト の追加には、マクロ サ
イト チェックボックスを選択し、以下の設定を構成します。
o

サイトの表示名 – 追加するマクロ サイトの表示名を入力します。この名前は、追加
されるサブ サイトのセクション名として表示されます。

o

サイト URL プレフィックス - 希望の親サイト URL を入力します。この URL は、エ
ンドユーザーが Perimeter アプリ経由でサブ サイトを追加する際にサブ サイト URL
のプレフィックスとして使用されます。
*

注意: マクロ サイトへのアクセス権限を持っているエンドユーザーがこのマクロ サイト

配下の特定のサブサイトにアクセスする場合、Perimeter アプリの 新しいサブサイト
の追加 機能を使用して完全なサブサイト URL を構成する必要があります。完全な
サブサイト URL を構成するためには、サイト URL プレフィックス の後ろにサブサイ
ト URL の残りの部分を入力します。
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•

マクロ サイトを追加しない場合、マクロ サイト チェックボックスを選択せずに以下のフィールドに
値を入力します。
o

サイトの表示名 - 登録する SharePoint サイトの表示名を入力します。

o

サイト URL - AvePoint Perimeter 管理システムに登録する SharePoint サイ
トの URL を入力します。
*

注意: 同一のサイト URL を、登録する複数の SharePoint サイトに対して使用

することはできません。
2. 認証モード セクションで、登録する SharePoint サイトの認証方法を選択します。自動認証 (Win
dows クラシック認証またはフォーム ベース認証) および Web ログイン (Office 365 認証また
は ADFS 認証) から選択することができます。
3. [保存] をクリックすると、構成を保存して SharePoint サイトを AvePoint Perimeter 管理システ
ムに登録します。[キャンセル] をクリックすると、SharePoint サイトを登録せずにページを閉じて サイ
ト アクセス 画面に戻ります。

登録済み SharePoint サイトの編集
登録済み SharePoint サイトの編集には、リボン上で [編集] をクリックして、以下の設定を構成します。
1. 基本情報 セクションで、サイト タイプ を選択し、編集する登録済み SharePoint サイトの サイトの
表示名 および サイト URL / サイト URL プレフィックス を構成します。
•

マクロ サイトを編集する場合、マクロ サイト チェックボックスを選択し、以下の設定を構成しま
す。

•

o

サイトの表示名 - 編集するマクロ サイトの表示名を入力します。

o

サイト URL プレフィックス - 希望の親サイト URL を入力します。

マクロ サイトでないサイトを編集する場合、以下の設定を構成します。
o

サイトの表示名 - 編集する登録済み SharePoint サイトの表示名を入力します。

o

サイト URL - AvePoint Perimeter 管理システムに登録する SharePoint サイ
トの URL を入力します。
*

注意: 同一のサイト URL を複数の登録する SharePoint サイトに対して使用す

ることはできません。
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2. 認証モード セクションで、登録する SharePoint サイトの認証方法を選択します。自動認証 (Win
dows クラシック認証またはフォーム ベース認証) および Web ログイン (Office 365 認証また
は ADFS 認証) から選択することができます。
3. [保存] をクリックすると、登録済み SharePoint サイトへの変更を保存します。[キャンセル] をクリッ
クすると、変更を保存せずに サイト アクセス 画面に戻ります。

サイト アクセス権限の管理
SharePoint サイトを登録した後、権限の割り当て 画面に移動し、作成済みデバイス グループのサイト アク
セス権限を割り当て・管理することができます。

権限の割り当て 画面へのアクセスには、サイト アクセス 画面で希望の登録済み SharePoint サイトのチェッ
クボックスを選択し、リボン上で [権限の管理] をクリックします。権限の管理 画面に移動します。

サイト アクセス権限の割り当て
作成済みデバイス グループにサイト アクセス権限を割り当てるためには、リボン上で [権限の割り当て] をクリッ
クします。権限の割り当て 画面で、以下の設定を構成します。
1. デバイス グループ名 セクションで、ドロップダウン リストから権限の割り当て先となるデバイス グループ
を選択します。
2. 権限の設定 セクションで、デバイス グループの権限に対して アクセス許可レベル および 共有の制限
を構成します。
•

アクセス許可レベル - SharePoint コンテンツの読み取りに対するアクセス許可レベルを選択
します。
o

オンライン読み取りのみ - このオプションを選択すると、以前のセクションで選択したデ
バイス グループのユーザーは、オンラインで SharePoint コンテンツにアクセスすること
ができますが、インターネットが切断されている場合、オフラインで保存しているデータを
使用してコンテンツを読み取ることができません。

o

オンラインおよびオフライン読み取り - このオプションを選択すると、以前のセクション
で選択したデバイス グループのデバイスは、オンラインおよびオフラインで SharePoint
コンテンツにアクセスすることができます。インターネットが切断されている場合、ユーザ
ーはローカル デバイスに保存されているオフライン データを読み取ることができます。

•

共有制限 - SharePoint コンテンツを共有するために使用する制限事項を選択します。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

179

o

制限付き共有 - このオプションを選択すると、以前のセクションで選択したデバイス グ
ループのユーザーが SharePoint コンテンツを別のユーザーと共有することは制限さ
れます。SharePoint コンテンツに 電子メール リンク、メール添付ファイルとして送
信、サードパーティ アプリで開く アクションを実行することはできません。
*

注意: アクセス許可レベル で オンライン読み取りのみ を選択した場合、このオプ

ションが自動的に選択され、変更することはできません。
o

無制限共有 - このオプションを選択すると、以前のセクションで選択したデバイス グル
ープのユーザーは SharePoint コンテンツを別のユーザーと共有することができます。
SharePoint コンテンツに お気に入りに追加、電子メール リンク、メール添付ファ
イルとして送信、サードパーティ アプリで開く アクションを実行することができます。

3. 権限の有効期限 セクションで、デバイス グループに割り当てる権限の有効期限を指定します。
•

有効期限 - カレンダーから有効期限を選択します。

4. 別のデバイス グループに権限を割り当てる - 別のデバイス グループに権限を割り当てるかどうかを選
択します。
•

このオプションを選択する場合、[保存] をクリックし、構成を保存して権限を選択したデバイス
グループに割り当てます。完了後、権限の割り当て ページで権限を別のデバイス グループに
割り当てることができます。

•

このオプションを選択しない場合、[保存] をクリックし、構成を保存して権限を選択したデバイ
ス グループに割り当てます。完了後、このページを終了して 権限の管理 ページに戻ります。
権限の選択したデバイス グループへの割り当てを実行しない場合、[キャンセル] をクリックし、
権限を割り当てせずにこのページを終了します。

サイト アクセス権限の編集
このページでは、ユーザーがデバイスに表示するコンテンツ、およびコンテンツの開く方法・開くタイミングをコントロ
ールすることができます。

割り当て済みサイト アクセス権限の編集には、権限の割り当て 画面で該当するチェックボックスを選択し、リボ
ン上で [編集] をクリックします。権限の編集 画面で、以下の設定を構成します。
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1. 権限の設定 セクションで、デバイス グループの アクセス許可レベル および 共有の制限 を選択しま
す。
•

アクセス許可レベル - SharePoint コンテンツの読み取りに対するアクセス許可レベルを選択
します。
o

オンライン読み取りのみ - このオプションを選択すると、以前のセクションで選択したデ
バイス グループのユーザーは、オンラインで SharePoint コンテンツにアクセスすること
ができますが、インターネットが切断されている場合、オフラインのデータを使用してコン
テンツを読み取ることはできません。

o

オンラインおよびオフライン読み取り - このオプションを選択すると、以前のセクション
で選択したデバイス グループのユーザーは、オンラインおよびオフラインで SharePoint
コンテンツにアクセスすることができます。インターネットが切断されている場合でも、ユ
ーザーはローカル デバイスに保存されているオフライン データを読み取ることができま
す。

•

共有制限 - SharePoint コンテンツの共有の制限を選択します。
o

制限付き共有 - このオプションを選択すると、以前のセクションで選択したデバイス グ
ループのユーザーが SharePoint コンテンツを別のユーザーと共有することは制限さ
れます。SharePoint コンテンツに お気に入りに追加、電子メール リンク、メール添
付ファイルとして送信、サードパーティ アプリで開く アクションを実行することはできま
せん。
*

注意: アクセス許可レベル で オンライン読み取りのみ を選択した場合、このオプ

ションが自動的に選択されます。変更することはできません。
o

無制限共有 - このオプションを選択すると、前項で説明したセクションで選択したデ
バイス グループのユーザーは SharePoint コンテンツを別のユーザーと共有することが
できます。
SharePoint コンテンツに お気に入りに追加、電子メール リンク、メール添付ファ
イルとして送信、サードパーティ アプリで開く アクションを実行することができます。

2. 権限の有効期限 セクションで、デバイス グループに割り当てる権限の有効期限を指定します。
•

有効期限 - カレンダーから有効期限を選択します。
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3. 別のデバイス グループに権限を割り当てる - 変更の保存後に別のデバイス グループに権限を割り
当てるかどうかを選択します。
•

このオプションを選択する場合、[保存] をクリックして変更を保存します。更新後、権限の割
り当て ページで権限を別のデバイス グループに割り当てることができます。

•

このオプションを選択しない場合、[保存] をクリックして変更を保存します。更新後、このペー
ジを閉じて 権限の管理 ページに戻ります。

変更を保存しない場合、[キャンセル] をクリックし、変更を保存せずにこのページを閉じます。

サイト アクセス権限の削除
特定のデバイス グループの既存サイト アクセス権限を削除するためには、該当するチェックボックスを選択してリ
ボン上で [削除] をクリックするか、デバイス グループ名 の隣のメニューを開くボタンをクリックし、メニューで [削
除] をクリックします。

デバイス グループのサイト アクセス権限が削除されると、このデバイス グループ内のデバイスで、該当する登録
済み SharePoint サイトが AvePoint Perimeter モバイル アプリの SharePoint サイト リストから削除
されます。ユーザーは登録済みデバイス経由で登録済み SharePoint サイトにアクセスすることはできません。

SharePoint コンテンツの任意のデバイスを経由したコンテンツ アク
セス コントロールの構成
コンテンツ アクセス ポリシーを構成し、アクセス コントロール ルールを作成すると、任意のデバイス経由でお使い
の環境への SharePoint コンテンツ アクセスをコントロールすることができます。

このポリシーは、お使いの SharePoint 環境のセキュリティ確保、および情報漏洩の防止などに有効です。コン
テンツ アクセス ポリシーの構成前、コンテンツ アクセス ポリシーのコンテンツ アクセス コントロール ルールで使用
される場所グループおよび場所を構成する必要があります。

場所グループの構成
場所グループの管理 では、場所グループを作成・管理し、これらの場所グループに、カスタマイズされた複数の
場所または地域を追加することができます。コンテンツ アクセス ポリシー ルールでこれらの場所グループをフィルタ
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ー条件として使用し、コンテンツ アクセスをコントロールすることができます。Perimeter では 2 種類の場所タイ
プがあります。
•

ユーザー定義の場所グループ - カスタマイズされた場所グループには、場所の管理 でカスタ
マイズした場所 (手動で入力した位置情報またはマップで選択した場所) が含まれます。

•

地域グループ - 地域グループには、行政境界に基づいた場所が含まれます。

場所グループの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[場所グループの管理] をクリックします。

場所グループの管理 画面では、以下の設定を構成することができます。

ユーザー定義の場所グループの新規追加
新しい場所グループの追加には、リボン上で [追加] をクリックして場所グループ タイプを選択します。ドロップダ
ウン リストから ユーザー定義の場所グループ を選択し、新しいユーザー定義の場所グループの追加ページに
アクセスし、以下の設定を構成します。
基本情報 セクションで、作成する場所グループの名前と説明 (必須ではありません) を入力します。
場所の追加 セクションで、グループに場所を追加する ドロップダウン リストから希望のカスタマイズされ
た場所を選択します。
[保存] をクリックすると、場所グループを追加して 場所グループの管理 画面に戻ります。[キャンセ
ル] をクリックすると、構成を保存せずにこのページを終了します。

地域グループの新規追加
位置情報データベースを使用し、地理および行政境界に基づいて地域グループを構成することができます。

新しい地域グループの追加には、リボン上で [追加] をクリックして場所グループ タイプを選択します。ドロップダ
ウン リストから 地域グループ を選択し、以下の設定を構成します。
基本情報 セクションで、作成する場所グループの名前と説明 (必須ではありません) を入力します。
場所の追加 セクションで、ドロップダウン リストから 地域 および 地区 を選択して希望の地域場所を
追加します。
[保存] をクリックすると、場所グループを追加して 場所グループの管理 画面に戻ります。[キャンセ
ル] をクリックすると、構成を保存せずにこのページを閉じます。
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場所グループの編集
追加済みの場所グループを編集する方法については、以下の説明を参照してください。
1. 場所グループ名 列で該当するチェックボックスを選択し、
2. リボン上で [編集] をクリックします。
3. 選択した場所グループの編集ページで場所グループを編集する方法については、ユーザー定義の場所
グループの新規追加 および 地域グループの新規追加 を参照してください。
4. 完了後、[保存] をクリックすると、変更を保存して 場所グループの管理 画面に戻ります。[キャンセ
ル] をクリックすると、変更を保存せずにこのページを閉じます。

場所グループの削除
追加済みの場所グループを削除するためには、場所グループ名 列で該当するチェックボックスを選択し、リボン
上で [削除] をクリックします。

場所の構成
場所の管理 では、場所およびコンテンツ アクセスのコントロールのための場所パラメーターを作成・管理すること
ができます。場所の管理 にへのアクセスには、管理 メニューに移動し、[場所の管理] をクリックします。

場所の管理 画面では、以下の設定を構成することができます。

場所の新規追加
新しい場所を追加する方法については、以下の説明を参照してください。
1. リボン上で [追加] をクリックします。
2. 場所名 – 追加する場所の名前を入力します。
3. 場所グループ – ドロップダウン リストからこの場所の追加先となるグループを選択します。
4. 作成方法 – この場所の作成方法を選択します。
•

手動で座標を入力する – このオプションを選択すると、手動で座標を入力して必要な場所
情報を構成します。
o
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アドレス – 作成する場所の物理アドレスを入力します (必須ではありません)。
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o

緯度 – この場所の中心点の緯度を入力します。

o

経度 – この場所の中心点の経度を入力します。

o

半径距離 – テキスト ボックスに整数を入力、ドロップダウン リストから単位を選択
し、追加する場所の 半径距離 を指定します。追加する場所には、以前のセクション
で指定した中心点からこの半径距離までの範囲が含まれます。

•

マップから場所を選択する – Bing マップから場所を選択します。[マップを開く] をクリック
し、以下の設定を構成し、マップから場所を選択する ポップアップ ウィンドウで場所を選択し
ます。
i.

以下の方法のいずれかを使用し、追加する場所の中心点を選択します。
▪

Bing マップで希望のポイントをクリックして中心点を指定します。

▪

場所の検索 テキスト ボックスに場所の名前を入力し、中心点として使用す
る場所を検索します。

▪

[現在の場所] をクリックし、現在の場所を中心点として指定します。

Bing マップで中心点を指定すると、緯度 と 軽度 フィールドにこの中心点の座標が
表示されます。
ii. テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから単位を選択し、追加する
場所の 半径距離 を指定します。追加する場所には、前の手順で指定した中心点
からこの半径距離までの範囲が含まれます。
iii. [保存] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せず
にこのポップアップ ウィンドウを閉じます。
iv. アドレス - 作成する場所のアドレスを入力します (必須ではありません)。
5. [保存] をクリックして場所を追加するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにこの新しい場
所の追加ページを閉じます。
追加後、場所の管理 画面で新規作成された場所を表示することができます。
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場所の編集
追加済みの場所を編集する方法については、以下の説明を参照してください。
1. 場所名 列で該当するチェックボックスを選択します。
2. リボン上で [編集] をクリックします。
3. 場所名 テキスト ボックスに編集する場所の名前を入力します。
4. 場所グループ - ドロップダウン リストからこの場所が所属するグループを選択します。
5. 作成方法 – 編集する場所の 作成方法 を選択します。
•

手動で座標を入力する – このオプションを選択すると、手動で座標を入力して必要な場所
情報を構成します。
o

アドレス – 作成する場所の物理アドレスを入力します (必須ではありません)。

o

緯度 – この場所の中心点の緯度を入力します。

o

経度 – この場所の中心点の経度を入力します。

o

半径距離 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから単位を選択
し、編集する場所の 半径距離 を指定します。追加する場所には、以前のセクション
で指定した中心点からこの半径距離までの範囲が含まれます。

•

マップから場所を選択する – このオプションを選択すると、Bing マップから場所を選択できま
す。[マップを開く] をクリックし、以下の設定を構成し、マップから場所を選択する ポップアッ
プ ウィンドウで場所を選択します。
i.

以下の方法のいずれかを使用し、追加する場所の中心点を選択します。
▪

Bing マップで希望のポイントをクリックして中心点を指定します。

▪

場所の検索 テキスト ボックスに場所の名前を入力し、中心点として使用す
る場所を検索します。

▪

[現在の場所] をクリックし、現在の物理場所を中心点として指定します。

Bing マップで中心点を指定すると、緯度 と 経度 フィールドにこの中心点の座標が
表示されます。
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ii. テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン リストから単位を選択し、編集する
場所の 半径距離 を指定します。編集する場所には、前の手順で指定した中心点
からこの半径距離までの範囲が含まれます。
iii. [保存] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せず
に場所の編集ポップアップ ウィンドウを閉じます。
iv. アドレス - 編集する場所の物理アドレスを入力します (必須ではありません)。
[保存] をクリックして場所を追加するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにこの場所の編集ページ
を閉じます。

場所の削除
追加済み場所を削除するためには、場所の管理 画面で該当するチェックボックスを選択し、リボン上で [削
除] をクリックします。

Bing® マップ キーの適用
Bing マップを使用した場所の検出には、Bing マップ キーが必要となります。Bing マップ キーの要求には、Cr
eate a Bing Maps Key ページに移動します。
Bing マップ キーを使用して AvePoint Perimeter を認証する方法については、以下の説明を参照してくだ
さい。
Perimeter マネージャーで、管理 > 場所の管理 に移動します。
[追加] をクリックして新しい場所を追加します。
場所の設定 セクションで、マップから場所を選択する を選択し、[マップを開く] をクリックします。マッ
プから場所を選択する ウィンドウが表示されます。
リボン上で [Bing マップ キーの構成] をクリックします。Bing マップ キーの構成 ポップアップ ウィン
ドウが表示されます。
Bing マップ キーの構成 ポップアップ ウィンドウで、テキスト ボックスに Bing マップ キーを入力しま
す。
[保存] をクリックして構成を保存します。
ページを更新すると、Bing マップ キーが反映されます。
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コンテンツ アクセス ポリシーの構成
場所の管理 および 場所グループの管理 で場所を構成した後、SharePoint ポリシー および フェデレー
ション ポリシー 機能を使用して SharePoint オンプレミスおよび Active Directory フェデレーション サービ
ス (ADFS) のコンテンツ アクセス ポリシーを構成することができます。

SharePoint ポリシーの構成
SharePoint ポリシー へのアクセスには、管理 メニューに移動し、コンテンツ アクセス ポリシー 配下の [Sh
arePoint ポリシー] をクリックします。
SharePoint ポリシー 画面から、まずゾーン レベルでお使いの SharePoint オンプレミス ファームに対して
コンテンツ アクセス ポリシーを構成する必要があります。Perimeter では、ゾーン レベルに対して 2 要素認
証、コンテンツ アクセス コントロール、コンテンツ アクセス ログ記録、Web サービス ブロック の 4 種類のコ
ンテンツ アクセス ポリシー機能を使用することができます。 既定では、ゾーン レベルの構成はゾーン配下のすべ
てのノードに適用されます。
特定のゾーンに対して コンテンツ アクセス コントロール 機能を有効にすると、ゾーン配下のサイト コレクション
に対して コンテンツ アクセス コントロール を個別に構成することができます。

ゾーン レベルでの SharePoint ポリシー ルールの構成
ゾーン レベルで SharePoint ポリシー ルールを構成するためには、範囲ツリーをゾーン レベルまで展開し、ゾー
ンの該当するチェックボックスを選択し、[構成] をクリックしてこのゾーンの コンテンツ アクセス ポリシー 機能の
構成画面にアクセスします。
このゾーンの機能構成手順については、以下の説明を参照してください。
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1. 該当するチェックボックスを選択します。次にこのゾーンに対して構成する機能を選択し、[次へ] をクリ
ックして選択した機能を構成します。
2. 前の手順で選択した機能のルールを構成します。各機能を構成する方法については、以下のセクショ
ンを参照してください。
•

2 要素認証の設定の構成 - 2 要素認証は、ユーザーが SharePoint サイトにアクセスす
るために 2 種類 (組織で使用しているパスワードおよび登録済みデバイスで生成されたアクセ
ス パスワード) の資格情報を提供する必要のあるセキュリティ プロセスです。2 要素認証ルー
ルを構成せずにゾーンに対してこの機能をアクティブにすると、すべての閲覧者は、このゾーン内
のサイトで組織の資格情報および登録されたデバイスで生成されたアクセス パスワードの両方
を認証する必要があります。このゾーン内のサイトの 2 要素認証の既定タイムアウト期限は
60 分間です。前回認証から 60 分間以内に操作を実行しなかったユーザーには、アクセス
パスワードの再認証が要求されます。必要に応じて、2 要素認証 画面の 2 要素認証のタ
イムアウト期間の構成 エリアで希望のタイムアウト期間を構成することができます。
ユーザー / グループが任意のデバイス経由でこのゾーンの認証を可能にするためには、ルール
を構成してユーザー / グループによるブラウザー経由でのアクセス パスワードの生成を許可す
ることができます。2 要素認証用のルール設定 セクションでルールを構成する方法について
は、以下の説明を参照してください。
i.

[ルールの追加] をクリックして新しいルールを構成します。

ii. ユーザー - 新しいルールが適用されるユーザー / グループを入力します。
iii. ユーザーのブラウザでアクセス パスワードを生成可能にする – 指定のユーザー /
グループによる任意のブラウザーを使用したアクセス パスワードの生成を許可するかど
うかを選択します。
*

注意: AvePoint Perimeter ブラウザーを使用してアクセス パスワードを生成でき

るユーザー / グループの場所をトラッキングするために、ユーザーのブラウザーの位置情
報サービスを有効化することを推奨します。
▪

Internet Explorer で位置情報サービスを有効にするには、インターネッ
ト オプション の プライバシー タブで Web サイトによる物理的な位置情
報の要求を許可しない オプションが選択されていないことを確認してくださ
い。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

189

▪

Chrome で位置情報サービスを有効にするためには、設定 > 詳細設定
> コンテンツの設定 で 現在地 の アクセスする前に確認する（推奨） オ
プションが選択されていることを確認します。

iv. 説明 – このルールの説明 (必須ではありません) を入力します。
v. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリック
してルールを削除します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成しま

す。SharePoint サイトにアクセスしようとしているユーザー / グループが複数のルール
の条件を満たす場合、最高優先度のルールのみが適用されます。
vi. [次へ] をクリックし、構成を保存して次の機能を構成します。
•

コンテンツ アクセス コントロール用のルール設定 – コンテンツ アクセス コントロール はユー
ザーのユーザー名、アクセス ポイントのプラットフォームおよびデバイス モデル、位置情報に基づ
いて SharePoint アクセスをコントロールするために使用されます。コンテンツ アクセス コントロ
ール ルールを構成せずにゾーンに対してこの機能を有効にすると、すべてのユーザーがこのゾー
ンにアクセスすることができます。コンテンツ アクセス コントロール ルールを構成する方法につい
ては、以下の説明を参照してください。
i.

[ルールの追加] をクリックし、新しいルールを構成します。

ii. このルールが適用されるアクセス試行の プラットフォーム、モデル、場所の種類、場
所、ユーザー を指定します。
iii. アクション – このゾーン内の SharePoint サイトへのアクセスをコントロールするため
のアクションを選択します。以下のオプションが選択可能です。
▪

許可 – このゾーン内の SharePoint サイトへのアクセスを許可します。

▪

警告 – ユーザーがこのゾーン内の SharePoint サイトにアクセスする前に
警告メッセージを表示します。

▪

ブロック – このゾーン内の SharePoint サイトへのアクセスをブロックしま
す。

iv. 説明 – このルールの説明を入力します (必須ではありません)。
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v. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリック
してルールを削除します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成しま

す。SharePoint サイトへのアクセス試行が複数のルールの条件を満たす場合、最
高優先度のルールのみが適用されます。
vi. [次へ] をクリックし、構成を保存して次の機能を構成します。
•

コンテンツ アクセス ログ記録用のルール設定 – コンテンツ アクセス ログ記録 を使用して
選択した URL にアクセスするユーザーをログに記録するかどうかを選択します。コンテンツ アク
セス ログ記録 ルールを構成せずにゾーンに対してこの機能を有効にすると、このゾーン内のサ
イトにアクセスするすべてのユーザーが記録されます。ルールを構成する方法については、以下
の説明を参照してください。
i.

[ルールの追加] をクリックして新しいルールを構成します。

ii. 条件 および 値 フィールドに、このルールが適用される URL の条件を入力します。
iii. アクション – 前の手順で構成した条件を満たす URL にアクセスするユーザーをログ
に記録するかどうかを選択します。
iv. 説明 – このルールの説明を入力します (必須ではありません)。
v. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリック
してルールを削除します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成しま

す。URL が複数のルールの条件を満たす場合、最高優先度のルールのみが適用さ
れます。
vi. [次へ] をクリックし、構成を保存して次の機能を構成します。
•

Web サービス ブロック用のルール設定 – ブロック Web サービス はユーザー クライアント
の SharePoint Web サービスへのアクセスをブロックします。ルールを構成せずにゾーンに対
してこの機能を有効にすると、すべての SharePoint Web サービスへのアクセスがブロックさ
れます。ルールを構成し、ユーザー クライアントの SharePoint Web サービスへのアクセスを
許可することができます。ルールを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
i.

[ルールの追加] をクリックして新しいルールを構成します。
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ii. 条件 および 値 フィールドに、このルールが適用されるユーザー クライアントの ユーザ
ー エージェント の条件を入力します。
iii. アクション – ユーザー クライアント アクセスをブロックするか、許可するかを選択しま
す。
iv. 説明 – このルールの説明を入力します (必須ではありません)。
v. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリック
してルールを削除します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成します。ユー

ザー クライアントが複数のルールの条件を満たす場合、最高優先度のルールのみが適用され
ます。
3. [完了] をクリックすると、構成を保存して SharePoint ポリシー 画面に戻ります。[戻る] をクリック
すると、前の構成を変更します。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに コンテンツ アクセス
ポリシー 機能の構成画面を閉じます。

サイト コレクション レベルのコンテンツ アクセス コントロール ルールの構成
Web アプリケーション ゾーンに対してコンテンツ アクセス コントロール機能を構成した後で、ゾーン レベルの構
成がゾーン配下のすべてのノードに適用されます。ゾーン内の個別のサイト コレクションに対してコンテンツ アクセ
ス コントロール ルールを構成することができます。ルールの作成中に、ルールの優先度がルールの順序によって
指定されることに注意してください。

サイト コレクションに対してコンテンツ アクセス コントロール ルールを構成する前に、このサイト コレクションが存
在するゾーンに対してコンテンツ アクセス コントロール機能が構成されていることを確認する必要があります。

サイト コレクションに対してコンテンツ アクセス コントロール ルールを構成するためには、範囲ツリーをサイト コレ
クション ノードまで展開します。機能 画面で [コンテンツ アクセス コントロール] をクリックし、コンテンツ アク
セス コントロール用のルール設定 画面に移動します。以下の説明を参照してください。
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1. [ルールの追加] をクリックして新しいルールを構成します。
2. このルールが適用されるアクセス試行の プラットフォーム、モデル、場所タイプ、場所、ユーザー を指
定します。
3. アクション – このサイト コレクションへのアクセスに対して、実行するアクションを選択します。以下のオプ
ションが選択可能です。
•

許可 – このサイト コレクションへのアクセスを許可します。

•

警告 – ユーザーがこのサイト コレクションにアクセスする前に警告メッセージを表示します。

•

ブロック – このサイト コレクションへのアクセスをブロックします。

4. 説明 – このルールの説明を入力します (必須ではありません)。
5. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリックしてルールを削除
します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成します。SharePoint

サイトへのアクセス試行が複数のルールの条件を満たす場合、最高優先度のルールのみが適用されま
す。

6. [保存] をクリックすると、構成を保存して SharePoint ポリシー 画面に戻ります。[キャンセル] をク
リックすると、構成を保存せずにこの画面を閉じます。

SharePoint オブジェクトへの匿名認証を許可するための 2 要素認証の構成
SharePoint オブジェクトへの匿名アクセスを許可すると、このオブジェクトへの匿名アクセスを実行するユーザー
には、既定の 2 要素認証機能が反映されません。Web アプリケーション / サイト コレクション / サイト /
リスト / アイテム レベルで追加の設定を構成し、これらの匿名アクセスを許可するオブジェクトに対して、2 要
素認証機能を有効にすることができます。

これらのオブジェクトの 2 要素認証機能を正常に機能させるためには、まずオブジェクトが存在する Web アプ
リケーション ゾーンに対して 2 要素認証機能を有効にしてから、以下の手順に従って SharePoint ゾーンの
Web.config ファイルを構成する必要があります。
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オブジェクトが存在する Web アプリケーション ゾーンに対して 2 要素認証機能を有効にし、ゾーンの
IIS Web サイトの物理パスに移動します。Web.config ファイルをメモ帳で開きます。
<twoFactorAuthentication> ノードを検索します。
以下のスクリーンショットを参照し、オブジェクトの URL を anonymousSites の値に追加します。

図 9: Web.config ファイルでの <twoFactorAuthentication> ノードの構成
*

注意: ノードで複数の URL を入力する場合、セミコロンで区切ります。

変更を保存し、ファイルを閉じます。これらのオブジェクトに対して、2 要素認証が正常に機能します。オブジェク
トで認証を実行する際、閲覧者が 認証 ページでアクセス パスワードを提供する必要があります。

コンテンツ アクセス ポリシー機能のエージェント状態の表示・管理
Web アプリケーション ゾーンに対してコンテンツ アクセス ポリシーを構成すると、この機能がゾーン内の各 Ave
Point Perimeter エージェント上で有効になります。ゾーンの AvePoint Perimeter エージェントについて、
各コンテンツ アクセス ポリシー機能の エージェント状態 を表示することができます。
ゾーンでのコンテンツ アクセス ポリシー機能のエージェント状態を表示・管理する方法については、以下の説明
を参照してください。
範囲ツリーで希望のゾーンのチェックボックスを選択し、リボン上の エージェント状態 の上にカーソルを
移動させ、4 種類の機能のドロップダウン リストを読み込みます。
エージェント状態を表示・管理する機能名をクリックします。エージェントの状態 画面に移動します。
エージェントの状態 画面では、選択したゾーンの各エージェントの エージェント名 およびこのエージェ
ントでの選択した機能の状態を表示することができます。

フェデレーション ポリシーの構成
フェデレーション ポリシー では、Active Directory フェデレーション サービス (ADFS) 認証プロセス用の 2
要素認証 および 認証制御 が提供されています。
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フェデレーション ポリシー にアクセスする方法については、以下の説明を参照してください。
管理 メニューに移動し、[フェデレーション ポリシー] をクリックします。フェデレーション ポリシー 画面
では、お使いの ADFS サーバーに対して証明書利用者レベルで 2 要素認証 ルールおよび 認証制
御 ルールを構成することができます。
証明書利用者に対してフェデレーション ポリシーを構成する方法については、以下の説明を参照してく
ださい。
範囲ツリーを証明書利用者レベルまで展開し、該当するボタンを選択して希望の証明書利用者を選
択します。
リボン上で [構成] をクリックします。
フェデレーション ポリシーの有効化 セクションで、この証明書利用者に対してフェデレーション ポリシー
を有効にするかどうかを選択します。有効 を選択すると、2 要素認証および認証制御機能がこの証
明書利用者に対して有効化されます。
•

2 要素認証のルール設定 - 2 要素認証ルールを構成せずに証明書利用者に対してこの
機能を有効にすると、すべての閲覧者は、組織資格情報およびこの証明書利用者の認証プ
ロセス中にデバイスによって生成されたアクセス パスワードの両方を提供する必要があります。
ユーザー / グループに対して、任意のデバイスを使用してこの証明書利用者の認証を許可す
るためには、ルールを構成し、ブラウザー経由でアクセス パスワードの生成を可能にする必要が
あります。ルールを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
i.

[ルールの追加] をクリックして新しいルールを構成します。

ii. この証明書利用者の ADFS サーバーで構成した発行変換規則の クレーム名 およ
び クレーム値 を入力し、任意のデバイスからブラウザーを使用してアクセス パスワー
ドを生成することを許可する / 制限するユーザーまたはグループをフィルターします。
*

注意: クレーム値 テキスト ボックスでワイルド カード (? および *) を使用すること

ができます。? は任意の単一の文字を意味し、* は任意の文字数の文字列を意味
します。希望のクレーム値に ?、*、 / を含める場合、?、*、 / の前にエスケープ文
字 / を追加してください。
iii. ユーザーのブラウザでアクセス パスワードを生成可能にする - 特定のユーザー / グ
ループによる任意の登録済みデバイスのブラウザー経由でのアクセス パスワードの生
成を許可するかどうかを選択します。
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*

注意: ブラウザーを使用してアクセス パスワードを生成できるユーザー / グループの

物理場所をトラッキングするためには、ユーザーがブラウザーの位置情報サービスを有
効にする必要があります。
iv. 説明 – このルールの説明 (必須ではありません) を入力します。
v. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリック
してルールを削除します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成しま

す。この証明書利用者にアクセスしようとしているユーザーが複数のルールの条件を満
たす場合、最高優先度のルールのみが適用されます。
•

認証制御のルール設定 – この機能を使用し、証明書利用者に対して、2 要素認証に加え
てアクセス ポイントのプラットフォール・デバイス モデル・場所、アクセス試行で使用したアカウン
トのクレーム名・クレーム値に基づく追加の認証制御を構成することができます。認証制御ル
ールを構成せずに証明書利用者に対してこの機能を有効にすると、すべてのユーザーが 2 要
素認証の完了後にこの証明書利用者にアクセスすることができます。特定のアクセス試行を
許可する / ブロックするルールを構成し、この証明書利用者へのアクセスをコントロールするこ
とができます。認証制御ルールを構成する方法については、以下の説明を参照してください。
i.

[ルールの追加] をクリックして新しいルールを構成します。

ii. このルールが適用されるアクセス試行の プラットフォーム、モデル、場所の種類、場
所、クレーム名、クレーム値 を指定します。
iii. アクション – この証明書利用者へのアクセス試行を ブロック するか、許可 するかを
選択します。
iv. 説明 – このルールの説明 (必須ではありません) を入力します。
v. 完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリック
してルールを削除します。
*

注意: ルールを 2 件以上構成する場合は、これらのルールの 優先度 を構成しま

す。この証明書利用者にアクセスしようとしているユーザーが複数のルールの条件を満
たす場合、最高優先度のルールのみが適用されます。
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[保存] をクリックして構成を保存し、フェデレーション ポリシー 画面に戻ります。

内部ユーザーの管理
内部ユーザーとは、Perimeter 管理システムが展開されている SharePoint ファームの同一 Active Direc
tory ドメインに所属する Active Directory エンドユーザーを指します。

内部ユーザーの管理 では、この Perimeter 管理システム内のすべての登録済み内部ユーザーについての詳
細情報を表示し、Active Directory ユーザーを管理システムに同期して、特定のユーザーに登録要求を送
信することができます。
内部ユーザーの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動して [内部ユーザーの管理] をクリックします。内
部ユーザーの管理 で、内部ユーザーがモバイル デバイスを登録する際 / コンテンツ アクセス ポリシー機能によ
って管理されている SharePoint サイトにアクセスする際 / SharePoint サイトから AvePoint Perimeter
Pro セキュア共有機能を使用してファイル・フォルダー・ライブラリーを別のユーザーと共有する際 / 管理者によっ
てコンテンツ アクセス ポリシー ルールの条件に指定される際に収集されたユーザー情報のリストを表示すること
ができます。

内部ユーザーの管理 画面では、ユーザー名、メール アドレス、登録済みデバイス数、このユーザーによって Av
ePoint Perimeter セキュア共有機能経由で共有された SharePoint オブジェクトの最終共有日時、ユー
ザーの前回の場所の場所名・座標などのユーザー情報が表示されます。

ユーザー詳細の表示
特定のユーザーの詳細情報を表示するためには、ユーザーの管理 画面から希望のユーザー名をクリックして ユ
ーザーの詳細 ページに移動します。

基本情報 タブでは、ユーザーの Active Directory での全般情報、この管理システムによって管理されている
SharePoint サイトへのアクセスに使用する登録済みデバイス、またはブラウザーの前回の場所情報を表示す
ることができます。

位置情報履歴 タブでは、この管理システムによって管理されている SharePoint サイトにアクセスするためにこ
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のユーザーが使用したすべての登録済みデバイス、またはブラウザーの場所データを表示することができます。

ユーザーの管理 画面から、以下の操作を実行することもできます。
•

特定のユーザーのデバイス詳細の表示 - 特定のユーザーに所属する登録済みデバイスの詳
細情報を表示するためには、登録済みデバイス 列でリンクをクリックし、登録済みデバイスの
管理 画面に移動します。ユーザーに所属する登録済みデバイスが一覧表示されます。登録
済みデバイスの表示・管理方法については、登録済みデバイスの管理 を参照してください。

•

特定のユーザーへの登録要求の送信 – リスト内の特定のユーザーに登録要求を送信する
ためには、希望のユーザーに該当するチェックボックスを選択してリボン上で [新しいデバイスの
登録] をクリックするか、ユーザー名の隣のメニューを開くボタンをクリックし、メニューで [新しい
デバイスの登録] をクリックします。 新しいデバイスの登録 画面に移動し、このユーザーに送
信される新しい登録要求を構成します。詳細については、個別のデバイス登録要求の送信
を参照ください。

Active Directory ユーザーの同期
AvePoint Perimeter 管理システムに Active Directory ユーザーを同期するためには、リボン上で [AD
ユーザーの同期] をクリックし、Active Directory ユーザーを同期する 画面に移動して以下の設定を構
成します。
ドメイン コントローラ アドレス – 同期する Active Directory ユーザーが所属する LDAP ディレク
トリのドメイン コントローラのアドレスを入力します。
ユーザー名 – Active Directory ユーザーの同期に使用する Active Directory アカウントのユー
ザー名を入力します。ここで指定するアカウントが企業ディレクトリの読み取り権限を持っていることを確
認してください。Perimeter エージェントは企業ディレクトリで認証を実行する際にこのアカウントを使
用します。
パスワード – 以前のセクションで指定したアカウントの パスワード を入力します。
ドメイン範囲 – AvePoint Perimeter 管理システムに同期する Active Directory ユーザーのド
メイン範囲を選択します。
•

同一のフォレスト内のすべてのドメインおよび信頼される側のドメインからユーザーをインポ
ートします - このオプションを選択すると、同一のフォレスト内のすべてのドメインおよび信頼さ
れる側のドメインから Active Directory ユーザーをインポートします。
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•

自分で検索ルート リストを構成する – このオプションを選択すると、LDAP 識別名 (DN)
を使用して同期するユーザーを構成します。

スケジュール設定 – スケジュール設定 セクションで、以下のオプションから選択します。
•

ただちに同期 – このオプションを選択する場合、[保存] をクリックすると、同期ジョブがただち
に開始されます。

•

スケジュールを構成する – このオプションを選択する場合、以下の手順に従って Active Dir
ectory ユーザーの同期スケジュールを構成することができます。
o

スケジュール タイプ – 時間毎、日毎、週毎、月毎 から、同期ジョブを実行する間
隔の時間単位を選択します。

o

間隔 - テキスト ボックスに整数を入力してスケジュールの頻度を構成します。

o

開始日時 - Perimeter で Active Directory ユーザーの同期を開始する日時を
指定します。月毎 を選択する場合、日付を指定する フィールドまたは 曜日を指定
する フィールドを構成します。詳細については、開始日時詳細設定の構成 セクショ
ンを参照してください。

[保存] をクリックすると、構成を保存して ユーザーの管理 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックす
ると、構成を保存せずに、Active Directory ユーザーを同期する 画面に戻ります。

外部ユーザーの管理
外部ユーザーとは、所属する組織の Active Directory ドメイン外のエンドユーザーを指します。Perimeter
管理者は Perimeter 管理コンソール経由で外部ユーザーを追加することができます。また、外部ユーザーは
AvePoint Perimeter 外部ポータルへの登録またはモバイル デバイスの登録によって、Perimeter 管理シ
ステムに自動的に登録することができます。

外部ユーザーの管理 では、外部ユーザーが AvePoint Perimeter 外部ポータルに登録する際に収集され
た情報を表示し、外部ユーザーのモバイル デバイスを AvePoint Perimeter 管理システムに登録し、モバイ
ル デバイスで Perimeter アプリを使用することができます。
外部ユーザーの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[外部ユーザーの管理] をクリックします。外
部ユーザーの管理 では、AvePoint Perimeter 外部ポータルに追加された / 登録された外部ユーザー、モ
バイル デバイスを AvePoint Perimeter 管理システムに登録した外部ユーザーが一覧表示されます。
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外部ユーザーの管理 画面では、ユーザー名、メール アドレス、各ユーザーの登録済みデバイス数、Perimete
r モバイル アプリによって収集されたユーザーの前回の場所情報、ユーザーの状態などのユーザー情報が表示ま
す。

外部ユーザーの追加
AvePoint Perimeter マネージャーの 外部ユーザーの管理 画面では、外部ユーザーを個別に追加するか、
すべての外部ユーザーを含む CSV ファイルをインポートすることで外部ユーザーを一括追加することができます。

外部ユーザーの管理 画面へのアクセスには、管理 > ユーザー / アカウント > 外部ユーザーの管理 の順に
移動します。 外部ユーザーを個別に追加するまたは一括追加する方法については、以下の説明を参照してく
ださい。

外部ユーザーの個別追加
外部ユーザーを個別に追加する方法については、以下の説明を参照してください。
外部ユーザーの管理 画面で、リボン上で [追加] をクリックし、ドロップダウン リストから [ユーザーの
追加] を選択します。追加 画面が表示されます。
基本情報 - 追加する外部ユーザーの ユーザー名、メール アドレス、名、姓 を入力します。基本情
報 はすべて必須フィールドです。
連絡先情報 - このセクションの設定は必須ではありません。この外部ユーザーの 電話番号、国/地
域、組織、都市、郵便番号 を入力することができます。
カスタム プロパティ情報 - 必要に応じて、この外部ユーザーのカスタム プロパティ情報を入力します。
[保存] をクリックすると、この外部ユーザーを保存します。[キャンセル] をクリックすると、この画面を閉
じます。

外部ユーザーの一括追加
定義済み CSV ファイル経由で外部ユーザーを一括追加する方法については、以下の説明を参照してくださ
い。
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外部ユーザーの管理 画面から、リボン上で [追加] をクリックし、ドロップダウン リストから [一括追
加] を選択します。一括追加 画面が表示されます。
ステップ 1 フィールドで、[ テンプレートをダウンロードして] リンクをクリックし、外部ユーザーの一括追
加用のテンプレート ファイルをダウンロードします。
ポップアップ ウィンドウで [名前を付けて保存] を選択します。テンプレート ファイルの保存先を選択し
ます。[保存] をクリックします。
テンプレート ファイルを Excel で開きます。必須列は 4 つあります。
•

UserName – 追加する外部ユーザーのユーザー ID を入力します。

•

Email Address – ユーザー ID の隣に、username@domain.com の形式で外部
ユーザーのメール アドレスを入力します。

•

FirstName – ユーザーの名を入力します。

•

LastName – ユーザーの姓を入力します。

テンプレート ファイルに、ユーザー名、メール アドレス、名、姓、その他のユーザー情報を入力します。
CSV ファイルを保存します。
ステップ 2 フィールドで、[参照] ボタンをクリックします。一括追加するすべての外部ユーザーを含む構
成済み CSV ファイルを選択します。[開く] をクリックします。
リボン上で [適用] をクリックし、外部ユーザーを AvePoint Perimeter マネージャーにインポートしま
す。完了後、外部ユーザーの管理 画面で外部ユーザーを表示することができます。新規追加された
外部ユーザーが Perimeter 外部ポータルにサインアップする前、外部ユーザーの 状態 列に 登録保
留中 が表示されます。

ユーザー詳細の表示
外部ユーザーについて詳細情報の表示には、外部ユーザーの管理 画面で希望のユーザー名をクリックし、ユー
ザーの詳細 ページに移動します。
•

基本情報 タブでは、ユーザーが AvePoint Perimeter 外部ポータルに登録された際に構
成された全般情報、登録済みデバイスの前回場所の情報が表示されます。

•

位置情報履歴 タブでは、Perimeter モバイル アプリによってユーザーの登録済みデバイスか
ら収集された位置情報を表示することができます。
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外部ユーザーの登録済みデバイスについての詳細情報を表示するには、登録済みデバイス 列でリンクをクリック
して 登録済みデバイスの管理 画面に移動します。外部ユーザーの登録済みデバイスが一覧表示されます。
登録済みデバイスの表示・管理方法については、登録済みデバイスの管理 を参照してください。

外部ユーザー プロファイルの編集
特定の外部ユーザーのプロファイルを編集する方法については、以下の説明を参照してください。
希望のユーザー名の隣のチェックボックスを選択し、リボン上で [プロファイルの編集] をクリックして選
択したユーザーのプロファイルの編集ページにアクセスします。
プロファイルの編集 ページで、以下のユーザーの情報を編集することができます。
•

基本情報 – 選択したユーザーの 名 および 姓 を編集します。

•

連絡先情報 – 選択したユーザーの 電話番号、国/地域、組織、都市、郵便番号 を
編集します。

•

カスタム プロパティ情報 - AvePoint Perimeter マネージャーのインストール パス配
下の bin\Config フォルダー内の SecureShareConfig.xml ファイルで構成した
選択したユーザーのカスタム プロパティを編集します。

完了後、[保存] をクリックすると、変更を保存して 外部ユーザーの管理 画面に戻ります。[キャンセ
ル] をクリックすると、変更を保存せずに現在のページを終了します。

外部ユーザーの状態の管理
外部ユーザーの状態を管理するためには、以下のアクションを実行することができます。

外部ユーザーの無効化
外部ユーザーの 状態 列に アクティブ が表示されている場合、リボン上の [無効化] オプションが選択可能で
す。非アクティブなユーザーは、AvePoint Perimeter 外部ポータルへのログイン、および登録済みモバイル デ
バイスでの Perimeter アプリの実行ができません。外部ユーザーを無効にする方法については、以下の説明を
参照してください。
ユーザー名 の隣のチェックボックスを選択し、希望の外部ユーザーを選択します。
リボン上で [無効化] をクリックします。
完了後、ユーザーの 状態 が 非アクティブ となります。
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外部ユーザーの有効化
非アクティブ 外部ユーザーの AvePoint Perimeter 外部ポータルへのログインおよび登録済みデバイスでの
Perimeter モバイル アプリの使用を許可するには、ユーザーを有効にする必要があります。

ユーザーを有効にする方法については、以下の説明を参照してください。
1. ユーザー名 の隣のチェックボックスを選択し、希望の外部ユーザーを選択します。
2. リボン上で [有効化] をクリックします。
3. 完了後、ユーザーの 状態 が アクティブ となります。

外部ユーザーの削除
AvePoint Perimeter 管理システムから外部ユーザーを削除するためには、削除するユーザーのチェックボック
スを選択してリボン上で [削除] をクリックします。

アクティブ化メールの再送信
アクティブ化メールの再送信 機能を使用して AvePoint Perimeter 外部ポータル アカウントをアクティブ化
するために、新しいアクティブ化メールを要求するユーザーに AvePoint Perimeter 外部ポータル - アカウ
ントのアクティブ化 メールを再送信することができます。

以下の場合には、ユーザーにとって新しいアクティブ化メールが必要となる可能性があります。
•

AvePoint Perimeter 外部ポータルで アカウントの登録 情報を送信した後、ユーザーが
AvePoint Perimeter 外部ポータル - アカウントのアクティブ化 メールを受信していな
い場合。

•

ユーザーが AvePoint Perimeter 外部ポータル - アカウントのアクティブ化 メールを受
信したにも関わらず、受信したメール内のアクティブ化 URL が失効した場合。

AvePoint Perimeter 外部ポータル - アカウントのアクティブ化 メールを特定のユーザーに再送信する
方法については、以下の説明を参照してください。
希望のユーザーの該当するチェックボックスを選択します。
[アクティブ化メールの再送信] をクリックします。再送信の確認ウィンドウが表示されます。
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[OK] をクリックしてアクティブ化メールを選択したユーザーに再送信します。

外部ユーザーのアクティブ化
外部ユーザーが Perimeter 外部ポータルにサインアップしたにも関わらず、アカウントがアクティブになっていない
場合、Perimeter 管理者は管理コンソール経由でユーザー アカウントをアクティブにするか、外部ユーザーにア
クティブ化メールを再送信することができます。

Perimeter 外部ポータルにサインアップ済み、かつアクティブ化保留中の外部ユーザー アカウントをアクティブに
する方法については、以下の説明を参照してください。
保留中 状態の外部ユーザー アカウントを選択します。
リボン上で [アクティブ化] をクリックします。アクティブ化の確認ウィンドウが表示されます。
[OK] をクリックすると、ユーザー アカウントをアクティブにします。外部ユーザーは、Perimeter 管理コ
ンソールからのアカウント アクティブ化の通知を受信しません。

ログイン アカウントの管理
ログイン アカウントの管理 画面では、この Perimeter 管理システムによって管理されているサイトにログイン
する各アカウントの情報を表示することができます。

AvePoint Perimeter のエンドユーザーが異なるログイン名および認証方法 (Windows 認証 / クレーム
ベース認証) を使用してサイトにログインする可能性がある場合、このようなエンドユーザーに複数のログイン ア
カウントを割り当てることができます。
ログイン アカウントの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[ログイン アカウントの管理] をクリック
します。ログイン アカウントの管理 画面では、ユーザーがこの管理システムによって管理されているサイトにログ
インする際に収集されたアカウント情報のリストを表示することができます。

この画面では、このアカウントの ログイン名、アクセスしたサイトの アプリケーション タイプ・アプリケーション U
RL、アクセス ポイントの 前回の位置情報・前回の地域・前回の地区、このアカウントに割り当てられている ユ
ーザー などのアカウント情報が表示されます。
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ログイン アカウントの詳細の表示
ログイン アカウントの詳細情報を表示するためには、ログイン アカウントの管理 画面で希望の ログイン名 を
クリックして ログイン アカウントの詳細 ページに移動します。
•

基本情報 タブで、以下のアカウントについての情報を表示することができます。
o

全般情報 – アカウントの Active Directory での全般情報を表示します。

o

位置情報 – この管理システムによって管理されているサイトへのアクセスに使用する
登録済みデバイス、またはブラウザーの前回登録した場所についての情報を表示しま
す。

o

アカウント クレーム情報 – このアカウントのクレーム ベース認証用のクレーム情報を
表示します。
*

注意: このセクションは、アカウントがクレーム ベース認証サイトへの認証に使用され

る場合に使用可能です。
•

位置情報履歴 タブでは、ユーザーがこの管理システムによって管理されているサイトにアクセス
する際に使用したすべての登録済みデバイス、またはブラウザーの位置情報データを表示する
ことができます。

ログイン アカウントに対するユーザーの割り当て
特定のログイン アカウントに対してユーザーを割り当てるためには、リボン上で [ユーザーの割り当て] をクリック
し、ユーザーをログイン アカウントに割り当てる ページにアクセスして以下の操作を実行します。
ユーザーの選択 検索ボックスに、選択したログイン アカウントに割り当てるユーザーのユーザー名のキー
ワードを入力します。
ドロップダウン リストで一致する結果をクリックして希望のユーザーを選択します。
リボン上で [保存] をクリックすると、選択したユーザーをこのログイン アカウントに割り当てて ログイン
アカウントの管理 画面に戻ります。[キャンセル] をクリックすると、選択したユーザーを割り当てずにこ
のページを閉じます。
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仮想ビュー経由したユーザー グループとのファイルの共有
定義済み条件に基づいて SharePoint ファイルをグループのユーザーと一括共有するためには、ユーザー アク
セス グループの管理 で内部ユーザーと外部ユーザーの両方を含むユーザー アクセス グループを作成します。
次に SharePoint ファイルの仮想ビューを作成し、仮想ビュー で権限をユーザー アクセス グループに割り当て
ます。

ユーザー アクセス グループの管理
ユーザー アクセス グループの管理 では、定義済みパラメーターに基づいてユーザー アクセス グループを作成・
管理することができます。ユーザー アクセス グループには動的グループおよび静的グループの 2 種類があり、主
に仮想ビューで共有された権限を SharePoint ファイルへの割り当てに使用されます。

ユーザー アクセス グループの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[ユーザー アクセス グループ
の管理] をクリックして ユーザー アクセス グループの管理 画面に移動します。

ユーザー アクセス グループの新規作成
新しいユーザー アクセス グループを追加する方法については、以下の説明を参照してください。
1. リボン上で [追加] をクリックし、ユーザー アクセス グループの新規作成 画面に移動します。
2. 基本情報 セクションで、作成するユーザー アクセス グループのユーザー アクセス グループ名、説明
(必須ではありません) を入力し、グループのタイプを選択します。
•

ユーザー アクセス グループ名 – 作成するユーザー アクセス グループの名前を入力します。

•

説明 – グループの 説明 を入力します (必須ではありません)。

•

タイプ - 作成するユーザー アクセス グループのタイプを選択します。
o

動的 - ユーザー アクセス グループの作成後に以下で構成されるルールを満たすユー
ザーが自動的に追加されます。

o

静的 - ユーザー アクセス グループの作成後に Perimeter は以下で構成されるル
ールを満たす新規ユーザーを確認しないため、このグループにはユーザーが自動的に
追加されません。

3. ルール設定 セクションで、ユーザーをユーザー アクセス グループに追加するルールを構成します。
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•

完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリックしてルール
を削除します。

•

ルールを 2 件以上構成する場合は、条件 テキスト ボックスで論理関係を指定します。ここで
は、論理関係を And および Or の 2 種類から選択できます。既定の論理関係は And
です。
o

And – すべてのルールを満たすユーザーがユーザー アクセス グループに追加されま
す。

o

Or – 任意のルールを満たすユーザーがユーザー アクセス グループに追加されます。

*

注意: このユーザー アクセス グループに追加される各内部ユーザーが、Active Directory ドメイン

コントローラーで構成済みメール アドレスを持っていることを確認する必要があります。メール アドレスが
構成されていない場合、内部ユーザーがこのユーザー アクセス グループに共有される仮想ビューのメー
ル通知を受信することはできません。
4. [フィルター結果のプレビュー] をクリックして構成したルールを満たすユーザーをプレビューします。
5. [保存] をクリックすると、構成を保存してユーザー アクセス グループを追加します。[キャンセル] をクリ
ックすると、ユーザー アクセス グループを追加せずにこの画面を閉じます。

ユーザー アクセス グループの編集
作成済みのユーザー アクセス グループを編集する方法については、以下の説明を参照してください。
希望のユーザー アクセス グループの隣のチェックボックスを選択し、リボン上で [編集] をクリックして ユ
ーザー アクセス グループの編集 ページにアクセスします。
基本情報 セクションで、編集するユーザー アクセス グループのユーザー アクセス グループ名、説明
(必須ではありません)を入力し、グループのタイプを選択します。
•

ユーザー アクセス グループ名 - 編集するユーザー アクセス グループの名前を入力し
ます。

•

説明 - グループの 説明 を入力します (必須ではありません)。

•

タイプ - 編集するユーザー アクセス グループのタイプを選択します。
o

動的 - ユーザー アクセス グループの作成後に以下で構成されるルールを満た
すユーザーが自動的に追加されます。
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o

静的 - ユーザー アクセス グループの作成後に Perimeter は以下で構成され
るルールを満たす新規ユーザーを確認しないため、このグループにはユーザーが自
動的に追加されません。

ルール設定 セクションで、ユーザー アクセス グループにユーザーを追加するルールを構成します。
•

完了後、[ルールの追加] をクリックして別のルールを追加するか、[削除] をクリックして
ルールを削除します。

•

ルールを 2 件以上構成する場合は、条件 テキスト ボックスで論理関係を指定しま
す。ここでは、論理関係を And および Or の 2 種類から選択できます。既定の論理
関係は And です。
o

And – すべてのルールを満たすユーザーがユーザー アクセス グループに追加さ
れます。

o

Or – 任意のルールを満たすユーザーがユーザー アクセス グループに追加されま
す。

*

注意: このユーザー アクセス グループに追加される各内部ユーザーが、Active Directory ドメイン

コントローラーで構成済みメール アドレスを持っていることを確認する必要があります。メール アドレスが
構成されていない場合、内部ユーザーがこのユーザー アクセス グループに共有される仮想ビューのメー
ル通知を受信することはできません。
[フィルター結果のプレビュー] をクリックして構成したルールを満たすユーザーをプレビューします。
[保存] をクリックしてユーザー アクセス グループの構成を保存するか、[キャンセル] をクリックしてユー
ザー アクセス グループを編集せずにこの画面を閉じます。

ユーザー アクセス グループの削除
作成済みのユーザー アクセス グループを削除するためには、該当するチェックボックスを選択してリボン上で [削
除] をクリックするか、ユーザー アクセス グループ名 の隣のメニューを開くボタンをクリックしてメニューで [削除]
をクリックします。ユーザー アクセス グループが AvePoint Perimeter 管理システムから削除されます。

ユーザー アクセス グループのユーザーの表示
ユーザー アクセス グループの管理 画面でユーザー アクセス グループに含まれているユーザーを表示するため
には、希望のユーザー アクセス グループのメニューを開く (
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の表示] をクリックします。ポップアップ ウィンドウが表示され、このグループに含まれているすべてのユーザーがウィ
ンドウに表示されます。

ファイルの一括共有ための仮想ビューの構成
複数の SharePoint ファイルを作成済みユーザー アクセス グループ内のユーザーと共有するためには、希望の
SharePoint ファイルを仮想ビューに追加してから、仮想ビューの権限をユーザー アクセス グループに割り当て
て仮想ビューをユーザー アクセス グループと共有します。

仮想ビューの追加
仮想ビュー で新しい仮想ビューを追加するためには、管理 メニューに移動し、[仮想ビュー] をクリックして 仮
想ビュー 画面にアクセスします。リボン上で [追加] をクリックして、以下の設定を構成します。
1. 基本情報 セクションで、作成する仮想ビューの以下の情報を構成します。
•

仮想ビューの表示名 – 作成する仮想ビューの名前を入力します。

•

サイト URL – 仮想ビューに追加するファイルが所属するサイトの URL を入力します。
*

注意: 入力したサイトに対して SharePoint Search Service クロールが開始されている

ことを確認する必要があります。
•

認証方法 – 入力したサイトが所属する SharePoint ゾーンが使用している認証方法を選
択します。認証方法 で Windows 認証、フォーム ベース認証、信頼できる ID プロバイ
ダー から選択することができます。

•

ユーザー名 と パスワード – 以前のセクションで入力したサイト内のすべてのファイルのメタデー
タ プロパティを取得するために使用される SharePoint ユーザーの資格情報を入力します。
入力したユーザーがこのサイトに対して 読み取り 以上の権限を持っていることを確認する必
要があります。

2. [検証テスト] をクリックすると、上で入力した情報が有効であるかどうかを確認します。
3. 仮想ビューの設定 セクションで、以下の手順に従ってこの仮想ビューでフォルダーを作成し、メタデータ
ルールに基づいて SharePoint ファイルをフォルダーに追加します。
[フォルダーの新規作成] をクリックし、フォルダー名 列に新しいフォルダーを追加します。
新しいフォルダーの名前を入力し、Enter キーを押して名前を保存します。
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このフォルダーにファイルを追加するためのメタデータ ルールの構成方法については、仮想ビュー
の設定でのフォルダーに対するメタデータ ルールの作成 / 編集 を参照してください。
仮想ビューに複数のフォルダーを追加する場合、a ~ c の手順を繰り返します。
4. [保存] をクリックすると、構成を保存して仮想ビューを AvePoint Perimeter 管理システムに追加
します。[キャンセル] をクリックすると、仮想ビューを追加せずに 仮想ビュー 画面に戻ります。

仮想ビューの編集
仮想ビュー で作成済み仮想ビューを編集するためには、該当するチェックボックスを選択してリボン上で [編集]
をクリックするか、仮想ビューの表示名 の隣のメニューを開くボタンをクリックしてメニューで [編集] をクリックしま
す。以下の構成を編集することができます。
1. 基本情報 セクションで、編集する仮想ビューの以下の情報を構成します。
•

仮想ビューの表示名 – 編集する仮想ビューの名前を入力します。

•

サイト URL – 仮想ビューに追加するファイルが所属するサイトの URL を入力します。
*

注意: 入力したサイトに対して SharePoint Search Service クロールが開始されている

ことを確認する必要があります。
•

認証方法 - 入力したサイトが所属する SharePoint ゾーンが使用している認証方法を選
択します。認証方法 で Windows 認証、フォーム ベース認証、信頼できる ID プロバイ
ダー から選択することができます。

•

ユーザー名 と パスワード – 以前のセクションで入力したサイト内のすべてのファイルのメタデー
タ プロパティを取得するために使用される SharePoint ユーザーの資格情報を入力します。
入力したユーザーがこのサイトに対して 読み取り 以上の権限を持っていることを確認する必
要があります。

2. [検証テスト] をクリックすると、入力した情報が有効であるかどうかを確認します。
3. 仮想ビューの設定 セクションで、この仮想ビューに対して新しいフォルダーを追加するか、既存のフォル
ダーを編集することができます。
•

この仮想ビューで新しいフォルダーを作成する方法については、以下の説明を参照してくださ
い。
i.

[フォルダーの新規作成] をクリックし、フォルダー名 列に新しいフォルダーを追加しま
す。
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ii. 新しいフォルダーの名前を入力し、Enter キーを押して名前を保存します。
iii. このフォルダーにファイルを追加するためのメタデータ ルールの構成方法については、仮
想ビューの設定でのフォルダーに対するメタデータ ルールの作成 / 編集 を参照してく
ださい。
•

フォルダーの名前を変更するためには、フォルダー名 列で希望のフォルダーのチェックボックスを
選択し、[名前の変更] をクリックして フォルダー名 列のテキスト ボックスに新しいフォルダー
名を入力します。

•

フォルダーの削除には、フォルダーの隣のチェックボックスを選択し、[削除] をクリックします。

•

フォルダーのルール設定を編集する方法については、仮想ビューの設定でのフォルダーに対する
メタデータ ルールの作成 / 編集 を参照してください。

4. [保存] をクリックすると、仮想ビューの構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、仮想ビューの
変更を保存せずに 仮想ビュー 画面に戻ります。

仮想ビューの設定でのフォルダーに対するメタデータ ルールの作成 / 編集
仮想ビューで特定のフォルダーのメタデータ ルールを作成または編集するためには、フォルダー名 列で希望のフ
ォルダーを選択してリボン上で [構成] をクリックします。メタデータ ルールの構成 画面が表示されます。

選択したフォルダーのルールを作成または編集する方法については、以下の説明を参照してください。
メタデータ ルールの構成 ウィンドウで、フォルダーにファイルを追加するルールを構成します。
[ルールの追加] をクリックし、下のフィールドに値を入力して新しいルールを追加するか、[削
除] をクリックしてルールを削除します。
レベル – ドロップダウン リストからルールが適用されるファイルのプロパティを選択しま
す。
条件 - ルールの条件を選択します。
ルール と 値 – ルール フィールドで選択したファイル プロパティのフィルターに使用する
値を入力します。
▪

値 を選択すると、値 テキスト ボックスにファイル プロパティのフィルターに使用
する値を入力します。
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▪

ユーザー を選択すると、値 ドロップダウン リストからファイル プロパティのフィル
ターに使用するユーザー プロパティを選択します。選択したユーザー プロパテ
ィの値は、AvePoint Perimeter 外部ポータルまたは AvePoint Perime
ter モバイル アプリ経由でこの仮想ビューにアクセスしているユーザーに基づい
ています。これにより、この仮想ビューにアクセスしているユーザーに基づいて結
果をフィルターします。

ルールを追加する場合は前の手順を繰り返します。
ルールを 2 件以上構成する場合は、条件 テキスト ボックスで論理関係を指定しま
す。ここでは、論理関係を And および Or の 2 種類から選択できます。既定のロ
ジックは And です。
▪

And – すべてのルールを満たすファイルがフォルダーに追加されます。

▪

Or – 任意のルールを満たすファイルがフォルダーに追加されます。

[フィルター結果のプレビュー] をクリックして構成されたルールを満たすユーザーをプレビューします。
•

すべてのルールで ルール ドロップダウン リストから 値 を選択した場合、フィルター結果のプレ
ビュー ウィンドウが表示されます。構成されたルールを満たすファイルがウィンドウに表示されま
す。

•

任意のルールで ルール ドロップダウン リストから ユーザー を選択した場合、ユーザーの選択
ウィンドウが表示されます。プロパティ値が該当するルールのフィルター結果のプレビューに使用
するユーザーを選択します。
i.

ユーザー 検索ボックスに希望のユーザー名のキーワードを入力します。

ii. ドロップダウン リストから希望のユーザーを選択します。
iii. [OK] をクリックし、構成を保存して フィルター結果のプレビュー ウィンドウにアクセス
します。
フィルター結果のプレビュー ウィンドウを閉じて メタデータ ルールの構成 ウィンドウに戻ります。
[保存] をクリックし、フォルダーの結果を保存して 仮想ビューの追加 / 仮想ビューの編集 画面に戻
ります。
特定のフォルダーのルールが保存された後、ルール 列にフォルダーに対して構成されたルール数が表示されま
す。
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*

注意: 既定では、仮想ビュー 機能は構成したメタデータ ルールの検索結果から SharePoint Search AP

I によって識別された重複ファイルをトリミングします。検索結果に複数ファイルを含めるためには、以下の設定を
構成します。
マネージャーのインストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。既定のマネージャー イ
ンストール パスは …C:\Program Files\AvePoint\Perimeter\Manager です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
trimSPSearchDuplicate 属性の値を false に変更します。trimSPSearchDuplicate
属性の既定値が true です。
変更を保存し、ファイルを閉じます。

仮想ビューのユーザー アクセス グループとの共有
仮想ビューの作成後、権限の管理 画面に移動し、仮想ビューの権限をユーザー アクセス グループに割り当
て、仮想ビューを作成済みユーザー アクセス グループに共有します。

権限の管理 画面へのアクセスには、仮想ビュー 画面で希望の仮想ビューのチェックボックスを選択し、リボン上
で [権限の管理] をクリックします。権限の管理 画面が表示されます。

権限の割り当てを経由した仮想ビューのユーザー アクセス グループとの共有
権限の管理 画面から、選択した仮想ビューを作成済みユーザー アクセス グループで共有するためには、リボン
上で [権限の割り当て] をクリックします。権限の割り当て 画面で以下の設定を構成します。
1. ユーザー アクセス グループ名 セクションで、ドロップダウン リストから仮想ビューの共有先となるユーザ
ー アクセス グループを選択します。
2. 通知設定 セクションで、仮想ビューの共有の通知設定を選択します。
•

メール通知を選択したユーザー アクセス グループに含まれているユーザーに送信するために
は、ユーザー アクセス グループ内のユーザーに通知を送信する チェックボックスを選択しま
す。

•

選択したユーザー アクセス グループに含まれているユーザーにカスタム メッセージを含むメール
通知を送信するためには、ユーザー アクセス グループ内のユーザーに通知を送信する チェッ
クボックスを選択し、下のテキスト ボックスにカスタム メッセージを入力します。
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3. 権限設定 セクションでは、ユーザー アクセス グループに対して、構成済み 共有ファイルの場所 で共
有された仮想ビュー内のファイルのコピーへの アクセス許可レベル を指定します。アクセス許可レベルを
選択する方法については、セキュア共有のアクセス許可レベル を参照してください。編集 アクセス許可
レベルが割り当てられたアクセス グループ内のユーザーは、ファイルのコピーを編集することができ、変更
は SharePoint サイト内の元のファイルに同期されます。
4. 権限の有効期限 セクションで、この仮想ビューの共有の有効期限を指定します。有効期限 フィール
ドで、カレンダーから有効期限を選択します。
5. 他のユーザー アクセス グループに権限を割り当てる セクションで、ここで構成を保存した後に他のユ
ーザー アクセス グループに権限を割り当てるかどうかを選択します。
•

このオプションを選択すると、[保存] をクリックし、構成を保存して選択したユーザー アクセス
グループに権限を割り当てます。完了後、権限の割り当て ページで他のユーザー アクセス グ
ループに権限を割り当てることができます。

•

このオプションを選択しない場合、[保存] をクリックし、構成を保存して選択したユーザー アク
セス グループに権限を割り当てます。完了後、このページを終了して 権限の管理 ページに
戻ります。

選択したユーザー アクセス グループに権限を割り当てない場合、[キャンセル] をクリックして権限を割
り当てずにこのページを閉じます。

仮想ビューに対するユーザー アクセス グループの権限の編集
特定の仮想ビューの割り当て済み権限を編集するためには、権限の管理 画面で該当するチェックボックスを選
択し、リボン上で [編集] をクリックします。権限の割り当て 画面で、以下の設定を構成します。
1. 通知設定 セクションで、仮想ビューの共有の通知設定を選択します。
•

メール通知を選択したユーザー アクセス グループに含まれているユーザーへ送信するために
は、ユーザー アクセス グループ内のユーザーに通知を送信する チェックボックスを選択しま
す。

•

選択したユーザー アクセス グループに含まれているユーザーへ、カスタム メッセージを含むメー
ル通知を送信するためには、ユーザー アクセス グループ内のユーザーに通知を送信する チ
ェックボックスを選択し、下のテキスト ボックスにカスタム メッセージを入力します。

2. 権限設定 セクションで、ユーザー アクセス グループに対して、構成済み 共有ファイルの場所 で共有
された仮想ビュー内のファイルのコピーへの アクセス許可レベル を指定します。アクセス許可レベルを選
択する方法については、セキュア共有のアクセス許可レベル を参照してください。
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3. 権限の有効期限 セクションで、この仮想ビューの共有の有効期限を指定します。有効期限 フィール
ドで、カレンダーから有効期限を選択します。
4. 他のユーザー アクセス グループに権限を割り当てる セクションで、他のユーザー アクセス グループに
権限を割り当てるかどうかを選択します。
•

このオプションを選択すると、[保存] をクリックし、変更を保存して選択したユーザー アクセス
グループに権限を割り当てます。権限が割り当てられた後、権限の割り当て ページで他のユ
ーザー アクセス グループに権限を割り当てることができます。

•

このオプションを選択しない場合、[保存] をクリックし、変更を保存して選択したユーザー アク
セス グループに権限を割り当てます。権限が割り当てられた後、このページを終了して 権限
の管理 ページに戻ります。

選択した権限の変更を保存しない場合、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずにこのページを閉じます。

仮想ビューに対するユーザー アクセス グループの権限の削除
権限の管理 画面から特定の仮想ビューに対してユーザー アクセス グループの権限を削除するためには、ユー
ザー アクセス グループ名 列で該当するチェックボックスを選択してリボン上で [削除] をクリックするか、ユーザ
ー アクセス グループ名 の隣のメニューを開くボタンをクリックしてメニューで [削除] をクリックします。

完了後、ユーザー アクセス グループ内のユーザーが AvePoint Perimeter 外部ポータルまたはモバイルでの
Perimeter アプリ経由で仮想ビュー内のファイルにアクセスすることはできません。

共有ファイルの管理
共有ファイルの管理 から、ファイル、フォルダー、ライブラリを含め、AvePoint Perimeter セキュア共有 機
能経由で共有されたすべての SharePoint オブジェクトを表示・管理することができます。さらに各共有ファイル
の利用状況の詳細も表示されます。

共有ファイルの管理 へのアクセスには、管理 メニューに移動し、[共有ファイルの管理] をクリックして 共有ファ
イルの管理 画面に移動します。

共有ファイルの管理 画面から、名前、サイズ (共有ファイルの場合のみ)、最終更新日時、最終共有日時、
各共有オブジェクトの SharePoint での場所・URL、共有者、共有先、権限の設定、各共有イベントの有効
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期限を含め、AvePoint Perimeter セキュア共有 機能を使用している SharePoint ファーム内のすべて
の共有イベントについての情報を表示することができます。

条件を使用して共有イベントをフィルターするためには、画面右上の検索ボックスに希望のファイル名を入力して
ファイルを検索するか、高度検索 機能を使用して複数の検索条件を構成することができます。

高度検索 機能の使用方法については、高度検索 を参照してください。
共有ファイルの管理 画面では、以下の操作を実行して共有オブジェクトを管理することができます。
•

共有履歴の表示

•

ドキュメント使用状況の表示

•

共有権限設定の変更

•

ユーザーの共有権限の削除

共有履歴の表示
共有ファイルの管理 で、特定の SharePoint オブジェクトの同一ユーザーとの共有イベントを表示する方法
については、以下の説明を参照してください。
名前 列で希望のオブジェクトを含む共有イベントを選択します。
リボン上で [履歴の表示] をクリックします。共有履歴の表示 画面が表示されます。
共有履歴の表示 画面には共有履歴が表示されます。
共有履歴の表示 画面から、オブジェクトの共有者・共有先・権限設定・各共有イベントの日時など、選択し
たオブジェクトの同一ユーザーとの共有イベントについての詳細情報を表示することができます。

共有履歴の表示 では構成可能な設定が複数存在しており、以下の操作を実行して共有イベントの表示方
式をカスタマイズすることができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。
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•

列のフィルター - 共有者 列の値に基づいてリストに表示するイベントをフィルターします。共
有者 列名の隣のメニューを開く ( ) ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューからチェックボック
スを選択し、[OK] をクリックして該当するイベントをリストに表示します。

•

列の並べ替え - リスト内のイベントの並べ替えには、共有者 / アクセス許可レベル / 共有
日時 / 有効期限 / 更新の共有 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

•

キーワードの検索 - 共有者 列内の希望の内部ユーザー名のキーワードによってイベントをフ
ィルターします。テキスト ボックスに希望のキーワードを入力し、検索ボタンをクリックします。

•

高度検索 - 高度検索 で条件を指定し、表示するイベントを検索します。高度検索 機能の
使用方法については、高度検索 を参照してください。

ドキュメント使用状況の表示
共有ファイルの管理 で ドキュメント使用状況の表示 機能を使用すると、特定の共有ファイルまたは共有フォ
ルダー / ライブラリに含まれているすべてのファイルの AvePoint Perimeter 外部ポータル、AvePoint Peri
meter 内部ポータル、AvePoint Perimeter モバイル アプリでの利用状況を表示することができます。

ドキュメント使用状況を表示する方法については、以下の説明を参照してください。
名前 列で希望のファイル / フォルダー / ライブラリを含む共有イベントを選択します。
リボン上で [ドキュメント使用状況の表示] をクリックします。ドキュメント使用状況の追跡 画面が表
示されます。
ドキュメント使用状況の追跡 画面から、アクセス日時、ファイルにアクセスしたユーザー、実行されたアクション、
アクセス ソース、アクセス ポイントのプラットフォーム・モデル・オペレーティング システム、ユーザーが使用したブラ
ウザー / アプリケーション、ユーザーの位置情報、共有ファイルの URL を含め、選択した共有ファイルまたは選
択した共有フォルダー / ライブラリ内のファイルのユーザーのアクティビティについての詳細を表示することができま
す。

ドキュメント使用状況の追跡 では構成可能な設定が複数存在しており、以下の操作を実行してアクティビテ
ィの表示方式をカスタマイズすることができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

217

•

列のフィルター - 共有先 / プラットフォーム 列の値に基づいてリストに表示するアクティビティ
をフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( ) ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューか
らチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当するイベントをリストに表示します。

•

列の並べ替え - リスト内のアクティビティの並べ替えには、アクセス日時 / 共有先 / アクショ
ン 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

共有権限設定の変更
特定の共有イベントの権限設定を変更する方法については、以下の説明を参照してください。
共有ファイルの管理 画面で希望の共有イベントを選択します。
リボン上で [権限の変更] をクリックします。権限の変更 ポップアップ ウィンドウが表示されます。
共有イベントに対して以下の権限設定を編集します。
•

アクセス許可レベル - ドロップダウン リストからオブジェクトの共有先ユーザーのアクセス許可レ
ベルを選択します。アクセス許可レベルの選択の詳細については、セキュア共有のアクセス許
可レベル を参照してください。

•

有効期限 - この共有の有効期限を選択します。カレンダーを使用して有効期限を選択しま
す。

•

更新の共有 - 共有オブジェクトの更新をユーザーと共有するかどうかを選択します。

[保存] をクリックすると、この共有イベントの変更を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を
保存せずにこのウィンドウを閉じます。

セキュア共有のアクセス許可レベル
権限の変更 ポップアップ ウィンドウから、共有ファイル / フォルダー / ライブラリに対して、各アクセス許可レベル
に関する特定の権限の詳細情報については、以下のセクションを参照してください。
アクセス許可レベル
読み取り専

ダウンロード

編集

○

○

印刷

○

○

コピー & ペースト

○

○

用

ブラウザーで編
集のみ

削除

権限
ブラウザーで開く
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○

○

○
○

○

○
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アクセス許可レベル
読み取り専
用

ダウンロード

編集

○

○

ブラウザーで編
集のみ

削除

権限
ファイルのダウンロー

○

ド
ブラウザーで編集

○

○

○

共有されたフォルダー

○

○

○

○

/ ライブラリに新しい
ファイルをアップロード
更新されたファイルの
再アップロード
ウォーターマーク付き

○

○

ファイルの表示
アイテムの削除

○

*

注意: AvePoint Perimeter 外部ポータルおよび内部ポータルでオンラインで開くことができるのは、AvePoi

nt Perimeter 内部・外部ポータルでオンライン表示可能なファイル タイプ セクションで表示されているファイル
タイプのファイルのみです。オンラインで開くことができないファイルまたはそれらのファイルを含むフォルダー / ライブ
ラリを共有する場合、ユーザーが共有ファイルをダウンロードできることを確保するために ダウンロード または 編
集 アクセス許可レベルをユーザーに割り当てることを推奨します。

ユーザーの共有権限の削除
特定のユーザーの共有オブジェクトに対する権限を削除する方法については、以下の説明を参照してください。
共有ファイルの管理 画面で 名前 列で希望のオブジェクトを含む共有イベントを選択します。
リボン上で [権限の削除] をクリックします。削除の確認ウィンドウが表示されます。
[OK] をクリックすると、ユーザーの選択したオブジェクトに対する権限を削除します。[キャンセル] をク
リックすると、ユーザーの権限を削除せずにこのウィンドウを閉じます。
ユーザーの選択したオブジェクトに対する権限を削除すると、ユーザーが AvePoint Perimeter 外部ポータル
または AvePoint Perimeter モバイル アプリ経由でこのオブジェクトのコピーにアクセスすることはできません。
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オンライン読み取る DWG ファイルのサイズのカスタマイズ
ユーザーが AvePoint Perimeter 外部ポータル / AvePoint Perimeter モバイル アプリで .dwg ファイル
を開くと、この .dwg ファイルが自動的に .png 画像に変換され、表示画面に表示されます。
変換された .dwg 画像の既定サイズは 425 x 310 ピクセルです。画像のサイズを変更する方法について
は、以下の説明を参照してください。
マネージャー インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。マネージャーの既定のイ
ンストール パスは …\Program Files\AvePoint\Perimeter\Manager です。
AppSettings.config ファイルを メモ帳 で開きます。
dwgConvertPdfWidth および dwgConvertPdfHeight 属性の値を希望の変換された .
dwg ファイルの幅および高さに設定します。

図 10: dwgConvertPdfWidth および dwgConvertPdfHeight 属性の値の構成

変更を保存し、ファイルを閉じます。
外部ポータルおよびゲートウェイがインストールされているサーバーの AppSettings.config ファイル
で構成を繰り返します。

220

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

レポート メニュー
レポート メニューから、アクセス ポイント、アクセス ログ、イベント ログ、アクセス違反ログ、アクセス警告ロ
グ、2 要素認証のログ、警報レポート、日単位監査追跡 のレポートを表示することができます。

これらのレポートには、AvePoint Perimeter によって管理されている SharePoint サイトのアクセス ポイント
およびログイン セッションについての詳細情報が含まれます。また、コンテンツ アクセス ポリシー の コンテンツ
アクセス コントロール ・コンテンツ アクセス ログ記録 機能および 警報ルール 機能によって生成されたログに
ついてのレポートを生成することができます。
*

注意: コンテンツ アクセス ポリシー機能が SharePoint サイトで有効化されると、アクセス ポイント レポート

から AvePoint Perimeter 管理システムによって管理されているすべてのアクセス データを表示することがで
きます。Perimeter では、すべてのアクセ スデータがマネージャー構成データベースで 30 日間保存され、30
日後に自動的に削除されます。

アクセス ポイント
アクセス ポイント レポートでは、各アクセス ポイントのプラットフォーム、モデル、オペレーティング システム、登録
日時、前回ログインした ユーザー、前回ログイン日時、前回セッション ログインの継続期間など、AvePoint Pe
rimeter 管理システムによって管理されている SharePoint サイトのアクセス ポイントのイベント ログが表示さ
れます。

アクセス ポイント レポートの表示
レポートの表示画面には、データの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。アクセス ポイント
について、レポートの表示画面で以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( )
ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するアイテムをリストに表示します。
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•

列の並べ替え - 登録日時 / 前回セッション ログイン / 前回セッションの継続時間 (単
位: 分) 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

•

すべてのセッションの表示 - レポート画面でアクセス ポイントを選択し、リボン上で [すべての
セッションの表示] をクリックし、アクセス ログ ページに移動してこのアクセス ポイントのすべて
のログイン セッションの詳細を表示します。

アクセス ログ
アクセス ログ レポートでは、各ログイン セッションのセッション ID・ユーザー名・開始時刻・接続時間、セッション
で使用されたデバイスのプラットフォーム・モデル・オペレーティング システム・ブラウザー・位置情報・デバイス名を
含め、SharePoint サーバーのすべてのログイン セッション ログの アクセス ログ レポートが表示されます。

アクセス ログの表示
レポートの表示画面には、データの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。アクセス ログ につ
いて、レポートの表示画面で以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( )
ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するアイテムをリストに表示します。

•

列の並べ替え - 開始時刻 / 前回のアクティブな時間 / 時間 (分) 列の列名をクリックし、
昇順または降順を選択します。

•

メニューを開く (

) – レポート画面でログイン セッションを選択し、メニューを開くボタン (

)

ボタンをクリックし、表示済みのコンテンツ オプションが表示されます。このオプションを選択する
か、リボン上で [表示済みのコンテンツ] をクリックし、ログイン セッションのイベント ログが表示
される イベント ログ ページに移動します。

イベント ログ
イベント ログ レポートでは、Perimeter 管理システム内のすべてのエンドユーザー アクティビティのログが表示
されます。
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•

コンテンツ アクセス ログ記録 ルールによって監視されているすべてのデバイス経由での Shar
ePoint コンテンツへのアクセス

•

すべてのデバイス経由で 2 要素認証を使用したSharePoint サイトへのログイン試行 (成
功したログインおよび失敗したログイン)

•

AvePoint Perimeter モバイル アプリ経由で管理されている SharePoint サイト内のコン
テンツへのアクセス

•

AvePoint Perimeter 外部ポータルまたは AvePoint Perimeter モバイル アプリから、A
vePoint Perimeter セキュア共有機能および仮想ビュー機能を経由して共有されたファイ
ルへのアクセス

このレポートでは、セッション ID、http 方法、開始日時、ユーザー名、アクセス URL、アクティビティ、各コンテ
ンツ アクセスのソース、コンテンツへのアクセスに使用されたデバイス / ブラウザーのプラットフォーム・位置情報が
表示されます。

イベント ログの表示
レポートの表示画面には、レポートの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。イベント ログ に
ついて、レポートの表示画面で以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( )
ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するアイテムをリストに表示します。

•

列の並べ替え - 日時 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

•

高度検索 - 高度検索 で条件を指定し、表示するアイテムを検索します。高度検索 機能の
使用方法については、高度検索 を参照してください。

イベント ログのエクスポート
イベント ログのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、ポップアップ ウィンドウでレポートのエク
スポートのデータ範囲を選択し、[OK] をクリックします。CSV ファイルを開くか保存するかを指定します。[保
存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に保存します。
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アクセス違反ログ
アクセス違反ログ レポートでは、すべてのコンテンツ アクセス コントロール ルールによってブロックされたコンテンツ
のログが表示されます。

アクセス違反ログ では、各ブロックされたコンテンツ アクセスの開始日時、アクセス ポイント名、ユーザー名、ア
クセス ポイントの位置情報 / プラットフォーム、アクセス URL、アクセスに影響を与える コンテンツ アクセス コ
ントロール ルールを表示することができます。

アクセス違反ログの表示
レポートの表示画面には、レポートの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。アクセス違反ログ
について、レポートの表示画面で以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( )
ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するアイテムをリストに表示します。

•

列の並べ替え - アクセス試行の 開始日時 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択し
ます。

•

コンテンツ アクセス コントロール ルール詳細の表示 - コンテンツ アクセス コントロール ル
ール 列でリンクをクリックします。ルールの詳細 ページが表示され、このルールのアクションおよ
び条件を表示することができます。

•

高度検索 - 高度検索 で条件を指定し、表示するアイテムを検索します。高度検索 機能の
使用方法については、高度検索 を参照してください。

アクセス違反ログのエクスポート
アクセス違反ログ レポートのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、ポップアップ ウィンドウでレ
ポート エクスポートのデータ範囲を選択し、[OK] をクリックします。CSV ファイルを開くか保存するかを指定しま
す。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に保存します。
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アクセス警告ログ
アクセス警告ログ では、すべての警告を生成したコンテンツ アクセスのログが表示されます。

アクセス警告ログ では、各ブロックされたコンテンツ アクセスの開始日時、アクセス ポイント名、ユーザー名、ア
クセス ポイントの位置情報 / プラットフォーム、アクセス URL、アクセスに影響を与える コンテンツ アクセス コ
ントロール ルールを表示することができます。

アクセス警告ログの表示
レポート表示画面には、データの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。アクセス警告ログ レ
ポートの表示画面では、以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( )
ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するアイテムをリストに表示します。

•

列の並べ替え - アクセス試行の 開始日時 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択し
ます。

•

コンテンツ アクセス コントロール ルール詳細の表示 - コンテンツ アクセス コントロール ル
ール 列でリンクをクリックします。ルールの詳細 ページが表示され、このルールのアクションおよ
び条件を表示することができます。

•

高度検索 - 高度検索 で条件を指定し、表示するアイテムを検索します。高度検索 機能の
使用方法については、高度検索 を参照してください。

アクセス警告ログのエクスポート
アクセス警告ログ レポートのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、ポップアップ ウィンドウでレ
ポート エクスポートのデータ範囲を選択し、[OK] をクリックします。CSV ファイルを開くか保存するかを指定しま
す。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に保存します。
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2 要素認証のログ
2 要素認証のログ レポートでは、この Perimeter 管理システムによって管理されているすべての 2 要素認
証を使用したサイト (SharePoint オンプレミス サイトと ADFS 認証を使用したサイト) に対して、 2 要素認
証試行を表示します。ADFS 認証を使用したサイトでの認証試行が、フェデレーション ポリシー で構成された
認証制御 ルールによってコントロールされている可能性もあります。

フェデレーション ポリシーの詳細については、フェデレーション ポリシーの構成 を参照してください。

このレポートでは、認証日時、アクセスされる URL、各 2 要素認証試行の状態、2 要素認証を使用したサイ
トにアクセス試行を実行したエンドユーザーのユーザー名およびログイン アカウント、プラットフォーム、オペレーティ
ング システム、ブラウザー / アプリケーション、位置情報、位置情報収集の例外、サイトへのアクセスに使用する
デバイスのデバイス名、ADFS 認証を使用したサイトに適用された追加の認証制御ルール、失敗したログイン
試行についてのコメントが表示されます。

2 要素認証のログの表示
レポートの表示画面には、レポートの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。2 要素認証のロ
グ について、レポートの表示画面で以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。列名の隣のメニューを開く ( )
ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリックして該当
するアイテムをリストに表示します。

•

列の並べ替え - アクセス試行の 認証日時 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択し
ます。

•

キーワードの検索 – キーワードを指定し、表示するアクセス試行をフィルターします。このキー
ワードは列の値に含まれているものを使用する必要があります。テキスト ボックスに希望のキー
ワードを入力して検索ボタンをクリックします。

•

高度検索 - 高度検索 で条件を指定し、表示するアイテムを検索します。高度検索 機能の
使用方法については、高度検索 を参照してください。
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2 要素認証ログのエクスポート
2 要素認証ログ レポートのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、ポップアップ ウィンドウでレ
ポート エクスポートのデータ範囲を選択し、[OK] をクリックします。CSV ファイルを開くか保存するかを指定しま
す。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に保存します。

警報レポート
警報レポート では、この AvePoint Perimeter 管理システム内の SharePoint ノードに適用された警報ル
ールについて、トリガーしたすべてのエンドユーザーのアクティビティ ログが表示されます。

警報レポート インターフェースに、ルールをトリガーしたユーザー、アラーム タイプ、ルール名、適用範囲、ルール
の期間、ルールをトリガーしたイベント数を含め、各トリガーされた警報ルールが一覧表示されます。

警報レポートの表示
レポート表示画面には、レポートの表示方式をカスタマイズできる設定が複数存在します。警報レポート の表
示画面では、以下の設定を構成することができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。ユーザー名 列名の隣のメニュ
ーを開く ( ) ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリ
ックして該当するレコードをリストに表示します。

•

列の並べ替え - トリガー ルールの期間の 開始日時 または 終了日時 列の列名をクリック
し、昇順または降順を選択します。

•

キーワードの検索 – 入力したキーワードで表示するレコードをフィルターします。このキーワード
は列の値に含まれているものを使用する必要があります。テキスト ボックスに希望のキーワード
を入力して検索ボタンをクリックします。

•

高度検索 - 高度検索 で条件を指定し、表示するレコードを検索します。高度検索 機能の
使用方法については、高度検索 を参照してください。

•

詳細の表示 - 特定のユーザーによる警報ルールのトリガーの詳細情報を表示するには、希
望のユーザーおよびルールのレコードを選択してリボン上で [詳細の表示] をクリックします。詳
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細の表示 ページでは、ユーザー定義期間内で指定のユーザーによる選択した警報ルールをト
リガーしたアクティビティについての詳細情報が表示されます。

警報レポートのエクスポート
警報レポートのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックし、ポップアップ ウィンドウで希望のレポー
ト データのエクスポート範囲を選択し、[OK] をクリックします。PDF ファイルを開くか保存するかを指定します。
[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に保存します。

日単位監査追跡
日単位監査追跡 レポートでは、AvePoint Perimeter 管理システムでの指定の日または期間内の各エンド
ユーザーのアクティビティ数の詳細情報が表示されます。

日単位監査追跡レポートの表示
既定では、日単位監査追跡レポート の画面に、ユーザーのユーザー名、ユーザー タイプ、ユーザーによる実行
されたイベント数を含め、当日内のすべてのアクティブなエンドユーザーの監査追跡レコードが表示されます。

レポートの表示画面で、以下の構成可能な設定を使用してレポートでのデータの表示方式をカスタマイズする
ことができます。
•

列の管理 - リストに表示する列を管理することで、表示したい情報のみを表示することができ
ます。

•

列のフィルター - リストに表示するアイテムをフィルターします。ユーザー名 列名の隣のメニュ
ーを開く ( ) ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューでチェックボックスを選択し、[OK] をクリ
ックして該当するレコードをリストに表示します。

•

列の並べ替え - ユーザー名 列の列名をクリックし、昇順または降順を選択します。

•

監査フィルター – 監査フィルター で指定した条件を使用して表示するレコードを検索しま
す。監査フィルター の使用方法にていては、監査フィルターの使用 を参照してください。

•

詳細の表示 - 詳細の表示 機能を使用して、選択した範囲内での特定のユーザーによって
実行された各アクティビティを含め、選択した監査追跡レコードの詳細を表示することができま
す。詳細については、アクティビティ履歴の表示 を参照してください。
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監査フィルターの使用
日単位監査追跡 では、以下の手順に従って監査フィルター 機能を使用してフィルター条件を構成し、レポー
トに表示するレコードを展開・制限することができます。
1. レポートの表示画面の [監査フィルター] をクリックして 監査フィルター ウィンドウにアクセスします。
2. ユーザーによるフィルター - ユーザー タイプ / ユーザー名 / ユーザー アクセス グループ名によってレコ
ードをフィルターします。
•

ユーザー タイプ - ユーザー タイプによってレコードを フィルターします。
すべてのユーザー - すべてのエンドユーザーをレポートに表示します。
内部 - 内部ユーザーのみをレポートに表示します。
外部 - 外部ユーザーのみをレポートに表示します。

•

ユーザー / グループ フィルター – 以前のセクションで選択したユーザー タイプのユーザーのユ
ーザー名 / ユーザー アクセス グループによってレコードをフィルターします。
すべてのユーザーを含む – 以前のセクションで選択したユーザー タイプのすべてのユ
ーザーをレポートに表示します。
含むユーザー / ユーザー アクセス グループを指定する - テキスト ボックスにユーザ
ー名 / グループ名を入力するか、ユーザー選択ウィンドウを使用してユーザー / グル
ープを選択し、指定のユーザー / ユーザー アクセス グループのみをレポートに表示し
ます。各ユーザー / グループ名をセミコロンで区切ります。

3. 期間でフィルター – 期間によってレコードをフィルターします。
•

特定の日付内のレコードを表示するためには、ドロップダウン リストから該当する日付を選択し
ます。

•

レポートに表示するレコードの期間をカスタマイズするためには、ユーザー設定の日付範囲 オ
プションを選択し、カレンダーを使用して希望の期間を選択します。

4. [フィルター] をクリックし、構成済みフィルター条件を適用します。すべての条件を満たす監査追跡が
レポートに表示されます。フィルター条件をリセットするには、[リセット] をクリックします。フィルター条件
を適用せずに表示画面に戻るには、[キャンセル] をクリックします。
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アクティビティ履歴の表示
指定のユーザーの選択した期間内の監査追跡レコードの詳細を表示する方法については、以下の説明を参
照してください。
日単位監査追跡 画面で希望のユーザーの該当する監査追跡レコードを選択します。
リボン上で [詳細の表示] をクリックします。アクティビティの履歴 画面が表示されます。
アクティビティの履歴 画面で、アクセスした URL、場所、アクティビティ名、日時を含め、選択した監査追跡レ
コードに含まれている各アクティビティの詳細情報を表示することができます。
アクティビティの履歴 画面内のコンテンツのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックします。CS
V ファイルを開くか保存するかを指定します。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の場所に
保存します。

日単位監査追跡レポートのエクスポート
日単位監査追跡 レポートに表示されるコンテンツのエクスポートには、リボン上で [エクスポート] をクリックしま
す。CSV ファイルを開くか保存するかを指定します。[保存] または [名前を付けて保存] をクリックして指定の
場所に保存します。

高度検索
使用状況の追跡、イベント ログ、アクセス違反ログ、アクセス警告ログ、2 要素認証ログ、警報レポート、
登録済みデバイスの管理、共有ファイルの管理、共有履歴の表示 では、高度検索 で条件を指定し、表示
するコンテンツをフィルターすることができます。

高度検索 機能の使用方法については、以下の説明を参照してください。
リボン上で [高度検索] をクリックします。高度検索 ポップアップ ウィンドウが表示されます。
表示するアイテムの検索条件を構成します。該当するドロップダウン リストから レベル、ルール、条件
を選択し、このルールの 値 を入力します。
•

ルールの構成後に、[ルールの追加] をクリックして新しいルールを追加するか、各ルールの隣
の [削除] ボタンをクリックしてルールを削除します。
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•

ルールを 2 件以上構成する場合は、条件 テキスト ボックスで論理関係を指定します。ここで
は、論理関係を And および Or の 2 種類から選択できます。既定の論理関係は And
です。
o

And – すべてのルールに合致するアイテムがフォルダーに追加されます。

o

OR – いずれかのルールに合致するアイテムが表示されます。

[検証テスト] をクリックし、条件 テキスト ボックスで指定した条件を検証することができます。
[検索] をクリックすると、入力した条件に基づいてアイテムを検索します。[リセット] をクリックすると、
現在の構成をクリアして新しい検索条件を指定します。
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AvePoint Perimeter のアンインストール
本セクションでは、AvePoint Perimeter アンインストール ウィザードを使用したアンインストールの手順を説
明します。アンインストールを正常に完了するためには、ローカル管理者としてアンインストール ウィザードを実行
する必要があります。

AvePoint Perimeter マネージャーのアンインストール
AvePoint Perimeter マネージャーをアンインストールする方法については、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter マネージャー サーバーで、Windows の スタート メニューを開き、すべての
プログラム > AvePoint Perimeter の順に移動ます。
マネージャー フォルダーを開き、[AvePoint Perimeter Manager Uninstall] をクリックしま
す。
必要に応じて、マネージャーのアンインストール中に マネージャー構成データベースを削除する を選択
し、該当するマネージャー構成データベースを削除します。
[マネージャーのアンインストール] をクリックして、アンインストール プロセスを開始します。
Perimeter マネージャー アンインストール ウィザード では、アンインストール プロセスがプロセス バ
ーで表示されます。完了後、[完了] をクリックすると、アンインストール ウィザードを終了します。
*

注意: AvePoint Perimeter マネージャー インストールによって作成されたアプリケーション プールは、マネー

ジャーのアンインストール中に削除されます。
*

注意: Perimeter マネージャーの SharePoint 監査設定 機能経由で有効化された SharePoint 監

査イベントは、マネージャーのアンインストール中には削除されません。サイト コレクションで有効になっている Sh
arePoint 監査イベントの無効化には、サイト コレクションの サイト コレクションの監査設定 に移動します。

外部ポータルおよびゲートウェイのアンインストール
サーバーから AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイをアンインストールする方法については、
以下の説明を参照してください。
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外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーで、Windows の スタート メニューを開き、すべてのプログ
ラム > プログラムのアンインストール の順に移動ます。
リストで AvePoint Perimeter マネージャー (外部ポータルとゲートウェイ) を検索して右クリック
します。
[アンインストールと変更] をクリックし、AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ
アンインストール ウィザード にアクセスします。
[外部ポータルおよびゲートウェイのアンインストール] をクリックしてアンインストール プロセスを開始し
ます。
AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ アンインストール ウィザードでは、アンイ
ンストール プロセスがプロセス バーで表示されます。完了後、[完了] をクリックすると、アンインストール
ウィザードを終了します。
*

注意: AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ インストール ウィザードによって作成されたア

プリケーション プールは、アンインストール中に削除されます。

AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーのアンインストー
ル
サーバーから AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバーをアンインストールする方法については、以下の
説明を参照してください。
WOPI ホスト サーバーがインストールされているサーバーで、Windows の [スタート] メニューを開
き、すべてのプログラム > プログラムのアンインストール の順に移動ます。
リストで AvePoint Perimeter マネージャー (WOPI ホスト サーバー) を検索して右クリックします。
[アンインストールと変更] をクリックし、AvePoint Perimeter マネージャー WOPI ホスト サーバー ア
ンインストール ウィザード にアクセスします。
[WOPI ホスト サーバーのアンインストール] をクリックしてアンインストール プロセスを開始します。
AvePoint Perimeter マネージャー WOPI ホスト サーバー アンインストール ウィザード では、アンイン
ストール プロセスがプロセス バーで表示されます。完了後、[完了] をクリックすると、アンインストール ウィザード
を終了します。
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*

注意: AvePoint Perimeter WOPI ホスト サーバー インストール ウィザードによって作成されたアプリケー

ション プールは、アンインストール中に削除されます。

AvePoint Perimeter エージェントのアンインストール
AvePoint Perimeter エージェントのアンインストール前に、エージェントがジョブを実行していないことを確認し
てください。エージェントがジョブを実行している場合、エージェントでは現在実行しているジョブおよびアンインスト
ール プロセスが停止されます。

AvePoint Perimeter エージェントをアンインストールする方法については、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter エージェント サーバーで、Windows の スタート メニューを開き、すべてのプ
ログラム > AvePoint Perimeter の順に移動ます。
エージェント フォルダーを開き、[AvePoint Perimeter Agent Uninstall] をクリックします。
[エージェントのアンインストール] をクリックして、アンインストール プロセスを開始します。
AvePoint Perimeter エージェント アンインストール ウィザードでは、アンインストール プロセスが
プロセス バーで表示されます。完了後、[完了] をクリックすると、インストール ウィザードを終了します。

デバイスからの AvePoint Perimeter アプリのアンインストール
お使いの iOS/Android/Windows Phone デバイスから AvePoint Perimeter アプリをアンインストール
する情報については、お使いのデバイスの取扱説明書を参照してください。
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付録 A: 外部ポータルおよびゲートウェイの発行
外部ポータルおよびゲートウェイをインターネット上に発行するためには、ポート マッピングを使用して外部ポータ
ルおよびゲートウェイを直接に発行するか、リバース プロキシ経由で外部ポータルおよびゲートウェイを発行するこ
とができます。システム セキュリティを強化するために、AvePoint はリバース プロキシ経由で外部ポータルおよ
びゲートウェイを発行することを推奨します。

外部ポータルおよびゲートウェイの直接発行
外部ポータルおよびゲートウェイをインターネット上に直接発行するためには、ルーターでパブリック URL と内部
URL 間のポート マッピングを構成します。ルーターがすべての要求をパブリック URL に転送し、ユーザーがその
後にパブリック URL を使用して外部ポータルおよびゲートウェイにアクセスすることができます。

リバース プロキシ経由した外部ポータルおよびゲートウェイの発行
リバース プロキシを経由して外部ポータルおよびゲートウェイを発行するためには、要求をパブリック URL からバ
ックエンド外部ポータルおよびゲートウェイに転送するためのパブリック URL にマッピングされているリバース プロキ
シ サーバーが必要です。
Microsoft のガイドラインに従ってリバース プロキシ経由で外部ポータルおよびゲートウェイを発行する方法につ
いては、以下のセクションを参照してください。その方法は所属する組織のベスト プラクティスと異なる可能性が
あります。

外部ポータルおよびゲートウェイ概要のリバース プロキシの構成
外部ポータルおよびゲートウェイのリバース プロキシを正しく構成するには、以下の手順を順番に実行します。リ
ンクをクリックすると、それぞれのセクションに移動します。
1. アプリケーション要求ルーティング処理機能および URL Rewrite 機能のインストール
2. リバース プロキシ Web サイトの作成・Web.config ファイルの編集
3. IIS 圧縮の無効化
4. AvePoint Perimeter 証明書のエクスポート・インポート
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アプリケーション要求ルーティング処理機能および URL Rewrite 機能のイ
ンストール
アプリケーション要求ルーティング処理 機能および URL 書き換え 機能がプロキシ サーバーでインストールさ
れている必要があります。アプリケーション要求ルーティング処理 機能が URL 書き換え 機能の前提条件と
なっています。この サイト から アプリケーション要求ルーティング処理 機能をダウンロードすることができます。

アプリケーション要求ルーティング処理のインストール後、以下の手順に従ってインターネット インフォメーション サ
ービス (IIS) マネージャーでこの機能を構成します。
インストール後に IIS を再起動します。
インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動します。
接続 画面でサーバー ノードをクリックします。
ホーム 画面で IIS カテゴリー配下の Application Request Routing Cache をダブルクリッ
クします。
操作 画面で、Server Proxy Settings… を選択します。
Enable proxy オプションを選択します。これにより、このサーバーではローカル マシンでないサーバー
への再書き込む要求がすべて正しい場所に自動的にルーティングされます。
互換性を確保するため、Web Platform Installer 3.0 を使用して URL 書き換え を自動的にインス
トールすることを推奨します。

URL 書き換え のインストール後、インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャーにはこの機能が
表示されます。URL 書き換え の構成は必要ではありません。

リバース プロキシ Web サイトの作成・Web.config ファイルの編集
リバース プロキシの IIS Web サイトを作成し、Web.config ファイルを編集する方法については、以下の説
明を参照してください。
プロキシ サーバーで https バインドを使用して新しい IIS Web サイトを作成します。

236

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

新しく作成した IIS Web サイトの物理パスに移動し、空白の Web.config ファイルを作成してメモ
帳で開きます。
ファイルを編集します。
•

新しく作成した IIS Web サイトがサブ パスを含むルート サイトである場合 (例: https://u
rl:port/)、以下の説明を参照して Web.config ファイルを編集します。
i.

以下の構成情報をコピーしてファイルに貼り付けます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="ReverseProxyInboundRule1" stopProces
sing="true">
<match url="(.*)"/>
<conditions>
<add input="{CACHE_URL}" pattern="^(https?):/
/」/>
</conditions>
<action type="Rewrite" url="{C:1}://<ip address>:<
port>/{R:1}" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
<urlCompression doStaticCompression="false" doDyna
micCompression="false" />
</system.webServer>
</configuration>

ii. <ip address>:< port> の値を外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーとマネ
ージャー サービス ポートの IP アドレスにそれぞれ変更します。
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iii. 変更を保存し、ファイルを閉じます。
•

新しく作成した IIS Web サイトがサブ パスを含むサブサイトである場合 (例: https://url:
port/ perimeter)、以下の説明を参照して Web.config ファイルを編集します。
i.

以下の構成情報をコピーしてファイルに貼り付けます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<outboundRules>
<rule name="RewriteRelativePaths" preCondition="Is
HTML">
<match filterByTags="A, Area, Base, Form, Frame, He
ad, IFrame, Img, Input, Link, Script" pattern="^/(.*)" nega
te="false" />
<action type="Rewrite" value="/perimeter/{R:1}" /
>
</rule>
<rule name="RewriteRedirect" preCondition="IsHTML
">
<match serverVariable="RESPONSE_Location" patter
n="^/(.*)」/>
<action type="Rewrite" value="/perimeter/{R:1}" /
>
</rule>
<preConditions>
<preCondition name="IsHTML">
<add input="{RESPONSE_CONTENT_TYPE}" pattern
="^text/html" />
</preCondition>
</preConditions>

238

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

</outboundRules>
<rules>
<rule name="ReverseProxyInboundRule1" stopProces
sing="true">
<match url="(.*)」/>
<conditions>
<add input="{CACHE_URL}" pattern="^(https?):/
/」/>
</conditions>
<action type="Rewrite" url="{C:1}://<ip address>:<
port>/{R:1}" />
</rule>
</rule>
</rewrite>
<urlCompression doStaticCompression="false" doDyna
micCompression="false" />
</system.webServer>
</configuration>
ii. < ip address>:< port> の値を外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーとマ
ネージャー サービス ポートの IP アドレスにそれぞれ変更します。
iii. 変更を保存し、ファイルを閉じます。

IIS 圧縮の無効化
外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイトと、リバース プロキシ Web サイトの IIS 圧縮 機能を無効に
する方法については、以下の説明を参照してください。
1. 外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイトが存在するサーバーから インターネット インフォメーシ
ョン サービス (IIS) マネージャー に移動します。
2. 左側の画面で外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイトを選択し、右側の画面の IIS セクション
で [圧縮] をダブルクリックし、圧縮 機能を構成します。
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図 11: 圧縮のアイコン

3. 圧縮 ページで、動的なコンテンツの圧縮を有効にする チェックボックスおよび 静的なコンテンツの圧
縮を有効にする チェックボックスの選択を解除し、[適用] をクリックします。外部ポータルおよびゲート
ウェイの Web サイトの 圧縮 機能が無効になります。

図 12: 圧縮設定の構成

4. リバース プロキシ Web サイトが存在するサーバーで インターネット インフォメーション サービス (II
S) マネージャー に移動します。
5. 左側の画面でリバース プロキシの Web サイトを選択し、右側の画面の IIS セクションで [圧縮] を
ダブルクリックし、圧縮 機能を構成します。
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6. 圧縮 ページで、動的なコンテンツの圧縮を有効にする チェックボックスおよび 静的なコンテンツの圧
縮を有効にする チェックボックスの選択を解除し、[適用] をクリックします。リバース プロキシの Web
サイトの 圧縮 機能が無効になります。

AvePoint Perimeter 証明書のエクスポート・インポート
外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイト証明書をエクスポートしてプロキシ サーバーにインポートする方
法については、以下の説明を参照してください。
1. インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャー に移動し、左側の画面でローカル ホ
ストをクリックします。
2. [サイト] をクリックし、このサーバー上のすべての Web サイトを表示し、外部ポータルおよびゲートウェ
イの Web サイトを右クリックします。
3. メニューで [バインドの編集…] をクリックします。
4. サイト バインド ポップアップ ウィンドウが表示されます。[編集…] をクリックし、サイト バインドの編集
ウィンドウを開きます。

図 13: サイト バインド ポップアップ ウィンドウ

5. サイト バインドの編集 ウィンドウで、AvePoint Perimeter 証明書を選択し、[表示…] をクリック
して 証明書 ウィンドウを開きます。
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6. 詳細 タブに移動し、[ファイルにコピー…] をクリックして cer. ファイルをエクスポートします。証明書の
エクスポート ウィザード が表示されます。

図 14: 証明書ウィンドウの [ファイルにコピー…] ボタン

7. このウィザードのウェルカム ページで [次へ] をクリックします。
8. 秘密キーのエクスポート ページで いいえ、秘密キーをエクスポートしません を選択し、[次へ] をクリ
ックします。
9. エクスポート ファイルの形式 ページで DER encoded binary X.509 (.CER) を選択し、[次
へ] をクリックします。
10. エクスポートするファイル ページでエクスポートするファイルの名前を入力し、[次へ] をクリックします。
11. [完了] をクリックします。エクスポートの完了を通知するポップアップ ウィンドウが表示ます。
12. 証明書ファイルをプロキシ サーバーにインポートします。
13. プロキシ サーバーに移動します。
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14. スタート メニューから [ファイル名を指定して実行...] をクリックします。
15. 名前 テキスト ボックスに mmc を入力します。[OK] をクリックすると、コンソール ページが表示され
ます。
16. ファイル メニューから スナップインの追加と削除… をクリックします。スナップインの追加と削除 ウィン
ドウが表示されます。
17. 利用できるスナップイン リストから 証明書 を選択して、[追加] をクリックします。証明書スナップイン
ウィンドウが表示されます。

図 15: スナップインの追加と削除ウィンドウ

18. 証明書スナップイン ページで、コンピューター アカウント を選択して [次へ] をクリックします。
19. コンピューターの選択 ページで、ローカル コンピューター: (このコンソールを実行しているコンピュー
ター) を選択して [完了] をクリックします。証明書 スナップインが 選択されたスナップイン リストに表
示されます。
20. スナップインの追加と削除 ページで [OK] をクリックします。
21. コンソール ルート 配下の 証明書 (ローカル コンピューター) をクリックします。
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22. 信頼されたルート証明機関 フォルダーを展開し、証明書 フォルダーを読み込みます。
23. 証明書 フォルダーを右クリックし、メニューから すべてのタスク > インポート… を選択します。

図 16: すべてのタスク > インポート…

24. 証明書のインポート ウィザード のウェルカム ページで [次へ] をクリックします。
25. インポートする証明書ファイル ページで、外部ポータルおよびゲートウェイの Web サイトからエクスポー
トされた証明書ファイルのファイル名を入力し、[次へ] をクリックします。
26. 証明書ストア ページで 証明書をすべて次のストアに配置する を選択します。
27. 証明書ストア テキスト ボックスで 信頼されたルート証明機関 を選択し、[次へ] をクリックします。
28. 証明書のインポート ウィザードの完了 ページで [完了] をクリックします。外部ポータルおよびゲート
ウェイの証明書がリバース プロキシ サーバーにインポートされます。

外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー証明書の確認
AvePoint Perimeter モバイル アプリは、ゲートウェイを経由して AvePoint Perimeter マネージャーと通
信します。

外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーまたはリバース プロキシ (外部ポータルおよびゲートウェイがリバース プ
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ロキシ経由で発行された場合) のサーバー証明書が、商用証明機関から取得された有効な証明書である必
要があります。自己署名の証明書も使用できますが、自己署名の証明書の使用は推奨されません。AvePoi
nt Perimeter モバイル アプリでは、デバイスの登録中に自己署名のサーバー証明書をインポートすることがで
きます。
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既定では、マネージャーのインストール中に現在のサーバー名で命名された自己署名の証明書が既に AvePoi
nt マネージャーおよびゲートウェイに展開されました。

この証明書は、AvePoint マネージャーで使用できますが、AvePoint Perimeter モバイル アプリの厳しいサ
ーバー証明書検証のため、ゲートウェイで使用できない可能性があります。
AvePoint マネージャー インストール ウィザードは、既定のサーバー証明書を生成してゲートウェイに展開しま
す。

図 17: ポータルおよびゲートウェイ サーバー証明書
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図18 はゲートウェイ サーバー証明書の 証明書 情報ページです。

l
図18: ポータルおよびゲートウェイ サーバー証明書の証明書情報ページ
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付録 B: AvePoint Perimeter と位置情報データ
Perimeter での位置情報データの利用状況については、以下のよくある質問 (FAQ) を参照してください。

位置情報サービスはいかに使用されますか?
エンドユーザーにとって、Perimeter はユーザーのデバイスまたはブラウザーで位置情報サービス機能を使用し
ますが、いずれの場合も、このサービスの使用を選択するのはユーザーです。
位置情報サービス機能は位置の取得方式 (GPS、Wi-Fi など) および精度を決定し、Perimeter アプリは
結果を簡単に受信します。ユーザーは無意識にこのサービスを使用している可能性があります。また、デバイス
が組織によってコントロールされている場合、この設定が組織のポリシーで構成された可能性もあります。

どんな位置情報データは取得されますか? いつ取得されますか?
通常、位置情報データに含まれるのは、緯度と経度 (2 座標) のみです。また、以下の場合にのみ、位置情
報データが取得されます。
アプリケーションを使用し、QR コードをスキャンしてユーザーを認証します。
ユーザーがアプリケーションに保存されているドキュメントにアクセスします。

Perimeter では位置情報データはいかに処理されますか?
位置情報データ (座標のみ) は Perimeter サーバーにのみ送信されます (サード パーティに送信することは
ありません)。つまり、ユーザーの位置情報データはユーザーのデバイス、または Perimeter 管理システムがイン
ストールされているサーバー内に存在します。
サーバーに送信されると、データは監査ログとなります。監査ログでの位置情報はユーザー、デバイス、ブラウザー
と一緒に表示されます。

Perimeter では位置情報データの保存期限は?
位置情報データの取得からの 30 日間後に、データはデータベースから自動的に削除されます。
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バックエンドでこのデータを保護する方法は?
ユーザーが場所のトラッキングにこのデータを使用する際、データの安全性を確保するために、Perimeter 管理
者はデータの保存方式、データにアクセスできるユーザーを管理することができます。
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付録 C: AvePoint Perimeter メール テンプレート・メ
ール表示言語・Web ページ・ポータルのカスタマイズ
お使いの環境で AvePoint Perimeter マネージャーおよびエージェントをインストールした後に、Perimeter
システム内のメール テンプレート・Web ページおよび Perimeter 内部・外部ポータルの外観をカスタマイズす
る方法については、以下のセクションを参照してください。
•

メール テンプレートのカスタマイズ

•

メール表示言語のカスタマイズ

•

Web ページの外観のカスタマイズ

•

Perimeter 管理コンソールおよび内部ポータル ログイン ページの外観のカスタマイズ

メール テンプレートのカスタマイズ
AvePoint Perimeter では、以下のメール テンプレートをカスタマイズすることができます。
•

以下のメール テンプレートについて、下の 図19 に表示されているロゴ画像 (エリア 1)、本文
のテキスト (エリア 3)、トップ バー (エリア 2) の外観、本文 (エリア 3)、下部バー (エリア
4) をカスタマイズすることができます。
AvePoint Perimeter 送信メール設定
AvePoint Perimeter デバイスの登録
AvePoint Perimeter -- アクセス警告スケジュール レポート
AvePoint Perimeter -- アクセス警告リアルタイム レポート
AvePoint Perimeter -- アクセス違反スケジュール レポート
AvePoint Perimeter -- アクセス違反リアルタイム レポート
AvePoint Perimeter 外部ポータル - アカウントのアクティブ化
AvePoint Perimeter 外部ポータル - パスワードのリセット確認
AvePoint Perimeter セキュア共有通知
AvePoint Perimeter - 仮想ビューが共有されました
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AvePoint Perimeter: 共有アイテムが更新されました
AvePoint Perimeter: 共有アイテムがダウンロードされました
AvePoint Perimeter: セキュア共有権限が上書きされました
アクション必要: ファイルが編集のためロックされています
AvePoint Perimeter ライセンス失効アラート
警報: 不審なアクティビティ アラート

図19: ロゴ画像・テキスト・外観がカスタマイズ可能であるメール テンプレート

•

デバイス アプリ停止の通知メール テンプレート (下の 図20 に表示されています) について
は、ロゴ画像 (エリア 1)、本文のテキスト (エリア 4)、トップ バー (エリア 2) の外観、本文
(エリア 3 と 4)、下部バー (エリア 5) をカスタマイズすることができます。
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*

注意: この通知メールの件名および本文のテキスト (エリア 3) は デバイス アプリ停止 アク

ションを実行する管理者によって 登録済みデバイスの管理 画面で指定されるため、テンプレ
ートでカスタマイズすることはできません。

図20: デバイス アプリ停止の通知メール

メール テンプレートのテキスト、ロゴ画像、外観をカスタマイズする方法については、以下のセクションを参照して
ください。

メール テンプレートのロゴ画像のカスタマイズ
すべてのメール テンプレートのロゴ画像をカスタマイズする方法については、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter マネージャー サーバーで …\Perimeter\Manager\Content\themes
\base\images ディレクトリに移動します。
logo_without_portal_230x60.png ロゴ画像ファイルを検索し、ロゴ画像の大きさを表示し
ます。
すべてのメール テンプレートでロゴ画像として使用する新しい画像のサイズを元の画像サイズに変更
し、logo_without_portal_230x60.png と命名して保存します。
マネージャー サーバー、外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー、WOPI ホスト サーバーで、元の画
像を新しく構成した画像に置き換えます。
*

注意: 今後元の画像を使用する場合、元の画像を別の場所に保存する必要があります。

カスタマイズされたロゴ画像は、すべてのメール テンプレートに使用されます。
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メール テンプレートのテキストおよびリンク URL のカスタマイズ
メール テンプレートのテキストおよびテキスト内のリンク URL (例: AvePoint Perimeter の詳細 および
AvePoint お問い合わせ先 のリンク URL) をカスタマイズすることができます。テキストおよびリンク URL をカ
スタマイズする方法については、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter マネージャー サーバーにログインし、AvePoint Perimeter マネージャーのイ
ンストール パス配下の EmailResources フォルダーに移動します。
email_core.en-US.resx ファイルをコピーし、同一のディレクトリに貼り付けし、名前を custom
ized_email_core.en-US.resx に変更します。
customized_email_core.en-US.resx ファイルを Visual Studio (推奨される) またはメモ
帳で開きます。
このファイルで該当するメール テンプレートのテキストを編集します。
完了後、変更を保存してファイルを閉じます。
このカスタマイズされた RESX ファイルを、外部ポータルおよびゲートウェイ サーバーと WOPI ホスト サ
ーバーのインストール パス配下の同一フォルダーにコピーします。
AvePoint Perimeter の詳細 および AvePoint お問い合わせ先 のリンク URL を変更する場
合、以下の説明を参照してください。リンク URL を変更しない場合、手順 13 に移動します。
Perimeter マネージャー インストール パス配下の \bin\config フォルダーに移動します。
appsettings.config ファイルをメモ帳で開きます。
以下のノードを検索し、リンク URL を希望の URL に置き換えます。
<add key="learnMore" value="http://www.avepoint.com/perimeter/" /
>
<add key="contactUs" value="https://www.avepoint.com/contact-sales
/" />
構成を保存し、AppSettings.config ファイルを閉じます。
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー・WOPI ホスト サーバーで以上の手順を実行します。
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AvePoint Perimeter および AvePoint Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイ IIS
Web サイトを再起動するか、IIS をリセットします。カスタマイズされたテキストおよびリンク URL が該
当するメールに適用されます。

メール テンプレートの外観のカスタマイズ
Perimeter システム内のメール テンプレートの外観は、HTML ファイル内の CSS スタイル コードによって定義
されます。

これらの HTML ファイルは、Perimeter マネージャー サーバー、外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー、W
OPI ホスト サーバーの …\Views\EmailTemplates ディレクトリに保存されています。
•

すべてのメール テンプレートのトップ バーおよび下部バーの外観が同じであり、LayoutEmai
lTemplate.html HTML ファイルに保存されている CSS スタイル コードによって定義され
ます。

•

各メール テンプレートの本文の外観は、下の表に表示されている各 HTML ファイル内の CS
S スタイル コードによって定義されます。
メール テンプレート

HTML ファイル

AvePoint Perimeter デバイスの登録

EnrollTemplate.html

AvePoint Perimeter 送信メール設定

OutgoingEmail.html

AvePoint Perimeter -- アクセス警告ス

WarningScheduleTemplate.ht

ケジュール レポート

ml

AvePoint Perimeter -- アクセス警告リア

WarningPromptTemplate.html

ルタイム レポート
AvePoint Perimeter -- アクセス違反ス

ViolationScheduleTemplate.ht

ケジュール レポート

ml

AvePoint Perimeter -- アクセス違反リア

ViolationPromptTemplate.html

ルタイム レポート
AvePoint Perimeter 外部ポータル - ア

RegisterEmailTemplate.html

カウントのアクティブ化
AvePoint Perimeter 外部ポータル - パ

ResetPasswordTemplate.html

スワードのリセット確認
AvePoint Perimeter セキュア共有通知
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メール テンプレート

HTML ファイル

AvePoint Perimeter - 仮想ビューが共

VirtualViewShareEmailTempla

有されました

te.html

AvePoint Perimeter: 共有アイテムが更

ShareUpdateEmailTemplate.ht

新されました (SharePoint での共有オブジ

ml

ェクトを更新した際に送信)
AvePoint Perimeter: 共有アイテムが更

UploadOrEditFileTemplate.htm

新されました (AvePoint Perimeter 外部

l

ポータルでの共有オブジェクトを更新、または
アップロードした際に送信)
AvePoint Perimeter: 共有アイテムがダ

UploadOrEditFileTemplate.htm

ウンロードされました

l

AvePoint Perimeter: セキュア共有権限

ShareOverWriteEmailTemplat

が上書きされました

e.html

アクション必要: ファイルが編集のためロックさ

LockStatusAlertEmailTemplat

れています

e.html

警報: 不審なアクティビティ アラート

BurglarAlarmNotificationEmail
Template.html

デバイス アプリ停止の通知メール

EnterpriseWipeEmail.html

メール テンプレートの本文 / トップバー / 下部バーの外観をカスタマイズするためには、該当する HTML ファイ
ルで CSS スタイル コードをカスタマイズすることができます。
Perimeter マネージャー サーバーで …\Perimeter\Manager\Views\EmailTemplates デ
ィレクトリに移動します。
外観をカスタマイズするメール テンプレートの CSS スタイル コードを含む HTML ファイルを検索し、メ
モ帳で開きます。
HTML ファイルで CSS スタイル コードを編集します。
変更を保存して、ファイルを閉じます。
外部ポータルおよびゲートウェイ サーバー・WOPI ホスト サーバーから、インストール ディレクトリ配下の
View\EmailTemplates フォルダーに移動し、既存のファイルを構成した HTML ファイル置き換え
ます。
カスタマイズした外観が該当するメール テンプレートに適用されます。
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メール表示言語のカスタマイズ
既定では、Perimeter マネージャーがインストールされているサーバーの言語で表示されます。構成ファイルでメ
ールの表示言語をカスタマイズすることができます。

表示言語をカスタマイズする方法については、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter マネージャーがインストールされているサーバーにログインし、…\AvePoint
\Perimeter\Manager\bin\Config ディレクトリに移動します。
AppSettings.config ファイルをメモ帳で開きます。
構成ファイルで以下のノードを追加し、値を設定します。
<add key="LanguageForEmail" value="French"/>
*

注意: ここで設定する値は、English、Japanese、German、French、Italian から選択で

きます。
AppSettings.config ファイルを保存して閉じます。

Web ページの外観のカスタマイズ
AvePoint Perimeter エージェント サーバーで、特定の Web ページの外観をカスタマイズすることができま
す。

カスタマイズできる Web ページ、それらのページの ASPX ファイル・CSS ファイル・画像の場所およびファイル名
の詳細情報については、以下の表を参照してください。
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エージェント

Web ページ

ASPX ファイル場

CSS ファイル場

画像名

タイプ

所

所

SharePoin 2 要素認証

AvePoint Peri

AvePoint Peri

AvePoint Perim

t オンプレミ

meter エージェン

meter エージェン

eter エージェント イ

ス用のエー

ト インストール パ

ト インストール パ

ンストール パス配下

ジェント

ス配下の Perime ス配下の Perime の Perimeter\Co
ter フォルダー内の

ter\Content フ

ntent\Images フ

Authenticatio

ォルダー内の aut

ォルダー内の place

n.aspx ファイル

h.css ファイル

holder.png ファ
イルと topbar.pn
g ファイル

アクセス警告

AvePoint Peri

AvePoint Peri

AvePoint Perim

meter エージェン

meter エージェン

eter エージェント イ

ト インストール パ

ト インストール パ

ンストール パス配下

ス配下の Perime ス配下の Perime の Perimeter\Co
ter フォルダー内の

ter\Content フ

ntent\Images フ

Warning.aspx ォルダー内の war

ォルダー内の place

ファイル

ning.css ファイ

holder.png ファ

ル

イル、topbar.pn
g ファイル、warni
ng.png ファイル、
warning_24x2
4.png ファイル

アクセス違反

AvePoint Peri

AvePoint Peri

AvePoint Perim

meter エージェン

meter エージェン

eter エージェント イ

ト インストール パ

ト インストール パ

ンストール パス配下

ス配下の Perime ス配下の Perime の Perimeter\Co
ter フォルダー内の

ter\Content フ

ntent\Images フ

Blocked.aspx

ォルダー内の viol

ォルダー内の place

ファイル

ation.css ファイ

holder.png ファ

ル

イル、topbar.pn
g ファイル、violati
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エージェント

Web ページ

タイプ

ASPX ファイル場

CSS ファイル場

所

所

画像名
on.png ファイル、
error_24x24.p
ng ファイル

認証失敗

AvePoint Peri

AvePoint Peri

AvePoint Perim

meter エージェン

meter エージェン

eter エージェント イ

ト インストール パ

ト インストール パ

ンストール パス配下

ス配下の Perime ス配下の Perime の Perimeter\Co
ter フォルダー内の

ter\Content フ

ntent\Images フ

AuthNFailedC

ォルダー内の viol

ォルダー内の place

lose.aspx ファイ ation.css ファイ

holder.png ファ

ル

イル、topbar.pn

ル

g ファイル、violati
on.png ファイル、
error_24x24.p
ng ファイル
アクセス ブロッ

AvePoint Peri

violation.css

AvePoint Perim

ク

meter エージェン

ファイル

eter エージェント イ

ト インストール パ

ンストール パス配下

ス配下の Perime

の Perimeter\Co

ter フォルダー内の

ntent\Images フ

AccessFailed

ォルダー内の place

Close.aspx ファ

holder.png ファ

イル

イル、topbar.pn
g ファイル、violati
on.png ファイル、
error_24x24.p
ng ファイル

ADFS サー

AvePoint Peri

auth.css ファイ

AvePoint Perim

バー用のエ

meter エージェン

ル

eter エージェント イ

ージェント

ト インストール パ
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ンストール パス配下
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エージェント

Web ページ

タイプ

ASPX ファイル場

CSS ファイル場

所

所

画像名

ス配下の Perime

の Perimeter\Co

ter フォルダー内の

ntent\Images フ

MFASignIn.as

ォルダー内の place

px ファイル

holder.png ファ
イルと topbar.pn
g ファイル

認証違反

AvePoint Peri

violation.css

AvePoint Perim

meter エージェン

ファイル

eter エージェント イ

ト インストール パ

ンストール パス配下

ス配下の Perime

の Perimeter\Co

ter フォルダー内の

ntent\Images フ

Blocked.aspx

ォルダー内の place

ファイル

holder.png ファ
イル、topbar.pn
g ファイル、violati
on.png ファイル、
error_24x24.p
ng ファイル

AvePoint Perimeter エージェント サーバーで CSS ファイルを編集して Web ページの外観をカスタマイズす
る方法については、以下のセクションを参照してください。

SharePoint オンプレミス サイトの Web ページの外観のカスタマイズ
CSS ファイルを編集して SharePoint オンプレミス サイトの Web ページの外観をカスタマイズする方法につい
ては、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter エージェント インストール パス配下の Perimeter\Content フォルダーに移
動します。
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希望の Web ページに該当する CSS ファイルをコピーして同一のディレクトリに貼り付け、ファイル名を
customized_original file name.css に変更します。(例: 2 要素認証の Web ページを編
集する場合、auth.css ファイルをコピーして同一のディレクトリに貼り付け、ファイル名を customiz
ed_authn.css に変更します)
AvePoint Perimeter エージェント インストール パス配下の Content フォルダーに移動し、ブラウザ
ーを使用して編集する Web ページに該当する ASPX ファイルを開きます。(例: Authenticatio
n.aspx ファイルを開きます)
[F12] を押してブラウザーの開発者ツールを開きます。
開発者ツールを使用し、この Web ページに対してカスタマイズする要素を検索して編集します。
完了後、変更を保存してページを閉じます。
カスタマイズした設定が該当する Web ページに適用されます。

ADFS 認証を使用したサイトの Web ページの外観のカスタマイズ
CSS ファイルを編集し ADFS 認証を使用したサイトの Web ページの外観をカスタマイズする方法について
は、以下の説明を参照してください。
AvePoint Perimeter エージェント インストール パス配下の ADFS\Content フォルダーに移動し
ます。
希望の Web ページに該当する CSS ファイルをコピーして同一のディレクトリに貼り付け、ファイル名を
customized_original file name.css に変更します。(例: 2 要素認証の Web ページを編
集する場合、auth.css ファイルをコピーして同一のディレクトリに貼り付け、ファイル名を customiz
ed_authn.css に変更します)
AvePoint Perimeter エージェント インストール パス配下の ADFS フォルダーに移動し、ブラウザー
を使用して編集する Web ページに該当する ASPX ファイルを開きます。(例: MFASignIn.aspx
ファイルを開きます)
[F12] を押してブラウザーの開発者ツールを開きます。
開発者ツールを使用し、この Web ページに対してカスタマイズする要素を検索して編集します。
完了後、変更を保存してページを閉じます。
カスタマイズした設定が該当する Web ページに適用されます。
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Web ページ内の画像のカスタマイズ
特定の Web ページ内の画像をカスタマイズする方法については、以下のセクションを参照してください。

SharePoint オンプレミス サイトの Web ページの画像のカスタマイズ
SharePoint オンプレミス サイトの Web ページの画像をカスタマイズする方法については、以下の説明を参
照してください。
AvePoint Perimeter エージェント インストール パス配下の Perimeter\Content\Images フォ
ルダーに移動します。
置き換える画像のサイズを特定します。(例: トップ バーの画像をカスタマイズする場合、topbar.pn
g ファイルのサイズを特定します)
Web ページに表示する新しい画像のサイズを元の画像のサイズに変更し、ファイル名を customiz
ed_orginial file name.png に変更します。(例: topbar.png ファイルの名前を customi
zed_ topbar.png に変更します)
新しく構成した画像を元の画像が保存されているディレクトリに移動します。
カスタマイズした画像が該当する Web ページに表示されます。

ADFS 認証を使用したサイトの Web ページ内の画像のカスタマイズ
ADFS 認証を使用したサイトの Web ページの画像をカスタマイズする方法については、以下の説明を参照し
てください。
AvePoint Perimeter エージェント インストール パス配下の ADFS\Content\Images フォルダ
ーに移動します。
置き換える画像のサイズを特定します。(例: トップ バーの画像をカスタマイズする場合、 topbar.p
ng ファイルのサイズを特定します)
Web ページに表示する新しい画像のサイズを元の画像のサイズに変更し、ファイル名を customiz
ed_orginial file name.png に変更します。(例: topbar.png ファイルの名前を customi
zed_ topbar.png に変更します)
新しく構成した画像を元の画像が保存されているディレクトリに移動します。
カスタマイズした画像が該当する Web ページに表示されます。
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*

注意: カスタマイズされた設定は、すべて AvePoint Perimeter のパッチ インストール中または更新中に上

書きされます。カスタマイズされたメール テンプレートおよび Web ページをバックアップし、パッチ インストールまた
は更新の後にリストアしてください。

Perimeter 管理コンソールおよび内部ポータル ログイン ページの
外観のカスタマイズ
AvePoint Perimeter マネージャー サーバーから、Perimeter 管理コンソールおよび内部ポータルのログイン
ページの Perimeter ロゴおよび外観をカスタマイズすることができます。

Perimeter 管理コンソールおよび内部ポータルでカスタマイズできる要素のファイル名および場所などの詳細情
報については、以下の表を参照してください。

要素

ファイル

ファイル場所

ファイル サイ

タイプ
管理コンソールおよび内部ポー

PNG

タル ログイン画面のロゴ

ズ
…\AvePoint\Perimeter\Man

420 × 73

ager\Content\themes\base
\images ディレクトリ内の logo_4
20x73.png ファイル

管理コンソールおよび内部ポー

PNG

…\AvePoint\Perimeter\Man

460 × 35

タル ログイン画面に表示される

ager\Content\themes\base

0

画像

\images ディレクトリ内の login_
460x350_en.png ファイル

内部ポータル ロゴ

PNG

…\AvePoint\Perimeter\Man

300 × 70

ager\Content\Images\Portal
262

AvePoint Perimeter 管理者用ガイド

要素

ファイル

ファイル場所

タイプ

ファイル サイ
ズ

ディレクトリ内の logo_ internal_
portal_300x70.png ファイル
ログイン ページの CSS ファイル

CSS

…\AvePoint\Perimeter\Man
ager\Content\themes\base
\styles ディレクトリ内の Login.cs
s ファイル

該当するファイルを置き換えて Perimeter 管理コンソールおよび内部ポータルの外観をカスタマイズするために
は、以下の説明を参照してください。
置き換えるファイルの該当する場所に移動します。ファイルを安全な場所にバックアップして元の場所か
ら削除します。
使用するファイルの名前およびサイズを元のファイルと同じように変更し、元のファイル場所に移動しま
す。
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Perimeter 外部ポータル ログイン ページの外観のカスタマイズ
Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイがインストールされているサーバーから、Perimeter 外部ポータル
のログイン ページの Perimeter ロゴおよび外観をカスタマイズすることができます。

Perimeter 外部ポータルおよびゲートウェイでカスタマイズできる要素のファイル名および場所などの詳細情報
については、以下の表を参照してください。
要素

ファイル

ファイル場所

タイプ
Perimeter 外部ポータル ログイ

PNG

ン画面のロゴ

ファイル サイ
ズ

…\AvePoint\Perimeter\Gatewa

420 × 73

yPortal\Content\themes\base
\images ディレクトリ内の logo_420
x73.png ファイル

外部ポータル ログイン画面に表示

PNG

される画像

…\AvePoint\Perimeter\Gatewa

460 × 350

yPortal\Content\themes\base
\images ディレクトリ内の login_46
0x350_en.png ファイル

外部ポータル ロゴ

PNG

…\AvePoint\Perimeter\Gatewa

300 × 70

yPortal\Content\Images\Portal
ディレクトリ内の logo_external_po
rtal_300x70.png ファイル
ログイン ページの CSS ファイル

CSS

…\AvePoint\Perimeter\Gatewa
yPortal\Content\themes\base
\styles ディレクトリ内の Login.css
ファイル
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該当するファイルを置き換えて Perimeter 外部ポータルの外観をカスタマイズするためには、以下の説明を参
照してください。
置き換えるファイルの該当する場所に移動します。ファイルを安全な場所にバックアップして元の場所か
ら削除します。
使用するファイルの名前およびサイズを元のファイルと同じように変更し、元のファイル場所に移動しま
す。
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