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本ユーザー ガイド内の新機能 

• 必要な権限 を更新し、SharePoint 2013 用の SQL Server 権限 の分類を追加しました。  

• ローカル システム権限 を更新し、redirection.config および IIS applicationHost.co

nfig ファイルのパス情報を含めました。 

• SharePoint Online 監査ログ コレクター の データ取得情報 を追加しました。 

• データ コレクション の構成を更新しました。 

• アクティビティ履歴プルーニング を更新し、レポート データベースから SharePoint Online 監

査ログ レポート のジョブ データを削除する情報を含めました。  

• 監査コントローラ を更新し、SharePoint Online オブジェクトの監査データを収集する情報を含

めました。 

• 利用状況レポート、ストレージ トレンド、レポート ポイント ダッシュボード Web パーツ のピボットグ

ラフをエクスポートする説明を追加しました。 

• ダウンロード数ランキング レポートの表示 に ファイル ダウンロード ランキング、ユーザー ダウンロ

ード ランキング、詳細 のダウンロード情報についての説明を追加しました。 

• ストレージ分析レポートの生成 の タイム ルール 構成に 期間 オプションを追加しました。 

• ベスト プラクティス レポート の SharePoint 2016 用のしきい値プロファイル設定を更新しまし

た。 

• レポート ポイント ダッシュボード プロパティの編集 の オブジェクトの選択に必要な SharePoint 

権限 を更新しました。 

• レポート ポイント ダッシュボード Web パーツに ブラウザーの使用状況 を追加しました。 

• レポート ポイント ダッシュボード Web パーツに 参照元 を追加しました。 
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レポート ポイントについて 

DocAve レポート ポイントを使用すると、カスタム可能な SharePoint 利用情報レポートおよび通知を生成する

同時に、利用状況・トポロジー・パフォーマンス・ストレージ トレンドといった視点から SharePoint プラットフォームを

総合的に理解することが可能になります。DocAve レポート ポイントでは、DocAve SharePoint モニター のすべ

てのツールだけでなく、多様なエンタープライズ クラスのレポート ソリューションも提供し、カスタマイズ可能な通知を構

成することにより、エンド ユーザーの操作環境に悪影響を与える可能性のあるネットワーク、ストレージ、利用状況に

関わる問題を速やかに管理者に知らせるため、よりプロアクティブかつインテリジェンスに経営上の意思決定を行うこと

ができます。 

DocAve レポート ポイントは、単一の使いやすいインターフェイスや SharePoint インターフェイスと完全に統合され

たカスタマイズ可能なダッシュボードを備えています。管理者は DocAve レポート ポイントだけで、最適なプラットフォ

ーム パフォーマンスおよび戦略計画を提供するために不可欠な知識を取得することができます。 

すべてのレポート ツールを集中管理することで、必要な情報に迅速かつ簡単にアクセスすることができます。 レポート 

カテゴリーにアクセスするには、対応するタブをクリックします。 

各レポート カテゴリーでは、該当するカテゴリー内の異なるタイプのレポートの作成用のツールおよびレポートの実行・

管理用のアクション ツールバーが、リボンに表示されます。リボンの下に各レポート タイプの構成エリアおよびレポート

表示画面が表示されます。レポート カテゴリーはそれぞれ異なる構成が必要であるため、各レポート カテゴリーには

固有のインターフェイスがあります。本ガイドの各セクションの冒頭で、それぞれのカテゴリーのインターフェイスを紹介しま

す。 

レポート ポイントでは、DocAve ジョブ モニターが各モジュールのインターフェイスに統合されているため、実行中のレ

ポートおよびスケジュール レポートをより簡単にトラッキングすることが可能です。各モジュールのジョブにアクセスするに

は、リボンの [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター 

ユーザー ガイド (英語) を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/sharepoint-monitor-docave/
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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レポート ポイントで利用可能なレポート 

DocAve レポート ポイントは、総合的かつカスタマイズ可能なレポート ツール セットが提供します。レポートは、次の 

7 つのカテゴリーに分かれ、それぞれに複数のレポート タイプを含む固有のインターフェイスがあります。 

上記の各レポートで対応するオブジェクト レベルの詳細については、付録 A: DocAve レポート ポイント レポートで

対応するオブジェクト レベル を参照してください。 

利用状況レポート – SharePoint 監査ログと IIS ログから取得したデータを使用して、SharePoint の利用状況

および動作を分析します。このカテゴリーでは以下のレポート タイプが提供されています。 

• 検索利用状況 – 選択した SharePoint ファームまたはサイト コレクション内の検索用語および

検索範囲の利用状況データを表示します。 

• サイト閲覧者とアクティビティ – 選択したサイト コレクション、サイト、リスト、アイテムのイベント 

(更新、削除、表示) 数およびユニーク ビジター数を表示します。SharePoint 監査が使用され

ます。 

• チェックアウト済みドキュメント – 選択した Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リス

ト内のチェックアウト済みドキュメントについての情報を表示します。 

• ページ トラフィック – サイト コレクションまたはサイトが受信したヒット数およびスループット数を表

示します。  

• 参照元 – 選択したサイト コレクションまたはサイトのトラフィックに関連する上位ページおよびホスト

を表示します。 

• 最終アクセス時刻 – 選択したサイト コレクションまたはサイトの最終アクセス日時および最終アク

セス者を表示します。SharePoint 監査が使用されます。 

• 失敗したログイン試行 – 選択したファームまたはサイトの失敗したログイン試行についての情報を

表示します。 

• ワークフローの状態 – 選択したサイト コレクション、サイト、リスト内のワークフロー定義およびイン

スタンスについての情報を表示します。 

• SharePoint 通知 – 選択したファーム、Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リス

ト内のエンドユーザーによって構成された SharePoint 通知についての情報を表示します。 

• ダウンロード数ランキング – 選択したサイト内のドキュメントがダウンロードされた回数を表示しま

す。 
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• サイト アクティビティのランキング – サイト コレクションまたはサイトごとに、最もアクティビティの多

い / 少ないサイト、ページ、リスト、アイテム、ユーザーを表示します (ヒット数を基準に判断されま

す)。SharePoint 監査が使用されます。 

• アクティビティの多いユーザー – 選択した Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リス

ト内のすべてのユーザーのシステム以外のアクティビティ数を表示します。SharePoint 監査が使

用されます。 

*注意: SharePoint Foundation 2010 環境で、検索利用状況 レポートおよび 参照元 レポートは使用でき

ません。SharePoint 2013/2016 環境で、参照元 レポートは使用できません。 

 

インフラストラクチャ レポート – プラン・通知のために SharePoint ストレージ、パフォーマンス、容量を監視しま

す。このカテゴリーでは、以下のレポート タイプが提供されています。 

• SharePoint サービス – 選択した SharePoint ファーム内のサーバー、サーバーの役割、各サ

ーバー上のサービスの状態を表示します。 

• CPU / メモリー使用量 – 選択した SharePoint エージェント ホストの CPU、メモリー使用

量、その他のパフォーマンス指標を監視します。 

• ネットワーク – 選択した SharePoint エージェント ホストおよびアダプターのネットワーク状態およ

び利用状況 (有線とワイヤレスの両方) を監視します。 

• SharePoint トポロジー – 選択した SharePoint ファームの論理および物理トポロジーを表

示します。 

• SharePoint 検索サービス – 選択したファーム内の SharePoint Search Service アプリケ

ーションのクロールの状態および設定を監視します。 

• 環境検索 – DocAve がインストールされた SharePoint サーバーを含めて、選択した環境内の 

SharePoint サーバーの情報を表示します。 

• サイト コレクションの比較 – 基本情報、設定、セキュリティに関するさまざまなサイト コレクション

統計を表示し、相違点をハイライトします。 

• サイト コレクションの読み込み時間 – 選択したサイト コレクションの遅延を表示します。 

• ストレージ トレンド – 選択した SharePoint オンプレミス ファーム / Web アプリケーション / コ

ンテンツ データベース / サイト コレクション、SharePoint Online サイト コレクションの現在および

将来のストレージ使用量を表示します。サイト コレクション レベルでドリルダウン分布の分析が使

用できます。 
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• ストレージ分析 – 選択したファーム、Web アプリケーション、サイト コレクション、コンテンツ データ

ベースの SharePoint および外部デバイスに保存されたデータのサイズおよび割合を表示します。 

• ユーザー ストレージ サイズ – 選択したサイト コレクションまたはサイト内の各ユーザーによって作

成されたアイテム数およびコンテンツのストレージ サイズを表示します。各ライブラリ、リスト、ディスカ

ッション掲示板、アンケート、案件の上位投稿者のランキングも表示します。 

管理レポート – SharePoint 設定およびセキュリティを監視し、ガバナンスに活用できます。このカテゴリーでは、以

下のレポート タイプが提供されています。 

• 構成レポート – 選択した SharePoint オンプレミス ファーム / Web アプリケーション / サイト コ

レクション / コンテンツ データベース / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / 

サイト / リストの詳細構成および統計を表示します。 

• ベスト プラクティス レポート – 環境データを Microsoft が発行した限界・制限 / カスタムしき

い値と比較することにより、選択したファーム、Web アプリケーション、サイト コレクション、コンテンツ 

データベース、サイト、リストの正常性を分析します。 

*注意: 構成レポート と ベスト プラクティス レポート では、SharePoint Foundation 2010/2013/2016 環

境の大部分のデータを収集できますが、以下のサービスおよび機能は収集することはできません。 

• 構成レポート で収集できないデータは、以下のとおりです。 

o ファーム レベルの 共有サービス および 現在のライセンス のデータ 

o Web アプリケーション レベルの Web アプリケーション機能 のデータ 

o サイト コレクション レベルの サイト コレクションの利用状況 のデータ 

o サイト レベルの サイトの利用状況 のデータ 

• ベスト プラクティス レポート で収集できないデータは、以下のとおりです。 

o ファーム レベルの User Profile Service および 管理されたメタデータの用語ストア 

(データベース) のデータ 

o Web アプリケーション レベルの ソリューション キャッシュ サイズ のデータ 

コンプライアンス レポート – 「いつ、どこで、誰が、何を」 を求めるユーザーに情報を提供することで操作性・生産性

を向上させるとともに、法律的な要件にも応えます。このカテゴリーでは、以下のレポート タイプが提供されています。 

• 用語ストア変更 – 選択したファームのグローバルおよびローカル用語グループ内のすべての管理さ

れたメタデータの変更の詳細情報を表示します。 
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• コンテンツ タイプ利用状況 – 選択したサイト コレクションまたはサイト内のコンテンツ タイプ利用

状況の詳細を表示します。 

• 情報管理ポリシー – 選択した Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リスト内のコン

テンツ タイプの構成済み情報管理ポリシーの詳細を表示します。 

• 今後失効するコンテンツの有効期限 – 選択した Web アプリケーション、サイト コレクション、サイ

ト、リスト内の構成済み情報管理ポリシーおよび指定の有効期限を満たしているアイテムの詳細を

表示します。 

• ユーザー ライフサイクル – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コ

レクション / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内のユーザ

ーのアクティビティのログを表示します。 

• リストのアクセス – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コレクショ

ン / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内で発生したユー

ザー アクティビティのログを表示します。 

• アイテム ライフサイクル – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コ

レクション / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内のアイテ

ムの監査イベントのログを表示します。 

• サイト アクセス – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コレクション 

/ サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内で発生したユーザ

ー アクティビティのログを表示します。 

• リストの削除 – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コレクション / 

サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内のアイテムの削除イベ

ントのログを表示します。 

• 権限の変更 – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コレクション / 

サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内の権限変更のログを

表示します。 

• コンテンツ タイプ変更 – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コレ

クション / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リスト内のコンテン

ツ タイプへの変更のログを表示します。 

• カスタム レポート – 選択した SharePoint オンプレミス Web アプリケーション / サイト コレクシ

ョン / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リストの取得された監

査レコードからのカスタム ログを表示します。 
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DocAve レポート – DocAve システムの容量、パフォーマンス、利用状況をトラッキングします。このカテゴリーで

は、以下のレポート タイプが提供されています。 

• DocAve トポロジー – DocAve マネージャーのサービス トポロジーおよび各サーバー上のサービ

スの状態を表示します。 

• パフォーマンス モニター – 選択した DocAve マネージャー ホストの CPU、メモリー使用量、その

他のパフォーマンス指標を監視します。 

• ディスク容量モニター – 選択した DocAve 論理デバイスの現在および将来のストレージ使用量

を表示します。 

• ジョブ パフォーマンス モニター – 最小単位バックアップ、最小単位リストア、プラットフォーム バック

アップ、プラットフォーム リストア ジョブのジョブ パフォーマンス データを表示します。 

• DocAve 監査マネージャー – DocAve システム内のユーザー アクティビティのログを表示しま

す。 

使用パターン警告 – お使いの SharePoint 環境内の定義済みしきい値に基づいて、ユーザー アクティビティを監

視します。  

o アクティビティ レポート – 使用パターン警告プラン内のルールによって識別されたユーザ

ー アクティビティのレポートを表示します。 

o 分析レポート –ルールしきい値に使用された該当するデータ指標に基づいて、使用パター

ン警告ルールがトリガーされた回数、および各ルールがトリガーされた回数の分布に関する

分析レポートを表示します。 

利用状況アクティビティ Web パーツ – SharePoint で人気ドキュメント・ディスカッション・ブログ記事・Wiki ペー

ジ・コンテンツ投稿者をランキングするソーシャル Web パーツ、構成可能な範囲内で SharePoint の利用状況お

よび動作を分析する複数のレポートを含むダッシュボード Web パーツを作成することができます。このカテゴリーで

は、以下の Web パーツおよびレポート タイプが提供されています。 

• 最もアクティビティの多い投稿者 Web パーツ – ドキュメント、ブログ記事、ディスカッションを最も

多く投稿したユーザーを表示します。 

• 人気の投稿者 Web パーツ – ドキュメント、ブログ記事、ディスカッションに対するコミュニティ フィー

ドバックの取得数が最も多いユーザーを表示します。 

• トップ ドキュメント Web パーツ – 閲覧、フォロワー、いいね!の取得数が最も多いドキュメントを

表示します。 
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• トップ ブログ記事 Web パーツ – 閲覧、いいね!、コメントの取得数が最も多いブログ記事を表

示します。 

• トップ ディスカッション Web パーツ – 閲覧、返信、いいね!の取得数が最も多いディスカッション

を表示します。 

• トップ Wiki ページ Web パーツ – 閲覧数が最も多い Wiki ページを表示します。  

• レポート ポイント ダッシュボード Web パーツ – 構成可能な範囲内の SharePoint 利用状況

および動作を分析する以下のレポートを含めています。 

o サマリー – SharePoint サイト コレクションまたはサイトの利用状況の概要を表示しま

す。 

o アクティビティの多いユーザー – 各選択したサイト コレクション、サイト内のアクティビティ

数によるユーザーのランキングを表示します。 

o チェックアウト済みドキュメント – 選択したサイト コレクションまたはサイト内のチェックアウ

ト済みドキュメントの情報を表示します。 

o アクティビティのランキング – 各選択したサイト コレクションまたはサイト内のアクティビティ

によるサイト、ページ、リスト、ドキュメントのランキングを表示します。 

o 最終アクセス時刻 – 選択したサイト コレクションまたはサイトの最終アクセス日時および

最終アクセス者を表示します。 

o サイト トラフィック – 選択したサイト コレクションまたはサイトが受信したアクティビティ数

およびスループット数のグラフを表示します。 

o 検索利用状況 – 選択したサイト コレクション内の検索アクティビティ、検索用語、検索

範囲の利用状況データを表示します。 

o サイト閲覧者 – 選択したサイト コレクション / サイト内のユニーク ビジター数およびユー

ザー アクティビティ数を表示します。 

o ソーシャル アクティビティによるトップ ドキュメント – 各選択したサイト コレクションまた

はサイト内で最も多く表示され、最も多くのフォロワー・いいね!を持っているドキュメントのラ

ンキングを表示します。 

o コンテンツ タイプ利用状況 – 選択したサイト コレクションまたはサイト内の最新のコンテ

ンツ タイプ利用状況の詳細を表示します。 

o ストレージ トレンド – 選択した SharePoint オンプレミス ファーム、Web アプリケーショ

ン、コンテンツ データベース、サイト コレクションの現在のストレージ使用量の情報を表示

します。 
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o ストレージ分析 – 選択したファーム、Web アプリケーション、サイト コレクション、コンテン

ツ データベースの SharePoint / 外部デバイスに保存されているデータのサイズおよび割

合のランキングを表示します。 

o ユーザー ストレージ サイズ – 選択したサイト コレクションまたはサイト内の各ユーザーに

よって作成されたコンテンツのストレージ サイズのランキングを表示します。 
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補完製品 

DocAve 6 プラットフォームでは、各 AvePoint 製品をお互いに連携させて実行することができます。レポート ポイ

ントは以下の製品と合わせた使用を推奨します。 

• DocAve アーカイバ: 使用されていないデータを下位階層のストレージに移動することで、ストレ

ージ コストを削減することができます。 

• DocAve コネクタ: 移行する必要がなく、SharePoint を直接経由して、ネットワーク ファイル 

シェアやクラウド ストレージ リソースを共用することができます。接続されているコンテンツは、通常の 

SharePoint コンテンツのように表示され、SharePoint ドキュメント ライブラリ内に存在するコン

テンツと同様に利用可能です。 

• DocAve ストレージ マネージャー: BLOB を SQL Server からより低コストかつ効率的なスト

レージ デバイスにオフロードします。 

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

• DocAve レプリケーター: イベント駆動型の即時レプリケーションに加え、オフライン環境にも対応

したスケジュール レプリケーションを実行します。コンテンツ、構成、セキュティの同期・管理を完全

忠実に実行します。 

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

rePoint ガバナンス ポリシーを調整します。 

• DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア: ファーム レベルのコンポーネントを含む Sha

rePoint 環境全体をバックアップします。 

• NetApp システム用 DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア: SharePoint 環境

全体をバックアップ・リストアします。このツールは、すべてのコンテンツ、カスタマイズされた機能、ソリ

ューション、機能に加え、バックエンドの SQL データベース、すべての構成、インデックス / ジョブ サ

ーバー、フロントエンド IIS 設定、ファイル システム リソース、カスタム アプリケーション データベース

をバックアップします。また、プラットフォーム全体または個別の SharePoint 環境コンポーネントをリ

ストアすることができます。 

• DocAve 最小単位バックアップ & リストア: すべてのファーム コンテンツをバックアップし、コンテ

ンツをアイテム レベルまでリストアします。 
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AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。弊社 Web サイト

上から フィードバックを送信 してください。 

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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使用開始前の準備 

レポート ポイントのシステム要件については、以下のセクションを参照してください。 

AvePoint のテスト ポリシーと対応する環境 

対応するソフトウェア環境 

AvePoint は、マイクロソフト社がサポートと互換性を発表した SharePoint のすべてのメジャー バージョンおよびサ

ービス パック、Windows Server と SQL Server の最新バージョンをテストすると承諾します。  

*注意: AvePoint は、クライアント オペレーティング システム上の DocAve のインストールを推奨 / 対応していま

せん。  

対応するハードウェア 

AvePoint は、ハードウェアに依存しないプラットフォームを維持し、DocAve が共通な Windows ファイル共有お

よび仮想化プラットフォームで操作できることを確保すると承諾します。ハードウェアに依存しないプラットフォームを実

現するために、AvePoint は SharePoint および DocAve のインフラストラクチャ、記憶域ターゲット、ハードウェア 

ベースのバックアップ & リストアに対応するハードウェア (AvePoint パートナーシップにも対応) をテストします。Ave

Point は直接に、すべてのネットシェア、FTP、Amazon S3、AT&T Synaptic、Box、Caringo ストレージ、Cle

versafe、DELL DX ストレージ、Dropbox、EMC Atmos、EMC Centera、Google ドライブ、HDS Hitachi 

コンテンツ プラットフォーム、IBM Spectrum Scale オブジェクト、IBM Storwize ファミリー、Microsoft Azure 

ストレージ、NetApp Data ONTAP、NFS、OneDrive、Rackspace Cloud Files、TSM と統合します。  

UNC アドレス指定可能な記憶装置に対応するその他のすべてのハードウェア プラットフォームが使用できます。 

*注意: プロバイダーが Caringo ストレージおよび DELL DX ストレージ プラットフォームのメンテナンスを終了したた

め、AvePoint は DocAve 6 SP 7 CU1 以降のバージョンでこの 2 つのプラットフォームに対するテスト・開発を停

止しました。 

*注意: IBM Tivoli Storage Manager API の変更により、DocAve 6 SP6 以降のバージョンの場合は、TS

M Client バージョン 7.1.2 がコントロール サービスおよびメディア サービスのサーバーにインストールされている必要

があります。 

*注意: 本ユーザー ガイドで参照されたほとんどのハードウェアのパートナーシップは、高度機能 (例えば、スナップショ

ットのミラーリング、BLOB スナップショット、インデックス処理、長期ストレージ、WORM ストレージなど) 使用のため

に用意されたものです。基本的なサポートの場合は、製品への変更は必要というわけではないことに注意してくださ

い。多くの場合、製品に変更を行わなくてもハードウェアに対応可能です。 
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対応するバックアップ & リストア 

DocAve では、上記のハードウェア プラットフォームに基づいた BLOB バックアップ ストレージが使用できます。ただ

し、BLOB スナップショット機能は、現在 OEM バージョンおよび NetApp ハードウェア上でのみ使用できます。  

DocAve では、上記で一覧表示されているすべての Windows と SQL サーバー プラットフォーム上の SharePoi

nt ボリューム シャドウ コピー サービス (VSS) 経由での SQL コンテンツおよびアプリケーション データベースのバック

アップが使用できます。また、DocAve では、ハードウェア パートナーがマイクロソフトでサポートを認定した、上記で

一覧表示されているすべてのハードウェア上でのスナップショット ベースの SharePoint VSS も使用できます。  

DocAve では、上記で一覧表示されているすべての対応するすべてのソフトウェア環境でのアプリケーションおよび構

成サーバーのバックアップが使用できます。DocAve 6 SP5 以降のバージョンは、オペレーティング システム Windo

ws Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Microsoft Hyper–V S

erver 2012 R2 での Hyper-V/VMWare 経由の VM バックアップに対応しています。  

構成 

レポート ポイントを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームに正しくインストールし、構成してお

く必要があります。DocAve 6 がファーム内に存在しない場合、レポート ポイントは機能しません。 

エージェント 

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

ョンに使用します。DocAve エージェントにより DocAve マネージャーは該当するサーバーと正常に通信を実行し、

レポート ポイント コマンドを常に機能させることができます。  

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

め、サーバー パフォーマンスに影響を与えることがあります。サーバーにインストールされているエージェントを使用しない

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

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

ンストール ガイド (英語) を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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必要な権限 

レポート ポイントを正しくインストール・使用するには、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。  

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

中に自動的に構成される権限のリストについては、ローカル システム権限 を参照してください。適用可能な

権限に対する制限が組織内にない場合、DocAve エージェント アカウント をローカルの Administra

tors グループに追加するだけで、すべての必要な権限を適用することができます。 

2. SharePoint 権限: ファーム管理者 グループのメンバー (管理者はファーム間だけでなく SharePoint の

すべての設定と構成に対して作業を行うため、最適かつ最高品質のサービスを提供するためにこのアカウン

トが必要です。) 

• すべての 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 (Web アプリケーシ

ョンの ユーザー ポリシー で設定可能) 

• User Profile Service Application 権限: 

o 接続でのフル コントロール接続権限 

o User Profile Service Application の管理者 

o 個人用機能の使用 (SharePoint 2010 の場合のみ) 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 (SharePoint 2010 の場合のみ) 

o ユーザーのフォローとプロファイルの編集 (SharePoint 2013 と SharePoint 2016 の

場合) 

o タグとメモの使用 (SharePoint 2013 と SharePoint 2016 の場合) 

• Maaged Metadata Service: 用語ストア管理者 

• Search Service: フル コントロール 

3. SQL Server 権限  

• SharePoint 2010 と SharePoint 2016 の場合 

o コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 

o コンテンツ データベースおよびスタブ データベースの db_owner  
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*注意: SharePoint 2010 の 検索利用状況 レポートおよび 参照元 レポートを使用

するには、ユーザーは SharePoint 2010 Web Analytics Service データベース用

の db_owner ロールを持っている必要があります。 

SharePoint 2016 の 検索利用状況 レポートを使用するには、ユーザーが SharePo

int 2016 Search Service Application 分析レポート データベースおよび Search 

Service Application 管理データベースの db_owner ロールを持っている必要があ

ります。 

SharePoint 検索サービス レポートを使用するには、ユーザーが SharePoint 2010 

または 2016 WSS_Logging データベースの db_owner ロールを持っている必要が

あります。 

構成レポート を使用するには、ユーザーが User Profile Service Application デー

タベースの db_owner ロールを持っている必要があります。 

ベスト プラクティス レポート を使用するには、ユーザーが Metadata Service Applic

ation データベースの db_owner ロールを持っている必要があります。 

• SharePoint 2013 の場合 

o コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど SharePoint に

関連するすべてのデータベースの SharePoint_Shell_Access データベース ロール 

o スタブ データベースの SharePoint_Shell_Access  

*注意: SharePoint_Shell_Access ロールは Windows PowerShell 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への割り当ての方法については、以

下の Microsoft 技術記事 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff6

07596.aspx を参照してください。 

検索利用状況 レポートを使用するには、ユーザーが SharePoint 2013 Search Ser

vice Application 分析レポート データベースおよび Search Service Application 

管理データベースの SharePoint_Shell_Access ロールを持っている必要がありま

す。 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/ff607596.aspx
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SharePoint 検索サービス レポートを使用するには、ユーザーが SharePoint 2013 

WSS_Logging データベースの SharePoint_Shell_Access ロールを持っている

必要があります。 

構成レポート を使用するには、ユーザーが SharePoint 2013 User Profile Servic

e Application データベースの SharePoint_Shell_Access ロールを持っている必

要があります。 

ベスト プラクティス レポート を使用するには、ユーザーが SharePoint 2013 Metad

ata Service Application データベースの SharePoint_Shell_Access ロールを

持っている必要があります。 

4. 登録済み SharePoint サイト権限 

• サイト コレクションの登録に使用するサイト コレクション ユーザーがサイト コレクション管理者グルー

プのメンバーである必要があります。 

*注意: 構成レポート または ストレージ トレンド レポートを使用してサイト コレクションのクォータ

についてレポートする場合、サイト コレクション ユーザーが SharePoint 管理者グループのメンバ

ーである必要があります。 

• スキャン モード を使用して登録済みサイト コレクションを追加する場合、以下の権限が必要で

す。 

o SharePoint Online サイト コレクションまたは OneDrive for Business ライブラリを

スキャンするには、ユーザーが以下のグループのメンバーである必要があります。 

▪ SharePoint 管理者 

▪ ローカル Administrators 

o SharePoint オンプレミス サイト コレクションをスキャンするには、ユーザーが以下の権限

を持っている必要があります。 

▪ すべての 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 

(Web アプリケーションの ユーザー ポリシー で設定可能) 

▪ コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなど ShareP

oint に関連するすべてのデータベースの db_owner データベース ロール 
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ローカル システム権限 

ローカル システム権限の一部は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、以下のローカ

ル グループのメンバーとして設定されます。 

• IIS WPG (IIS 6.0 の場合) または IIS IUSRS (IIS 7.0 、IIS 8.0、IIS 8.5 の場合) 

• Performance Monitor Users 

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

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

するフル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventl

og レジストリに対するフル コントロール  

o 通信証明書に対するフル コントロール 

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

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

で確認可能) 

o DocAve エージェント インストール ディレクトリに対するフル コントロール権限 

*注意: CPU / メモリー使用量 または ネットワーク レポートを使用する場合、ユーザーはローカル Administra

tors グループのメンバーである必要があります。ダウンロード数ランキング、失敗したログイン試行、IIS ログ、ベス

ト プラクティス レポート を利用する場合、または IS ログを取得する オプションを選択してデータを取得する場

合、IIS ログ ファイルのパス、redirection.config および IIS applicationHost.config ファイル のパス 

(C:\Windows\System32\inetsrv\config) に対するフル コントロール権限を持っている必要があります。 
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はじめに 

レポート ポイントを開始するための重要情報については、以下のセクションを参照してください。 

レポート ポイントの起動 

レポート ポイントの起動および使用については、以下の説明を参照してください。 

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

2. 左側のナビゲーション メニューで [レポート ポイント] をクリックしてレポート ポイントを起動します。 

3. アクセスするレポート カテゴリー、レポート タイプ、特定のレポートをクリックするか、[設定] をクリックしてレポ

ート ポイントの設定を構成します (異なるレポート タイプおよび設定の構成の詳細については、本ユーザー 

ガイドの本文を参照してください)。 

 

図1: DocAve のモジュール起動ウィンドウ  

DocAve レポート ポイントを正しく使用するために、ヘルス アナライザーを使用して必要な前提条件をチェックするこ

とが推奨されています。  

*注意: ヘルス アナライザーを使用できるのは DocAve Administrators グループ内のユーザーのみです。 

ヘルス アナライザー の詳細については、DocAve 6 インストール ガイド (英語) を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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DocAve のナビゲート 

DocAve は Windows の多くの製品と類似した外観と使用感を持ち、直感的に使用することができます。DocAv

e 製品にはウィンドウやポップアップ表示、メッセージなどが多く存在しますが、これらの表示は同様な特徴を持ち、同

じ方法でナビゲートすることができます。 

以下は DocAve ウィンドウの例です。使いやすい、動的なリボンおよび検索可能なコンテンツ リスト ビューが表示さ

れています。   

 

図2: DocAve のナビゲート  

1. リボン タブ - DocAve ウェルカム ページに、またはアクティブなモジュール内部で移動します。  

2. リボン パネル - アクティブな DocAve モジュールの機能にアクセスします。  

3. 列の管理 ( ) – リストに表示する列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックして、ドロップダウン リス

トで列名の隣のチェックボックスを選択します。  

4. 列をフィルターする ( ) - リスト ビュー内の情報をフィルターします。列をフィルターする ( ) ボタンをクリッ

クして、列名の隣のチェックボックスを選択します。 

5. 列を隠す ( ) – 選択した列を非表示します。  

6. 検索 - リスト ビュー画面でキーワードまたは語句を検索します。検索範囲として すべてのページを検索 も

しくは 現在のページを検索 を選択することができます。  
*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。  

7. 管理パネル - DocAve モジュールで実行可能なコンテンツを表示します。 
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データ取得情報 

このセクションでは、これらのレポートの取得に使用するデータ取得タイプ・方法の詳細情報が提供されています。Do

cAve レポート ポイント レポートのデータ取得の詳細については、以下の表を参照してください。 

*注意: レポート ポイント は 取得方法 列に一覧表示されている 3 種類の取得方法を使用してデータを取得しま

す。 

• 取得: バックエンドで実行するデータ コレクター ジョブをスケジュールして必要なデータをすべて収集

します。 

• リアルタイム: データがリアルタイムで取得されます。 

• レポートを実行: ジョブを実行してデータを収集します。レポートが GUI インターフェイスに表示さ

れるまで待つか、後で [レポートの表示] をクリックして生成されたレポートを表示することができま

す。 

レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

チェックアウト

済みドキュメン

ト 

利用状況レポ

ート 

チェックアウト済

みドキュメント コ

レクター 

取得 データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

ダウンロード数

ランキング 

利用状況レポ

ート 

ログイン / ダウン

ロード イベント コ

レクター 

取得 データを IIS ログから取得して DocAv

e レポート データベースに記録し、Doc

Ave レポート データベース内のデータに

基づいてレポートを生成します。 

失敗したログイ

ン試行 

利用状況レポ

ート 

ログイン / ダウン

ロード イベント コ

レクター 

取得 データを IIS ログから取得して DocAv

e レポート データベースに記録し、Doc

Ave レポート データベース内のデータに

基づいてレポートを生成します。 

最終アクセス

時刻 

利用状況レポ

ート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint 監査ログから取

得して DocAve レポート データベース

に記録し、DocAve レポート データベ

ース内のデータに基づいてレポートを生

成します。 
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レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

SharePoint 

通知 

利用状況レポ

ート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

ワークフローの

状態 

利用状況レポ

ート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

参照元 利用状況レポ

ート 

参照元コレクター 取得 データを SharePoint Web Analyti

cs Service から取得して DocAve 

レポート データベースに記録し、DocA

ve レポート データベース内のデータに

基づいてレポートを生成します。 

(SharePoint 2013 と SharePoint 

2016 に対応していません) 

検索利用状

況 

利用状況レポ

ート 

検索利用状況コ

レクター 

取得 データを SharePoint Web Analyti

cs Service から取得して DocAve 

レポート データベースに記録し、DocA

ve レポート データベース内のデータに

基づいてレポートを生成します。  

アクティビティの

多いユーザー 

利用状況レポ

ート 

利用状況コレク

ター 

取得 データを SharePoint 監査ログから取

得して DocAve 監査データベースに

記録します。 分析されたデータをレポー

ト データベースに記録し、DocAve 監

査データベースおよびレポート データベ

ース内のデータに基づいてレポートを生

成します。 

ページ トラフィ

ック 

利用状況レポ

ート 

ページ トラフィック 

コレクター 

取得 データを IIS ログから取得して DocAv

e レポート データベースに記録し、Doc

Ave レポート データベース内のデータに

基づいてレポートを生成します。 

サイト閲覧者

とアクティビティ 

利用状況レポ

ート 

利用状況コレク

ター 

取得 データを SharePoint 監査ログから取

得して DocAve 監査データベースに
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レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

記録します。 分析されたデータをレポー

ト データベースに記録し、DocAve 監

査データベースおよびレポート データベ

ース内のデータに基づいてレポートを生

成します。 

サイト アクティ

ビティのランキ

ング 

利用状況レポ

ート 

利用状況コレク

ター 

取得 データを SharePoint 監査ログから取

得して DocAve 監査データベースに

記録します。 分析されたデータをレポー

ト データベースに記録し、DocAve 監

査データベースおよびレポート データベ

ース内のデータに基づいてレポートを生

成します。 

サイト コレクシ

ョンの読み込

み時間 

インフラストラク

チャ レポート 

サイト コレクショ

ンの読み込み時

間コレクター 

取得 指定したファーム内のすべての Web フ

ロントエンド サーバーの情報を取得しま

す。サイト コレクションへ Web リクエス

トを送信し、読み込み時間を計算しま

す。DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

ストレージ分

析 

インフラストラク

チャ レポート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

CPU / メモリ

ー使用量 

インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム DocAve エージェント サーバーのオペレ

ーティング システムからデータを取得しま

す。 DocAve レポート データベース内

のデータに基づいて通知を送信します。 

サイト コレクシ

ョンの比較 

インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム SharePoint API を使用して Share

Point からデータを取得します。 

環境検索 インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム フィルターされたサーバーのオペレーティン

グ システムから SharePoint ファーム

の情報を取得します。 

ネットワーク インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム DocAve エージェント サーバーのオペレ

ーティング システムからデータを取得しま



 33 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

す。 DocAve レポート データベース内

のデータに基づいて通知を送信します。 

SharePoint 

検索サービス 

インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム SharePoint API 経由で SharePoi

nt からデータを取得します。 

SharePoint 

サービス 

インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム SharePoint API 経由で SharePoi

nt からデータを取得します。 

SharePoint 

トポロジー 

インフラストラク

チャ レポート 

なし リアルタイム SharePoint API 経由で SharePoi

nt からデータを取得します。 

ストレージ トレ

ンド 

インフラストラク

チャ レポート 

ストレージ トレン

ド コレクター 

取得 データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

ユーザー スト

レージ サイズ 

インフラストラク

チャ レポート 

 

ユーザー ストレー

ジ サイズ コレクタ

ー (ユーザー スト

レージ サイズ) 

取得 データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

なし (コンテンツ

投稿者) 

リアルタイム SharePoint からデータを取得します。 

構成レポート 管理レポート なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

ベスト プラクテ

ィス レポート 

管理レポート なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

用語ストア変

更 

コンプライアンス 

レポート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内
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レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

コンテンツ タイ

プ利用状況 

コンプライアンス 

レポート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

情報管理ポリ

シー 

コンプライアンス 

レポート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

今後失効する

コンテンツの有

効期限 

コンプライアンス 

レポート 

なし レポートを実

行 

データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

アイテム ライフ

サイクル 

コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

リストのアクセ

ス 

コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

リストの削除 コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

サイト アクセス コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

ユーザー ライフ

サイクル 

コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

権限の変更 コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

コンテンツ タイ

プ変更 

コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 

カスタム レポー

ト 

コンプライアンス 

レポート 

監査コントローラ 取得してレポ

ートを実行 

監査コントローラによって取得されたデー

タに基づいてレポートを生成します。 
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レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

ディスク容量モ

ニター 

DocAve レポ

ート 

ディスク容量モニ

ター コレクター 

取得 データを DocAve コントロール データ

ベースから取得して DocAve レポート 

データベースに記録し、DocAve レポー

ト データベース内のデータに基づいてレ

ポートを生成します。 

DocAve 監

査マネージャー 

DocAve レポ

ート 

なし リアルタイム データを DocAve コントロール データ

ベースから取得して レポート データベー

スに記録し、DocAve レポート データ

ベース内のデータに基づいてレポートを

生成します。 

ジョブ パフォー

マンス モニター 

DocAve レポ

ート 

なし リアルタイム DocAve コントロール データベースから

データを取得します。 

パフォーマンス 

モニター 

DocAve レポ

ート 

なし リアルタイム DocAve マネージャー サーバーのオペ

レーティング システムからデータを取得し

ます。 

DocAve トポ

ロジー  

DocAve レポ

ート 

なし リアルタイム DocAve コントロール データベースから

データを取得します。 

アクティビティ 

レポート 

使用パターン警

告レポート 

なし リアルタイム データを SharePoint から取得して D

ocAve レポート データベースに記録

し、DocAve レポート データベース内

のデータに基づいてレポートを生成しま

す。 

分析レポート 使用パターン警

告レポート 

使用パターンの

警告分析コレク

ター 

取得 DocAve レポート データベースからデー

タを取得します。 

アイテム キャッ

シュ サービス 

該当なし アイテム キャッシ

ュ サービス コレク

ター 

取得 データを SharePoint から取得してカ

スタマイズされたアイテム キャッシュ デー

タベースに記録します。 

利用状況アク

ティビティ We

b パーツ 

利用状況アクテ

ィビティ Web パ

ーツ 

利用状況アクテ

ィビティ Web パ

ーツ コレクター 

取得 データを SharePoint または IIS ログ

から取得して DocAve レポート データ

ベースに記録します。 

該当なし 該当なし SharePoint O

nline 監査ログ 

コレクター 

取得 SharePoint Online 内の組織のユー

ザー アクティビティの監査ログを取得し
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レポート タイ

トル 

レポート カテゴ

リー 

コレクター / 監

査コントローラ 
取得方法 コメント 

て、DocAve アーカイバの最終アクセス

時刻ルールを使用可能にします。 
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レポート ポイント設定の構成 

レポート ポイントは構成せずにレポートを生成することができますが、レポート ポイントのすべての機能を使用可能に

するには、事前に設定を構成することが推奨されます。 

レポート ポイントの設定を構成するには、各該当するセクションの説明を参照してください。 

データ コレクション 

データ コレクション 設定では、データがレポート ポイント コレクターによって取得される時刻および頻度を表示・管理

することができます。レポート ポイント コレクターは多くのレポート ポイント コンポーネントにとって必須であり、データの

収集前に正しく構成する必要があります。  

ユーザー プロファイル コレクターおよびアイテム キャッシュ サービス コレクターを除き、データ コレクション 内のすべて

のコレクターは、増分 コレクター ジョブのみを実行して当日のデータを取得します。ユーザー プロファイル コレクターお

よびアイテム キャッシュ サービス コレクターは 増分 コレクター ジョブ以外に 完全 コレクター ジョブを実行することがで

きます。ユーザー プロファイル コレクター ジョブのモードを変更するには、ReportCenterServiceProperties.c

onfig ファイル内の <UserProfileSyncMode> ノードを構成してください。詳細については、ReportCenter

ServiceProperties.config ファイルの構成 を参照してください。アイテム キャッシュ サービス コレクターのコレクショ

ン モードの構成方法については、コレクション モード を参照してください。 

• 増分 – 増分 はすべてのコレクター ジョブの既定のモードです。増分コレクター ジョブは前回成功

したコレクター ジョブ後の該当するデータの追加、変更、削除を取得します。増分コレクター ジョブ

をスケジュールしてより頻繁に実行すると、各ジョブによって取得されるデータのサイズが小さくなりま

す。  

• 完全 – 完全コレクター ジョブは指定した範囲内のすべての該当するデータを取得します。増分コ

レクター ジョブより、完全 モードで実行するコレクター ジョブの完成に時間がかかります。完全ユー

ザー プロファイル コレクター ジョブを実行する前に、ReportCenterServiceCustomPrope

rties.config ファイル内の <UserProfileCustomProperties> ノードにユーザー プロパ

ティを追加した後、完成ユーザー プロファイル コレクター ジョブを実行する必要があります。   

データ取得の時刻および頻度を柔軟に設定できるため、スケジュール ニーズに合わせてデータ コレクションの最適化

を実現することができます。レポート ポイントの データ コレクション 設定を構成するには、レポート ポイントの 設定 

タブをクリックして [データ コレクション] をクリックします。コレクターの管理画面には、レポート ポイントの異なるタイプ

のコレクターが一覧表示されています。レポート ポイント コレクターには、以下のアクションを実行することができます。 
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• プロファイルの表示 – 選択したコレクターのすべての保存されたジョブ プロファイルを表示します。コ

レクターをクリックして、リボン上の [プロファイルの表示] をクリックすると、すべての保存されたコレク

ター ジョブ プロファイルが一覧表示されます。  

*注意: プロファイルの表示 機能は利用状況アクティビティ Web パーツ コレクター、ユーザー プ

ロファイル コレクター、アイテム キャッシュ サービス コレクター、使用パターンの警告分析コレクター、

SharePoint Online 監査ログ コレクターに対応していません。  

プロファイルの表示 ページでは、プロファイルに対して以下の操作を実行することもできます。 

o 有効化 - 特定の 無効 プロファイルに対してコレクター ジョブを有効にするには、プロファイ

ルを選択してリボン上の [有効化] をクリックします。プロファイルの状態が 有効 になりま

す。 

o 無効化 - 特定の 有効 プロファイルに対してコレクター ジョブを無効にするには、プロファイ

ルを選択してリボン上の [無効化] をクリックします。プロファイルの状態が 無効 になりま

す。 

*注意: 有効化 および 無効化 ボタンを使用可能なのは、ストレージ トレンド コレクタ

ー、サイト コレクションの読み込み時間コレクター、ディスク容量モニター コレクター、ユーザ

ー ストレージ サイズ コレクターのみです。 

o 範囲の表示 - 特定のプロファイルのツリーを表示するには、プロファイルを選択してリボン

上で [範囲の表示] をクリックします。範囲ツリーは、範囲の表示 画面に表示されます。 

• 編集 – 選択したコレクターのスケジュールおよび通知を構成することができます。 表示テーブルでコ

レクターの行を選択し、リボン上で [編集] をクリックします。構成ウィンドウが表示されます。  

o クライアント ID とキー (SharePoint Online 監査ログ コレクターの場合にのみ使用

可能) – このエリアで、以下の構成を実行します。 

▪ クライアント ID – アプリケーションを Azure AD で登録する際に Azure AD 

によって自動的に生成されたクライアント ID を入力します。Azure AD でのア

プリケーション登録の詳細については、Get started with Office 365 Mana

gement APIs を参照してください。 

▪ キー - アプリケーションのキーを入力します。 

o Office 365 ドメイン (SharePoint Online 監査ログ コレクターの場合にのみ使用

可能) – 以下の手順に従って、お使いのアプリケーションを構成・承認して 1 件または複

数の Office 365 ドメインから SharePoint Online 監査データにアクセスしてデータを

取得します。  

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/office-365/get-started-with-office-365-management-apis
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/office-365/get-started-with-office-365-management-apis
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▪ ドメインの追加 - このリンクをクリックして新しい Office 365 ドメインを追加しま

す。 

▪ 承認 - 同一行内の [承認] ボタンをクリックしてアプリケーションを承認し、この 

Office 365 ドメインから SharePoint Online 監査データにアクセしてデータ

を取得します。 

▪ 削除 - Office 365 ドメインの行内の [削除] ( ) ボタンをクリックすると、ド

メインを削除します。 

o スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

▪ スケジュールなし – このコレクターのスケジュールを構成しない場合は、このオプ

ションを選択します。このオプションを選択する場合は、[今すぐ取得] をクリックし

てデータを手動で取得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、選択したコレクタ

ーのスケジュールを構成します。間隔 テキスト ボックスに整数を入力してデータの

取得頻度を指定し、次の時刻にデータを取得 ドロップダウン メニューからコレク

ターの実行時刻を選択します。必要に応じてタイム ゾーン リンクをクリックしてド

ロップダウン メニューからタイム ゾーンを選択します。コレクタージョブは指定の日

時に自動的に実行されます。[カレンダー ビュー] をクリックして 日、週、月 単

位でスケジュールを表示することができます。  

o コレクション モード (アイテム キャッシュ サービス コレクターの場合にのみ使用可能) - 増

分コレクション ジョブの連続実行回数が特定の回数に達すると、完全コレクション ジョブを

実行するには、増分ジョブを _ 回実行後、完全コレクション ジョブを実行する フィール

ドに数値を入力します。 

o メール通知 - ドロップダウン メニューからメール通知プロファイルを選択するか、[メール通

知の新規作成] をクリックして新しいプロファイルを作成します。詳細については、DocAv

e 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings 

セクションを参照してください。   

o SharePoint 監査の有効化 (使用量コレクターの場合にのみ使用可能) - 各コレクタ

ー ジョブを実行する際、プロファイル範囲内のサイト コレクションに対して SharePoint 

監査を自動的に有効にするかどうかを選択します。既定では、プラン範囲内のすべての

サイト コレクションに対する SharePoint 監査を自動的に有効にする オプションが選

択されています。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ このオプションを選択すると、データ取得用の各コレクター ジョブの実行中に、使

用量コレクターは指定したプラン範囲内のサイト コレクションに対して SharePoi

nt 監査を有効にするサブ ジョブを開始します。 

▪ このオプションを選択しない場合、使用量コレクターは新しいプランを作成する際

にのみ、指定したプラン範囲内のサイト コレクションに対して SharePoint 監査

を有効にします。作成済みプラン範囲内に新しいサイト コレクションを作成する

場合、使用量コレクターはこれらの新規作成のサイト コレクションに対して Shar

ePoint 監査を自動的に有効にしません。 

*注意: 使用量コレクター ジョブ範囲内に、取得したくない SharePoint オブジェクトの

データが存在する場合、各レポート サービス サーバー上の ReportCenterService

Properties.config ファイル内の <UsageCollectorSetting> ノードを構成

し、URL フィルターの構成によりこれらのオブジェクトを排除することができます。詳細につ

いては、ReportCenterServiceProperties.config ファイルの構成 を参照してくださ

い。 

[保存] をクリックして構成を保存し、ウィンドウを閉じます。[キャンセル] をクリックして構成を保存せずにウィ

ンドウを閉じます。 

• 今すぐ取得 ‐ コレクター ジョブをただちに実行することができます。 

• ジョブ モニター – すべてのレポート ポイントのジョブについてのジョブ詳細情報を表示することがで

きます。  

• 戻る – レポート ポイントの設定ページに戻ります。 

アクティビティ履歴プルーニング 

アクティビティ履歴プルーニングでは、定義済み条件に基づいてレポート ポイントのジョブ データを DocAve レポート 

データベースから削除することができます。アクティビティ履歴プルーニングでプロファイルの作成およびプルーニング ジョ

ブの実行により、レポート ポイントの古いジョブ データの削除を自動化して SQL Server の容量を節約することが

できます。アクティビティ履歴プルーニングのプロファイルを作成する際に、以下のアクションを実行することができます。 

• レポート データベースから削除するジョブ データのレポート タイプを選択します。アクティビティ履歴

プルーニングは以下のレポート タイプに対応しています。  

o アクティビティの多いユーザー 

o チェックアウト済みドキュメント 
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o ダウンロード数ランキング 

o 失敗したログイン試行 

o ページ トラフィック 

o 参照元 

o 検索利用状況 

o サイト閲覧者とアクティビティ 

o サイト コレクションの読み込み時間 

o ストレージ トレンド 

o ディスク容量モニター 

o DocAve 監査マネージャー 

o SharePoint Online 監査ログ レポート 

• ジョブ データのプルーニングの期間を構成します。指定した期間内に生成されたジョブ データは自

動的にプルーニングされます。  

• DocAve レポート データベース内のジョブ データの処理方法を選択します。データを削除するか、

別の場所に移動するかを選択することができます。 

• プロファイルでスケジュールを設定してデータをプルーニングするか、手動で実行することにより、アクテ

ィビティ履歴プルーニング プロファイルを柔軟に実行することができます。 

アクティビティ履歴プルーニング にアクセスするには、レポート ポイントの 設定 タブをクリックしてリボン上の [アクティ

ビティ履歴プルーニング] をクリックします。 プロファイル マネージャー インターフェイスが表示されます。 

実行済みプロファイルまたはスケジュール プロファイルの進行状況を確認するには、アクティビティ履歴プルーニング 

のリボン上の [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニター の使用の詳細情報については DocAve 6 ジョブ 

モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してください。 

プルーニング プロファイルの作成 

プルーニング プロファイルを作成する前に、プルーニング済みジョブ データを保存するエクスポート先を構成することが

できます。レポート ポイントのエクスポート先の構成方法の詳細については、エクスポート先 の エクスポート先の作

成 セクションを参照してください。 

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


42  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

プルーニング プロファイルの作成方法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロファイル マネージャー 画面で、リボン上の [作成] をクリックして プロファイルの作成 画面にアクセスし

ます。 

2. 新しいプルーニング プロファイルの プロファイル名 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

3. プルーニングするレポートのジョブ データ セクションで、画面右側で該当するチェックボックスを選択して D

ocAve レポート データベースから削除するジョブ データのレポート タイプを指定します。 

*注意: レポート タイプ毎に構成できるプルーニング プロファイルが 1 件のみです。レポート タイプに構成済

みのプルーニング プロファイルが既に存在する場合、該当するチェックボックスがグレーアウトされ、選択できま

せん。 

4. プルーニング プロファイルの時間範囲 セクションでプルーニングするジョブ データの期間を選択します。 

• 古いデータをプルーニングするには、以下より古いデータすべて: を選択してテキスト ボックスに整

数を入力します。ドロップダウン メニューから 日間、週間、ヶ月間、年間 を選択します。 

• 指定の期間内で生成されたデータをプルーニングするには、次の期間内のすべてのデータ を選択

し、カレンダーを使用して希望の開始日および終了日時を選択します。 

5. プルーニング済みデータに対して実行するアクション セクションでプルーニング済みデータの処理方法を選

択します。 

• データを削除する を選択してジョブ データをレポート データベースから直接に削除します。  

• データを移動する を選択してジョブ データをエクスポート先に移動します。プルーニング済みデータ

を保存するエクスポート先を指定するには、エクスポート先 ドロップダウン メニューからエクスポート

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

新しいエクスポート先の構成の詳細については、エクスポート先の作成 を参照してください。  

6. スケジュールを設定してこのプロファイルを定期的に実行するか、プロファイル マネージャー でこのプロファイ

ルを手動で実行するかを選択します。 

• スケジュールなし - このオプションを選択すると、プロファイル マネージャー でこのプロファイルを手

動で実行します。 

• 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、このプロファイルを実行する日時を

構成します。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o 開始時刻 – このプロファイルを実行する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 
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o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。こ

のプロファイルは手動で停止するまでこのスケジュールに基づいて繰り返し実行されます。

[カレンダー ビュー] をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルの実行の終了タイミングを指定します。  

▪ 終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルを繰り返し実

行します。  

▪ ___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで指定した回数の実行後に

プロファイルの実行を停止します。  

▪ 終了時刻 を選択すると、このプロファイルの実行を停止する日付と時刻を選択

します。 

7. ジョブ状態の通知 – このプロファイルの構成に従ってメール通知を送信します。ドロップダウン メニューから

既存のメール通知プロファイルを選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファイ

ルを作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Not

ification Settings セクションを参照してください。  

8. [保存して実行] をクリックすると、プロファイルを保存してただちに実行します。[保存] をクリックすると、プロ

ファイルを保存します。[キャンセル] をクリックすると、これらの構成を保存せずに プロファイル マネージャー 

画面に戻ります。 

プロファイル マネージャーの使用 

アクティビティ履歴プルーニングのプロファイル マネージャーでは、アクティビティ履歴プルーニング プロファイルを集中で

表示・編集することができます。プロファイル マネージャー にアクセスするには、レポート ポイントの 設定 タブをクリッ

クし、リボン上で [アクティビティ履歴プルーニング] をクリックします。プロファイル マネージャーの表示画面には、作

成済みのプロファイルが一覧表示されます。ページ毎のプロファイルの表示件数を変更するには、右下にある 行の表

示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。プロファイルを並べ替えるには、プロファイル名 および 実行

アクション の列見出しをクリックします。 

下部のメッセージ バーには、プロファイルの選択状態が表示されます。メッセージ バーで [選択のクリア] をクリックす

ると、すべての選択したチェックボックスの選択を解除します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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プロファイル マネージャーでの操作 

プロファイル マネージャー でプロファイルを選択すると、プロファイルに対して以下のアクションを実行することができま

す。 

• 詳細の表示 – プロファイルを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックして選択したプロファイ

ルの構成を表示する 詳細の表示 ページを開きます。 

• 編集 – プロファイルを選択し、リボン上で [編集] をクリックしてプロファイルの編集ページを開きま

す。ここでは、選択したプロファイルの構成を変更することができます。 

o プロファイルの構成を保存するには、[保存] をクリックしてドロップダウン リストから以下の

オプションを選択します。 

▪ [保存] をクリックすると、プロファイルの変更を保存し、プロファイル マネージャー 

ページに戻ります。 

▪ [保存して実行] をクリックすると、プロファイルの変更を保存し、このプロファイル

のジョブをただちに実行します。 

o プロファイルの変更を保存しない場合は、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずにプ

ロファイルの編集ページを閉じます。 

• 削除 – プロファイルを選択し、リボン上で [削除] をクリックしてプロファイルを削除します。選択した

プロファイルの削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてプロファイ

ルを削除するか、[キャンセル] をクリックしてプロファイルを削除せずに プロファイル マネージャー 

ページに戻ります。 

• ただちに実行 – プロファイルを選択し、[ただちに実行] をクリックして選択したプロファイルをただち

に実行します。 

• プルーニング済みデータのリストア - データを移動するプロファイルの完了済みプルーニング ジョブ

によってエクスポート先に移動されたデータをリストアします。詳細については、リストア画面でのプル

ーニング済みデータのリストア を参照してください。 

*注意: データを削除する オプションが選択されているプロファイルのジョブによって削除されたデータ

はリストアできません。 

• ジョブ モニター - 実行中のプロファイルおよびスケジュール プロファイルをトラッキングします。各プロ

ファイルのジョブにアクセスするには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの

使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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リストア画面でのプルーニング済みデータのリストア 

アクティビティ履歴プルーニングの リストア 画面では、以下の手順に従って完了済み データを移動する プルーニン

グ ジョブによってエクスポート先に移動されたジョブ データをリストアすることができます。 

1. プロファイル マネージャー から リストア 画面にアクセスするには、以下の方法のいずれかを使用します。 

• プロファイル マネージャー のリボン上で [プルーニング済みデータのリストア] をクリックします。当

月内で実行された、データをエクスポート先に移動したアクティビティ履歴プルーニングジョブが、すべ

て リストア の表示画面に表示されます。 

• 選択したアクティビティ履歴プルーニング プロファイルの完了したジョブを表示するには、ジョブを プロ

ファイル マネージャー に表示するプロファイルを選択し、リボン上で [プルーニング済みデータのリ

ストア] をクリックします。選択したプロファイルの完了したジョブがすべて リストア の表示画面に表

示されます。 

2. フィルターの設定 エリアで設定を構成して リストア の表示画面に読み込まれるジョブを制限・展開しま

す。既定のフィルター ルールには、当月内に完了した データを移動する プルーニング ジョブがすべて含まれ

ています。フィルターの設定 の使用方法については、アクティビティ履歴プルーニング ジョブのフィルター設定 

を参照してください。 

3. フィルターの設定 の適用後、構成済みフィルター ルールに合致するジョブがすべて表示画面に表示されま

す。以下の操作を実行し、表示画面でジョブの表示方式を指定することもできます。 

• リスト ビュー - このボタンをクリックすると、テーブル形式でジョブ情報を表示します。リスト ビュー 

は リストア の表示画面の既定ビューです。 

• カレンダー ビュー - このボタンをクリックすると、カレンダー ビューでジョブ情報を表示します。 

• 検索 - 指定するキーワードで表示されているジョブ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。表示画面の右上に、表示するジョブのキーワードを入

力します。すべてのページを検索 または 現在のページを検索 を選択することができます。 

4. リストアするデータをプルーニングしたジョブを選択し、リボン上で [リストア] をクリックしてデータのリストアを開

始します。 

アクティビティ履歴プルーニング ジョブのフィルター設定 

フィルターの設定 機能経由で、表示画面に表示されるジョブの展開 / 制限フィルター条件の設定方法について

は、以下の説明を参照してください。 

1. 表示画面の左上にある [フィルターの設定] をクリックして フィルターの設定 ウィンドウにアクセスします。  
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2. プロファイルでフィルター - プロファイル名でジョブをフィルターします。プロファイル名 ドロップダウン リストか

ら実行するプロファイルを選択するか、すべてのプロファイル を選択してすべてのジョブを表示します。 

3. 期間でフィルター - プルーニング ジョブの完了日時またはプルーニング済みデータの生成日時でジョブをフィ

ルターします。 

• ジョブ完了日時でフィルター - プルーニング ジョブの完了日時でジョブをフィルターします。 

o すべてのジョブ – このオプションを選択すると、すべての完了 / 完了 (実行中に例外あ

り) のアクティビティ履歴プルーニング ジョブが表示されます。 

o 次の期間内に完了したジョブ - このオプションを選択してドロップダウン リストから期間を

選択します。完了日時が指定の期間内にある、すべての完了 / 完了 (実行中に例外

あり) のアクティビティ履歴プルーニング ジョブが表示されます。 

• データ生成日時でフィルター - ドロップダウン リストから期間を選択してプルーニング済みデータの

生成日時でジョブをフィルターします。指定の期間内で生成されたデータをプルーニングしたすべての

ジョブが表示されます。 

4. [フィルター] をクリックして構成済みフィルター条件を適用します。条件を満たすアクティビティ履歴プルーニ

ング ジョブがすべて表示画面に一覧表示されます。すべての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、[戻る] をクリックします。  

IIS ログ 

IIS ログでは、IIS ログからデータを取得することができます。IIS ログ設定を構成することにより、ダウンロード数ランキ

ング、失敗したログイン試行、ページ トラフィックのレポートを取得することができます。レポート ポイントがこれらの Sh

arePoint ノードのレポートに対する必要なデータを IIS ログからすべて取得できることを確保するため、該当する S

harePoint ノードを含む IIS Web サイトの IIS ログ設定は、W3C 形式を使用しており、すべてのログ フィールド

が選択されている必要があります。レポート ポイントで IIS ログ の構成経由で記録したくないフィールドが存在する

場合、ダウンロード数ランキング・失敗したログイン試行・ページ トラフィックのデータ収集、監査レポートのデータ取得

のための IIS ログ・アクセス元の IP アドレスの取得に必要なフィールドが選択されていることを確認する必要がありま

す。 詳細については、付録 D: 特定の機能に必要な W3C ログ記録フィールド を参照してください。 

IIS ログ設定の構成方法については、以下の説明を参照してください。 

1. レポート ポイントの 設定 タブで [IIS ログ] をクリックします。すべての Web アプリケーション一覧のウィン

ドウが表示され、各 Web アプリケーションの IIS ログ設定を変更することができます。  
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2. 該当するチェックボックスを選択して Web アプリケーションを選択します。リボン上で [すべてのフィールドを

選択] または [ロールバック] を選択します。 

• すべてのフィールドを選択 - データ コレクションのすべての IIS ログ フィールドを含めます。 

• ロールバック - IIS ログの構成を前の状態に戻します。 

*注意: DocAve のアンインストール後、IIS ログ設定は元の値に自動的にリストアされません。ア

ンインストール前、この画面で IIS ログを元の値に設定する必要があります。  

レポート作成サービス 

レポート作成サービス は、レポート ポイントのデータを SQL Server Reporting Services から解凍します。レポ

ート作成サービス を構成すると、利用状況レポート、インフラストラクチャ レポート、DocAve レポートを PDF、TI

F、XML、MHTML を含め、複数の形式でエクスポートすることもできます。 

*注意: DocAve 6 SP1 以降のバージョンでは、レポート作成サービスを構成する必要なく、すべてのレポートのカテ

ゴリーで CSV、XLS、XLSX レポートを生成することができます。レポート作成サービスを構成しなくても、コンプライ

アンス レポートで PDF レポートを生成することもできます。 

レポート ポイントのレポート作成サービスの構成方法については、以下の説明を参照してください。 

1. レポート ポイントの 設定 タブで [レポート作成サービス] をクリックします。レポート作成サービス構成ウィン

ドウが表示されます。 

2. SQL Server Reporting Services の構成 チェックボックスを選択してレポート作成サービスを有効

にします。 

3. Web サービス URL を入力して、該当するテキスト ボックスに ユーザー名 および パスワード を入力しま

す。これにより、レポート ポイントは レポート サーバー Web サービスの URL 経由で SQL Server Re

porting Services に接続することができます。 

4. データベースにアクセスする認証方法のタイプを選択します。アカウント および パスワード を入力します。 

*注意: SQL Server で Reporting Services を設定する際に使用した資格情報を使用します。 

5. SharePoint ライブラリにレポート定義ドキュメントを保存する場合は、SharePoint 統合 チェックボックス

を選択して SharePoint 統合モードを使用します。レポート ファイルを保存するドキュメント ライブラリの ド

キュメント ライブラリ URL を入力し、該当するテキスト ボックスに ユーザー名 および パスワード を入力

します。  
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*注意: SharePoint 統合モードは SQL Server 2012 で対応されていません。SharePoint 統合モ

ードで SQL Server 2012 を使用している場合、レポートを UNC パスまたは SharePoint ライブラリに

エクスポートすることができますが、DocAve で追加のエクスポート レポートを TIF、XML、MHTML 形式

でエクスポートするための SQL Server Reporting Services を構成することはできません。XLS、XLS

X、CSV 形式でのみレポートをエクスポートすることができます (コンプライアンス レポートは .PDF 形式でエ

クスポートすることもできます)。SQL Server 2012 の SQL Server Reporting Services を構成す

るには、お使いの SQL Server Reporting Services をネイティブ モードに変更します。 

[保存] をクリックして構成を保存します。[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに設定画面に戻ります。 

クロス ファーム サービス構成 

クロス ファーム サービス構成 では、使用ファームでレポートを生成する際に、発行ファームの共有サービスからデータ

を取得するかどうかを指定します。Web Analytics Service アプリケーション (SharePoint 2010 の場合にのみ

使用可能)、User Profile Service Application、Search Service Application のクロス ファーム サービス

構成は現在、検索利用状況レポート、参照元レポート、構成レポート、利用状況アクティビティ Web パーツ 内

のレポートの生成に使用することができます。  

使用ファームは、発行ファームによって共有されたサービス アプリケーションを使用しているファームです。発行ファーム

は、サービス アプリケーションを別のファームに共有するファームです。使用ファームは同時に、それ自体の発行ファーム

である可能性があります。  

レポート ポイントのクロス ファーム サービス構成を構成するには、レポート ポイントの 設定 タブで [クロス ファーム 

サービス構成] をクリックします。クロス ファーム サービス構成ページには、使用ファームおよび発行ファーム用の共有

サービス アプリケーションが一覧表示されます。このウィンドウでは、以下の操作を実行することができます。 

• 構成 - 必要に応じて、レポートのデータを取得する使用ファームの共有サービス アプリケーションを指定しま

す。リボン上で [構成] をクリックすると、以下の構成を実行します。 

o 使用ファーム - 使用ファーム ドロップダウン メニューから、発行ファームから共有サービス 

アプリケーションを使用できるファームを選択します。使用ファームが使用している共有サー

ビス アプリケーションは、下の画面に選択された状態で表示されます。ファーム間で使用す

るサービスの隣のチェックボックスを選択します。この構成により、レポート ポイントはそれら

のサービス アプリケーションのデータに基づいて関連するレポートを生成することができます

が、SharePoint 内のサービス アプリケーションの利用状態を変更することはできません。  
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*注意: レポートを生成する際にレポート ポイントが選択した共有サービス アプリケーショ

ンのデータを取得できることを確保するには、該当する共有サービスが有効になっているサ

ーバー上で DocAve エージェントが実行している必要があります。 

o 再検出 – [再検出] をクリックして選択した使用ファームの元の SharePoint サービス

利用状態に戻ります。 

[保存] をクリックして構成を保存します。[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに戻ります。 

• すべて再検出 - すべての保存済み クロス ファーム サービス構成 を取り消し、一覧表示されたファームの

共有サービス アプリケーション利用状態を元の SharePoint サービス利用状態にリストアします。 

• 削除 - テーブルの 削除 列の下にある [削除] をクリックすると、該当する共有サービス アプリケーションの

利用状況を削除します。 

[保存] をクリックして構成を保存します。[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに設定ページに戻ります。 

監査コントローラ 

監査コントローラ は、ネイティブ SharePoint 機能を使用して、レポート ポイントの 監査マネージャー レポート が 

Web アプリケーションからアイテムまでの各 SharePoint オブジェクト レベルでユーザーの操作情報を取得すること

ができます。監査コントローラ でプランを作成することにより、取得するデータおよびデータの取得元を完全にカスタマ

イズすることができます。プランを作成する際、以下の操作を実行することができます。 

• 監査コントローラ でルールを構成し、SharePoint から取得する監査レコード イベントをカスタマ

イズします。 

• フィルターを作成し、これらのルールを指定したオブジェクト、ユーザー、AD プロファイルに適用しま

す。 

• 監査コントローラ ルールを構成し、重複が存在する場合、既存のルールを上書きするか、これらの

ルールに追加します。 

• DocAve レポート サービス を使用して IIS ログおよびアクセス元の IP アドレスを取得します。 

• プランをスケジュールしてルールの適用およびデータの取得を実行するか、手動でルールを適用して

データを取得します。 

監査コントローラ ページのリボン上で [ジョブ モニター] をクリックし、監査コントローラのジョブ進行状況を表示する

か、ジョブ詳細を確認します。ジョブ モニターの使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド 

(英語) を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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監査コントローラ の機能にアクセスするには、レポート ポイントの 設定 タブでリボン上の [監査コントローラ] をクリ

ックします。監査コントローラ インターフェイスに移動します。  

プランの作成 

監査コントローラ では、プランを作成する方法は以下の 2 種類あります。 

• ウィザード モード - 監査コントローラ プランの作成に慣れていないユーザーの場合、ウィザード モ

ードには、手順毎の説明が表示されます。 

• フォーム モード - 経験のあるユーザーの場合、フォーム モードには、監査コントローラ プランを構成

する統合型インターフェイスが表示されます。 

*注意: * マークが表示されたフィールドは必須フィールドです。 

ウィザード モード 

ウィザードを使用して新しい監査コントローラ プランを作成するには、監査コントローラ 画面で [プラン ビルダー] を

クリックしてドロップダウン メニューから ウィザード モード を選択します。プランの作成方法については、以下の説明を

参照してください。 

1. プラン名 - プラン名 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。[次へ] をクリックします。  

2. 操作 – このプランで実行するアクションを選択します。  

• ルールの適用 では指定した SharePoint 範囲で選択したアクションを監査することができます。 

• データの取得 では監査レコードを SharePoint から取得し、DocAve 監査データベースに保存

します。  

[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

3. 範囲 - オブジェクト名をクリックしてデータ ツリーを展開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL ま

たはオブジェクト名を入力して、このプランで監査する希望の範囲を選択します。検索条件を絞り、ツリーで

特定のファーム / Web アプリケーション レベル ノード、サイト ノード、リスト ノード配下に表示するノード数

を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高度検索 画面にアクセスします。高度検索 機能

の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノードの検索 を参照してください。希望のオブジェクト

の隣のチェックボックスを選択して監査設定の構成を開始します。個別のノードの設定を構成するには、オブ

ジェクトを選択し、オブジェクト名の隣の [ルールを独自に編集] をクリックします。  

• 下位オブジェクト レベルの監査 - このセクションは、サイトまたはリスト レベル ノードが 範囲 画面

で選択された場合にのみ使用可能です。選択したオブジェクト配下の子オブジェクトのデータを監
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査する場合は、トリクル ダウン チェックボックスを選択します。トリクル ダウン を選択しない場合

は、選択したオブジェクトのみを監査し、選択したオブジェクト配下の子オブジェクトを無視します。

サイト コレクションの子オブジェクトが自動的に監査されるため、トリクル ダウン オプションはサイト 

コレクション レベル以上のノードで使用できません。 

*注意: 選択したノード上の トリクル ダウン 設定が個別のレベルで異なる構成になっている場

合、トリクル ダウン チェックボックスはグレーアウトされます。選択したノードの既存のトリクル ダウン

設定をクリアし、構成を一括で実行する場合は、[すべてを既定値に設定する] をクリックします。 

• 監査するイベント - 選択したノードで監査する監査レコード イベントの該当するチェックボックスを

選択します。個別のノードの 監査するイベント エリアで、ページの下部にある [ここ] リンクをクリッ

クすると、このノード内の現在監査中の監査イベントを表示することができます。 

*注意: 個別のノードに対して異なる監査イベントを選択する場合、選択した範囲の監査イベント

を一括選択する設定エリアは無効になります。選択したノードのすべての個別の選択をクリアし、構

成を一括で実行する場合は、[すべてを既定値に設定する] をクリックします。  

*注意: サイト コレクション削除 または サイト作成 アクションを監査する場合は、ソリューション S

P2010AuditorMonitor.wsp が既に展開されていることを確認してください。ソリューションの

展開の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の Solution 

Manager セクションを参照してください。  

*注意: SharePoint 2016 内のオブジェクトの場合、表示 オプションを選択すると、ドキュメント

を表示するレコードのみを取得します。 

構成の完了後、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

4. オプション - ルール適用の設定 および 取得データ設定 を構成します。これらの構成は必須ではありませ

ん。 

• ルール適用の設定 - 監査ルールを適用するフィルター ポリシー、操作設定、スケジュールを構成

します。 

o 監査ルールを適用する範囲のフィルター - このフィールドは手順 3 の 範囲 画面で Sh

arePoint オンプレミス ノードが選択されている場合にのみ使用可能です。フィルターする

特定のオブジェクトまたはデータを指定します。[フィルター カテゴリーの追加] リンクをクリ

ックしてカテゴリーを追加し、ドロップダウン メニューから サイト コレクション、サイト、リス

ト・ライブラリ を選択して監査するオブジェクトを指定します。[条件の追加] をクリック

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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し、ルール および 条件 ドロップダウン リストからオプションを選択し、値 テキスト ボックス

に値を入力します。 

この手順を繰り返して追加の条件を作成します。  をクリックしてフィルター ポリシーを削

除します。 

o 既存の監査アクションの設定 - 同一 SharePoint オブジェクト用の構成済み監査ル

ールが既に存在している場合、このプランの新しいルールの処理方法を構成します。ドロッ

プダウン リストから以下のオプションのいずれかを選択します。  

▪ 上書きする - 指定したノードの元の監査アクションを新しい監査アクションで上

書きします。 

▪ 追加する - 既存の監査アクションに新しい監査アクションを追加します。  

o スケジュール設定 - 以下の スケジュールなし および 手動でスケジュールを構成する オ

プションのいずれかを選択し、監査ルールを適用するスケジュール タイプを選択します。ス

ケジュールなし を選択して プラン マネージャー からこのプランの監査データを手動で取

得します。手動でスケジュールを構成する を選択してプランの監査データを取得する特

定の時間を構成します。このオプションを選択すると、個別の スケジュールの構成 エリア

が表示されます。このエリアで、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。 

▪ 開始時刻 – このプランのルールを適用する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

▪ 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 から選択

します。このスケジュールに基づいてこのプランのルールが繰り返し適用されます。

[カレンダー ビュー] をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することがで

きます。 

▪ スケジュールの終了 – このプランのルールの適用を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプランのルールを繰

り返し適用します。___ 回後に終了 を選択すると、定義した回数の後にジョブ

を停止します。 終了時刻 を選択すると、ルールの適用を停止する特定の日付

と時刻を指定します。 

o 選択したノードの監査ログの自動トリミング - このフィールドは手順 3 の 範囲 画面で 

個人用登録済みサイト 配下のノードが選択された場合にのみ使用可能です。 このフィ
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ールドは選択したノードの監査ログを自動的にトリミングするかどうかを選択する場合に使

用されます。自動的にトリミングする場合は、SharePoint 内にある _ 日間以前の監

査マネージャー データを削除する チェックボックスを選択し、監査ログ データを保持する

日数を入力します。 

• 取得データ設定 - 監査データを取得するフィルター ポリシー、詳細ルール、スケジュールを構成し

ます。 

o 監査データが取得されるオブジェクトのフィルター - フィルターする特定のオブジェクトま

たはデータを指定します。[フィルター カテゴリーの追加] リンクをクリックしてカテゴリーを

追加し、ドロップダウン メニューから サイト コレクション、URL、ユーザー、AD プロファイ

ル を選択して取得する監査データを含むオブジェクトを指定します。[条件の追加] をク

リックし、ルール および 条件 ドロップダウン リストからオプションを選択し、値 テキスト ボッ

クスに値を入力します。 

▪ 以下の点に注意してください。 

▪ サイト コレクション カテゴリー内の カスタム プロパティ: テキスト 条件は Gov

ernance Automation によって作成されたサイト コレクションをフィルターしま

す。 

▪ AD プロファイル カテゴリーは手順 3 の 範囲 画面で SharePoint オンプレミ

ス ノードが選択された場合にのみ使用可能です。  

この手順を繰り返して追加の条件を作成します。構成済みフィルター ポリシーを削除する

場合は、削除ボタン ( ) をクリックします。 

o データ取得のための詳細設定 - このフィールドは手順 3 の 範囲 画面で SharePoin

t オンプレミス ノードが選択された場合にのみ使用可能です。以下の監査データ取得の

詳細設定を構成します。 

▪ IIS ログを取得する - このチェックボックスを選択すると、IIS ログから アイテム

表示 タイプのログを取得します。取得された IIS ログ アイテム情報がレポートに

表示されます。  

*注意: IIS ログ を取得する場合、取得ジョブのパフォーマンスが低下する可

能性があります。 

▪ アクセス元の IP アドレスを記録する - このチェックボックスを選択すると、選択

したノードにアクセスしたホストの IP アドレスに関する情報を取得します。 
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▪ 削除済みサイト コレクション データを取得する (Web アプリケーション レベ

ルのみで使用できます) - このチェックボックスを選択すると、削除済みサイト コ

レクションの監査データを取得します。 

▪ SharePoint 内にある __ 日間以前の監査データを削除する - DocAve 

監査マネージャー を構成してデータを取得･保持する場合、このチェックボックス

を選択すると、SharePoint 内にある指定した日数以前の監査データを削除し

ます。  

▪ オブジェクトの最終アクセス日時を記録する - このチェックボックスを選択する

と、アーカイバおよびストレージ マネージャーの最終アクセス日時フィルター条件の

データを取得する個別のジョブを実行します。 

o スケジュール設定 - 以下の スケジュールなし および 手動でスケジュールを構成する オ

プションのいずれかを選択し、監査データを取得するスケジュールのタイプを指定します。ス

ケジュールなし を選択して プラン マネージャー からこのプランの監査データを手動で取

得します。手動でスケジュールを構成する を選択してプランの監査データを取得する特

定の時間を構成します。このオプションを選択すると、個別の スケジュールの構成 エリア

が表示されます。このエリアで、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。 

▪ 開始時刻 – このプランの監査データを取得する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

▪ 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択し

ます。このスケジュールに基づいてこのプランの監査データが繰り返し取得されま

す。[カレンダー ビュー] をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示すること

ができます。 

▪ スケジュールの終了 – このプランの監査データの取得を停止する日時を指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプランの監査データ

を繰り返し取得します。___ 回後に終了 を選択すると、定義した回数の後に

ジョブを停止します。終了時刻 を選択すると、監査データの取得を停止する特

定の日付と時刻を指定します。 

• ジョブ状態の通知 - このプランのジョブの通知を送信します。ドロップダウン メニューから既存のメー

ル通知プロファイルを選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファイル

を作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の Use

r Notification Settings セクションを参照してください。 

構成の完了後、[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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5. 概要 - 概要 画面でプランの構成済み設定をレビュー･編集します。設定 タブでは、すべてのセクションで 

[編集] をクリックして変更を実行することができます。このプランの範囲を表示・変更するには、範囲 タブを

クリックします。 

6. このプランの構成済み設定をレビュー・編集します。[完了] をクリックしてドロップダウン リストで以下の 3 つ

のオプションから選択するか、[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終了します。 

• [完了] をクリックしてプランを保存します。プラン マネージャー でこのプランを表示・管理することが

できます。 

• [完了してルールを適用] をクリックしてプランを保存し、構成済み監査ルールを適用します。  

• [完了してデータを取得] をクリックしてプランを保存し、監査データを取得します。  

フォーム モード 

フォームを使用して新しい監査コントローラ プランを作成するには、監査コントローラ ページで [プラン ビルダー] を

クリックし、ドロップダウン リストから フォーム モード を選択します。フォーム モード を使用したプランの作成方法につ

いては、以下の説明を参照してください。 

1. 範囲 - オブジェクト名をクリックしてデータ ツリーを展開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL ま

たはオブジェクト名を入力して、このプランで監査する希望の範囲を選択します。希望のノードの隣のチェック

ボックスを選択して右側の画面で監査設定の構成を開始します。個別のノードの設定を構成するには、ノ

ードを選択し、名前の隣の [ルールを個別に編集する] をクリックします。 

*注意: 個人用登録済みサイト 配下の すべて選択 オプションを選択する場合は、すべての OneDrive f

or Business グループおよび SharePoint サイト グループが選択され、プランの保存後に追加される On

eDrive for Business およびサイト コレクションも含まれます。 

2. プラン名 - プラン名 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

3. 操作 - このプランで実行するアクションを選択します。  

• ルールの適用 では指定した SharePoint 範囲で選択したアクションを監査することができます。 

• データの取得 では監査レコードを SharePoint から取得し、DocAve 監査データベースに保存

します。  

4. 下位オブジェクト レベルの監査 - このセクションは手順 1 の 範囲 画面でサイトまたはリスト レベル ノード

が選択された場合にのみ使用可能です。選択したオブジェクト配下の子オブジェクトのデータを監査する場

合、トリクル ダウン チェックボックスを選択します。トリクル ダウン を選択しない場合は、DocAve は選択

したオブジェクトのみを監査し、オブジェクト配下の子オブジェクトを無視します。サイト コレクションの子オブジ
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ェクトが自動的に監査されるため、トリクル ダウン オプションはサイト コレクション レベル以上のノードで使

用できません。  

*注意: 選択したノード上の トリクル ダウン 設定が個別のレベルで異なる構成になっている場合、トリクル 

ダウン チェックボックスはグレーアウトされます。選択したノード上の既存のトリクル ダウン設定をクリアし、構

成を一括で実行する場合は、[すべてを既定値に設定する] をクリックします。 

5. 監査するイベント - 監視する監査レコード イベントの該当するチェックボックスを選択します。個別のノード

の 監査するイベント エリアでは、ページの下部にある [ここ] リンクをクリックすると、このノード内の現在監

査中の監査イベントを表示することができます。 

*注意: 個別のノードに対して異なる監査イベントを選択する場合、選択した範囲の監査イベントを一括

選択する設定エリアは無効になります。選択したノードのすべての個別の選択をクリアし、構成を一括で実

行する場合は、[すべてを既定値に設定する] をクリックします。  

*注意: サイト コレクション削除 または サイト作成 アクションを監査する場合は、ソリューション SP2010

AuditorMonitor.wsp が既に展開されていることを確認してください。ソリューションの展開の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の Solution Manager セクションを

参照してください。  

6. ルール適用の設定 - 監査ルールを適用するフィルター ポリシー、操作設定、スケジュールを構成します。 

• 監査ルールを適用する範囲のフィルター - フィルターする特定のオブジェクトまたはデータを指定し

ます。[フィルター カテゴリーの追加] リンクをクリックしてカテゴリーを追加し、ドロップダウン メニュー

から サイト コレクション、サイト、リスト・ライブラリ を選択して監査するオブジェクトを指定しま

す。[条件の追加] をクリックし、ルール および 条件 ドロップダウン リストからオプションを選択し、

値 テキスト ボックスに値を入力します。 

*注意: 手順 1 の 範囲 画面で 個人用登録済みサイト 配下のノードが選択された場合、ルー

ル ドロップダウン リストの サイト コレクション カテゴリーのみが選択可能です。  

この手順を繰り返して追加の条件を作成します。削除ボタン ( ) をクリックしてフィルター ポリシー

を削除します。 

• 既存の監査アクションの設定 - 同一 SharePoint オブジェクト用の構成済み監査ルールが既

に存在している場合、このプランの新しいルールの処理方法を構成します。ドロップダウン リストから

以下のオプションのいずれかを選択します。  

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


 57 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

o 上書きする - 指定したノードの元の監査アクションを新しい監査アクションで上書きしま

す。 

o 追加する - 既存の監査アクションに新しい監査アクションを追加します。  

• 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、監査ルールを適用するスケジュールの

タイプを指定します。 

o スケジュールなし - プラン マネージャー からこのプランのルールを手動で適用します。 

o 手動でスケジュールを構成する - このプランのルールを適用する特定の時間を構成しま

す。このオプションを選択すると、個別の スケジュールの構成 エリアが表示されます。この

エリアで、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。 

▪ 開始時刻 – このプランのルールを適用する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

▪ 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択し

ます。このスケジュールに基づいてこのプランのルールが繰り返し適用されます。

[カレンダー ビュー] をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することがで

きます。 

▪ スケジュールの終了 – このプランのルールの適用を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプランのルールを繰

り返し適用します。___ 回後に終了 を選択すると、定義した回数の後にジョブ

を停止します。終了時刻 を選択すると、ルールの適用を停止する特定の日付と

時刻を指定します。 

• 選択したノードの監査ログの自動トリミング - このフィールドは手順 1 の 範囲 画面で 個人用

登録済みサイト 配下のノードが選択された場合にのみ使用可能です。 このフィールドは選択した

ノードの監査ログを自動的にトリミングするかどうかを選択する場合に使用されます。自動的にトリミ

ングする場合は、SharePoint 内にある _ 日間以前の監査マネージャー データを削除する 

チェックボックスを選択し、監査ログ データを保持する日数を入力します。 

7. 取得データ設定 - 監査データを取得するフィルター ポリシー、詳細ルール、スケジュールを構成します。 

• 監査データが取得されるオブジェクトのフィルター - フィルターする特定のオブジェクトまたはデータ

を指定します。[フィルター カテゴリーの追加] リンクをクリックしてカテゴリーを追加し、ドロップダウ

ン メニューから サイト コレクション、URL、ユーザー、AD プロファイル を選択して取得する監査

データを含むオブジェクトを指定します。[条件の追加] をクリックし、ルール および 条件 ドロップダ

ウン リストからオプションを選択し、値 テキスト ボックスに値を入力します。 
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以下の点に注意してください。 

o サイト コレクション カテゴリー内の カスタム プロパティ: テキスト 条件は Governance 

Automation によって作成されたサイト コレクションのデータをフィルターします。 

o AD プロファイル カテゴリーは手順 1 の 範囲 画面で SharePoint オンプレミス ノード

が選択された場合にのみ使用可能です。 

この手順を繰り返して追加の条件を作成します。構成済みのフィルター ポリシーを削除する場合

は、削除ボタン ( ) をクリックします。 

• データ取得のための詳細設定 - このフィールドは手順 1 の 範囲 画面で SharePoint オンプ

レミス ノードが選択された場合にのみ使用可能です。以下の監査データ取得の詳細設定を構成

します。 

o IIS ログを取得する - このチェックボックスを選択すると、IIS ログから アイテム表示 タイ

プ ログを取得します。取得された IIS ログ アイテム情報がレポートに表示されます。  

*注意: IIS ログを取得する場合、取得ジョブのパフォーマンスが低下する可能性がありま

す。 

o アクセス元の IP アドレスを記録する - このチェックボックスを選択すると、選択したノード

にアクセスしたホストの IP アドレスに関する情報を取得します。 

o 削除済みサイト コレクション データを取得する (Web アプリケーション レベルのみで

使用できます) - このチェックボックスを選択すると、削除済みサイト コレクションの監査デ

ータを取得します。 

o SharePoint 内にある __ 日間以前の監査データを削除する - DocAve 監査マ

ネージャー を構成してデータを取得･保持する場合、このチェックボックスを選択すると、S

harePoint 内にある指定した日数以前の監査データを削除します。既定のしきい値は 

7 日間です。 

o オブジェクトの最終アクセス日時を記録する - このチェックボックスを選択すると、アーカイ

バおよびストレージ マネージャーの最終アクセス日時フィルター条件のデータを取得する個

別のジョブを実行します。 

• 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、監査データを取得するスケジュールのタ

イプを指定します。 

o スケジュールなし – プラン マネージャー からこのプランの監査データを手動で取得しま

す。 
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o 手動でスケジュールを構成する – プランの監査データを取得する特定の時間を構成しま

す。 このオプションを選択すると、個別の スケジュールの構成 エリアが表示されます。この

エリアで、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。 

▪ 開始時刻 – このプランの監査データを取得する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

▪ 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択し

ます。このスケジュールに基づいてこのプランの監査データが繰り返し取得されま

す。[カレンダー ビュー] をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示すること

ができます。 

▪ スケジュールの終了 – このプランの監査データの取得を停止するタイミングを指

定します。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプランの監査

データを繰り返し取得します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックス

で指定した回数の実行後にジョブを停止します。終了時刻 を選択すると、監査

データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定します。 

8. ジョブ状態の通知 - このプランのジョブの通知を送信します。ドロップダウン メニューから既存のメール通知

プロファイルを選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファイルを作成します。

詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Set

tings セクションを参照してください。 

9. このプランの構成済み設定をレビュー・編集します。[保存] をクリックしてドロップダウン リストで以下の 3 つ

のオプションから選択するか、[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終了します。  

• [保存] をクリックしてプランを保存します。プラン マネージャー でこのプランを表示・管理することが

できます。  

• [保存してルールを適用] をクリックしてプランを保存し、構成済みの監査ルールを適用します。  

• [保存してデータを取得] をクリックしてプランを保存し、監査データを取得します。  

プラン マネージャーの使用 

プラン マネージャー では、作成済みの監査プランを集中表示・編集することができます。レポート ポイントの監査コ

ントローラ ページで、リボン上の [プラン マネージャー] をクリックすると、プラン マネージャー表示画面に作成済みプ

ランが一覧表示されます。ページ毎のプランの表示件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メ

ニューから希望の件数を選択します。プランを並べ替えるには、プラン名、プラン タイプ、ファーム、最終更新日時 

などの列見出しをクリックします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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下部のメッセージ バーに、プランの選択状態が表示されます。メッセージ バーで [選択のクリア] をクリックすると、選

択したチェックボックスの選択をすべて解除します。 

プラン マネージャーでの操作 

プラン マネージャーを使用して、プランに対して以下のアクションを実行することができます。 

• 詳細の表示 - プランを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、詳細の表示 ページを

開きます。選択したプランの 設定 および 監査ルール が表示されます。詳細の表示 画面で [編

集] をクリックすると、プランを変更することができます。プランのレビューの完了後、[閉じる] をクリッ

クして プラン マネージャー ページに戻ります。 

• 編集 - プランを選択し、リボン上で [編集] をクリックすると、フォーム モードのプランの編集ページ

を開きます。ここで選択したプランの範囲および設定を変更することができます。プランの保存には、

以下の操作を実行します。 

o 保存 ドロップダウン リストから以下のオプションを選択します。 

▪ [保存] をクリックしてプランの変更をすべて保存し、プラン マネージャー ページ

に戻ります。  

▪ [名前を付けて保存] をクリックして変更を新しいプランとして保存します。新しい

プランの名前を入力し、[OK] をクリックして新しいプランを保存します。  

▪ [保存してルールを適用] をクリックしてプランの変更をすべて保存し、選択した

プランのルールを適用します。 

▪ [保存してデータを取得] をクリックしてプランの変更をすべて保存し、選択したノ

ードからデータを取得します。 

o [リセット] をクリックすると、すべてのフィールド内の変更を取り消し、保存済みの設定に

戻します。  

o [キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずにプランの編集ページを閉じます。  

• 削除 – プランを選択し、リボン上で [削除] をクリックしてプランを削除します。削除を確認するポ

ップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてプランを削除するか、[キャンセル] をクリッ

クします。 

• ルールの適用 - プランを選択し、リボン上で [ルールの適用] をクリックすると、選択したプランのル

ールを適用します。  

• データの取得 - プランを選択し、リボン上で [データの取得] をクリックすると、選択したノードから

データを取得します。  
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*注意: 特定の SharePoint ノードから監査データを取得する前に、希望のノードの監査設定を

有効にする必要があります。 

*注意: 取得できる最下位レベルのノードはサイト コレクションです。サイトまたはリストを選択する

場合、該当する親サイト コレクションのデータが取得されます。 

• ジョブ モニター - 実行中のレポートおよびスケジュール レポートをトラッキングすることができます。

各モジュールのジョブにアクセスするには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニ

ターの使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してくだ

さい。 

プランの表示・編集の完了後、リボン上で [戻る] をクリックすると、監査コントローラ ページに戻ります。監査コントロ

ーラ画面のリボン上で [戻る] をクリックすると、監査コントローラ ページを終了し、設定ページに戻ります。 

監査プルーニング 

監査プルーニング では、取得された SharePoint 監査データを指定の期間以降に DocAve 監査マネージャー 

データベースから削除することができます。監査プルーニング でプロファイルを作成することにより、古い監査データの

削除を自動化することができます。監査プルーニング プロファイルを作成する際に、以下の操作を実行することができ

ます。  

• 監査データをプルーニングする期間を構成します。指定した期間内に生成された監査データが自

動的にプルーニングされます。  

• 監査データを削除する場所を指定します。SharePoint オンプレミスの Web アプリケーション / 

サイト コレクション レベルまたは SharePoint Online のサイト コレクション レベルが選択可能で

す。 

• データを削除するか、別の場所に移動するかを選択します。 

• データのプルーニング スケジュールの設定または手動実行により、監査プルーニング プロファイルを

柔軟に実行することができます。 

監査プルーニング で実行したプロファイルまたはスケジュール プロファイルに対して、監査プルーニング ページまたは 

プロファイル マネージャー ページのリボン上で [ジョブ モニター] をクリックすると、ジョブの進行状況・詳細情報を確

認することができます。ジョブ モニターの使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) 

を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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監査プルーニング 機能にアクセスするには、レポート ポイントの 設定 タブでリボン上の [監査プルーニング] をクリッ

クして、監査プルーニング 画面を開きます。 

プルーニング プロファイルの作成 

プルーニング プロファイルを作成する前に、プルーニング済み監査データを保存するエクスポート先を構成することがで

きます。レポート ポイント用のエクスポート先の構成方法の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザ

ー ガイド (英語) の Configuring Export Locations セクションを参照してください。 

プルーニング プロファイルの作成方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 監査プルーニング ページの 範囲 画面で、SharePoint オブジェクト名をクリックして、データ ツリーを希望

のオブジェクト レベルまで展開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。表

示するノード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 [新規] をクリックします。範囲 画面の隣にプルーニング プロファイル作成画面が表示されます。 

3. 新しいプルーニング プロファイルの プロファイル名 を入力します。必要に応じて 説明 を入力します。 

4. プルーニング プロファイルの時間範囲 で、プルーニングする監査データを指定します。 

• 特定の期間より古いデータをプルーニングするには、以下より古いデータすべて: を選択してテキス

ト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから 時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。 

• 特定の日付以前のデータをプルーニングするには、次の日付以前のデータすべて: を選択してカレ

ンダー アイコンをクリックします。カーソルの位置にカレンダーが表示されます。希望の日付と時刻を

選択して [OK] をクリックします。 

• 特定の期間内のデータをプルーニングするには、次の期間内のすべてのデータ を選択して、希望

の期間を選択します。  

5. 上記の監査データの処理方法 で、プルーニングされるデータの処理方法を選択します。 

• データを削除する を選択すると、指定した監査データを削除します。 

• データを移動する を選択すると、指定した監査データをエクスポート先に移動します。データを移

動する場合は、エクスポート先を指定する必要があります。エクスポート先 ドロップダウン メニュー

をクリックし、定義済みエクスポート先を選択するか、[エクスポート先の新規作成] をクリックして

新しいエクスポート先を作成します。エクスポート先 ドロップダウン メニューで [エクスポート先の

新規作成] を選択する場合、新しいエクスポート先の構成の子ウィンドウが表示されます。新しい

エクスポート先の構成方法の詳細については、本ユーザー ガイドの エクスポート先の新規作成 セ

クションを参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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6. このプロファイルの実行スケジュールを構成するか、プロファイル マネージャー から手動で実行するかを選択

します。 

• スケジュールなし - このオプションを選択すると、プロファイル マネージャー からこのプロファイルを

手動で実行します。 

• 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、このプロファイルを実行する指定日

時を構成します。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o 開始時刻 – プロファイルを実行する日付と時刻を選択します。  

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。こ

のプロファイルはこのスケジュールに基づいて繰り返し実行されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルの実行を停止するタイミングを指定します。終了

日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルを繰り返し実行します。__

_ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで指定した回数の実行後にこのプロファイ

ルの実行を停止します。終了時刻 を選択すると、このプロファイルの実行を停止する特

定の日付と時刻を指定します。 

7. プルーニング ジョブの状態の通知メール - このプランの構成に従って通知を送信します。ドロップダウン メ

ニューから既存のメール通知プロファイルを選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメー

ル通知を作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User 

Notification Settings セクションを参照してください。 

8. 監査プルーニング プロファイルを作成する場合、監査データをプルーニングする際に含む / 排除するユーザ

ーおよび含む監査アクションをカスタマイズすることができます。データ選択の詳細設定 をクリックすると、ユー

ザー フィルターおよび アクション フィルター にアクセスします。 

• ユーザー アクティビティのフィルター - 既定では、すべてのユーザーを含む が選択されています。

含むユーザーを指定するには、含むユーザー を選択し、AD ユーザー: domain\username 

の形式でユーザー名をテキスト ボックスに入力し、セミコロンで各ユーザー名を区切ります。排除す

るユーザーを指定するには、排除するユーザー を選択し、AD ユーザー: domain\usernam

e の形式でユーザー名をテキスト ボックスに入力し、セミコロンで各ユーザー名を区切ります。 

• プルーニングする監査アクション - プルーニングする監査アクションのチェックボックスを選択します。 

9. [保存して実行] をクリックすると、プロファイルを保存してただちに実行します。[保存] をクリックすると、プロ

ファイルを保存します。[キャンセル] をクリックすると、これらの構成を保存せずに 監査プルーニング ページ

に戻ります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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プロファイル マネージャーの使用 

プロファイル マネージャー では監査プルーニング プロファイルおよびプロファイルの実行済みジョブを集中表示･編集

することができます。レポート ポイントの 監査プルーニング ページで、リボン上の [プロファイル マネージャー] をクリ

ックします。プロファイル マネージャー表示画面にはプロファイルが一覧表示されます。 ページ毎のプロファイルの表示

件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。プロファイルを

並べ替えるには、プロファイル名、実行アクション、最終プルーニング日時 などの列見出しをクリックします。 

下部のメッセージ バーでは、プロファイルの選択状態が表示されます。メッセージ バーで [選択のクリア] をクリックす

ると、すべての選択したチェックボックスの選択を解除します。 

プロファイル マネージャーでの操作 

プロファイル マネージャー でプロファイルを選択すると、プロファイルに対して以下のアクションを実行することができま

す。 

• 詳細の表示 - プロファイルを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックすると、選択したプロファ

イルの構成が表示される 詳細の表示 ページを開きます。詳細の表示 画面で [編集] をクリック

すると、プロファイルを変更することができます。プロファイルのレビューの完了後、[閉じる] をクリック

すると、プロファイル マネージャー ページに戻ります。 

• ジョブの表示 - プロファイルを選択し、[ジョブの表示] をクリックすると、ジョブの表示 画面が表

示され、選択したプロファイルの実行済みジョブがすべて表示されます。ジョブに対して、以下の操

作を実行することができます。 

o 削除 - 削除するジョブを選択し、リボン上で [削除] をクリックしてジョブを削除します。削

除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてジョブを削除する

か、[キャンセル] をクリックします。 

o リストア - 移動 タイプのジョブを選択し、リボン上で [リストア] をクリックすると、このジョブ

によってエクスポート先に移動されたデータをリストアします。  

*注意: 削除 タイプのジョブによって削除されたデータはリストアすることはできません。 

• 編集 - プロファイルを選択し、リボン上で [編集] をクリックすると、プロファイルの編集ページを開き

ます。ここでは、選択したプロファイルの構成を変更することができます。  

o プロファイルの構成を保存するには、[保存] をクリックしてドロップダウン リストから以下の

オプションを選択します。 
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▪ [保存] をクリックすると、プロファイルのすべての変更を保存して プロファイル マ

ネージャー ページに戻ります。  

▪ [名前を付けて保存] をクリックすると、変更されたプロファイルを新しいプロファイ

ルとして保存します。新しいプロファイルの名前を入力するポップアップ ウィンドウが

表示されます。[OK] をクリックすると、新しいプロファイルを保存して プロファイ

ル マネージャー ページに戻ります。  

▪ [保存して実行] をクリックすると、プロファイルの変更を保存し、このプロファイル

のジョブをただちに実行します。 

o プロファイル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プロ

ファイルの編集ページを閉じます。 

• 削除 - プロファイルを選択し、リボン上で [削除] をクリックしてプロファイルを削除します。選択した

プロファイルの削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてプロファイ

ルを削除するか、[キャンセル] をクリックしてプロファイルを削除せずに プロファイル マネージャー ペ

ージに戻ります。 

• ただちに実行 - プロファイルを選択し、[ただちに実行] をクリックすると、選択したプロファイルをた

だちに実行します。 

• ジョブ モニター - 実行中のレポートおよびスケジュール ポートをトラッキングすることができます。各

モジュールのジョブにアクセスするには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニタ

ー の使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してくだ

さい。 

プロファイルの表示・編集の完了後、[戻る] をクリックして 監査プルーニング ページに戻ります。 監査プルーニング 

ページを終了するには、監査コントローラ 画面のリボン上で [戻る] をクリックして 設定 ページに戻ります。 

機能の管理  

レポート ポイントでは、すべての DocAve レポート ポイント機能を管理する統合インターフェイスが提供されていま

す。機能の状態の表示・管理および指定した SharePoint サイト コレクションの機能のアクティブ化・非アクティブ化

を実行することができます。 

レポート ポイント > 設定 > 機能の管理 の順に移動して、機能の管理 画面が表示されます。ここで レポート ポ

イント の ドキュメント監査 および 利用状況アクティビティ Web パーツ 機能をアクティブ化・非アクティブ化するこ

とができます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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ドキュメント監査機能の管理  

SharePoint ファームでドキュメント監査ソリューション (SharePoint 2010 の場合は SP2010DocumentA

uditing.wsp、SharePoint 2013 の場合は SP2013DocumentAuditing.wsp、SharePoint 2016 

の場合は SP2016DocumentAuditing.wsp) を展開することにより、ドキュメント監査 機能を SharePoi

nt サイト コレクションに追加します。これにより、サイト コレクション内のすべてのドキュメントの監査履歴を表示するこ

とができます。SharePoint でのドキュメント監査機能の展開・使用の詳細については、ドキュメント監査機能 を参

照してください。 

お使いの SharePoint ファームでドキュメント監査ソリューションを展開した後、SharePoint サイト コレクションでま

たは 機能の管理 画面経由でドキュメント監査機能をアクティブにすることができます。 SharePoint での機能のア

クティブ化については、ドキュメント監査機能のアクティブ化 を参照してください。機能の管理 で、サイト コレクションの

機能をアクティブ化 / 非アクティブ化し、SharePoint サイト コレクションでの機能のアクティブ化の詳細設定を構成

することができます。機能の管理 経由のドキュメント監査機能の管理方法については、以下の説明を参照してくださ

い。 

1. 機能の管理 画面で、リボン上で [ドキュメント監査] をクリックします。 

2. ドキュメント監査機能の管理画面では、以下の操作を実行することができます。 

• 詳細設定 - 詳細設定は SharePoint サイト コレクションでのドキュメント監査機能のアクティブ

化に影響を与えます。ファームの 詳細設定 を構成するには、ファームの隣のチェックボックスを選択

して、リボン上で [詳細設定] をクリックします。詳細設定 画面が表示されます。以下の設定を構

成します。 

o パスワード - パスワードを有効にする チェックボックスを選択し、機能アクティブ化パスワ

ード および パスワードの確認 テキスト ボックスにパスワードを入力します。SharePoint 

で特定のサイト コレクションの AvePoint ドキュメント監査 機能をアクティブにする場

合、このパスワードを入力する必要があります。  

o 法律用語 - この機能を管理する法律用語を入力します。SharePoint で特定のサイト 

コレクションの AvePoint ドキュメント監査 機能をアクティブにする場合、この法律用語

が表示されます。この機能をアクティブにする前に、ユーザーは法律用語に同意する必要

があります。 

o 詳細設定 - 機能のアクティブ化に使用される 詳細設定 を構成します。スタイルを確認 

チェックボックスを選択する場合は、SharePoint 2007 スタイルのサイト コレクションの監

査データが取得されません。サイト コレクション サイズを確認 チェックボックスを選択する
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場合は、テキスト ボックスに整数を入力し、MB または GB を選択して、サイト コレクショ

ン サイズの最大値を設定します。  

*注意: 機能をアクティブにするサイト コレクションが構成されたサイズ制限を超える場合、

機能のアクティブ化は失敗となります。 

• アクティブ化 - ツリーをサイト コレクション レベルまで展開し、以下の方法を使用してサイト コレク

ションのドキュメント監査機能をアクティブにします。 

o ドキュメント監査機能をアクティブにするサイト コレクションの隣にある アクション 列の [ア

クティブ化] をクリックします。  

o 複数のサイト コレクションを選択するか、ドキュメント監査機能をアクティブにする Web ア

プリケーション配下の すべて選択 チェックボックスを選択し、リボン上で [アクティブ化] を

クリックしてこの機能を一括でアクティブにします。 

サイト コレクションで機能をアクティブにした後、サイト コレクションの 状態 は アクティブ になりま

す。 

• 非アクティブ化 - ツリーをサイト コレクション レベルまで展開し、以下の方法を使用してサイト コレ

クションのドキュメント監査機能を非アクティブにします。 

o ドキュメント監査機能を非アクティブにするサイト コレクションの隣にある アクション 列の 

[非アクティブ化] をクリックします。 

o 複数のサイト コレクションを選択するか、ドキュメント監査機能を非アクティブにする Web 

アプリケーション配下の すべて選択 チェックボックスを選択し、リボン上で [非アクティブ

化] をクリックしてこの機能を一括で非アクティブにします。 

サイト コレクションで機能を非アクティブにした後、サイト コレクションの 状態 は 非アクティブ にな

ります。 

利用状況アクティビティ Web パーツ機能の管理  

SharePoint ファームで利用状況アクティビティ Web パーツ ソリューション (SharePoint 2010 の場合は SP20

10UsageActivityWebParts.wsp、SharePoint 2013 の場合は SP2013UsageActivityWebPa

rts.wsp、SharePoint 2016 の場合は SP2016UsageActivityWebParts.wsp) を展開することによ

り、利用状況アクティビティ Web パーツ 機能を SharePoint サイト コレクションに追加します。利用状況アクテ

ィビティ Web パーツでは、人気ドキュメント、ディスカッション、ブログ記事、Wiki ページ、コンテンツ投稿者をランキン

グするソーシャル Web パーツおよび利用状況分析レポートを表示するダッシュボード Web パーツを作成することが
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できます。SharePoint での利用状況アクティビティ Web パーツ機能の展開・使用の詳細については、利用状況

アクティビティ Web パーツ機能 を参照してください。 

利用状況アクティビティ Web パーツ ソリューションがお使いの SharePoint ファームに展開された後、SharePoint 

サイト コレクションでまたは 機能の管理 画面経由で利用状況アクティビティ Web パーツ機能をアクティブにすること

ができます。SharePoint での機能のアクティブ化については、利用状況アクティビティ Web パーツ機能のアクティブ

化 を参照してください。機能の管理 での 利用状況アクティビティ Web パーツ 機能のアクティブ化 / 非アクティ

ブ化方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 機能の管理 画面で、リボン上で [利用状況アクティビティ Web パーツ] をクリックします。 

2. 利用状況アクティビティ Web パーツ機能の管理画面で、ツリーをサイト コレクション レベルまで展開して、

サイト コレクションの機能をアクティブ / 非アクティブにすることができます。 

• アクティブ化 - 機能をアクティブにするサイト コレクションの隣にある アクション 列の [アクティブ

化] をクリックします。複数のサイト コレクションを選択するか、Web アプリケーション配下の すべて

選択 チェックボックスを選択し、リボン上で [アクティブ化] をクリックしてこの機能を一括でアクティ

ブにすることもできます。 

サイト コレクションに対して機能をアクティブにした後、サイト コレクションの 状態 は アクティブ に

なります。 

• 非アクティブ化 - 機能を非アクティブにするサイト コレクションの隣にある アクション 列の [非アク

ティブ化] をクリックします。複数のサイト コレクションを選択するか、Web アプリケーション配下の 

すべて選択 チェックボックスを選択し、リボン上で [非アクティブ化] をクリックしてこの機能を一括

で非アクティブにすることもできます。 

サイト コレクションに対して機能を非アクティブにした後、サイト コレクションの 状態 は 非アクティ

ブ になります。 

エクスポート先  

レポート ポイントの エクスポート先 では、レポートを UNC パス経由で指定のストレージ デバイスまたは指定の Sh

arePoint ドキュメント ライブラリに保存することができます。エクスポート先は指定の UNC パス配下のプルーニング

済み監査データの保存にも使用されます。 

エクスポート先を構成するには、レポート ポイントの 設定 タブで、リボン上の [エクスポート先] をクリックします。 
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*注意: この機能が SharePoint で使用できないため、SharePoint Foundation ユーザーが Web パーツから

レポートをエクスポートすることはできません。   

エクスポート先の作成 

レポート ポイントの エクスポート先 画面で、リボン上で [作成] をクリックして以下の設定を構成します。 

1. 名前と説明 – 新しいエクスポート先の 名前 を入力します。必要に応じて 説明 (必須ではありません) を

入力します。 

2. ロケーション タイプ - ドロップダウン メニューから作成するエクスポート先のタイプを選択します。 

• UNC パス - ネットシェア場所をエクスポート先として使用する場合、ドロップダウン メニューから U

NC パス を選択します。パス の構成エリアが表示されます。エクスポート先の UNC パス を入力

し、ドロップダウン リストから作成済みの管理アカウント プロファイルを選択するか、新しい管理アカ

ウント プロファイルを作成して、このパスにアクセスするアカウント資格情報を取得します。管理アカ

ウントの構成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) を参照

してください。[検証テスト] をクリックすると、入力した情報を検証することができます。[保存] をク

リックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに 新しいエクスポート先

の作成 画面を閉じます。 

• SharePoint ドキュメント ライブラリ – SharePoint オンプレミスまたは SharePoint Onlin

e のドキュメント ライブラリをエクスポート先として使用する場合、ドロップダウン メニューから Share

Point ドキュメント ライブラリ を選択します。SharePoint ドキュメント ライブラリ の構成エリ

アが表示されます。次の手順を実行します。 

i. 以下の選択肢から選択します。 

▪ ドキュメント ライブラリを指定する を選択すると、ファームまたは My Registe

red Sites を選択し、エクスポートするレポート ファイルの保存先となるサイト 

URL およびライブラリ名を入力します。 

▪ 選択した範囲内の各サイト を選択すると、各サイトのレポートを対応するドキュ

メント ライブラリに保存します。レポート ファイルの保存先となるドキュメント ライブ

ラリの名前をテキスト ボックスに入力します。既定の名前 DocAve レポート ポ

イント レポート を使用することもできます。指定したライブラリは選択した範囲内

の各サイトで作成されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: この構成は、サイト コレクション レベルまたはサイト レベルのノードを選

択して、レポートの別の場所へのエクスポートを実行する場合にのみ有効です。 

ii. ルール – レポートをエクスポートするドキュメント ライブラリにはエクスポートされたレポート 

ファイルが既に含まれている場合、実行するアクションを選択します。 

▪ ドロップダウン メニューから 以前のレポートを上書きする を選択すると、ライブラ

リに保存されている生成済みレポート ファイルを上書きします。 

▪ 新しいレポート ファイルを作成する を選択すると、新しいレポート ファイルを作

成します。新しいレポート ファイルを作成する場合、最新のレポート ファイル名に

タイム スタンプが追加され、新しいレポート プロファイルは指定の名前で作成さ

れます。 

iii. ファイル名 – エクスポートするレポート ファイルの名前を指定します。既定では、レポート 

ファイルはレポート タイプに基づいて名付けられます。例えば、最新エクスポートされたコン

テンツ タイプ利用状況レポートは名前 Content_Type_Usage.XLSX を使用しま

す。ファイル名を手動で指定するには、ファイル名を指定する ラジオ ボタンを選択し、テキ

スト ボックスに名前を入力します。  

• 物理デバイス – 物理デバイスをエクスポート先として使用する場合、物理デバイス を選択し、以

下の設定を構成します。 

i. ストレージ タイプ - ドロップダウン リストからエクスポート先として使用する物理デバイスの

ストレージ タイプを選択します。選択したストレージ タイプの構成済み物理デバイスは、

下の 物理デバイス ドロップダウン リストに自動的に読み込まれます。 

ii. 物理デバイス – ドロップダウン リストからエクスポート先として作成済み物理デバイスを選

択します。新しい物理デバイスを作成する場合は、[物理デバイスの新規作成] を選択

します。物理デバイスの新規作成の詳細については DocAve 6 コントロール パネル ユ

ーザー ガイド (英語) を参照してください。 

iii. フォルダー - レポートを物理デバイスの指定のフォルダーにエクスポートするか、物理デバイ

スのルート フォルダーにエクスポートするかを選択します。  

▪ レポートを選択した物理デバイスの指定のフォルダーにエクスポートする場合、フ

ォルダーを指定する を選択し、希望のフォルダー名を入力します。入力したフォ

ルダーが存在しない場合は、レポートが初めてこの新しいエクスポート先にエクス

ポートされる際に、フォルダーは物理デバイスの配下に自動的に作成されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ すべてのレポートを物理デバイスのルート フォルダーにエクスポートする場合、フォ

ルダーを指定する の選択を解除します。 

3. 構成の終了後、[保存] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに 新

しいエクスポート先の作成 画面を閉じます。 

エクスポート先の管理 

レポート ポイントで 設定 タブをクリックし、リボン上で [エクスポート先] をクリックします。エクスポート先 ページに構

成済みエクスポート先が一覧表示されます。  

ページ毎のエクスポート先の表示件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。エクスポート先を並べ替えるには、場所名 や ロケーション タイプ などの列見出しをクリックしま

す。  

下部のメッセージ バーでは、エクスポート先の選択状態が表示されます。メッセージ バーで [選択のクリア] をクリッ

クすると、すべての選択したチェックボックスの選択を解除します。 

ここでは、エクスポート先に対して次のアクションを実行することができます。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックすると、新しいエクスポート先を作成することができます。新し

いエクスポート先の作成の詳細については、本ガイド内の エクスポート先の作成 セクションを参照

してください。 

• 表示 – 選択したエクスポート先の詳細構成を表示するには、リボン上で [表示] をクリックして 詳

細の表示 画面を開きます。構成を変更する場合、リボン上で [編集] をクリックします。構成後、

[保存] をクリックして変更を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに戻りま

す。 

• 編集 – エクスポート先を選択し、リボン上で [編集] をクリックして エクスポート先の編集 画面を

開きます。編集の完了後、[保存] をクリックして変更を保存します。[キャンセル] をクリックする

と、変更を保存せずに エクスポート先の編集 構成画面を閉じます。 

• 削除 – リボン上で [削除] をクリックします。削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されま

す。[OK] をクリックして選択したエクスポート先を削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択

したエクスポート先を削除せずに エクスポート先 画面に戻ります。 

エクスポート先 ページを終了するには、リボン上で [戻る] をクリックして 設定 タブに戻ります。 
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共有場所 

共有場所 では、UNC パス経由でレポート ポイントの共有されたファイルの保存先を構成することができます。共有

場所を構成すると、使用パターン警告 カスタム アクション プロファイルの構成中にアップロードされたファイルは、この

共有場所に保存され、お使いの DocAve システム内のすべてのレポート サービスで共有することができます。レポー

ト ポイントの共有されたファイルには、.exe アプリケーション ファイルおよび 使用パターン警告 カスタム アクション プ

ロファイルの構成中にアップロードされた PowerShell スクリプトが含まれます。共有されたファイルのアップロードの詳

細については、カスタム アクション プロファイルの作成 を参照してください。 

共有場所を構成しない場合、アップロードされたファイルは、カスタム アクション プロファイルの構成に使用されるレポ

ート サービスを含むサーバーの既定の場所 (…\AvePoint\DocAve6\Manager\Report\SharedLocatio

n) に保存され、複数のレポート サービスで共有することはできません。 

*注意: お使いの DocAve システムに複数のレポート サービスが存在し、かつ 使用パターン警告 の カスタム アク

ション プロファイル で .exe ファイルを実行する または PowerShell スクリプトを実行する 機能を使用する場

合は、共有場所を構成する必要があります。 

共有場所の構成方法については、以下の説明を参照してください。 

1. レポート ポイント > 設定 > 共有場所 の順に移動します。共有場所 画面が表示されます。 

2. 共有場所として UNC パスを使用する チェックボックスを選択します。 

3. レポート ポイントの共有されたファイルの保存先として使用する UNC パス を入力します。 

4. 管理アカウント プロファイルを選択してください – ドロップダウン メニューから管理アカウント プロファイルを

選択して、入力した UNC パスにアクセスするための資格情報を指定します。[検証テスト] をクリックする

と、入力した情報を検証することができます。 

5. [保存] をクリックして構成を保存します。 

範囲フィルター 

範囲フィルター を使用すると、フィルター ルールを設定し、利用状況レポート、使用パターン警告、構成レポート、

監査レポート で選択した範囲内の SharePoint オブジェクトをサイト コレクション / サイト / リスト / ライブラリ レ

ベルでフィルターし、オブジェクトをより正確に表示することができます。範囲フィルターを設定することにより、毎回フィル

ター ポリシーを再作成せずに、同一フィルター ポリシーを異なるプラン / プロファイルに適用することができます。 

範囲フィルターを構成するには、レポート ポイントの 設定 タブでリボン上の [範囲フィルター] をクリックします。 
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表示画面には、作成済み範囲フィルターのリストが表示されます。範囲フィルターの構成・管理方法については、以

下のセクションを参照してください。 

範囲フィルターの管理 

範囲フィルター では、以下の操作を実行して、範囲フィルターの新規作成または既存の範囲フィルターの管理を行

うことができます。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックすると、新しいフィルター ポリシーを作成することができます。

新しい範囲フィルターの作成の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

• 表示 - 範囲フィルターの詳細構成を表示するには、表示画面で該当するチェックボックスを選択

し、リボン上で [表示] をクリックして 詳細の表示 画面にアクセスします。範囲フィルターを変更す

る場合、リボン上で [編集] をクリックして 範囲フィルターの編集 画面にアクセスします。範囲フィ

ルターの編集方法については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

• 編集 - 作成済みの範囲フィルターを編集するには、表示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] をクリックして 範囲フィルターの編集 画面にアクセスします。範囲フィルタ

ーの編集方法については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

• 削除 - 指定の範囲フィルターを削除するには、表示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。削除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

クリックして選択した範囲フィルターを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選択した範囲フィ

ルターを削除せずに 範囲フィルター 画面に戻ります。 

範囲フィルター ページを終了するには、リボン上で [戻る] をクリックして 設定 タブに戻ります。 

範囲フィルターの構成 

新しい範囲フィルターを作成するには、リボン上で [作成] をクリックします。構成済みの範囲フィルターを編集するに

は、範囲フィルターを選択してリボン上で [編集] をクリックします。新しい範囲フィルターの作成 または 範囲フィル

ターの編集 画面で、以下の設定を構成します。 

1. 名前 および 説明 テキスト ボックスに作成する範囲フィルターの名前および説明 (必須ではありません) を

入力します。 

2. 範囲フィルターの条件の構成方法については、以下の説明を参照してください。 

a. [フィルター レベル グループの追加] をクリックすると、指定のレベルの新しいルールを追加すること

ができます。[条件の追加] をクリックし、以下のフィールドに値を入力して、新しいルールの条件を

追加することができます。  をクリックすると不要なルールを削除することができます。 
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o ルール – ドロップダウン リストから作成する新しいルールを選択します。各レベルには、レ

ベル固有の一連のルールが存在しており、適用すると構成を強化することができます。ユ

ーザーが構成できるフィルター ポリシーの例については、付録 E: 範囲フィルターの例 を参

照してください。 

o 条件 - ルールの条件を選択します。 

o 値 - ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。 

b. 範囲フィルターに複数のフィルターを追加する場合は、上記の手順 a を繰り返します。 

o 複数のルールを構成する場合は、フィルター ルール間の論理関係を構成する必要があり

ます。現在、論理関係は 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。ルール間の論理関係を変更する場合は、AND/OR 列でリンクを

クリックします。  

▪ AND – すべてのルールを満たすオブジェクトがフィルターされ、結果に含まれま

す。  

▪ OR  – ルールのいずれかを満たすオブジェクトがフィルターされ、結果に含まれま

す。 

*注意: 同一レベルのフィルター ルールの論理関係に対して AND および OR が選択

可能です。異なるレベルのフィルター ルールの論理関係に対して選択できるのは AND 

のみです。例えば、サイト レベルの 2 件のフィルター ルール間の論理関係は AND およ

び OR から選択できます。サイト レベルおよび サイト コレクション レベルのフィルター ル

ール間の論理関係は AND のみ選択できます。 

o 基本フィルター条件 セクションで、フィルター ルール間の論理関係を表示することができ

ます。 

例えば、基本フィルター条件 エリア内の論理関係が “(1 OR 2) AND (3)” となる場合は、フィルター 1 

とフィルター 3 のルール両方を満たすか、フィルター 2 とフィルター 3 のルール両方を満たすオブジェクトが結

果に含まれます。 

3. [保存] をクリックして構成を保存し、範囲フィルター 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 範囲フィルらー 画面に戻ります。 
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アイテム キャッシュ サービス 

アイテム キャッシュ サービス では、SharePoint Web アプリケーションまたはサイト コレクション内の列タイプで取得

されたデータを保存するデータベースを構成することができます。  

アイテム キャッシュ データベースの構成 

アイテム キャッシュ サービス コレクター経由で取得されたデータを保存する専用のアイテム キャッシュ データベースの

構成方法については、以下の説明を参照してください。 

1. DocAve 6 > レポート ポイント > 設定 の順に移動し、[アイテム キャッシュ サービス] をクリックしま

す。アイテム キャッシュ サービス 画面が表示されます。 

2. リボン上で [アイテム キャッシュ データベース] をクリックします。アイテム キャッシュ データベース ウィンドウ

が表示されます。 

3. アイテム キャッシュ データベース について、次の設定を構成します。 

• アイテム キャッシュ データベースの構成 – 既定の データベース サーバー および データベース

名 が与えられます。既定では、DocAve 6 コントロール データベースのデータベース サーバーが自

動的にアイテム キャッシュ データベースのデータベース サーバーとして設定されています。必要な場

合、新しいデータベース サーバーおよびデータベース名を該当するフィールドに入力します。データベ

ースが存在しない場合、DocAve はここで指定した名前を使用して新しいデータベースを作成し

ます。ただし、基本的には既定のデータベース サーバーを使用することが推奨されます。 

• 認証 - アイテム キャッシュ データベースの認証モード、データベースの資格情報、フェールオーバー 

データベース サーバー (必須ではありません) を選択します。 

o データベースの認証モードとして Windows 認証 または SQL 認証 を選択して、該当

するデータベース資格情報を入力します。[検証テスト] をクリックすると、指定したアカウ

ントを検証することができます。 

▪ Windows 認証 (推奨) – Windows を利用してユーザーに対する認証を

実行する場合は、この方法を使用します。管理アカウント プロファイルの選択 

ドロップダウン リストから構成済みアカウントを選択するか、[管理アカウントプロ

ファイルの新規作成] をクリックしてコントロール パネルで新しい管理アカウント 

プロファイルを作成します。管理アカウント プロファイルの構成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) を参照してください。  

▪ SQL 認証 - SQL Server 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 を認識します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: アイテム キャッシュ データベースの作成またはアクセス用のアカウントは、アイテム 

キャッシュ データベースを作成する SQL Server の db_creator および新しく作成さ

れた / 既存のアイテム キャッシュ データベースの db_owner である必要があります。 

o フェールオーバー データベース サーバー - 必要に応じてこのチェックボックスを選択して、

フェールオーバー データベース サーバーを入力します。アイテム キャッシュ データベースが

使用不可能になると、アイテム キャッシュ データベースに保存されているデータはこのスタ

ンバイ データベースへ転送されます。 

4. [OK] をクリックして構成を保存します。 

アイテム キャッシュ サービスの範囲設定画面の使用 

アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 画面では、アイテム キャッシュ サービス コレクターの範囲設定を構成し、

Web アプリケーションおよびサイト コレクション内で収集する列値を選択することができます。 

アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 にアクセスには、DocAve 6 > レポート ポイント > 設定 > アイテム 

キャッシュ サービス > アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 の順に移動します。アイテム キャッシュ サービスの

範囲設定 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、各ノード上の範

囲設定を表示します。 

• 状態 - この列は、ノードから値を収集する列を構成しているかどうかを表示します。ノードから値を

取得する列を選択した場合、状態 は 構成済み となります。 

• 列の設定を継承する  - この列は、サイト コレクション ノードが親 Web アプリケーション ノードから

列設定を継承しているかどうかを表示します。はい はサイト コレクションが親ノードから列設定を継

承していることを表示します。いいえ はサイト コレクションに特定の列設定が構成されていることを

表示します。 

アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 画面では、以下の操作を実行することができます。 

• 構成 - アイテム キャッシュ サービス コレクター経由で取得する列の値を構成する方法について

は、アイテム キャッシュ サービスの範囲設定の構成 を参照してください。 

• すべてクリア - SharePoint 環境内のすべてのノードの構成済みアイテム キャッシュ サービス範

囲を削除するには、[すべてクリア] をクリックし、削除の確認ウィンドウで [OK] をクリックします。 

• 今すぐ取得 - 選択した範囲内のデータを取得するには、[今すぐ取得] をクリックします。完全コレ

クション ジョブまたは 増分コレクション ジョブを選択することができます。完全コレクションは選択し
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た範囲内のすべてのデータを収集します。増分コレクションは前回の増分ジョブ以降に生成された

データのみを収集します。 

• ジョブ モニター - アイテム キャッシュ サービスの範囲設定ページでリボン上の [ジョブ モニター] 

をクリックし、ジョブの進行状況を表示し、ジョブの詳細を確認することができます。ジョブ モニター 

の使用の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してくださ

い。 

• 戻る - アイテム キャッシュ サービス 画面に戻るには、[戻る] をクリックします。 

アイテム キャッシュ サービスの範囲設定の構成 

アイテム キャッシュ サービス コレクターの アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 を構成するには、以下の説明を

参照して Web アプリケーションおよびサイト コレクション内の列値を選択します。 

1. アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 画面の 範囲 画面で、ファーム名およびデータ ツリーを希望の W

eb アプリケーションまたはサイト コレクションまで展開するか、ファーム名の上にある検索テキスト ボックスに

希望の URL またはオブジェクト名のキーワードを入力します。 

• 複数のノードの範囲設定を一括で構成するには、希望のノードのチェックボックスを選択し、リボン

上で [構成] をクリックします。選択したノードの アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 画面が

表示されます。 

• 個別ノードの範囲設定を構成するには、希望のノードの URL に移動し、URL の隣にある [構

成] ボタンをクリックします。選択したノードの アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 画面が表

示されます。 

2. アイテム キャッシュ サービスの範囲設定 画面で以下の設定を構成します。 

• 継承設定 - このセクションは、手順 1 の 範囲 画面でサイト コレクション ノードを選択する場合

にのみ使用可能です。このセクションを使用し、親ノードから列設定を継承するか、特定の設定を

構成します。 

o 親ノードから列設定を継承する - 選択したサイト コレクション ノードの親ノードからの列

設定を継承するには、このオプションを選択します。下の 列の設定 セクションが無効にな

ります。 

o 特定の列設定を構成する - 選択したサイト コレクション ノードの特定の列設定を構成

するには、このオプションを選択して下の 列の設定 セクションを構成します。 

• 列の設定 - このセクションは、手順 1 で選択したノードが Web アプリケーション ノードまたはサイ

ト コレクション ノードであり、上の 特定の列設定を構成する オプションが選択されている場合にの

み使用可能です。このセクションを使用し、選択したノードから値を収集する列を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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o 希望の列の値を収集するには、テーブルの左下の [行の追加] をクリックし、テーブルで 

列名 を入力し、列タイプ を選択します。 

o テーブルに追加済みの列の値を収集しない場合、テープルで列の 削除 ( ) ボタンをク

リックするか、列のチェックボックスを選択して [選択した行の削除] をクリックします。 

o 選択したノードから DocAve に推奨される列の値を収集する場合は、推奨される列を

含む を選択します。推奨される列は 作成日時、作成者、更新日時、更新者 です。 

3. [保存] をクリックして構成を保存するか、[キャンセル] をクリックて変更をキャンセルして現在のページを終

了します。 

選択したノードの列設定の構成の保存後、アイテム キャッシュ サービス コレクターは データ コレクション で構成され

たスケジュールに従ってこれらのノードのコレクション ジョブを実行します。 アイテム キャッシュ サービス コレクターのスケ

ジュールの構成方法については、データ コレクション を参照してください。 

利用状況アクティビティ Web パーツの設定 

利用状況アクティビティ Web パーツの設定 では、Web パーツに表示されるデータのキャッシュ、キャッシュ有効期

限の構成、利用状況アクティビティ Web パーツのデータの取得フィルターを設定することができます。  

利用状況アクティビティ Web パーツの設定の構成については、以下の説明を参照してください。 

1. レポート ポイント > 設定 の順に移動します。[利用状況アクティビティ Web パーツの設定] をクリック

します。利用状況アクティビティ Web パーツの設定 ウィンドウが表示されます。 

2. 保存されたデータのキャッシュ - Web パーツに表示されるデータをキャッシュに保存するかどうかを選択し、

キャッシュの有効期限を構成します。キャッシュを有効にする オプションを選択し、キャッシュ設定を有効にし

てキャッシュの有効期限を指定します。キャッシュの有効期限: の後にあるテキスト ボックスに数字を入力

し、ドロップダウン リストから 分間 または 時間 を選択します。指定の期間が経過すると、データはキャッシュ

から削除されます。Web パーツはレポート データベースからデータを取得し、新しく取得したデータをキャッシ

ュに再度保存します。  

3. 表示するデータのフィルター - Web パーツでの収集されたデータのフィルターを設定するかどうかを選択し

ます。フィルターを有効にする オプションを選択し、データ フィルター フィールドにフィルターを追加します。  

4. データ フィルター - 既定のフィルターが提供されています。フィルターを変更または削除することができます。

[条件の追加] をクリックし、以下のフィールドに値を入力して新しいルールの条件を追加するか、  をクリ

ックして不要なルールを削除します。 
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• ルール – ドロップダウン リストから新しく作成するルールを選択します。各レベルには、レベル固有の

一連のルールが存在しており、適用すると構成を強化することができます。 

• 条件 - ルールの条件を選択します。 

• 値 - ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。 

範囲フィルターに複数のフィルターを追加する場合は、上記の手順を繰り返します。 

5. 複数のルールを構成する場合、フィルター ルール間の論理関係を構成する必要があります。現在、論理関

係は 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。ルール間の論理

関係を変更する場合は、AND/OR 列でリンクをクリックします。  

• AND - すべてのルールを満たすオブジェクトがフィルターされ、結果に含まれます。  

• OR - ルールのいずれかを満たすオブジェクトがフィルターされ、結果に含まれます。 

*注意: 同じレベルのフィルター ルールの論理関係に対して AND および OR が選択可能です。

異なるレベルのフィルター ルール間の論理関係は AND のみ選択できます。 

6. [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 設定 画面に

戻ります。 



80  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

レポートで実行できる機能 

レポート ポイントでは、レポートに対する複数のアクションを実行することができます。カスタマイズされたレポートをただ

ちに実行し、カスタマイズされたレポート プロファイルを保存して後で実行し、生成済みレポートを表示し、レポートを

データシートまたはスクリーンショットにエクスポートすることができます。 

以下のセクションでは、レポートで実行できる機能を説明します。レポート ポイントの各タブのリボン上にある レポート

操作 ツールバーに表示されています。 

レポートの実行 

レポート ポイントの各モジュールでレポートの範囲を構成した後、リボン上またはウィンドウ下部の [レポートを実行] 

をクリックしてドロップダウン リストから [レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポートを実行] をクリッ

クし、データを取得してレポートを生成します。レポートはレポートの表示画面に表示されます。[プロファイルを保存

してレポートを実行] をクリックすると、構成したプロファイルを保存します。  

レポートの表示 

レポート ポイントのモジュールでレポートの範囲の構成を完了した後、リボン上で [レポートの表示] をクリックすると、

レポートを生成します。レポートは レポート表示 画面に表示されます。 

データがプロファイル設定に従って取得された構成済みプロファイルを選択する場合、リボン上または画面の左下にあ

る [レポートの表示] をクリックします。レポートは レポート表示 画面に表示され、取得済みデータを表示します。 

レポートが表示画面に表示されているため、DocAve インターフェイスを閉じてデータシートまたはスクリーンショットを

開く必要はありません。 

レポートのエクスポート 

レポート ポイントでは、作成するレポートをデータシートまたはスクリーンショットにエクスポートすることができます。デー

タシートにエクスポートすることにより、レポートをローカルで保存するか、指定の場所に保存することができます。データ

シートは以下の形式でエクスポートすることができます。 

• PDF 

• CSV 
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• MHTML 

• TIF 

• XLS 

• XML 

• XLSX 

レポートをスクリーンショットとしてエクスポートすることにより、DocAve インターフェイス内からプリントするか、画像とし

てローカル ストレージ デバイスに保存することができます。 

データシートへのエクスポート 

DocAve 6 のレポート ポイントでは、SQL レポート サービスに接続せずにレポートを CSV および XLSX 形式でエ

クスポートすることができます。また、コンプライアンス レポートは、SQL レポート サービスに接続せずに CSV/PDF/X

LSX レポートのエクスポートに対応しています。  

追加の形式でレポートをエクスポートする場合、レポート設定でレポート サービスを構成する必要があります。レポー

ト サービスの構成の詳細については、レポート作成サービス セクションを参照してください、 

生成されたレポートのエクスポートについては、以下の説明を参照してください。 

1. レポートが レポート表示 画面に表示されると、リボン上の レポート操作 グループで [今すぐエクスポート] 

をクリックし、[データシートへエクスポート] を選択します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示さ

れます。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

• レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

• エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにローカルへ

エクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートするか、別

の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構成します。 

o エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択するか、新し

いエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリックし、本ガイド

内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

o メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択しま

す。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセ

スするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファイルを作成するかを

選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポートのサイズが __ 

MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未

満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

2. [OK] をクリックし、構成に基づいてレポートをエクスポートします。 

*注意: 特定のタイプのレポートをデータシートにエクスポートする場合は、追加の構成可能な設定が存在します。こ

れらの設定の詳細については、該当するレポートのセクションを参照してください。  

スクリーンショットとしてのエクスポート 

レポートのスクリーンショットの出力方法については、以下の説明を参照してください。 

1. レポートが レポート表示 画面に表示される場合、リボン上で [今すぐエクスポート] をクリックします。ドロッ

プダウン メニューが表示されます。 

2. [スクリーンショットの出力] をクリックします。スクリーンショット プレビューについてのウィンドウが表示されま

す。 

3. [印刷] をクリックしてスクリーンショットを印刷するか、[エクスポート] をクリックしてスクリーンショットを画像と

してローカル ストレージ デバイスに保存します。 

印刷または保存の完了後、[閉じる] をクリックします。スクリーンショット プレビューのポップアップ ウィンドウを閉じ

ます。 

監査データベース 

MS SQL タイプの監査データベースのサイズの既定しきい値が存在しないため、以下の手順に従って監査データベ

ース サイズのしきい値を構成することができます。 

*注意: Build-in タイプの監査データベースのサイズの既定しきい値は 9 GB です。この既定しきい値は変更でき

ません。 

1. DocAve マネージャー サーバー上の …\AvePoint\DocAve6\Manager\Report\bin\  ディレクト

リに移動します。 

2. ReportCenterServiceProperties.config ファイルを開きます。 

3. <AuditorDatabaseSize> ノードを検索します。既定値は -1 です。 

4. このノードの値を希望のしきい値に変更します。  

*注意: しきい値は MB を基準として計算されます。しきい値の値は正の整数である必要があります。 
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5. 変更を保存し、ファイルを閉じます。 

レポート サービスがデータベースを作成する適切な権限を持っている場合、しきい値に達すると、新しい監査データベ

ースが自動的に作成されます。レポート サービスが必要な権限を持っていない場合、名前付け形式 docave6_au

ditordb, docave6_auditordb_001, docave6_auditordb_002 … に従って、データベースを手動で作成

する必要があります。 

*注意: DocAve プラットフォームを旧バージョンから DocAve 6 SP5 に更新する場合、監査データベース サイズ

のしきい値は更新する前のしきい値によって異なります。 

• 更新する前に監査データベース サイズのしきい値をカスタマイズした場合、更新後のしきい値は更

新する前と同じです。  

• 更新する前に監査データベース サイズの既定しきい値を変更しない場合、更新後に監査データベ

ース サイズの既定しきい値がなくなります。  
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利用状況レポート 

利用状況レポート では、SharePoint 環境の利用状況を分析することができます。このセクションのレポートを使用

し、ユーザー アクティビティおよび動作をトラッキングし、SharePoint 全体または指定のオブジェクトについての観点

を取得することができます。 

利用状況レポート画面 

レポート ポイントの 利用状況レポート タブには、以下のエリアが表示されます。 

1. リボン - 利用状況レポート プランを作成・管理し、作成済みプランのレポートを生成・エクスポート・表示

し、統合ジョブ モニターにアクセスできるツールバーです。 

2. プランの管理画面 - 作成済みの利用状況レポート プランを確認します。プランを展開し、プランに含まれ

るレポート タイプを表示することもできます。 

 

図3: 利用状況レポート画面 
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利用状況レポート プランの作成 

利用状況レポートを作成する前に、希望のレポート範囲、レポート タイプ、およびレポートを生成するためのその他の

設定を含む利用状況レポート プランを構成する必要があります。利用状況レポート プランを作成するには、レポー

ト ポイント > 利用状況レポート に移動し、リボン上で [作成] をクリックし、プランの作成 タブで以下の手順を実

行してください。 

1. レポートの範囲とタイプの選択 – 作成するプランの範囲およびレポート タイプを選択します。  

a. 左側の画面で、以下の方法のいずれかを使用して、このレポートを生成するプランの希望の範囲

を指定します。 

o ツリーから範囲を選択します – このオプションを選択すると、オブジェクト名をクリックし、デ

ータ ツリーを展開して希望の範囲を指定するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに U

RL またはオブジェクト名を入力します。検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web 

アプリケーション レベル ノード、サイト ノード、リスト ノード配下に表示するノードの数を絞

るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高度検索 画面にアクセスします。高

度検索 機能の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノードの検索 を参照

してください。 

o 手動入力の URL – 指定の URL の サイト閲覧者とアクティビティ レポートを表示す

るプランを作成するには、このオプションを選択し、ファーム ドロップダウン メニューからファー

ムを選択します。URL テキスト ボックスに サイト コレクション URL および アイテム U

RL を入力します。URL を追加するには、[別の URL を追加] をクリックします。 

b. レポートの生成レベル – ツリーから Web アプリケーション / サイト コレクション / サイト レベルのノ

ードを選択する場合は、対応するラジオ ボタンを選択して、レポートの範囲レベルを選択します。す

べての現在のオブジェクトおよび新しいオブジェクトを含むオプションを選択すると、選択したノード配

下の新規作成のオブジェクトが以降のレポート プランに自動的に含まれます。 

*注意: ツリーからファーム ノードまたはリスト レベル ノードを選択する場合、選択したファーム ノー

ドまたはリスト レベル ノードが自動的にレポート範囲として設定され、変更することはできません。 

c. 選択された範囲でオブジェクトをフィルター – 選択した範囲内にこのプランに含める SharePoi

nt オブジェクトをフィルターするには、ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択しま

す。新しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フ

ィルターの作成の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 
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d. このプランに含めたいレポート タイプ – このプランの希望のレポート タイプを選択します。レポート 

ポイントは構成済みレポート範囲およびレポート レベルに基づいて対応のレポート タイプを自動的

に読み込みます。特定のレポート タイプの例を表示するには、該当するレポート タイプ名または隣

のボタンをクリックします。 

2. 基本設定 – 選択したレポート タイプのプラン名、説明を入力し、必要な設定を構成します。 

• プラン名 – 作成するプランの名前と説明 (必須ではありません) を入力します。 

• 定期的にデータを取得するコレクターの有効化 - このセクションは、手順 1 で検索利用状況、

サイト閲覧者とアクティビティ、チェックアウト済みドキュメント、ページ トラフィック、参照元、失敗した

ログイン試行、ダウンロード数ランキング、サイト アクティビティのランキング、アクティビティの多いユー

ザーのうち 1 件または複数のレポート タイプを選択する場合にのみ使用可能です。このセクション

で、コレクター ジョブ経由でデータを取得するレポートに対してコレクターを有効にするかどうかを指

定します。 

o コレクターを有効にする チェックボックスを選択する場合、コレクターは データ コレクショ

ン で構成されたスケジュールに従ってデータを取得します。既定では、コレクター スケジュ

ールが有効になっており、各コレクターはデータを 1 日 1 回取得します。 

o コレクター スケジュールを無効にするには、コレクターを有効にする チェックボックスをオフに

します。コレクターの状態は 無効 に変更され、情報の取得はスケジュールに従いません。  

データ コレクション をクリックすると、データ コレクション ページに移動します。コレクターの詳細情

報については、本ガイドの データ コレクション セクションを参照してください。 

*注意: 手順 1 でサイト閲覧者とアクティビティ、サイト アクティビティのランキング、アクティビティの

多いユーザーを選択する場合、これらのレポートは使用量コレクターを使用して SharePoint 監

査データを取得するため、DocAve は SharePoint 監査をこのプランの範囲のサイト コレクション

に対して自動的に有効にします。SharePoint 監査を後で無効にする場合、データ コレクション 

に移動し、使用量コレクターの SharePoint 監査の有効化 設定を編集し、SharePoint 監

査の再有効化を停止ます。 

手順 1 で検索利用状況または参照元を選択する場合、検索利用状況コレクター ジョブが必要

なデータを取得するために、SharePoint の Web Analytics サービスが開始されている必要が

あります。 

• ユーザー アクティビティのフィルター - このセクションは、手順 1 でサイト閲覧者とアクティビティ、

最終アクセス日時、失敗したログイン試行、ワークフローの状態、SharePoint 通知、サイト アク
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ティビティのランキング、アクティビティの多いユーザーのうち 1 件または複数のレポート タイプを選択

する場合にのみ使用可能です。このセクションで、アクティビティをレポートに含める、またはレポート

から排除するユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前を確認するボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前を確認する

ボタン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排

除するユーザーを検索することができます。 

• 最終アクセス時刻レポートの時間の範囲 – このセクションは、このウィザードの レポートの範囲と

タイプの選択 手順で最終アクセス時刻レポートを選択する場合に使用可能です。以下の選択

肢から選択します。 

o 期間 – 期間 を選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選択可

能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 

の 8 種類あります。 

o カスタム – カスタム を選択し、データの収集の時間範囲を指定します。 

3. 詳細設定 – 選択したレポートのエクスポートおよび利用状況通知送信の設定を構成します。 

• プラン レポートのエクスポート – 対応するラジオ ボタンを選択し、このプランのレポートをエクスポ

ートするかどうかを選択します。 

o はい を選択すると、レポートのエクスポート設定 および レポートのエクスポート スケジ

ュールの構成 セクションが下に表示されます。レポートのエクスポートの設定およびスケジ

ュールを構成し、レポート ポイントはこれらの設定に基づいてレポートをエクスポートしま

す。 

o このプランのスケジュールを構成しない場合は、いいえ を選択します。レポートのエクスポ

ート設定 および レポートのエクスポート スケジュールの構成 セクションは表示されませ

ん。このプランのデータの取得およびレポートのエクスポートは手動で実行する必要があり

ます。 

• レポートのエクスポート設定 - このプランの各レポートのエクスポートの共通設定および特定のレ

ポートのエクスポートの詳細設定を指定します。 

o 共通設定 – 以下の各レポートのエクスポートの共通設定を指定します。 
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▪ レポート形式 – ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

▪ エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択しま

す。新しいエクスポート先を構成する場合は、[エクスポート先の新規作成] を

クリックして、エクスポート先 の説明を参照してください。 

▪ ピボットグラフのエクスポート - このレポートのピボットグラフを XLSX 形式でエ

クスポートする場合、このオプションを選択します。 

*注意: このオプションは、レポート形式 が XLSX であり、レポート タイプが ア

クティビティの多いユーザー、チェックアウト済みドキュメント、失敗したログイン

試行、ページ トラフィック、サイト閲覧者とアクティビティ である場合にのみ使

用可能です。 

▪ 通知を送信する - レポートのエクスポート ジョブのメール通知を送信するには、

通知を送信する チェックボックスを選択し、この通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にア

クセスすることができます。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール

通知プロファイルを作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細

については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User 

Notification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイ

ルとしてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポ

ートをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボッ

クスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

o 詳細設定 – このプランの特定のレポートの詳細設定を指定します。 

▪ 期間 – 期間 構成エリアは、手順 1 で検索利用状況、サイト閲覧者とアクティ

ビティ、チェックアウト済みドキュメント、ページ トラフィック、参照元、失敗したログ

イン試行、ダウンロード数ランキング、サイト アクティビティのランキング、アクティビ

ティの多いユーザーのうち 1 件または複数のレポート タイプを選択する場合にの

み使用可能です。このエリアで、以下の選択肢から選択します。 

 期間 ラジオ ボタンをクリックし、ドロップダウン リストから希望の期間を選

択し、定義済み期間を指定します。選択可能な期間が、今月、前

月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 8 

種類あります。  

 開始日 ラジオ ボタンをクリックして開始日をカスタマイズします。カレンダ

ーを使用して希望の日付を選択します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ 頻度 – このフィールドは、手順 1 でページ トラフィック・サイト閲覧者とアクティビ

ティ レポートを選択する場合にのみ使用可能です。エクスポートされるレポートを

表示する間隔を選択します。 

 自動 - このオプションを選択すると、システムは構成された 期間 に従っ

て、日単位、週単位、月単位 オプションから間隔を自動的に選択しま

す。 

*注意: 期間が 14 日間以内である場合、間隔として 日単位 が自

動的に選択されます。期間が 14 日間から 60 日間以内である場

合、間隔として 週単位 が自動的に選択されます。期間が 60 日間

以上である場合、間隔として 月単位 が自動的に選択されます。 

▪ 特定の設定 - この構成エリアで、このプランの特定のレポートの各特定の設定

を構成します。これらの設定の構成の詳細については、特定のレポートのエクス

ポート設定の構成 を参照してください。 

• レポートのエクスポート スケジュールの構成 – このプランのレポートのエクスポート スケジュールを

指定します。この構成エリアで、以下の選択肢から選択します。 

o スケジュールなし – このプランのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択し

ます。このオプションを選択すると、レポートを手動で生成する必要があります。 

o 手動でスケジュールを構成する – このプランのレポートをエクスポートする特定の時間を

構成します。スケジュールの構成エリアが表示されます。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します。 

▪ 開始時刻 - このプランのレポートのエクスポートを開始する日付および時刻を選

択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

▪ 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力して 時間、日間、週間、ヶ月間 から選

択します。このスケジュールに基づいてレポートが繰り返しエクスポートされます。

[カレンダー ビュー] をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することがで

きます。 

▪ スケジュールの終了 – このプランのレポートのエクスポートを停止するタイミングを

指定します。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプランのレポ

ートを繰り返しエクスポートします。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボ

ックスで構成した回数の実行後にジョブを停止します。プランのレポートのエクスポ
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ートを停止する特定の日付と時刻を指定する場合は、終了時刻 を選択しま

す。 

• 特定レポートに関するメール通知受信 - この構成エリアは、手順 1 でサイト閲覧者とアクティビテ

ィ、チェックアウト済みドキュメント、ページ トラフィック、失敗したログイン試行、ワークフローの状態、

アクティビティの多いユーザーのうち 1 件または複数のレポート タイプを選択する場合にのみ使用

可能です。このエリアで、指定の条件が満たされた場合に利用状況メール通知を送信することを

希望するレポートのチェックボックスを選択します。利用状況メール通知の作成方法の詳細につい

ては、利用状況メール通知の構成 を参照してください。 

4. 概要 - このページで、すべてのプラン構成を確認・編集します。変更するには、リボン上で [戻る] をクリック

し、該当するページで設定を編集します。 

5. このプランの構成の完了後、[保存] をクリックしてドロップダウン リストから以下の 2 つのオプションを選択す

るか、[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。 

• [保存] をクリックしてこのプランを保存します。利用状況レポート画面でこのプランを表示・管理す

ることができます。 

• [保存してレポートを生成] をクリックしてプランを保存し、ただちにレポートを生成します。 

高度検索機能を使用したノードの検索 

検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web アプリケーション レベル ノード、サイト ノード、リスト ノード配下に

表示するノードの数を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択します。高度検索 画面で [条件の追加] 

をクリックして、以下の設定を構成します。 

1. ルール - 検索のルールを選択します。URL ルールを使用して Web アプリケーション レベル ノードをフィル

ターするか、URL ルールおよび 名前 ルールを使用してサイト コレクション / サイト / リスト / ライブラリ レ

ベル ノードをフィルターすることができます。 

2. 条件 – ドロップダウン リストからルールの条件を選択します。 

3. 値 – ルールの値をテキスト ボックスに入力します。 

4. 条件を追加するには、[条件の追加] をクリックして、上記の手順を繰り返します。[AND] もしくは [OR] 

をクリックすると、条件間の論理関係を変更することができます。既定の論理関係は AND です。  

• AND を選択すると、すべての条件を満たす子ノードが結果に含まれます。 

• OR を選択すると、条件のいずれかを満たす子ノードが結果に含まれます。  

基本フィルター条件 フィールドに、フィルター条件の論理関係が表示されます。 
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5. [検索] をクリックして、子ノードの検索を開始します。 

特定のレポートのエクスポート設定の構成 

このウィザードの レポートの範囲とタイプの選択 手順で ページ トラフィック、ダウンロード数ランキング、サイト ア

クティビティのランキング、アクティビティの多いユーザー を選択する場合、プランの編集 ページの レポートのエク

スポート設定 セクションでは、以下の特定の設定が使用可能です。 

• ページ トラフィック - この設定は、このウィザードの レポートの範囲とタイプの選択 手順で ペー

ジ トラフィック を選択する場合に使用可能です。ページ トラフィック レポートでページ トラフィック

を表示するタイプとして、ヒット数 または スループット を選択します。 

• ダウンロード数ランキング – この設定は、このウィザードの レポートの範囲とタイプの選択 手順

で ダウンロード数ランキング を選択する場合に使用可能です。上位 __ テキスト ボックスに整

数を入力し、ドロップダウン メニューから サイト または 選択されている範囲 を選択してレポートに

表示するノードおよびノード数を指定します。 

• サイト アクティビティのランキング - この設定は、このウィザードの レポートの範囲とタイプの選

択 手順で サイト アクティビティのランキング を選択する場合に使用可能です。上位 / 下位 _

_ テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから サイト / ページ / リスト / ユー

ザー / アイテム を選択してレポートに表示するノードおよびノード数を指定します。 

• アクティビティの多いユーザー - この設定は、このウィザードの レポートの範囲とタイプの選択 手

順で アクティビティの多いユーザー を選択する場合に使用可能です。すべての記録を表示する 

を選択すると、レポート画面にすべての収集されたデータを表示するか、上位 / 下位 __ 記録 を

選択して、テキスト ボックスに整数を入力すると、レポートに表示する上位 / 下位ランキング結果

数を指定します。 

利用状況メール通知の構成 

特定のレポート タイプの 利用状況メール通知 設定の構成については、以下の説明を参照してください。 

• アクティビティの多いユーザーの利用状況通知 – このチェックボックスを選択する場合、指定の条

件が満たされると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

o 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パ

ネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照して

ください。  

o 期間 – この通知の時間範囲を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o しきい値 – 通知のトリガーを構成します。アクティビティが __ 回を超過 テキスト ボック

スに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 日間 または 週間 を選択します。 

• チェックアウト済みドキュメントの利用状況通知 – このチェックボックスを選択する場合、指定の

条件が満たされると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

o 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細につい

ては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notificatio

n Settings セクションを参照してください。  

o しきい値 – 通知のトリガーを指定します。チェックアウト済みドキュメントが __ 件を超

過 テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

o 間隔 - メール通知を送信する頻度を指定します。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 日間 または 週間 を選択します。 

• 失敗したログイン試行の利用状況通知 – このチェックボックスを選択する場合、指定の条件が

満たされると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

o 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細につい

ては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notificatio

n Settings セクションを参照してください。  

o 間隔 - メール通知を送信する頻度を指定します。__毎にこの期間のレポートをメール

で送信する 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 日間 また

は 週間 を選択します。 

• ページ トラフィックの利用状況通知 – このチェックボックスを選択する場合、指定の条件が満たさ

れると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

o 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細につい

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notificatio

n Settings セクションを参照してください。 

o 期間 – この通知の時間範囲を指定します。過去 テキスト ボックスに正の整数を入力

し、時間、日間、週間、ヶ月間、年間 を選択します。 

o しきい値 – 通知のトリガーを指定します。ヒット数が __ 以上 テキスト ボックスに正の

整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 日間 または 週間 を選択します。 

• サイトの利用者およびアクティビティの利用状況通知 – このチェックボックスを選択する場合、指

定の条件が満たされると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

o 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パ

ネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照して

ください。 

o 期間 – この通知の時間範囲を指定します。 

o しきい値 – 通知のトリガーを指定します。これらのしきい値のいずれかまたは両方を使用

することができます。 

▪ __ イベント以上 チェックボックスを選択してこのしきい値をアクティブにしてから、

テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

▪ ユニーク ビジターが __ 人以上 チェックボックスを選択してこのしきい値をアクテ

ィブにしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

o 間隔 - メール通知を送信する頻度を指定します。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 日間 または 週間 を選択します。 

• ワークフロー状態の利用状況通知 – このチェックボックスを選択する場合、指定の条件が満たさ

れると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細につい

ては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザーガイド (英語) 内の User Notificati

on Settings セクションを参照してください。 

o しきい値 – 通知のトリガーを指定します。ユーザー 1 人に割り当てるアクティブなワー

クフローが __ を超過 テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

o 間隔 – メール通知を送信する頻度を指定します。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 日間 または 週間 を選択します。 

利用状況レポート画面の使用 

利用状況レポート プランの構成の完了後、利用状況レポート 画面で作成済みプランを表示・管理し、プランのレ

ポートを生成することができます。表示画面では、各作成済み利用状況レポート プランの プラン名、レポート タイ

プ、説明、最終更新日時 を表示することができます。利用状況レポート プランの管理およびプランのレポートの生

成の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

利用状況レポート プランの管理 

利用状況レポート 画面で、プランを管理するには、以下の操作を実行することができます。 

• 特定のプランに含まれているレポート タイプを表示するには、希望のプランの隣の矢印 ( ) ボタン

をクリックしてプランを プランの管理 画面で展開します。すべての含まれているレポート タイプがプ

ラン名の下に表示されます。 

• 詳細の表示 – プランを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックして 詳細の表示 ページを開

き、選択したプランのレポート範囲および設定を表示することができます。リボン上で [プランの編

集] をクリックすると、プランを編集することができます。プランの確認の完了後、[閉じる] をクリック

すると、利用状況レポート ページに戻ります。 

• 編集 – プランを選択し、リボン上で [編集] をクリックして プランの編集 ページを開きます。ここで

は、選択したプランの範囲および設定を変更することができます。以下のオプションから選択します。 

o [保存] をクリックしてドロップダウン リストから選択します。 

▪ [保存] をクリックしてこのプランを保存します。利用状況レポート画面でこのプラ

ンを表示または管理することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ [保存してレポートを生成] をクリックしてプランを保存し、ただちにレポートを生

成します。 

o [キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに プランの編集 ページを閉じます。 

• 削除 – プランを選択し、リボン上で [削除] をクリックすると、プランを削除します。選択したプラン

の削除を実行するかを確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてプラン

を削除するか、[キャンセル] をクリックするしてプランを削除せずに利用状況レポート ページに戻り

ます。 

• ジョブ モニター - 実行中のレポートおよびスケジュール レポートをトラッキングします。各モジュール

のジョブにアクセスするには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニター の使用

の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してください。 

利用状況レポート画面でのレポートの生成 

特定のプランのレポートのエクスポート スケジュールを構成すると、レポート ポイントは構成したエクスポート スケジュー

ルおよびレポートのエクスポート設定に基づいてレポートを生成してエクスポートします。スケジュール エクスポート レポ

ート ジョブの完了後、指定のエクスポート先に移動し、エクスポート済みレポートを表示することができます。特定のプ

ランのレポートをただちに生成する場合は、利用状況レポート 画面で以下の操作を実行します。 

• レポートの生成 - 希望のレポートを選択し、リボン上で [レポートの生成] をクリックすると、ジョブ

をただちに実行し、選択したレポートの最新データを取得します。 

• 今すぐエクスポート – 希望のレポートを選択し、リボン上で [今すぐエクスポート] をクリックする

と、レポート詳細を該当するプランで構成したエクスポート先にエクスポートします。 

• レポートの表示 – データが取得された希望のレポートを選択し、リボン上で [レポートの表示] を

クリックすると、レポートの表示 ページにアクセスします。収集済みデータのレポートが表示されま

す。データが取得されていないレポートを選択する場合、[レポートの表示] をクリックすると、レポ

ートの表示 ページのレポート表示画面にデータが表示されません。レポートの表示 ページでのレ

ポートの表示の詳細については、利用状況レポートの表示 を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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レポートの表示画面の使用 

レポートの表示 画面では、レポート詳細を表示し、特定の利用状況レポート プランのレポートを生成するジョブを

実行することができます。指定の利用状況レポート プランを表示・編集することができます。以下のいずれかの方法

で、レポートの表示 画面にアクセスします。 

• レポートの表示 画面にアクセスして特定のプランの生成済みレポートを表示するには、利用状況

レポート タブに移動し、希望のプランを選択してリボン上で [レポートの表示] をクリックします。選

択したプランの レポートの表示 画面が表示されます。  

•  レポートの表示 画面にアクセスして特定のレポートを表示するには、以下の手順に従ってくださ

い。 

i. 利用状況レポート タブに移動し、希望のレポートを含めるプランの隣の矢印 ( ) をクリ

ックしてプランを展開します。含まれているすべてのレポートがプラン ノードの下に表示され

ます。  

ii. このプランに含める希望のレポートを選択します。 

iii. リボン上で [レポートの表示] をクリックします。選択したレポートの レポートの表示 画

面が表示されます。 

レポートの表示 画面で、次のアクションを実行することができます。  

• レポート タイプ - 特定のプランの レポートの表示 画面にアクセスすると、このプランのすべてのレ

ポート タイプが レポート タイプ ドロップダウン リストに含まれます。ドロップダウン リストから希望の

レポート タイプを選択し、レポート詳細を表示するか、選択したプランのレポートをただちに生成す

るかを選択します。 

*注意: 特定のレポートの レポートの表示 画面にアクセスすると、レポート タイプ ドロップダウン 

リストに表示されるレポート タイプは選択したレポート タイプのみであり、変更することはできませ

ん。 

• レポート - このボタンをクリックすると、レポート タイプ で指定したレポートの詳細が表示されます。

レポートの表示の詳細については、利用状況レポートの表示 を参照してください。 

• プランの詳細 – このボタンをクリックすると、現在選択されているプランの詳細設定が表示されま

す。 
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• プランの編集 – このボタンをクリックすると、プランの編集 ページで現在選択されているプランを編

集することができます。プランの編集の詳細については、利用状況レポート プランの管理 を参照し

てください。 

• レポートを実行 – このボタンは、レポート タイプ で最終アクセス日時、SharePoint 通知、ワー

クフローの状態のいずれかを選択する場合に使用可能です。このボタンをクリックすると、選択したレ

ポートをただちに実行することができます。レポートの生成後、最新取得されたデータが下のレポー

ト表示画面に表示されます。レポートの表示の詳細については、利用状況レポートの表示 を参

照してください。 

• 今すぐ取得 – このボタンは、レポート タイプ で検索利用状況、サイト閲覧者とアクティビティ、チ

ェックアウト済みドキュメント、ページ トラフィック、参照元、失敗したログイン試行、ダウンロード数ラ

ンキング、サイト アクティビティのランキング、アクティビティの多いユーザーのいずれかを選択する場合

に使用可能です。このボタンをクリックすると、選択したレポートのコレクターをただちに実行し、このレ

ポートの最新のデータを取得します。レポートの生成後、最新取得されたデータが下のレポート表

示画面に表示されます。レポートの表示の詳細については、利用状況レポートの表示 を参照して

ください。 

• 今すぐエクスポート – このボタンをクリックし、ドロップダウン リストから希望のオプションを選択し、レ

ポート タイプ で選択したレポートのレポート詳細をエクスポートします。レポートのエクスポートの詳

細については、レポートのエクスポート を参照してください。 

• ジョブ モニター - 実行中のレポートおよびスケジュール レポートをトラッキングします。各モジュール

のジョブにアクセスするには、リボン上で [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニター の使用

の詳細については、DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド (英語) を参照してください。 

• 閉じる – このボタンをクリックすると、このページを閉じて 利用状況レポート 画面に戻ります。 

利用状況レポートの表示 

レポートの表示 画面のレポート表示画面で、特定のプランで選択した レポート タイプ の最新取得されたデータが

表示されます。利用状況レポートの表示の詳細について、以下のセクションを参照してください。 

検索利用状況レポートの表示  

検索利用状況 レポートには、検索した用語、用語の検索回数、指定の時間範囲内のユニーク検索数が表示され

ます。 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。検索利用状況 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することができま

す。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• カスタム – カレンダーで 期間 および 頻度 をカスタマイズします。 

• 上位 – 表示する結果の上位数です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 検索用語 – 検索用語で表示します。 

• 検索範囲 – 検索範囲で表示します。 

サイト閲覧者とアクティビティ レポートの表示 

サイト閲覧者とアクティビティ レポートには、選択した時間範囲内のサイトコレクション / サイト / サブサイト / リスト 

/ ライブラリのアクティビティ、利用状況、ユニーク ビジター数が表示されます。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。サイト閲覧者とアクティビティ レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成す

ることができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• タイプ - レポート タイプを設定します。 

• カスタム – カレンダーで 期間、頻度、タイプ をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 次の順序でソート - データを表示する順序です。 

• イベント – 指定の期間の選択した範囲内の該当するイベント数を表示することができます。既定

では、表示するイベントは 更新、削除、表示 です。 

• イベントの集計 – イベント数を表示します。 

• ユニーク ビジターの集計 - ユニーク ビジター数を表示します。 
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• 詳細 - 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 

チェックアウト済みドキュメント レポートの表示 

チェックアウト済みドキュメント レポートには、選択した範囲内のチェックアウト済みドキュメント数が表示されます。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。チェックアウト済みドキュメント レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成

することができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• タイプ - レポート タイプを設定します。 

• カスタム – カレンダーで 期間、頻度、タイプ をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• チェックアウト済みドキュメント – 範囲に基づくチェックアウト済みドキュメントのグラフィック レポート

です。 

• 詳細 – 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 

ページ トラフィック レポートの表示 

ページ トラフィック レポートは、サイト / サイト コレクション レベルでページのトラフィック レベルを分析します。特定の

サイトでは、特定の時間範囲内のページ トラフィック レベル、スループット数、ヒット数を表示することができます。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。ページ トラフィック レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することがで

きます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• 表示方法 - レポートの表示方法となる情報です。 

• カスタム – カレンダーで 期間 および 頻度 をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• ページ トラフィック – ページ トラフィック情報です。 
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• 詳細 – 頻度についての詳細情報です。 

参照元レポートの表示 

参照元 レポートは、サイト コレクション / サイトの指定の範囲内のホストまたはページの参照頻度のレコードおよび

分析に使用されます。 

*注意: 参照元 レポートは SharePoint 2013 または SharePoint 2016 に対応していません。このレポートの

選択されたサイト コレクションまたはサイトは、同一ファーム内にあることに制限する必要があります。 

レポート ポイントで 参照元 レポートを生成するには、SharePoint のサイト参照元に必要なプライマリ データは S

harePoint で構成しておく必要があります。SharePoint でプライマリ データを構成するには、以下の手順に従って

ください。 

1. お使いの SharePoint 2010 環境に移動ます。 

2. サーバーの全体管理 > 監視 > Usage and Health data collection の構成 の順に移動しま

す。 

3. 正常性データの収集 を有効にします。  

4. [ログの収集スケジュール] をクリックし、すべてのログの収集スケジュールを有効にします。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。参照元 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することができます。 

• 次の順序でソート - レポートの表示順序となる情報です。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• カスタム – カレンダーで 期間 および 頻度 をカスタマイズします。 

• タイプ - レポート タイプを設定します。 

• Y 軸 - Y 軸のパラメーターを設定します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 参照元 - 参照元情報です。 

• 詳細 - 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 
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最終アクセス時刻レポートの表示 

最終アクセス時刻 レポートには、SharePoint 監査を使用して選択したサイト コレクションまたはサイトの最終アク

セス日時および最終アクセス者が表示されます。 

*注意: レポートを生成するすべてのサイト コレクションまたはサイトに対して SharePoint 監査設定を有効にする

必要があります。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。最終アクセス時刻 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することがで

きます。 

• 表示方法 - レポートの表示方法となる情報です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

失敗したログイン試行レポートの表示 

失敗したログイン試行 レポートは、指定のファーム / サイトの失敗したログインまたはアクセス試行の監視に使用さ

れます。  

*注意: 失敗したログイン試行情報を取得するには、まず IIS ログを構成する必要があります。IIS ログの構成の詳

細については、IIS ログ セクションを参照してください。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。失敗したログイン試行 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成すること

ができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• カスタム – カレンダーで 期間 および 頻度 をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• Y 軸 - Y 軸のパラメーターを設定します。 

• 表示方法 - レポートの表示方法となる情報です。 

• 失敗したログイン試行 – 頻度毎の失敗したログイン試行です。 
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• 詳細 – 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 

ワークフローの状態レポートの表示 

ワークフローの状態 レポートには、SharePoint 2016、SharePoint 2013、SharePoint 2010、SharePoi

nt Designer によって作成されたワークフロー テンプレート毎のワークフロー数が表示されます。ワークフローの状態 

レポートは、指定の範囲内のワークフロー テンプレート / ユーザー / ライブラリ / リストの各ワークフローの状態、ワー

クフローの完成の平均時間、現在実行中のワークフロー数、各ワークフローに割り当てられるユーザーの表示に使用

されます。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。ワークフローの状態 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することがで

きます。 

• 次の順序でソート - データを表示する順序です。 

• Y 軸 - Y 軸のパラメーターを設定します。 

• 平均を表示する - 平均ワークフローを表示します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• テンプレート配分 – 選択した範囲内のすべてのワークフローおよびワークフロー配分のサマリーをテ

ンプレート別に表示します。 

• 詳細 – 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 

SharePoint 通知レポートの表示 

SharePoint 通知 レポートには、指定の範囲の通知数が表示されます。レポートの生成後、レポート表示画面

に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。SharePoint 

通知 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することができます。 

• 次の順序でソート - データを表示する順序です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 通知 – ファーム毎の通知です。 

• 詳細 – 通知が発生する場所と頻度です。 
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ダウンロード数ランキング レポートの表示 

ダウンロード数ランキング レポートはダウンロードされたファイルの情報の一覧表示に使用されます。 

*注意: ダウンロード数ランキング情報を取得するには、先に IIS ログを構成する必要があります。IIS ログの構成の

詳細については、IIS ログ セクションを参照してください。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。ダウンロード数ランキング レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成するこ

とができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• カスタム – カレンダーで 期間 をカスタマイズします。 

• 詳細 - 範囲毎の上位ダウンロード数です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

次のダウンロード情報を表示することもできます。 

• ファイル ダウンロード ランキング - 各個別のサイトのファイル ダウンロード ランキングを表示しま

す。 

• ユーザー ダウンロード ランキング - 各個別のサイトのユーザー ダウンロード ランキングを表示しま

す。 

• 詳細 - 各個別のダウンロード イベントの詳細情報を表示します。 

サイト アクティビティのランキング レポートの表示 

サイト アクティビティのランキング レポートはサイト コレクションおよびサイト レベルでサイト アクティビティを分析しま

す。特定のサイト コレクションでは、特定の時間内の上位ヒット サイト / ページ / ユーザーを表示することができま

す。既定では、上位 8 件のヒット サイト / ページ / ユーザー / リスト / アイテムが表示されます。 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。サイト アクティビティのランキング レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構

成することができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 
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• 詳細 - ここで設定したパラメーターの上位 / 下位数です。 

• カスタム – カレンダーで 期間 をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

アクティビティの多いユーザー レポートの表示 

アクティビティの多いユーザー レポートは、構成した範囲内のアクティビティが最も多いユーザーを表示します。レポー

トの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。アクティビティの多いユーザー レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成すること

ができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• カスタム – カレンダーで 期間 をカスタマイズします。 

• 次の順序でソート - データを表示する順序です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• アクティビティの多いユーザー - 範囲毎のアクティビティの多いユーザーです。 

• 詳細 – 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 

追加のユーザー プロパティを含むアクティビティの多いユーザー レポートのエクスポート 

既定では、エクスポートされた アクティビティの多いユーザー レポートは レポートの表示 機能と同じ情報だけでな

く、レポートされたユーザーのログイン名および表示名を含めます。追加のユーザー プロパティを含む アクティビティの

多いユーザー レポートをエクスポートするには、以下の説明を参照してください。 

1. エクスポートされた アクティビティの多いユーザー レポートに含めるユーザー プロパティをレポート サービス 

サーバー上の ReportCenterServiceCustomProperties.config ファイルで <UserProfileC

ustomProperties> ノードに追加します。詳細については、ReportCenterServiceCustomPrope

rties.config ファイルの構成 を参照してください。 

2. ユーザー プロパティの追加後、完全ユーザー プロファイル コレクター ジョブを実行し、Search Service 

アプリケーションから該当するユーザー プロパティを取得します。以下の説明を参照してください。 

a. 同一ディレクトリの下の ReportCenterServiceProperties.config で <UserProfile

SyncMode> ノードを構成し、データ コレクター ジョブのモードを 完全 に変更します。詳細につ

いては、ReportCenterServiceProperties.config ファイルの構成 を参照してください。 
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b. DocAve マネージャー > レポート ポイント > データ コレクション の順に移動し、ユーザー プロ

ファイル コレクターのジョブを実行します。データ コレクション でのデータ コレクター ジョブの実行の

詳細については、データ コレクション を参照してください。  

c. ユーザー プロファイル コレクター ジョブの完了後、構成したユーザー プロパティのデータが取得さ

れ、レポート データベースに保存されます。その後、増分ユーザー プロファイル コレクター ジョブを実

行してユーザー プロファイル データを取得することができます。レポート サービス サーバーに戻り、R

eportCenterServiceProperties.config で <UserProfileSyncMode> ノードを

構成し、データ コレクター ジョブのモードを 増分 に変更します。詳細については、ReportCenter

ServiceProperties.config ファイルの構成 を参照してください。  

3. 以上の手順の完了後、新しくエクスポートする アクティビティの多いユーザー レポートは、ReportCente

rServiceProperties.config ファイルでの構成に従って、各レポートされたユーザーのユーザー プロパ

ティを含めます。アクティビティの多いユーザー レポート タイプを含む利用状況レポート プランの プラン レ

ポートのエクスポート セクションでレポートのエクスポート スケジュールを構成した場合、以下の方法で アク

ティビティの多いユーザー レポートをエクスポートすることができます。 

• 次回のスケジュール エクスポート レポート ジョブが、構成したユーザー プロパティを含む アクティビ

ティの多いユーザー レポートをエクスポートするまで待ちます。 

• 利用状況レポート プランの アクティビティの多いユーザー レポートを手動でエクスポートするに

は、利用状況レポート または レポートの表示 画面の 今すぐエクスポート > データシートへエ

クスポート 機能を使用します。 
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インフラストラクチャ レポートの作成 

SharePoint インフラストラクチャ レポートは、リアルタイム モニターとインフラストラクチャ レポートの 2 つのカテゴリー

で構成されています。リアルタイム モニターでは、SharePoint 展開についての即時パフォーマンス データを表示する

ことができます。インフラストラクチャ レポートでは、データを管理し、長期プランを作成することができます。 

インフラストラクチャ レポート画面 

レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブには、以下のエリアが表示されます。 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポートに対してアクションを実行し、統合 ジョブ モニター に

アクセスできるツールバーです。 

2. 範囲画面 - レポートの設定を構成します。 

3. レポート表示画面 - レポートを確認します。レポートの表示方式のカスタマイズ用の構成可能な設定が複

数存在します。  

 

図4: インフラストラクチャ レポート画面 
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SharePoint サービス 

SharePoint サービス では、最新のアクティブな SharePoint サーバーおよび SharePoint サービスとその状態

を表示することができます。  

*注意: SharePoint トポロジー レポートの 詳細 タブは類似した情報を表示しますが、SharePoint サービス 

レポートは複数のファームの情報を表示することができます。  

SharePoint サービス レポートの生成 

SharePoint サービス レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タ

ブに移動し、リボン上で [SharePoint サービス] をクリックします。範囲 構成エリアで、ドロップダウン メニューから

対応するチェックボックスを選択して、表示するファームを選択します。[レポートの表示] をクリックして右側の レポー

ト表示 画面でレポートを生成します。 

SharePoint サービス レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。SharePoint サービス レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成すること

ができます。 

• サービスのソート - データを表示する順序です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

CPU / メモリー使用量 

CPU / メモリー使用量 レポートは DocAve エージェントがインストールされているホスト マシンの CPU およびメモ

リー使用量に対してリアルタイムな監視を提供します。 

CPU / メモリー使用量レポートの生成 

CPU / メモリー使用量 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タ

ブに移動し、リボン上で [CPU / メモリー使用量] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができ

ます。 



108  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. ホスト – DocAve エージェントがインストールされているホスト マシンを選択します。  

3. メール通知 - 指定の条件が満たされた際にメール通知を送信するには、利用状況通知 チェックボックスを

選択します。以下の設定を構成します。 

• 通知名 - 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメ

ール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参

照してください。  

• しきい値 – 通知のトリガーを指定します。これらのしきい値のいずれかまたは両方を使用することが

できます。 

o CPU チェックボックスを選択すると、このしきい値をアクティブにし、使用率 __% の状態

が __ 分を超過して継続 に値を入力します。 

o メモリー チェックボックスを選択すると、このしきい値をアクティブにし、使用率 __% の状

態が __ 分を超過して継続 に値を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値は 1 分毎に 1 回確認されます。数値がここで設定したしきい値を超

過すると、メール通知は送信されます。 

• 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 分間 または 時間 を選択します。 

[レポートの表示] をクリックして、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

CPU / メモリー使用量レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。CPU / メモリー使用量 レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成するこ

とができます。 

• 時間間隔 – レポートを表示する時間間隔です。 

• CPU / メモリー – CPU 情報とメモリー情報のいずれかまたは両方を表示します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• 詳細 – ホスト マシン毎の利用状況の詳細情報です。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

ネットワーク 

ネットワーク レポートは DocAve エージェント サーバーのネットワーク利用状況 (有線とワイヤレスの両方) に関す

るリアルタイム情報を提供します。 

ネットワーク レポートの生成 

ネットワーク レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブに移動し、

リボン上で [ネットワーク] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. ホスト – DocAve エージェントがインストールされているホスト マシンを選択します。  

3. アダプタ - アダプタを選択します。  

4. メール通知 - 指定の条件が満たされた際にメール通知を送信するには、利用状況通知 チェックボックスを

選択します。以下の設定を構成します。 

• 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメ

ール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参

照してください。  

• しきい値 – この通知のトリガーを指定します。使用率 __% の状態が __ 分継続 に値を入力

します。 

*注意: 既定では、しきい値は 1 分毎に 1 回確認されます。数値がここで設定したしきい値を超

過すると、メール通知は送信されます。 

• 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 分間 または 時間 を選択します。 

[レポートの表示] をクリックして、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ネットワーク レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。ネットワーク レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成することができます。 

• 時間間隔 – レポートを表示する時間間隔です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 詳細 – ホスト マシン毎のネットワーク データです。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

SharePoint トポロジー 

SharePoint トポロジー は、直感的なトポロジーでいずれかの SharePoint ファームのすべてのサーバー名・サー

バー数を表示する役割ベースの機能です。対応するアイコンをクリックすると、ファームの特定のサーバーについての詳

細情報を表示することができます。 

SharePoint トポロジー レポートの生成 

SharePoint トポロジー レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート 

タブに移動し、リボン上で [SharePoint トポロジー] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することが

できます。 

• 範囲 – 範囲 構成エリアで、ドロップダウン メニューから表示するファームを選択します。 

[レポートの表示] をクリックして、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

SharePoint トポロジー レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポート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。SharePoint トポロジー レポートに対しては、レポート表示画面で以下の設定を構成する

ことができます。 

• 役割別トポロジー – ファーム内の役割別の情報を検索します。 

• サーバー別トポロジー – すべてのサービスを表示します。 

• 詳細 – サーバー役割ごとのサービスと状態です。 
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o サービスのソート - データを表示する順序です。 

o フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

SharePoint 検索サービス 

SharePoint 検索サービス レポートは、SharePoint SSA のクロール スピードに関するリアルタイム情報、コンテ

ンツ ソースの状態・システム ステータス・検索アプリケーション トポロジーなどの SSA についての詳細情報を提供しま

す。  

SharePoint 検索サービス レポートの生成 

SharePoint 検索サービス レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポー

ト タブに移動し、リボン上で [SharePoint 検索サービス] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成する

ことができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ドロップダウン メニューから表示するファームを選択します。その後、ドロップダウ

ン メニューから Search Service アプリケーションを選択します。SharePoint 2010 および SharePoin

t 2013 の Search Service アプリケーション の SharePoint 検索サービス レポートを同時に生成

することができます。  

[レポートの表示] をクリックして、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

SharePoint 検索サービス レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 時間間隔 – レポートを表示する時間間隔です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• クロール スピード – Search Service のクロール スピードです。 

• コンテンツ ソース – Search Service に関する情報です。 
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o フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

• システム ステータス – Search Service の状態です。 

• 検索アプリケーション トポロジー – Search Service が存在する位置です。 

o フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

環境検索 

環境検索 は、ホスト、ファーム、サービス、サーバー、およびファーム内でそれらの状態など、指定の環境におけるオブ

ジェクトについてレポートを生成します。 

環境検索レポートの生成 

環境検索 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブに移動し、リ

ボン上で [環境検索] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。  をクリックしてすべてのフ

ィールドをクリアするか、  をクリックして現在のレポート プロファイルの変更を保存するか、  をクリックして

新しいプロファイル名を付けてすべての変更を保存します。 

2. 基準 - 基準 構成エリアで、以下のオプションを構成します。 

• 基準 - ドメイン、IPv4 範囲、ホスト名 を選択します。 

• 値 - 選択した基準に従ってドメイン名、IPv4 範囲、ホスト名を入力します。 

• ユーザー名 – 入力した基準および値に従ってユーザー名を入力します。 

• パスワード – アカウントのパスワードを入力します。 

3. フィルターの追加 - 同じ基準のフィルターを追加することができます。  

• ドメイン - 複数のフィルターの場合、[別のサーバー名フィルターの追加] をクリックします。既定

の論理関係は AND です。論理関係をクリックすると、論理関係を AND または OR に構成す

ることができます。[ホストの検索] をクリックします。ホスト名、ユーザー名、オペレーティング システ

ムはホスト表に表示されます。[このプロファイルにホストを保存] をクリックして検索結果を保存し

ます。検索結果は、このレイアウト ページを再オープンする際に表示されます。 

• IPv4 範囲 - 複数のフィルターの場合、[別の IPV4 範囲フィルターの追加] をクリックします。

IPV4 範囲フィルターの論理関係は OR です。 
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• ホスト名 - 複数のフィルターの場合、[別のホスト名範囲フィルターの追加] をクリックします。ホ

スト名フィルターの論理関係は OR です。 

[スキャン] をクリックして、構成したフィルターに従って環境をスキャンします。  

サイト コレクションの比較 

サイト コレクションの比較 は、定義済み条件に基づいて選択したサイト コレクション間の相違点を表示します。 

サイト コレクションの比較レポートの生成 

サイト コレクションの比較 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート 

タブに移動し、リボン上で [サイト コレクションの比較] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することが

できます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のオブジェクト レベルまで展開する

か、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェック

ボックスを選択します。検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web アプリケーション レベル ノード配下

に表示するノードの数を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高度検索 画面にアクセスし

ます。高度検索 機能の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノードの検索 を参照してくださ

い。 

[レポートの表示] をクリックして、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

サイト コレクションの比較レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 情報 – 基本情報、設定、セキュリティに関する、相違点をハイライトする各種のサイト コレクション

統計です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 
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サイト コレクションの読み込み時間 

このレポートは選択したサイト コレクションの読み込みの所要時間を表示します。 

サイト コレクションの読み込み時間レポートの生成 

サイト コレクションの読み込み時間 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ 

レポート タブに移動し、リボン上で [サイト コレクションの読み込み時間] をクリックします。範囲 画面で以下の設

定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のオブジェクト レベルまで展開する

か、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェック

ボックスを選択します。検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web アプリケーション レベル ノード配下

に表示するノードの数を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高度検索 画面にアクセスし

ます。高度検索 機能の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノードの検索 を参照してくださ

い。 

3. コレクターを有効にする – レポートのデータを収集します。既定では、この機能は情報を毎日の夜中 (コン

トロール サービスのタイム ゾーンに従います) に収集します。[データ コレクション] をクリックすると、データ 

コレクション ページに移動することができます。既定では、コレクター スケジュールが有効になっています。コレ

クター スケジュールを無効にするには、コレクターを有効にする チェックボックスをオフにします。コレクターの

状態は 無効 に変更され、情報の取得はスケジュールに従いません。コレクターの詳細情報については、本

ガイドの データ コレクション セクションを参照してください。 

4. メール通知 - 指定の条件が満たされた際にメール通知を送信するには、利用状況通知 チェックボックスを

選択します。以下の設定を構成します。 

• 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメ

ール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参

照してください。  

• しきい値 – この通知のトリガーを指定します。__ 秒を超過したレスポンス タイムが __ 回連続 

に値を入力します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定したしきい

値を超過すると、メール通知は送信されます。 

• 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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、日間、週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに収集します。[レポートの表示] をクリックすると、

右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

サイト コレクションの読み込み時間レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• タイプ – レポート タイプを設定します。 

• カスタム – カレンダーで期間、頻度、タイプをカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 読み込み時間 – 頻度毎の読み込み時間です。 

• 詳細 - 各個別のサイトの詳細情報を表示します。 

ストレージ最適化 

ストレージ最適化 レポートは DocAve のストレージ利用状況に関する特定の情報を提供するインフラストラクチャ 

レポートです。 

ストレージ トレンド 

ストレージ トレンド レポートには、選択した SharePoint オンプレミス ファーム / Web アプリケーション / コンテンツ 

データベース / サイト コレクション、SharePoint Online サイト コレクションの現在および予測されたストレージ使

用量が調整可能な時間列軸で表示されます。また、ドキュメント タイプ別の各サイト コレクション サイズ、サイト別の

サイズ、SharePoint リスト / ライブラリ別のサイズのドリルダウン分析も提供されます。 
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ストレージ トレンド レポートの生成 

ストレージ トレンド レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブに

移動し、リボン上で [ストレージ トレンド] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、データ ツリーを展開して SharePoint オブジェクトを選択します。ツリーの上の

検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力してオブジェクトを検索することもできます。レポートに含めるノ

ードの隣のチェックボックスを選択します。検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web アプリケーション 

レベル ノード配下に表示するノードの数を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高度検索 

画面にアクセスします。高度検索 機能の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノードの検索 

を参照してください。 

3. コレクターを有効にする – レポートのデータを収集します。既定では、この機能は情報を毎日の夜中 (コン

トロール サービスのタイム ゾーンに従います) に収集します。[データ コレクション] をクリックすると、データ 

コレクション ページに移動することができます。既定では、コレクター スケジュールが有効になっています。コレ

クター スケジュールを無効にするには、コレクターを有効にする チェックボックスをオフにします。コレクターの

状態は 無効 に変更され、情報の取得はスケジュールに従いません。コレクターの詳細については データ コ

レクション を参照してください。  

4. スケジュールのエクスポート – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、レポートを手動で実行する必要があります。  

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのレポートをエクスポートする特定の時間を構

成します。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o 開始時刻 - このプロファイルのレポートのエクスポートを開始する日付および時刻を選択

します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力して 時間、日間、週間、ヶ月間 から選択します。

このスケジュールに基づいてレポートが繰り返しエクスポートされます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 



 117 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのレポートのエクスポートを停止するタイミングを指

定します。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのエクスポー

トを繰り返しエクスポートします。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構

成した回数の実行後にジョブを停止します。このプロファイルのレポートのエクスポートを停

止する特定の日付と時刻を指定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – 希望の レポート形式 および エクスポート先 を選択しま

す。[表示] をクリックすると、選択したエクスポート先の詳細情報にアクセスすることができ

ます。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリックし、

本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。このレポートのピボットグラフを 

XLSX 形式でエクスポートするには、エクスポート先 テキスト ボックスの下の ピボットグ

ラフのエクスポート オプションを選択します。 

o 期間 – 期間 の構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

▪ 期間 – 期間 ラジオ ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから希望の期間を

選択します。選択可能な期間が 今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、

過去 2 週間、今日、前日 です。 

▪ カスタム開始日 – 開始日 ラジオ ボタンをクリックし、エクスポートされるレポート

にデータを含める開始日を指定します。 

o 頻度 – エクスポートされるレポートにデータを表示する時間間隔を選択します。 

▪ 自動 - このオプションを選択すると、システムは構成された 期間 に従って、日単

位、週単位、月単位 オプションから間隔を自動的に選択します。 

*注意: 期間が 14 日間以内である場合、間隔として 日単位 が自動的に選

択されます。期間が 14 日間から 60 日間以内である場合、間隔として 週単

位 が自動的に選択されます。期間が 60 日間以上である場合、間隔として 

月単位 が自動的に選択されます。 

o 通知 - 必要に応じて、通知を送信する チェックボックスを選択し、この通知の 受信者 を

選択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情

報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファイルを作

成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セク

ションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポートのサ

イズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを選択し、

__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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5. メール通知 - メール通知の構成エリアに、このレポートに対して設定できる通知タイプが 2 種類あります。 

利用状況通知 および 予測 のいずれかまたは両方を構成することができます。指定の条件が満たされる

と、メール通知を送信する場合、利用状況通知 チェックボックスを選択します (利用状況の通知 エリアが

アクティブになります)。予測の値が満たされると、メール通知を送信する場合、予測 チェックボックスを選択

します (予測 エリアがアクティブになります)。必要に応じて、以下の設定を構成します。     

• 通知名 - 以上の 2 種類の通知は同一通知プロファイルを使用してメールを送信します。構成済

みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイ

ルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。   

• 利用状況通知の設定 - 以下の設定を構成し、ストレージおよび時間間隔トリガーを指定しま

す。ストレージ サイズが設定の値を超過すると、メールが送信されます。 

o しきい値 - 利用状況通知のトリガーを指定します。 

• ストレージ サイズが指定の値を超過すると、メールが送信されます。ストレージ: 

__ 以上 に値を入力し、ドロップダウン メニューから MB または GB を選択しま

す。 

• 記憶域の制限値が指定の割合を超過すると、メールが送信されます。ストレー

ジ: クォータ テンプレートの記憶域の容量は __ % 以上です に整数を入力

します。 記憶域の制限値に対する構成した通知が使用できるのは、サイト コレ

クション レベル ノードのみです。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 日間、週間 を選択します。  

• 予測 - このチェックボックスを選択し、予測の値によってトリガーされる通知を有効にして、以下の

設定を構成します。 

o 期間 - 今後 __ 内の予測利用状況 テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン 

メニューから 日間、週間、ヶ月間 を選択します。 

o しきい値 – ストレージ: __ 以上 に整数を入力し、ドロップダウン メニューから MB また

は GB を選択します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 日間、週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに収集します。[レポートの表示] をクリックすると、

右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

ストレージ トレンド レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• タイプ - レポート タイプを設定します。 

• カスタム – カレンダーで 期間、頻度、タイプ をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• ストレージ トレンド - 頻度毎のストレージ トレンドです。 

• 予測 - 現在のトレンドに基づく予測トレンドです。 

• 割り当て - このタブは、サイト コレクション レベルの ストレージ トレンド レポートに対してのみ使用

可能です。このタブを使用し、特定のサイト コレクション内のサイト、コンテンツ、タイプの割り当てを

サイズ・数量別に表示します。 

• アイテムの詳細 - このタブは、サイト コレクション レベルの ストレージ トレンド レポートに対しての

み使用可能です。このタブを使用し、指定のサイト コレクション内の各リスト / ライブラリの詳細を

表示します。 
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ストレージ分析 

ストレージ分析 レポートは、SharePoint および外部デバイスに保存されたデータのサイズ・割合を表示します。外

部デバイスはストレージ最適化モジュールでの設定に関連しています。 

ストレージ分析レポートの生成 

ストレージ分析 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブに移動

し、リボン上で [ストレージ分析] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のファーム / Web アプリケーション 

/ サイト コレクション / コンテンツ データベースまで展開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 

名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスを選択します。 

3. 生データの生成 - 選択した範囲の生データを生成します。[生データの生成] をクリックすると、構成ウィン

ドウが表示されます。次の手順を実行します。 

• エクスポート先 - ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択するか、[エクスポート

先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。詳細については、エクスポート先 

を参照してください。 

• メール通知 - 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。構成済

みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセスするか、[メール通知

の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プロ

ファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の Us

er Notification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメール

に含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェッ

クボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。 

• 物理ロケーション - 物理ロケーションの情報を含む チェックボックスを選択し、物理ロケーション情

報を生データ レポートに含めます。物理ロケーション 列はレポート ファイルに追加され、データの物

理ロケーション情報の全般ビューを表示することができます。  

*注意: 物理ロケーション情報を含めると、生成速度が低下する可能性があります。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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生成されたレポートは、対応するオブジェクトのサイズを コンテンツ データベース内のサイズ (KB) 

列および その他のストレージ内のサイズ (KB) 列に表示します。 

4. 分析ルール - クリティカル オブジェクト タイプを指定し、対応するルールを構成してレポートを生成します。  

• オブジェクト タイプ - ドロップダウン メニューからレポートに含めるオブジェクト (添付ファイル、ドキ

ュメント、ドキュメント バージョン、アイテム、アイテム バージョン) を選択します。  

• ルール - ルールを 1 件以上選択する必要があります。サイズ ルール および タイム ルール はデ

ータを取得し、構成に従ってデータをレポート画面に個別に表示します。   

o サイズ ルール - BLOB サイズ および サイズ間隔 を指定します。0 から指定した BLO

B サイズまでのサイズ範囲は、サイズ間隔によって分割され、レポート図の Y 軸として表

示されます。例えば、指定の BLOB サイズが 100MB であり、サイズ間隔が 20MB で

ある場合、Y 軸は 0MB、20MB、60MB、80MB、100MB を表示します。 

o タイム ルール - データの収集の 期間 および 時間間隔 を指定します。作成日時 また

は 最終更新日時 をデータの収集・表示の開始日時として選択します。期間 ドロップダ

ウン リストから期間を選択するか、開始日・終了日 オプションを選択してカレンダー ボタ

ン ( ) をクリックして期間およびタイム ゾーンを指定します。時間間隔 テキスト ボックス

に整数を入力します。期間は時間間隔によって分割され、レポート図の Y 軸として表示

されます。 

5. スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• スケジュールなし - レポートを実行 ドロップダウン リストから レポートのみ実行 または プロファイ

ルを保存してレポートを実行 を選択して手動でデータを収集します。プロファイルを保存してレポ

ートを実行 を選択する場合、構成したレポート プロファイルを保存することもできます。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成します。

スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力して 時間、日間、週間、ヶ月間 から選択します。

このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] をクリック

すると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの取得を停止するタイミングを指定しま

す。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し
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収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回数の実行

後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定する場合

は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択し、以

下のエクスポートするレポートの設定を構成します。  

▪ レポート形式 - エクスポートするレポートの形式を選択します。 

▪ エクスポート先 - エクスポートされたレポートを保存するエクスポート先を選択

し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳細情報にアクセスします。

新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリック

し、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

▪ ストレージ分析タイプ - エクスポートするデータのタイプを選択します。 

▪ 分析ルール - エクスポートされたレポートの生成ルールを指定します。 

▪ 通知 - 必要に応じて、通知を送信する チェックボックスを選択し、この通知の 

受信者 を選択し、このプロファイルのジョブの通知メールを送信します。構成済

みのメール通知プロファイルを選択して [表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファイルを作成

するします。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コント

ロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レ

ポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェッ

クボックスを選択し、__ MB 未満  テキスト ボックスに許可するレポートの最大

サイズを入力します。 

レポートを実行 ドロップダウン リストから [レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポートを実行] を

選択して、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

ストレージ分析レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• ルール - ルール設定に従ってレポートを表示します。 

• 表示方法 - レポートの表示方法となる情報です。 

• X 軸 - X 軸のパラメーターを設定します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• SQL データ分析 - 指定のオブジェクトによって分類された BLOB データです。 

• BLOB インベントリ - BLOB ストレージ情報です。 

ユーザー ストレージ サイズ 

ユーザー ストレージ サイズ は、特定のユーザーのサイト コレクション レベル / サイト レベルでのストレージ サイズお

よび特定のライブラリ、リスト、ディスカッション掲示板のコンテンツ投稿者についての情報の表示に使用されます。 

ユーザー ストレージ サイズ レポートの生成 

ユーザー ストレージ サイズ レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート 

タブに移動し、リボン上で [ユーザー ストレージ サイズ] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成すること

ができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のサイト コレクション / サイトまで展

開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web アプリケーション レベル ノード

または サイト ノード配下に表示するノードの数を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高

度検索 画面にアクセスします。高度検索 機能の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノー

ドの検索 を参照してください。 

3. コレクターを有効にする – レポートのデータを収集します。既定では、この機能は情報を毎日の夜中 (コン

トロール サービスのタイム ゾーンに従います) に収集します。[データ コレクション] をクリックすると、データ 

コレクション ページに移動することができます。既定では、コレクター スケジュールが有効になっています。コレ

クター スケジュールを無効にするには、コレクターを有効にする チェックボックスをオフにします。コレクターの

状態は 無効 に変更され、情報の取得はスケジュールに従いません。コレクターの詳細については データ コ

レクション を参照してください。 
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4. ユーザー  – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設定し

ます。 

• すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザーのアク

ティビティが表示されます。 

• 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタン ( ) 

をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックしてレポートから排除するユ

ーザーを検索することができます。 

• 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン ( ) をクリッ

クして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックしてレポートに含めるユーザーを検

索することができます。  

• 匿名ユーザーを含む - 匿名ユーザーを含む チェックボックスを選択して匿名ユーザーのアクティビ

ティを含めます。 

5. メール通知 - 指定の条件が満たされた際にメール通知を送信するには、利用状況通知 チェックボックスを

選択します。以下の設定を構成します。 

• 通知名 – 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメ

ール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参

照してください。   

• しきい値 – 通知のトリガーを指定します。ストレージ サイズが __ を超過 に値を入力し、ドロッ

プダウン メニューから MB または GB を選択します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定したしきい

値を超過すると、メール通知は送信されます。 

• 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックして現在のプロファイルのデータをただちに収集するか、[レポートの表示] をクリックして右側

の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

ユーザー ストレージ サイズ レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 表示方法 - レポートの表示方法となる情報です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• 次の順序でソート - データを表示する順序です。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• ユーザー ストレージ サイズ - ユーザー毎のストレージ サイズです。 

• 詳細 - 各サイト コレクション / サイト URL のユーザー毎のストレージ サイズです。 
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管理レポートの作成 

管理レポート は、SharePoint の設定およびセキュリティを管理するための監視に使用されます。 

管理レポート画面 

レポート ポイントの 管理レポート タブは、以下の 3 つのエリアに分割されています。 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポートに対してアクションを実行し、統合 ジョブ モニター に

アクセスできるツールバーです。 

2. 範囲画面 - ファームまたは SharePoint オブジェクトを選択します。 

3. レポート設定 - レポートに含める情報を構成します。 

 

図5: 管理レポートの構成画面 

構成レポート 

構成レポート は、選択した SharePoint オンプレミス ファーム / Web アプリケーション / サイト コレクション / コン

テンツ データベース / サイト / リスト、SharePoint Online サイト コレクション / サイト / リストの設定および構成

の特定の詳細情報の表示に使用されます。 
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*注意: 構成レポート は SharePoint 2013 内のサイト コレクション / サイトの利用状況のレポートに対応してい

ません。構成レポートにサイト コレクション / サイトの利用状況を含めるには、SharePoint で Web Analytics S

ervice が開始されていることを確認してください。 

構成レポートの生成 

構成レポート の基本設定を構成するには、レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブに移動し、リボン

上で [構成レポート] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名または 個人用登録済みサイト ノードをクリックしてツリーを展開しま

す。SharePoint オンプレミス ファームに対しては、データ ツリーを希望のファーム / Web アプリケーション / 

コンテンツ データベース / サイト コレクション / サイト / ライブラリ / リストまで展開することができます。個人

用登録済みサイトに対しては、データ ツリーをグループ / サイト コレクション (または OneDrive for Busi

ness) / サイト / ライブラリ / リストまで展開することができます。ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL 

/ 名前を入力してオブジェクトを検索することもできます。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスを選

択します。 

*注意: 異なる SharePoint ファーム (SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint 2016 

など) から複数のノードを同じレベルで選択する場合、構成レポートを生成することができます。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. スケジュールを選択してください。(オプション選択) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいず

れかを選択します。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択する場合は、[プロファイルを保存してレポートを実行] をクリックしてデ

ータを手動で取得する必要があります。 
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• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。__ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで指定した回数

の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定

する場合は、終了時刻 を選択します。レポートのエクスポート設定 の構成エリアで

希望の レポート形式 および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場

合、[エクスポート先の新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクショ

ンを参照してください。 

5. メール通知を選択してください。(オプション選択) - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択

し、メール通知 ドロップダウン メニューから通知プロファイルを選択するか、[メール通知の新規作成] をクリ

ックして新しいプロファイルを作成します。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド 

(英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメ

ールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボッ

クスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

6. レポート設定を構成してください - レポートに含める情報を構成します。 

• レポート設定 - レポートに含める情報の隣のチェックボックスを選択します。 

*注意: 統計 グループの SharePoint ストレージ レポート オプションを選択し、SharePoint 

ストレージ レポート を生成することができます。SharePoint ストレージ レポート はエクスポー

トされたレポートの SharePoint ストレージ レポート セクションに含まれ、選択した範囲内の下

位レベル ノード数およびオブジェクトのストレージ サイズを表示します。 合計サイズ 列のデータに

は指定のオブジェクトの SQL ストレージ サイズおよび論理デバイスに保存されたデータのサイズが

含まれます。SQL サイズ には指定のオブジェクトの SQL ストレージ サイズが含まれます。実際の

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ストレージ サイズ には使用中の SQL ストレージ サイズ、ストレージ マネージャーおよびコネクタに

使用されているストレージのサイズが含まれます。   

サイト コレクション レベルでは、全体設定 カテゴリーの 社外との共有 オプションを選択することに

より、SharePoint ファイル、フォルダー、ライブラリの社外との共有イベントをレポートすることができ

ます。 

• 追加レポート タイプ - 要約レポートをエクスポートされたレポートに含めるかどうかを選択します。 

o 要約レポート (XLS と XLSX 形式のみ) を含む - 指定のレベルの各ノードの要約レ

ポートを含める場合、このオプションを選択し、要約レポートを含めるレベルの対応するチェ

ックボックスを選択します。 

設定構成の完了後、[プロファイルを保存してレポートを実行] をクリックします。レポートのエクスポート ウィンドウ

が表示されます。希望の レポート形式 および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポー

ト先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリック

し、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

*注意: 構成レポートを Microsoft Excel (XLS/XLSX) 形式でエクスポートする場合、Excel の各シートは最大 

500,000 レコードを含めることができます。レポート レコード数が 500,000 を超過する場合、新しいシートが Exc

el で作成されます。1 つのブックのシート数が 1,370 を超過することができません。超過すると、ブックが表示不可

になります。これは Microsoft Excel ソフトウェアの built-in 制限です。   

通知を送信する チェックボックスを選択してレポートの状態をユーザーに通知します。この通知の 受信者 を選択しま

す。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメール

に添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。     

[OK] をクリックしてレポートを生成するか、[キャンセル] をクリックして構成に戻ります。 

ベスト プラクティス レポート 

SharePoint にはパフォーマンス制限があるため、ベスト プラクティス レポート は SharePoint の構成および設定

の監視に使用されます。パフォーマンスを確認し、関連するユーザーに即時通知することができます。 
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しきい値プロファイルについて 

ベスト プラクティス レポート には、SharePoint 環境の正常性を確認するしきい値プロファイルが含まれています。

しきい値プロファイルでは、SharePoint 既定の制限を参照し、各 SharePoint オブジェクト レベルの限界および

制限を構成することができます。SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint 2016 の各ファームに

は、各 SharePoint オブジェクト レベルの既定のしきい値プロファイル セットがあります。  

ベスト プラクティス レポート 画面で、リボン上で [しきい値プロファイル] をクリックし、設定 > しきい値プロファイ

ル 画面に移動します。このページには、既定のしきい値プロファイルおよび構成済みしきい値プロファイルのリストが表

示されます。 

ページ毎のしきい値プロファイルの表示件数を変更するには、右下隅にある 行の表示 ドロップダウン メニューから希

望の件数を選択します。しきい値プロファイルを並べ替えるには、プロファイル名、SharePoint バージョン、レポー

ト レベル などの列見出しをクリックします。  

表示画面では、以下の方法でしきい値プロファイルの表示方法をカスタマイズすることができます。 

• 検索 – 指定のキーワードを使用して表示されているしきい値プロファイル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。表示画面の上部右側に、表示

するしきい値プロファイルのキーワードを入力します。ここではオプションとして、すべてのページを検

索 または 現在のページを検索 を選択することができます。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

• 列の管理 ( ) – リストに表示する列を指定し、表示する情報を管理することができます。列の管

理ボタン ( ) をクリックし、列名の隣のチェックボックスを選択すると、列をリストに表示します。 

• 列を隠す ( ) – 列を非表示にします。列名の上にマウス カーソルを移動し、列を隠すボタン 

( ) をクリックすると、列を隠します。  

• 列をフィルターする ( ) - リストに表示するアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワード

による検索は行わず、任意のアイテムをフィルターすることができます。列名の上にマウス カーソルを

移動し、列をフィルターするボタン ( ) をクリックすると、列をフィルターします。アイテム名の隣のチ

ェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示します。 

ここでは、しきい値プロファイルに対して次のアクションを実行することができます。 

• 作成 – リボン上で [作成] をクリックすると、新しいしきい値プロファイルを作成することができます。

新しいしきい値プロファイルの作成の詳細については、本ガイド内の しきい値プロファイルの構成 セ

クションを参照してください。 
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• 編集 – しきい値プロファイルを選択し、リボン上で [編集] をクリックして 設定 > しきい値プロファ

イル 画面を開きます。編集の完了後、[保存] をクリックして変更を保存します。[キャンセル] を

クリックすると、変更を保存せずにこの画面を閉じます。 

• 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。

[OK] をクリックして選択したしきい値プロファイルを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選

択したしきい値プロファイルを削除せずに しきい値プロファイル 画面に戻ります。  

しきい値プロファイル ページを終了するには、リボン上で [閉じる] をクリックして ベスト プラクティス レポート 画面

に戻ります。 

しきい値プロファイルの構成 

しきい値プロファイル 画面で、リボン上の [作成] をクリックして新しいしきい値プロファイルを作成するか、構成済み

しきい値プロファイルを選択する場合、[編集] をクリックして設定を編集します。しきい値プロファイル設定の構成方

法については、以下の説明を参照してください。 

1. プロファイル名 - テキスト ボックスに新しい プロファイル名 を入力します。  

2. SharePoint バージョン – 作成するしきい値プロファイルの SharePoint バージョンを指定します。  

3. レポート レベル – ドロップダウン メニューから希望の レポート レベル を選択します。  

4. しきい値の設定 – 希望の 制限 をクリックすると、しきい値の値が編集可能になります (既定の値が 最大

数 です)。希望のしきい値のタイプを選択して値を構成します。これらの列については、以下の説明を参照

してください。  

• 制限 - SharePoint 制限の名前です。 

• 最大数 – Microsoft が推奨する各制限の最大値です。 

• 制限タイプ – 制限タイプが 2 種類あります。 

o しきい値 – 特定の要求に対応するために超過できる構成可能な制限です。 

o サポートされている – 既定でテスト値に設定済みの構成可能な制限です。 

*注意: ファーム / Web アプリケーション / サイト コレクション しきい値プロファイルを作成する場合、下位

レベルを含む エリアは表の下に表示されます。下位レベルを含む エリアはレポートのエクスポートのみに対し

て使用可能であり、下位レベルの情報がエクスポートされたレポートに含め、該当する情報はレポート画面

に表示されないことを意味します。エクスポートされたレポートに下位レベルのパフォーマンス情報を含める場

合、希望のレベルの隣にあるチェックボックスを選択して、しきい値設定を指定します。  
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5. 構成の完了後、[保存] をクリックしてこれらの構成を保存するか、[キャンセル] をクリックして変更を保存

せずに しきい値プロファイル 構成画面を閉じます。 

ベスト プラクティス レポートの生成  

ベスト プラクティス レポート の基本設定を構成するには、レポート ポイントの 管理レポート タブに移動し、リボン

上で [ベスト プラクティス レポート] をクリックします。範囲 画面では、以下の設定を構成します。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のオブジェクト レベルまで展開する

か、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェック

ボックスを選択します。 

*注意: SharePoint 2010、SharePoint 2013、SharePoint 2016 ツリーから同じレベルの複数の

ノードを同時に選択する場合、ベスト プラクティス レポート を生成することができます。  

3. しきい値プロフィル – しきい値プロフィル ドロップダウン メニューから既定のしきい値プロファイルを選択しま

す。選択したプロファイルを表示または編集する場合、[しきい値プロファイルの表示・編集] リンクをクリック

し、しきい値プロフィル 画面に移動します。新しいしきい値プロファイルを作成する場合、ドロップダウン メニ

ューで [しきい値プロファイルの新規作成] をクリックして新しいしきい値プロファイルを作成します。しきい値

プロファイル設定の構成の詳細情報については、しきい値プロファイルの構成 を参照してください。現在のす

べてのプロファイルを表示するには、リボン上で [しきい値プロファイル] をクリックします。しきい値プロファイル

の管理の詳細情報については、しきい値プロファイルについて を参照してください。 

*注意: SharePoint 2010 のノードを選択する場合、SharePoint 2010 のしきい値プロファイルのみが

選択可能です。SharePoint 2013 のノードを選択する場合、SharePoint 2010 および SharePoin

t 2013 のしきい値プロファイルが選択可能です。SharePoint 2016 のノードを選択する場合、ShareP

oint 2016 のしきい値プロファイルのみが選択可能です。SharePoint 2010 ファームおよび SharePoi

nt 2013 ファームからノードを選択した場合、SharePoint バージョンが SharePoint 2010 のしきい値

プロファイルのみが選択可能です。  

ファーム レベルのしきい値プロファイルで、ソーシャル タグ、メモ、評価の数 しきい値は SharePoint 201

3 内のデータの評価に対応していません。 

4. スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 
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• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択する場合は、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポ

ートを実行] をクリックしてデータを手動で収集する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して ベスト プラクティス レポート を

保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – このプロファイルのルールを適用し、データを収集する日付と時刻を選択

します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアがアクティブになります。希望の レポート

形式 および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先

の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート

先の新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してくださ

い。 

*注意: ベスト プラクティス レポート を Microsoft Excel (XLS) 形式でエクスポ

ートする場合、ブックのシート数が 1,370 を超過することはできません。超過すると、

ブックが表示不可になります。これは Microsoft Excel ソフトウェアの built-in 制

限です。  

o 通知 (オプション選択) - 通知を送信する チェックボックスを選択します。設定エリア

が表示されます。  
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この通知の 受信者 を選択します。メール通知を ファーム管理者 (ファーム / Web 

アプリケーション / コンテンツ データベース レベルのレポートの場合)、サイト コレクショ

ン管理者 (サイト コレクションまたはリスト レベルのレポートの場合) または 定義済み

受信者 に送信することができます。定義済み受信者 を選択する場合、ドロップダウ

ン メニューから定義済みメール通知を選択し、[表示] をクリックして詳細にアクセスし

ます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知を作成することもでき

ます。詳細情報については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) 

の User Notification Settings セクションを参照してください。  

レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満

の場合、レポートをメールに添付する チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキス

ト ボックスにレポートの許可する最大サイズを入力します。正常でない情報のみ送信

する チェックボックスを選択する場合、メールに添付されるレポートは正常でないノード 

(設定が該当するしきい値プロファイルで構成した限界または制限を超過したノードで

す) のみを含めます。選択しない場合、構成済みしきい値プロファイル設定に従って、

添付されるレポートに含まれているすべての情報を受信します。 

5. 以下の方法のいずれかを選択してジョブを実行します。  

• [プロファイルを保存してレポートを実行] をクリックして構成を保存し、ジョブを実行します。ジョ

ブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をクリックすると、

前に取得した履歴データを表示することができます。ただし、このプロファイルにジョブ レコードが実

行されていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上の レポート操作 グループ

の [データシートへエクスポート] をクリックすると、レポートのエクスポート ウィンドウに移動しま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o 希望の作成済み レポート形式 および エクスポート先 を選択します。新しいエクス

ポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリックし、本ガイド内の 

エクスポート先 セクションを参照してください。  

*注意: レポートのエクスポート によって生成されたレポートは、レポート設定 画面

に表示されません。エクスポート ジョブは ジョブ モニター に記録されます。 

 
*注意: ベスト プラクティス レポート を Microsoft Excel (XLS) 形式でエクスポ

ートする場合、ブックのシート数が 1,370 を超過することはできません。超過すると、

ブックが表示不可になります。これは Microsoft Excel ソフトウェアの built-in 制

限です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 移動元データ - 最新生成済みデータ チェックボックスを選択すると、データが最新取

得されたレポートをエクスポートします。ただちにデータを生成する を選択すると、この

ジョブをただちに実行します。 

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。 

[OK] をクリックしてレポートを生成するか、[キャンセル] をクリックして構成に戻ります。 

ベスト プラクティス レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。レポート表示画面では、次の設定を構

成することができます。 

• オブジェクト バー - 情報が以下の表に表示されるノードです。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 警告 ( ) – 制限を超過した構成を強調します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コンプライアンス レポートの作成 

SharePoint システム利用状況のコンプライアンス レポートを作成し、「いつ、どこで、誰が、何を」 を求めるユーザー

に情報を提供することで操作性・生産性を向上させるとともに、法律的な要件にも応えます。この機能で、用語スト

ア変更およびコンテンツ タイプ利用状況をトラッキングし、監査レポートを生成する SharePoint オブジェクトに構成

済みフィルター設定を適用し、カスタマイズされたレポートのフィルター設定をカスタマイズすることができます。 

コンプライアンス レポート画面 

レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブには、次のエリアが表示されます。 

1. リボン - 生成するレポートのタイプを選択し、レポートにアクションを実行し、統合 ジョブ モニター にアクセ

スできるツールバーです。 

2. 範囲画面 - レポートを生成する SharePoint オブジェクトを選択します。 

3. フィルター設定 - カスタマイズされたレポートの設定を構成します (このセクションは監査レポートのみに使

用可能です)。 

4. レポート表示画面 - レポートを確認します。レポートの表示方式をカスタマイズ用の構成可能な設定が複

数存在します。 

 

図6: コンプライアンス レポート画面  
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用語ストア変更 

用語ストア変更 レポートでは SharePoint 環境内のメタデータの変更をトラッキングすることができます。 

用語ストア変更レポートの生成 

用語ストア変更 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リ

ボン上の 分類 グループで [用語ストア変更] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができま

す。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のサイト コレクション / サイトまで展

開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

3. スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択する場合は、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポ

ートを実行] をクリックしてデータを手動で収集する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して 用語ストア変更 レポートを保存

するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 
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o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。 

4. 期間 – 用語ストア変更のデータを取得する時間範囲を指定します。期間 構成エリアで、以下のオプション

のいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選

択可能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 

8 種類あります。 

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. 以下のオプションのいずれかを選択し、用語ストア変更 レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] を

クリックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行

されていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックすると、データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

• 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択しま

す。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情

報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファ

イルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notifi

cation Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルとして

メールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメ

ールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許

可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックして構成を保存せずに 用語ストア変更レポート 画面に戻ります。 

用語ストア変更レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• オブジェクト バー - 選択したノードをすべて表示します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コンテンツ タイプ利用状況レポート 

コンテンツ タイプ利用状況 レポートは、SharePoint のサイトおよびリスト間のサイト コンテンツ タイプ利用状況の

レポートに使用されます。 

コンテンツ タイプ利用状況レポートの生成 

コンテンツ タイプ利用状況 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タ

ブを開き、リボン上で 分類 グループの [コンテンツ タイプ利用状況] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を

構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のサイト コレクション / サイトまで展

開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。検索条件を絞り、ツリーの特定のファーム / Web アプリケーション レベル ノード

または サイト ノード配下に表示するノードの数を絞るには、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高

度検索 画面にアクセスします。高度検索 機能の使用の詳細については、高度検索機能を使用したノー

ドの検索 を参照してください。 

3. スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択する場合は、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポー

トを実行] をクリックしてデータを手動で収集する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成します。

スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートのエクスポート - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択することによ

り、レポートのエクスポート設定 を構成し、コンテンツ タイプ利用状況 レポートを保存

するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 
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o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。こ

のスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] をクリックす

ると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定しま

す。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し

収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回数の実行

後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定する場合

は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 およ

び エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳細情報

にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] 

をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

▪ 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択して、通知の 受信者 を選択し

ます。構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情

報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知

プロファイルを作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User No

tification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルと

してメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポート

をメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックス

に許可するレポートの最大サイズを入力します。 

4. 以下のオプションのいずれかを選択し、コンテンツ タイプ利用状況 レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブを

実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実行し

ます。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をクリック

すると、前に取得した履歴データを表示できます。ただし、このプロファイルにジョブ レコードが実行さ

れていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループの 

[今すぐエクスポート] をクリックすると、データシートへエクスポート ウィンドウが表示されます。レ

ポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

▪ エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

▪ 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択して、通知の 受信者 を選択し

ます。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情

報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロファ

イルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細について

は、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notifi

cation Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルとして

メールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメ

ールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許

可するレポートの最大サイズを入力します。 

5. [OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックして構成を保

存せずに コンテンツ タイプ利用状況 レポート画面に戻ります。 

コンテンツ タイプ利用状況レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、次の設定を構成することができます。 

• コンテンツ タイプ 列 - コンテンツ タイプ 列に表示されているリンクをクリックすると、指定のコンテ

ンツ タイプの詳細情報にアクセスします。 

• サイトの合計 列 - サイトの合計 列に表示されているリンクをクリックすると、サイトの利用状況 タ

ブにアクセスして指定のコンテンツ タイプを現在使用しているサイトの詳細情報を表示します。 

• リストの合計 列 - リストの合計 列に表示されているリンクをクリックすると、リスト利用状況 タブ

にアクセスして指定のコンテンツ タイプを現在使用しているリストの詳細情報を表示します。 

• 場所 列 - 場所 列に表示されているリンクをクリックすると、対応する SharePoint サイトの選択

したコンテンツ タイプの コンテンツ タイプ情報 ページにアクセスします。 

情報管理ポリシー 

情報管理ポリシー レポートには、選択した Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リスト内のサイト コレ

クション コンテンツ タイプおよびリスト コンテンツ タイプに関連する情報管理ポリシーの詳細が表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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情報管理ポリシー レポートの生成 

情報管理ポリシー レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開

き、リボン上で 分類 グループの [情報管理ポリシー] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することがで

きます。 

1. レポート プロファイル名 – レポート プロファイル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイ

ルを作成するか、ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択します。新規ボタン ( ) をクリック

してすべてのフィールドをクリアするか、保存ボタン ( ) をクリックして現在のレポート プロファイルの変更を保

存するか、名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックして新しいプロファイル名を付けてすべての変更を保存し

ます。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のオブジェクト レベルまで展開する

か、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポート

に含めるノードの隣のチェックボックスを選択します。Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リスト

のノードを選択することができます。 

3. スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択する場合は、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポー

トを実行] をクリックしてデータを手動で収集する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成します。

スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択すること

により、レポートのエクスポート設定 を構成して 情報管理ポリシー レポートを保存する

かどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力して 時間、日間、週間、ヶ月間 から選択します。

このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] をクリック

すると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定しま

す。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し

収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回数の実行
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後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定する場合

は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 およ

び エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳細情報

にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] 

をクリックして、エクスポート先 の説明を参照してください。 

o 通知を送信する - 通知を送信する チェックボックスを選択して、通知の 受信者 を選択

します。構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアク

セスすることができます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいプロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パ

ネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照して

ください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 

未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テ

キスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

4. 以下のオプションのいずれかを選択し、情報管理ポリシー レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブを

実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実行し

ます。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をクリック

すると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行されてい

ない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループの 

[今すぐエクスポート] をクリックすると、データシートへエクスポート ウィンドウが表示されます。レ

ポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

▪ エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ メール通知 - 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プロ

ファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細につ

いては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User No

tification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルと

してメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポート

をメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボックス

に許可するレポートの最大サイズを入力します。 

5. [OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックして構成を保

存せずに 情報管理ポリシー レポート画面に戻ります。 

情報管理ポリシー レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• オブジェクト バー - 選択したノードをすべて表示します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

今後失効するコンテンツの有効期限 

今後失効するコンテンツの有効期限 レポートには、選択した Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リ

スト内の、適用済み情報管理ポリシーの保持設定および指定の有効期限を満たしているコンテンツの詳細が表示さ

れます。 

今後失効するコンテンツの有効期限レポートの生成 

今後失効するコンテンツの有効期限 レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レ

ポート タブを開き、リボン上で 分類 グループの [今後失効するコンテンツの有効期限] をクリックします。範囲 画

面では、以下の設定を構成します。 

1. レポート プロファイル名 – レポート プロファイル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイ

ルを作成するか、ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望のオブジェクト レベルまで展開する

か、ツリーの上の検索テキスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポート

に含めるノードの隣のチェックボックスを選択します。Web アプリケーション、サイト コレクション、サイト、リスト

のノードを選択することができます。 

3. 有効期限設定 - コンテンツを表示する有効期限の日付または期間のフィルター設定を指定します。 

• 次の日付に失効する有効期限 - カレンダーから日付を選択して指定の日付に失効するコンテン

ツをレポートします。 

• 次の日付以前に失効する有効期限 - カレンダーから日付を選択して指定の日付以前に失効す

るコンテンツをレポートします。 

• 次の期間内に失効する有効期限 - カレンダーから期間を選択して指定の期間内に失効するコン

テンツをレポートします。 

• 有効期限 - ドロップダウン リストから 30、60、90 を選択し、指定の期間内に失効するコンテン

ツをレポートします。 

4. スケジュール – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択する場合は、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポー

トを実行] をクリックしてデータを手動で収集する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成します。

スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択すること

により、レポートのエクスポート設定 を構成して 今後失効するコンテンツの有効期限 

レポートを保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力して 時間、日間、週間、ヶ月間 から選択します。

このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] をクリック

すると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 
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o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定しま

す。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し

収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回数の実行

後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定する場合

は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択すると、

レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 および 

エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳細情報にア

クセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をク

リックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

o 通知を送信する - 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択し

ます。構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックすると、詳細情報にア

クセスすることができます。[メール通知の新規作成] をクリックすると、新しいメール通知

プロファイルを作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Set

tings セクションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レ

ポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックス

を選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。 

5. 以下のオプションのいずれかを選択して 今後失効するコンテンツの有効期限 レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブを

実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実行し

ます。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をクリック

すると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行されてい

ない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループの 

[今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されます。レ

ポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

▪ メール通知 - 通知を送信する チェックボックスを選択して、通知の 受信者 を

選択します。構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

6. [OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックすると、構成を

保存せずに 今後失効するコンテンツの有効期限 レポート画面に戻ります。 

今後失効するコンテンツの有効期限レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• オブジェクト バー - 選択したノードをすべて表示します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

監査マネージャー レポート 

監査マネージャー レポート では、監査マネージャー レポート を生成するために選択した SharePoint オブジェクト

に構成済みフィルター設定を適用したり、カスタム レポート のフィルター設定をカスタマイズすることができます。 

監査マネージャー レコードを取得した SharePoint オブジェクトのみをツリー上に表示することができます。レポート

の実行前、監査コントローラ で監査データを収集する必要があります。詳細については 監査コントローラ セクション

を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ユーザー ライフサイクル レポートの生成 

ユーザー ライフサイクル レポートには、指定のユーザーのライフサイクル中のすべてのアクションが表示されます。これ

らのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、データの完全性が確保され、ユーザー アクティビティを実行する

こともできます。 

ユーザー ライフサイクル レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン

上で [監査マネージャー レポート] をクリックします。範囲 画面で、ファーム下にある SharePoint オンプレミス W

eb アプリケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある SharePoint 

Online サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの [ユーザー 

ライフサイクル] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックすると、データ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケ

ーション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、個人用登録済みサイト をクリックして Shar

ePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テキ

スト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチェ

ックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択することも、異なる Web アプリケーション内の複数

のサイト コレクションを選択することもできますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選

択することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。  

4. 期間 – 期間 の構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから期間を選択します。今月、前

月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、昨日 の 8 種類の期間があります。 
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• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから 

日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウン 

メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することができま

す。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオボタンを選択し、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成します。

スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択すること

により、レポートのエクスポート設定 を構成して ユーザー ライフサイクル レポートを保

存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択します。こ

のスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] をクリックす

ると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定しま

す。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し

収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回数の実行

後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定する場合

は、終了時刻 を選択します。  

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 およ

び エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳細情報

にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] 

をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択して、通知の 受信者 を選択します。構

成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセスする
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か、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成すること

ができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パ

ネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照して

ください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 

未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テ

キスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択し、指定の

ユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイル

を作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

7. フィルター – ユーザー ライフサイクル レポートでは、次のフィルターを構成することができます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定します。 

• アクション フィルター – アクション フィルター をクリックすると、アクション フィルター タブを読み込

み、レポートに含めるアクションを選択します。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含む – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されます。

このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されている

場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含む - ゲスト リンクを持っているすべてのユ

ーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済み

サイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• タイプ - タイプ クリックすると、タイプ タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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8. 以下のオプションのいずれかを選択し、ユーザー ライフサイクル レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブを

実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実行し

ます。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をクリック

すると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行されてい

ない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート アクション グル

ープの [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

▪ エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

▪ メール通知 - 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックする

と、構成を保存せずに ユーザー ライフサイクル レポート画面に戻ります。 

リストのアクセス レポートの生成 

リストのアクセス レポートを生成し、リストにアクセスしたユーザー、変更の内容、変更を行った時間を表示することが

できます。これらのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、データの完全性が確保され、リスト情報を取得す

ることもできます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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リストのアクセス レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン上で 

[監査マネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、ファーム下にある SharePoint オンプ

レミス Web アプリケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある Shar

ePoint Online サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの 

[リストのアクセス] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選

択することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間の構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選

択可能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 

8 種類あります。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 
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5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して リストのアクセス レポートを保存

するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。  

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択して、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを
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選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。   

6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択して、指定

のユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックすると、新しいメール通知プロフ

ァイルを作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール 

パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

7. フィルター – リストのアクセス レポートでは、次のフィルターを構成することができます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定して範囲を絞ります。 

• アクション フィルター – アクション フィルター をクリックすると、アクション フィルター タブを読み

込み、レポートに含めるアクションを選択します。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• タイプ - タイプ クリックすると、タイプ タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

8. 以下のオプションのいずれかを選択し、リストのアクセス レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] を
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クリックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行

されていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

▪ エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

▪ メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックして構成を保存せずに リストのアクセス レポート画面に戻ります。 

アイテム ライフサイクル レポートの生成 

アイテム ライフサイクル レポートには、指定したリスト内のアイテムのライフサイクルについての情報が表示されます。

これらのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、データの完全性が確保され、SharePoint のアイテムに対

するすべてのアクティビティを取得することもできます。 

アイテム ライフサイクル レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン

上で [監査マネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、ファームの下にある SharePoint 

Web アプリケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある SharePoin
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t Online サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの アイテム 

ライフサイクル をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間の構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選

択可能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 

8 種類あります。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 
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• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して アイテム ライフサイクル レポート

を保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。  

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。  
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6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択し、指定の

ユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイル

を作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

7. フィルター – アイテム ライフサイクル レポートでは、次のフィルターを構成できます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定して範囲を絞ります。 

• アクション フィルター – アクション フィルター をクリックすると、アクション フィルター タブを読み

込み、レポートに含めるアクションを選択します。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

8. 以下のオプションのいずれかを選択し、アイテム ライフサイクル レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] を

クリックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行

されていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 
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• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

• メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに アイテム ライフサイクル レポート画面に戻ります。 

サイト アクセス レポートの生成 

サイト アクセス レポートを生成し、サイトにアクセスしたユーザー、変更の内容、変更を行った時間を表示することが

できます。これらのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、データの完全性が確保され、機密コンプライアンス

への違反をトラッキングし、サイト情報に取得することができます。 

サイト アクセス レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン上で [監

査マネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、ファームの下にある SharePoint Web ア

プリケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある SharePoint Onlin

e サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの [サイト アクセ

ス] をクリックします。範囲 画面では、以下の設定を構成します。 

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


 161 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間 構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選

択可能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 

8 種類あります。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 
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• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポート チェックボックスを選択すること

により、レポートのエクスポート設定 を構成して サイト アクセス レポートを保存する

かどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。  

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。  

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。   

6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択し、指定の

ユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイル

を作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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7. フィルター – サイト アクセス レポートでは、次のフィルターを構成できます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定して範囲を絞ります。 

• アクション フィルター – アクション フィルター をクリックすると、アクション フィルター タブを読み

込み、レポートに含めるアクションを選択します。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• タイプ - タイプ クリックすると、タイプ タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

8. 以下の方法のいずれかを選択して サイト アクセス レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をク

リックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行さ

れていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 
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o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

• メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに サイト アクセス レポート画面に戻ります。  

リストの削除レポートの生成 

リストの削除 レポートを生成し、リストから削除されたアイテム、削除を実行したユーザー、削除が実行された日時を

表示することができます。これらのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、データの完全性が確保され、リスト

情報を取得することもできます。 

リストの削除 レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン上で [監

査マネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、ファームの下にある SharePoint Web ア

プリケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある SharePoint Onlin

e サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの [リストの削除] 

をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間 構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選

択可能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 

8 種類あります。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して リストの削除 レポートを保存す

るかどうかを選択します。 
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o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。  

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。   

6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択し、指定の

ユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイル

を作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

7. フィルター – リストの削除レポートでは、次のフィルターを構成できます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定して範囲を絞ります。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• タイプ - タイプ クリックすると、タイプ タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

8. 以下のオプションのいずれかを選択し、リストの削除レポート を実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をク

リックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行さ

れていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 
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• メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに リストの削除 レポート インターフェイスに戻ります。 

権限の変更レポートの生成 

権限の変更 レポート では、権限継承の解除、ユーザー権限の変更、アクセス許可レベルなどの権限の変更に関

する情報が表示されます。これらのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、データの完全性が確保され、権

限のおよび権限のソースを表示し、機密コンプライアンスへの違反をトラッキングすることができます。 

権限の変更 レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン上で [監査

マネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、ファームの下にある SharePoint Web アプ

リケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある SharePoint Online 

サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの [権限の変更] を

クリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間 構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。今

月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、昨日 の 8 種類の期間が選択

可能です。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して 権限の変更 レポートを保存する

かどうかを選択します。 

o 開始時刻 – このプロファイルのルールを適用し、データを収集する日付と時刻を選択

します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 
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o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。  

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。  

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。   

6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択し、指定の

ユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイル

を作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

7. フィルター – 権限の変更 レポートでは、次のフィルターを構成できます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定して範囲を絞ります。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• アクション フィルター - このフィルターは編集できません。権限の変更 レポートによってフィルター

された既定のアクションは、グループ メンバーの追加、権限の変更、アクセス許可レベルの変

更、権限継承の解除 です。 

8. 以下のオプションのいずれかを選択して、権限の変更 レポートを実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] を

クリックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行

されていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

• メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に
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ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに 権限の変更 レポート インターフェイスに戻ります。 

コンテンツ タイプ変更レポートの生成 

コンテンツ タイプ変更 レポートでは、変更を行った場所および時間を含める、指定の時間範囲内でコンテンツ タイ

プに実行された変更が表示されます。これらのレポートでは、監査・ログ レコードの提供により、ユーザーに関連するデ

ータの完全性が確保され、ユーザー情報を提供し、機密コンプライアンスへの違反をトラッキングすることができます。 

コンテンツ タイプ変更 レポートを生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン上

で [監査マネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、ファームの下にある SharePoint 

Web アプリケーション / サイト コレクション / サイト / リストまたは 個人用登録済みサイト の下にある SharePoin

t Online サイト コレクション / サイト / リストを選択し、リボン上で 監査マネージャー レポート グループの [コンテ

ンツ タイプ変更] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間の構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択します。選

択可能な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 

8 種類あります。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。   

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 

• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して コンテンツ タイプ変更 レポート

を保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回
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数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。  

6. 通知 (必須ではありません) - ドロップダウン メニューから構成済みメール通知のいずれかを選択し、指定の

ユーザーにジョブ状況を送信します。[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイル

を作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロール パネ

ル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参照してください。  

7. フィルター – コンテンツ タイプ変更 レポートでは、次のフィルターを構成できます。 

• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL 

を指定して範囲を絞ります。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

8. 以下のオプションのいずれかを選択し、コンテンツ タイプの変更レポートを実行します。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] を

クリックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行

されていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

• メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[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 タイプ変更 レポート インターフェイスに戻ります。 

カスタム レポートの生成 

必要に応じて、すべての取得された監査レコードから カスタム レポート を生成することができます。 

カスタム レポート を生成するには、レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブを開き、リボン上で [監査マ

ネージャー レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 画面で、希望の SharePoint ノードを選択し、リボン

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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上の 監査マネージャー レポート グループの [カスタム レポート] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成

することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを希望の SharePoint Web アプリケー

ション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、[個人用登録済みサイト] をクリックして Sha

rePoint サイト グループを希望のサイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、ツリーの上の検索テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力して希望のオブジェクトを検索します。レポートに含めるノードの隣のチ

ェックボックスを選択します。 

*注意: 範囲 画面で選択したすべてのオブジェクトが同じ SharePoint レベルのオブジェクトである必要が

あります。例えば、複数の Web アプリケーションを選択すること、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択することができますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

3. 範囲フィルター - 選択した範囲内のこのプロファイルに含める SharePoint オブジェクトをフィルターする場

合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから作成済み範囲フィルターを選択します。新

しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲フィルターの作成

の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 

4. 期間 – 期間 構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択します。 

• 期間 – 期間 ラジオ ボタンを選択して、ドロップダウン メニューから期間を選択します。選択可能

な期間が、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 2 週間、今日、前日 の 8 種類

あります。 

• 過去 __ 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら 日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、ドロップダウ

ン メニューから 日間 を選択してジョブを実行すると、過去 10 日間のデータを収集することがで

きます。  

• 詳細設定 – 詳細設定 ラジオ ボタンを選択して、期間をカスタマイズします。 

5. スケジュール (必須ではありません) – スケジュールの構成エリアで、以下のオプションのいずれかを選択しま

す。 
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• スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると、データを手動で取得する必要があります。 

• 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを収集する特定の時間を構成しま

す。スケジュールの構成エリアが表示されます。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。 

o レポートをエクスポートする - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択する

ことにより、レポートのエクスポート設定 を構成して カスタム レポート を保存するか

どうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを収集する日付と時刻を選択します。  

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 - テキスト ボックスに整数を入力し、時間、日間、週間、ヶ月間 を選択しま

す。このスケジュールに基づいてデータが繰り返し収集されます。[カレンダー ビュー] 

をクリックすると、スケジュールをカレンダーで表示することができます。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータの収集を停止するタイミングを指定し

ます。終了日時なし を選択すると、手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰

り返し収集します。___ 回後に終了 を選択すると、テキスト ボックスで構成した回

数の実行後にジョブを停止します。データの取得を停止する特定の日付と時刻を指

定する場合は、終了時刻 を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 - レポートをエクスポートする チェックボックスを選択しま

す。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レポート形式 

および エクスポート先 を選択し、[表示] をクリックして選択したエクスポート先の詳

細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の

新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

o 通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選択します。

構成済みメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセス

するか、[メール通知の新規作成] をクリックし、新しいメール通知プロファイルを作成

することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コ

ントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セ

クションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに含める場合、レポート

のサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメールに添付します チェックボックスを

選択し、__ MB 未満 テキスト ボックスに許可するレポートの最大サイズを入力しま

す。  

6. フィルター – カスタム レポート では、次のフィルターを構成できます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• URL フィルター – URL フィルター をクリックすると、URL フィルター タブを読み込み、URL を

指定して範囲を絞ります。 

• アクション フィルター – アクション フィルター をクリックすると、アクション フィルター タブを読み込

み、レポートに含めるアクションを選択します。 

• ユーザー フィルター – ユーザー フィルター をクリックすると、ユーザー フィルター タブを読み込

み、アクティビティを表示するユーザー、またはアクティビティを表示しないユーザーを指定します。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o すべての外部ユーザーを含める – すべての外部ユーザーのアクティビティが表示されま

す。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済みサイト の配下のノードが選択されて

いる場合にのみ使用可能です。 

o ゲスト リンクを持っているすべてのユーザーを含める - ゲスト リンクを持っているすべての

ユーザーのアクティビティが表示されます。このオプションは、範囲 画面で 個人用登録済

みサイト の配下のノードが選択されている場合にのみ使用可能です。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• タイプ - タイプ クリックすると、タイプ タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

7. 以下のオプションのいずれかを選択し、カスタム レポート を実行します。  

• [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択してジョブ

を実行するか、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択し、構成を保存してジョブを実

行します。ジョブの完了後、レポートがレポート表示画面に表示されます。[レポートの表示] をク

リックすると、前に取得した履歴データを表示できます。このプロファイルにジョブ レコードが実行さ

れていない場合、[レポートの表示] ボタンはグレーアウトされます。 

• 保存ボタン ( ) をクリックしてレポート プロファイルを保存し、リボン上で レポート操作 グループ

の [今すぐエクスポート] をクリックします。データシートへエクスポート ウィンドウが表示されま

す。レポートの生成方法については、以下の説明を参照してください。 

o レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 
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o エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。ただちにロ

ーカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポートをただちにエク

スポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを選択し、以下の設定を構

成します。 

• エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を選択する

か、新しいエクスポート先を構成する場合、[エクスポート先の新規作成] をクリ

ックし、本ガイド内の エクスポート先 セクションを参照してください。 

• メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受信者 を選

択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳

細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択できます。メール通知プロファイルの作成の詳細に

ついては、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User N

otification Settings セクションを参照してください。レポートを添付ファイル

としてメールに含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポー

トをメールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボック

スに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

[OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに カスタム レポート インターフェイスに戻ります。 

監査マネージャー レポートの表示 

監査マネージャー レポート を生成すると、レポート表示画面で確認することができます。このエリアでは、グループご

とに表示 ドロップダウン メニューからレポートに含めるグループを選択することができます。 

ほとんどの 監査マネージャー レポート には、以下の情報が含まれます。 

列名 列名 

URL タイトル 

タイプ 時間 

ユーザー (ログイン名) 詳細 

ユーザー アクセス元 IP アドレス 

アクション ホスト名 

メール  

 

権限の変更 レポートには 結果 および 操作 情報が含まれます。各種のアクション応じて 操作 列のリンクをクリック

すると、管理> 管理センター の権限操作画面に移動します。権限の変更 レポートの表示画面では、ユーザーは

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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レポートの表で 権限継承の解除 アクションおよび グループ メンバーの追加 アクションを取り消すことができます。

権限の変更レポート の表でアイテム前のチェックボックスを選択し、レポートの表の上部にある [取り消し] を選択し

て SharePoint の権限設定を直接変更します。 

コンテンツ タイプ変更 レポートには、以下の情報が含まれます。 

列名 列名 

サイト 時間 

最新名 場所 

コンテンツ タイプ名 レベル 

変更者 (ログイン名) 変更内容 

変更者 メール 

 

ここでは、次の方法を使用してレポー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指定し、表示する情報を管理することができます。列の管

理ボタン ( ) をクリックし、列名の隣のチェックボックスを選択すると、列をリストに表示します。 

• 列を隠す ( ) – 列タイトルの上にマウス カーソルを移動し、列を隠すボタン ( ) をクリックする

と、列を隠します。 

• 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。検索と異なり、キーワードによ

る検索は行わず、任意のアイテムをフィルターすることができます。列をフィルターするボタン ( ) を

クリックし、列名の隣のチェックボックスを選択してこのアイテムをリストに表示します。 

*注意: ジョブ モニター では、リボン上で [レポート ポイント ツール] グループのボタンをクリックすると、該当するレ

ポートを表示することができます。ジョブ モニター の詳細情報については DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイ

ド (英語) を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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DocAve レポートの作成 

DocAve レポートはシステム ハードウェアの観点および DocAve アクティビティから DocAve システム セットアップ

を監視することに使用されます。 

DocAve レポート画面 

レポート ポイントの DocAve レポート タブでは、以下のエリアが表示されます。 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポートに対してアクションを実行し、統合 ジョブ モニター に

アクセスできるツールバーです。 

2. 範囲画面 - レポートの設定を構成します。 

3. レポート表示画面 - レポートを確認します。レポートの表示方式をカスタマイズ用の構成可能な設定が複

数存在します。 

 

図7: DocAve レポート画面 

DocAve トポロジー 

DocAve トポロジー は DocAve マネージャー のサービス トポロジーの監視に使用されます。DocAve トポロ

ジー にアクセスするには、レポート ポイントの DocAve レポート タブでリボン上の [DocAve トポロジー] をクリッ

クします。 
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DocAve トポロジー レポートは、DocAve プラットフォームのサービス トポロジーおよび各サーバー上のサービスの

状態を表示します。マネージャー サービス または エージェント サービス をクリックすると、サーバー名、状態、オペレ

ーティング システム、メモリーなどの詳細情報を取得します。サービス モニター タブ下のトポロジーで、各サービスの状

態を表示することができます。ネットワーク接続 タブの下には、ネットワーク スループットが表示されます。  

指定の条件が満たされた際にメール通知を送信するには、通知 構成エリアで 利用状況通知 チェックボックスを選

択します。以下の設定を構成します。 

• 通知名 - 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメ

ール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを参

照してください。   

• しきい値 – 通知のトリガーを指定します。これらのしきい値のいずれかまたは両方を使用することが

できます。 

o ネットワーク遅延: __ ミリ秒を超過 チェックボックスを選択してこのしきい値をアクティブ

にしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

o 平均スループット: __ kbps を超過 チェックボックスを選択してこのしきい値をアクティブ

にしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

• 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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、日間、週間、ヶ月間、年間 を選択します。 

パフォーマンス モニター 

パフォーマンス モニター は、DocAve マネージャー ホストの CPU およびメモリー使用量を表示します。 

パフォーマンス モニター レポートの生成 

パフォーマンス モニター レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの DocAve レポート タブでリボン

上の [パフォーマンス モニター] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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2. 範囲 – レポートを生成する ホスト を選択します。 

3. メール通知 - 指定の条件が満たされた際にメール通知を送信するには、利用状況通知 チェックボックスを

選択します。以下の設定を構成します。 

• 通知名 - 構成済みメール通知を選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメ

ール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 

コントロール パネル ユーザーガイド (英語) 内の User Notification Settings セクションを

参照してください。 

• しきい値 – 通知のトリガーを指定します。これらのしきい値のいずれかまたは両方を使用することが

できます。 

o CPU チェックボックスを選択してこのしきい値をアクティブにし、使用率 __% の状態が 

__ 分を超過して継続 に値を入力します。 

o メモリ チェックボックスを選択してこのしきい値をアクティブにし、使用率 __% の状態が 

__ 分を超過して継続 に値を入力します。 

*注意: 既定では、CPU およびメモリーは 1 分毎に 2 回確認されます。数値がここで設定したし

きい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

• 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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 分間 または 時間 を選択します。 

[レポートの表示] をクリックし、右側の レポート表示 画面でレポートを生成します。 

パフォーマンス モニター レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 時間間隔 – レポートを表示する時間間隔です。 

• CPU / メモリ - CPU データ、メモリー データのいずれかまたは両方を表示します。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• 詳細 - ホスト マシン毎のパフォーマンスです。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ディスク容量モニター 

ディスク容量モニター レポートは、DocAve 論理デバイスの容量利用状況を表示します。ここでは選択した論理デ

バイス内のネットシェア デバイスの容量利用状況のみを表示します。 

ディスク容量モニター レポートの生成 

ディスク容量モニター レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの DocAve レポート タブでリボン上

の [ディスク容量モニター] をクリックします。範囲 画面で以下の設定を構成することができます。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから構成済みプロファイルを選択するか、レポート プロファ

イル テキスト ボックスに新しい名前を入力して新しいプロファイルを作成します。新規ボタン ( ) をクリック

すると、すべてのフィールドをクリアします。保存ボタン ( ) をクリックすると、現在のレポート プロファイルの変

更を保存します。名前を付けて保存ボタン ( ) をクリックすると、新しいプロファイル名を付けてすべての変

更を保存します。 

2. 範囲 – レポートを生成する 論理デバイス を選択します。 

3. コレクターを有効にする – レポートのデータを収集します。既定では、この機能は情報を毎日の夜中 (コン

トロール サービスのタイム ゾーンに従います) に取得します。[データ コレクション] をクリックすると、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクター スケジュールが有効になっています。コレクター スケ

ジュールを無効にするには、コレクターを有効にする チェックボックスをオフにします。コレクターの状態は 無

効 に変更され、情報の取得はスケジュールに従いません。コレクターの詳細情報については、本ガイドの デ

ータ コレクション セクションを参照してください。 

4. メール通知 - メール通知の構成エリアに、このレポートに対して設定できる通知タイプが 2 種類あります。

利用状況通知設定 および 予測設定 のいずれかまたは両方を構成することができます。指定のしきい値

が満たされた際にメール通知を送信するには、利用状況通知 チェックボックスを選択します。利用状況通

知の設定 エリアがアクティブになります。予測の値が満たされた際にメール通知を送信するには、予測 チェッ

クボックスを選択します。予測設定 エリアがアクティブになります。以下の設定を構成します。     

• 通知名 - 以上の 2 種類の通知は同一通知プロファイルを使用してメールを送信します。構成済

みのメール通知プロファイルを選択するか、[メール通知の新規作成] をクリックして新しい通知プ

ロファイルを作成するかを選択します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 

6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Settings セクションを

参照してください。   

• 利用状況通知の設定 - ストレージのトリガーおよび時間間隔を指定し、ストレージ サイズが設定

した値を超過すると、メールが送信されます。利用状況通知 の設定を構成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o しきい値 - 通知の利用状況トリガーを指定します。使用量が __ %以上 に値を入力

します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここで設定し

たしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。  

o 間隔 – メール通知を送信する頻度を指定します。テキスト ボックスに整数を入力し、ド

ロップダウン メニューから 時間 / 日間 / 週間 / ヶ月間 / 年間 を選択します。  

• 予測 - このチェックボックスを選択すると、予測の値によってトリガーする通知を有効にし、以下の

設定を構成します。 

o 時間間隔の設定 - 今後 __ 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 日間 または 週間 を選択します。 

o しきい値 - 使用量が __ %以上 に値を入力します。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。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、日間、週間、ヶ月間、年間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックしてデータをただちに取得します。[レポートの表示] をクリックして右側の レポート表示 画

面でレポートを生成します。 

ディスク容量モニター レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• X 軸 - X 軸のパラメーターを設定します。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• タイプ – レポート タイプを設定します。 

• カスタム – カレンダーで 期間、頻度、タイプ をカスタマイズします。 

• 範囲 – レポートに表示するデータの範囲を変更します。 

• データ - 表示するデータ グループです。 

• 利用状況 - 頻度毎の利用状況です。 

• 予測 - 現在のトレンドに基づく予測のトレンドです。 

• 状態 - 現在のデータ タイプによって分類されます。 
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• 詳細 - デバイス データ毎の利用状況です。 

ジョブ パフォーマンス モニター 

ジョブ パフォーマンス モニター では、最小単位レベルおよびプラットフォーム レベルでのバックアップ & リストアのジョ

ブ パフォーマンスを表示されます。 

[ジョブ パフォーマンス モニター] をクリックします。ジョブ パフォーマンス モニター レポートがウィンドウに表示されま

す。ウィンドウの右上で、監視するジョブ タイプを選択します。詳細 タブでジョブの詳細情報を表示することができま

す。 

ジョブ パフォーマンス モニターの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 

• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• カスタム – カレンダーで 期間 をカスタマイズします。 

• フィルターの選択 – 表示するデータをフィルターします。 

• ジョブ パフォーマンス モニター – 選択した期間内のすべてのプラットフォーム バックアップ / プラッ

トフォーム リストア / 最小単位バックアップ / 最小単位リストア ジョブのジョブ パフォーマンスです。 

• 詳細 - ジョブ毎のジョブ パフォーマンス データです。 

DocAve 監査マネージャー 

DocAve 監査マネージャー は、プランの作成、プロファイルの削除、エージェントのインストールまたはアンインストー

ルなど、DocAve システム内の各モジュールにおけるすべてのアクティビティを監視します。DocAve システム内の D

ocAve 監査マネージャー によって監査されたアクションについては、付録 B: DocAve 監査マネージャーによって

監査された DocAve モジュール アクション を参照してください。DocAve 監査マネージャー にアクセスには、レポー

ト ポイントの DocAve レポート タブでリボン上の [DocAve 監査マネージャー] をクリックします。 

DocAve 監査マネージャー レポートの表示 

レポートの生成後、レポート表示画面に構成可能な設定が複数存在し、レポートの表示方式をカスタマイズすること

ができます。レポート表示画面では、以下の設定を構成することができます。 
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• 期間 – レポートの時間範囲パラメーターです。 

• 頻度 – レポートを表示する時間間隔です。 

• タイプ - レポート タイプを設定します。 

• カスタム – カレンダーで 期間、頻度、タイプ をカスタマイズします。 

• Y 軸 - Y 軸のパラメーターを設定します。 

• DocAve 監査マネージャー - 時間によって頻度毎のアクティビティを表示します。 

• 詳細 - モジュール データを含むユーザー毎のアクティビティです。 
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使用パターン警告による SharePoint 内のユーザー アクティビ

ティの監視 

使用パターン警告 では、SharePoint 環境で発生した特定のユーザー アクティビティに対して制限を構築すること

ができます。特定の SharePoint ノードに構成済みのルール プロファイルおよびカスタム アクション プロファイルを含

む 使用パターン警告 プランを適用することで、SharePoint 環境内の該当するユーザー アクティビティを監視しま

す。ルール プロファイルで構成されたしきい値をトリガーしたユーザー アクティビティを識別し、レポートを生成することが

できます。識別されたユーザー アクティビティの自動処理にも対応しています。使用パターン警告 を使用することで、

SharePoint 環境へのすべてのユーザー アクティビティが組織の定義したガバナンス ポリシーに従うものであるように

確保します。使用パターン警告 の詳細については、以下の説明を参照してください。 

使用パターン警告 にアクセスするには、レポート ポイント ウェルカム ページの [使用パターン警告] をクリックしま

す。 

使用パターン警告 を使用した SharePoint 環境内のユーザー アクティビティの監視には、使用パターン警告ルー

ルのタイプ を確認してから以下の手順に従ってください。 

1. ルール プロファイルの構成 

2. カスタム アクション プロファイルの構成 

3. 使用パターン警告プランの構成 

4. 使用パターン警告レポートの表示 

使用パターン警告ルールのタイプ 

使用パターン警告 で使用可能なルールのタイプは以下のとおりです。 

1. 監査イベントで計算するアクティビティ - ユーザー定義期間内にユーザー定義レベルの SharePoint オ

ブジェクトに対して、選択したアクティビティを実行した回数を監視します。このルール タイプによって監視され

るユーザー アクティビティは SharePoint 監査イベントによって定義されます。 

2. 監査イベントに影響されたオブジェクト - ユーザー定義期間内にユーザー定義レベルで選択したアクティビ

ティが実行された SharePoint オブジェクトの数を監視します。このルール タイプによって監視されるユーザ

ー アクティビティは SharePoint 監査イベントによって定義されます。 
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3. ダウンロード・アップロード - SharePoint からのアイテムのダウンロード頻度・SharePoint へのアイテムの

アップロード頻度、ダウンロード・アップロードされたアイテムの合計サイズ、ユーザー定義期間内にダウンロード

されたアイテムの数を監視します。 

ルール プロファイルの構成 

ルール プロファイル で、ルールをユーザー アクティビティしきい値として含むルール プロファイルを構成することができま

す。プロファイル内のルールは、1 件以上の 使用パターン警告 プランによって一括適用され、構成済みのしきい値を

トリガーしたユーザー アクティビティを識別することができます。ルール プロファイル 画面にアクセスするには、レポート 

ポイント ウェルカム ページの [使用パターン警告] をクリックし、使用パターン警告 画面の [ルール プロファイル] 

をクリックします。 

ルール プロファイルの作成・管理の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

ルール プロファイルの作成 

ルール プロファイル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。 

1. リボン上で [作成] をクリックします。ルール プロファイルの新規作成 画面が表示されます。 

2. 名前 セクションで、作成するプロファイルの名前と説明 (必須ではありません) を 名前 と 説明 テキスト ボ

ックスに入力します。 

3. このルール プロファイルに追加するルールを構成します。使用パターン警告 ルールの構成の詳細について

は、使用パターン警告ルールの作成・編集 を参照してください。 

4. [保存] をクリックすると、構成を保存してルール プロファイルを作成します。[キャンセル] をクリックすると、構

成を保存せずに ルール プロファイル 画面に戻ります。 

使用パターン警告ルールの作成・編集 

ルール プロファイルの新規作成 または ルール プロファイルの編集 画面で 使用パターン警告 ルールを作成・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. ルールの追加 リンクの隣のドロップダウン リストから追加するルールのタイプを選択し、[ルールの追加] リン

クをクリックすると、選択したタイプの新しいルールが上のテーブルに追加されます。 

2. 以下のフィールドに値を入力してルールの設定を構成します。 

• ルール - ルールのユーザー アクティビティとメトリック タイプを選択します。 
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o 監査イベントで計算するアクティビティ タイプが選択されている場合、ルール フィールドに

使用可能なドロップダウン リストが 2 件あります。1 番目のドロップダウン リストからこのル

ールで監視するユーザー アクティビティ、2 番目のドロップダウン リストから選択したユーザ

ー アクティビティを監視する SharePoint オブジェクト レベルを選択します。各ユーザー 

アクティビティ オプションが示している SharePoint 監査イベントおよび各ユーザー アクテ

ィビティ オプションの使用可能な SharePoint オブジェクト レベルの詳細については、付

録 F: 使用パターン警告ルールで対応する SharePoint 監査イベントおよびオブジェク

ト レベル を参照してください。 

o 監査イベントに影響されたオブジェクト タイプが選択されている場合、ルール フィールド

に使用可能なドロップダウン リストが 1 件あります。ドロップダウン リストから、このルールで

監視する、SharePoint オブジェクト数に影響を与えるユーザー アクティビティを選択しま

す。各ユーザー アクティビティ オプションが示している SharePoint 監査イベントの詳細

については、付録 F: 使用パターン警告ルールで対応する SharePoint 監査イベントお

よびオブジェクト レベル を参照してください。 

o ダウンロード・アップロード タイプが選択されている場合、ルール フィールドに使用可能な

ドロップダウン リストが 2 件あります。 

▪ 1 番目のドロップダウン リストから、監視するアクティビティのタイプとして ダウンロ

ード または アップロード を選択します。 

▪ 2 番目のドロップダウン リスト内の サイズ、回数、アイテム (ダウンロード タイプ

の場合のみ) から、選択したアクティビティのメトリック タイプを選択します。 

• 値 - 追加するルールのしきい値を構成します。 

o 監査イベントで計算するアクティビティ タイプが選択されている場合、≧ の隣のテキスト

ボックスに期間を指定してアクティビティ数を入力することで、しきい値を構成します。指定

の期間内に、ユーザーが該当するアクティビティをここに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。 

o 監査イベントに影響されたオブジェクト タイプが選択されている場合、≧ の隣のテキスト 

ボックスに期間を指定し、オブジェクト数を入力し、オブジェクト レベルを選択することで、し

きい値を構成します。指定の期間内に、ユーザーが入力されたオブジェクト数に対して該

当するアクティビティを実行すると、このルールがトリガーされます。 

*注意: 値 フィールドで使用可能な SharePoint オブジェクト レベル オプションは、ルー

ル フィールドで選択したユーザー アクティビティ オプションによって異なります。各ユーザー 

アクティビティ オプションの使用可能な SharePoint オブジェクト レベル オプションについ

ては、付録 F: 使用パターン警告ルールで対応する SharePoint 監査イベントおよびオ

ブジェクト レベル を参照してください。 
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o ダウンロード・アップロード タイプが選択されている場合、期間、最大合計サイズ、アクテ

ィビティ数、アイテム数 (ダウンロード タイプの場合のみ) を指定することでしきい値を構

成します。ユーザーが指定のサイズのアイテムをダウンロード・アップロードするか、指定の数

のアイテムをダウンロードするか、アイテムを指定の回数ダウンロードすると、このルールがトリ

ガーされます。 

3. ルールを追加する場合は前の手順を繰り返します。 

*注意: ルール間の論理関係が OR です。基本ルール条件 セクションで、ルール間の論理関係を表示す

ることができます。  

4. ルールを 1 件構成した後、[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 アクション 

列の削除ボタン ( ) をクリックして追加済みのルールを削除します。 

ルール プロファイルの管理 

ルール プロファイル 画面に、作成済みのルール プロファイルがすべて表示されます。ルール プロファイルを管理するに

は、以下の操作を実行します。 

• 表示 - ルール プロファイルの詳細構成を表示するには、希望のルール プロファイルの該当するチェ

ックボックスを選択し、リボン上で [表示] をクリックして ルール プロファイルの詳細表示 画面にア

クセスします。ルール プロファイルを変更する場合、リボン上で [編集] をクリックして ルール プロフ

ァイルの編集 画面にアクセスします。 

• 編集 - 構成済みルール プロファイルを編集するには、希望のルール プロファイルの該当するチェック

ボックスを選択し、リボン上で [編集] をクリックして ルール プロファイルの編集 画面にアクセスし

ます。 

• 削除 – 不要なルール プロファイルを削除するには、ルール プロファイル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] をクリックします。確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[O

K] をクリックしすると、選択したルール プロファイルを削除します。[キャンセル] をクリックすると、選

択したルール プロファイルを削除せずに ルール プロファイル 画面に戻ります。 

カスタム アクション プロファイルの構成 

カスタム アクション プロファイル では、カスタム アクション プロファイルを構成してただちに実行するカスタム アクション

を含め、使用パターン警告 プランのルールによって定義された動作を処理することができます。カスタム アクション 

プロファイル 画面にアクセスするには、レポート ポイント ウェルカム ページの [使用パターン警告] をクリックし、使

用パターン警告 画面で [カスタム アクション プロファイル] をクリックします。 



192  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

カスタム アクション プロファイルの作成・管理の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

カスタム アクション プロファイルの作成 

カスタム アクション プロファイル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。 

1. リボン上で [作成] をクリックします。新しいカスタム アクション プロファイルの作成 ページが表示されま

す。 

2. 名前 セクションで、作成するプロファイルの名前と説明 (必須ではありません) を 名前 と 説明 テキスト ボ

ックスに入力します。 

3. 実行するアクション セクションでは、このカスタム アクション プロファイルが適用された 使用パターン警告 プ

ランによってユーザー アクティビティが識別された直後に実行するアクションを選択・構成します。  

• 識別した不審なユーザー アクティビティに関するメール通知を送信する - 識別されたユーザー 

アクティビティのメール通知を希望のユーザーに送信するには、このチェックボックスを選択します。受

信者 ドロップダウン リスト、サイト コレクションの管理者を含む チェックボックス、ルールをトリガー

したユーザー名を含む チェックボックスが下に表示されます。 

o 受信者 ドロップダウン リストから構成済みメール通知プロファイルを選択するか、[メール

通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知を作成することにより、メール通知の受

信者を指定します。 

o サイト コレクションの管理者を含む - このオプションを選択すると、識別されたユーザー 

アクティビティのメール通知を、アクティビティが識別されたサイト コレクションのサイト コレク

ション管理者に送信します。 

o ルールをトリガーしたユーザー名を含む - このオプションを選択すると、カスタム アクション 

プロファイルが適用された 使用パターン警告 プラン内のルールをトリガーしたユーザーに通

知します。 

• .exe ファイルを実行する - このオプションを選択すると、このカスタム アクション プロファイルが適

用されている 使用パターン警告 プランによってアクティビティが識別された後、.exe アプリケーショ

ン ファイルを自動的に実行して、識別されたユーザー アクティビティをただちに処理します。このオプ

ションを選択し、[参照] をクリックして希望の .exe ファイルをアップロードします。アップロードした .

exe ファイルの自動実行方法および .exe ファイルの構成方法については、カスタム アクション プ

ロファイルで使用する .exe ファイルまたは PowerShell スクリプトの構成 を参照してください。 

• PowerShell スクリプトを実行する - このオプションを選択すると、このカスタム アクション プロフ

ァイルが適用されている 使用パターン警告 プランによってアクティビティが識別された後、PowerS

hell スクリプトを自動的に実行して、識別したユーザー アクティビティをただちに処理します。このオ
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プションを選択し、[参照] をクリックして希望の .ps1 ファイルをアップロードします。アップロードした 

PowerShell スクリプトの自動実行方法および PowerShell スクリプトの構成方法については、

カスタム アクション プロファイルで使用する .exe ファイルまたは PowerShell スクリプトの構成 を

参照してください。 

2. [保存] をクリックすると、構成を保存してカスタム アクション プロファイルを作成します。[キャンセル] をクリッ

クすると、構成を保存せずに カスタム アクション プロファイル 画面に戻ります。 

カスタム アクション プロファイルで使用する .exe ファイルまたは PowerShell スクリプトの構成 

使用パターン警告 カスタム アクション プロファイルを構成する場合、.exe ファイルを実行する または PowerSh

ell スクリプトを実行する オプションを使用して .exe ファイルまたは PowerShell スクリプトをアップロードして、カス

タム アクション プロファイルが適用されている 使用パターン警告 プランのルールによって識別されたユーザー アクティ

ビティを処理することができます。.exe ファイルまたは PowerShell スクリプトでは、識別されたユーザー アクティビテ

ィの処理に使用されるカスタム アクションを構成することができます。使用パターン警告 プランのルールがトリガーされ
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る度に、アップロードした .exe ファイルまたは PowerShell スクリプトで構成されたカスタム アクションはただちに実行

されます。  

レポート ポイントには、.exe ファイルまたは PowerShell スクリプトで使用される次のパラメーターが用意されていま

す。これらのパラメーターは、トリガーされた各 使用パターン警告 ルールによって識別されたユーザー アクティビティを

処理するカスタム アクションを構成する際に使用されます。 

*注意: PowerShell スクリプトで次のパラメーターを使用するには、PowerShell スクリプトの先頭に以下のように

パラメーター ブロック経由で使用するパラメーターを宣言することができます。 

param 

( 

$RuleProfileName,$RuleType,$Limit,$TimeRange,$TimeUnit,$ObjectLevel,$EventType,$Username,$StartTime, 

$EndTime,$UserDisplayName,$SiteIds 

) 

ルール タイプ 

 

パラメーター 

監査イベント

で計算するア

クティビティ 

監査イベントに

影響されたオブ

ジェクト 

ダウンロード・

アップロード 
説明 

Username 

○ ○ ○ 

使用パターン警告ルールをトリガ

ーしたユーザーのログイン名 

UserDisplayNam

e ○ ○ ○ 

使用パターン警告ルールをトリガ

ーしたユーザーの表示名 

RuleProfileName 

○ ○ ○ 

トリガーされたルールを含む使用

パターン警告ルール プロファイル

名 

RuleType 

○ ○ ○ 

トリガーされたルールのタイプ (こ

のパラメーターの値は、Activit

y Measured by Audit Ev

ents、Audit Affected Ite
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ルール タイプ 

 

パラメーター 

監査イベント

で計算するア

クティビティ 

監査イベントに

影響されたオブ

ジェクト 

ダウンロード・

アップロード 
説明 

m Count、Download、Up

load から指定することができま

す) 

Limit 
○ ○ ○ 

トリガーされたルールのしきい値に

含まれる数字 

MetricType 

  ○ 

トリガーされた ダウンロード・アッ

プロード ルールのメトリック タイ

プ (このパラメーターの値は、Ite

ms、Times、Size から指定

することができます) 

SizeUnit 

  

○ 

メトリック タイプが サイズ である

トリガーされた ダウンロード・アッ

プロード ルールのしきい値のサイ

ズ単位 (このパラメーターの値

は、MB または GB を指定する

ことができます) 

TimeRange 

○ ○ ○ 

トリガーされたルールの期間に含

まれる数字 (例えば、トリガーさ

れたルールの期間が 30 分間で

ある場合、このパラメーターの値

は 30 です) 

TimeUnit 
○ ○ ○ 

トリガーされたルールの期間の時

間単位 (このパラメーターの値
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ルール タイプ 

 

パラメーター 

監査イベント

で計算するア

クティビティ 

監査イベントに

影響されたオブ

ジェクト 

ダウンロード・

アップロード 
説明 

は、minute または hour を

指定することができます) 

ObjectLevel 

○ ○ 

 

監査イベントで計算するアクテ

ィビティ または 監査イベントに

影響されたオブジェクト タイプの

トリガーされたルールで選択した 

SharePoint オブジェクト レベ

ル (このパラメーターの値に含ま

れるレベルは、Item、Docum

ent、Folder、List、Site、Si

te Collection です) 

EventType 

○ ○ 

 

監査イベントで計算するアクテ

ィビティ、監査イベントに影響さ

れたオブジェクト タイプのトリガ

ーされたルールによって監視され

たユーザー アクティビティ (このパ

ラメーターの値は、View、Dele

te、Restore、Update、Se

arch、Check In、Check O

ut、Change Profile Setti

ngs、Change Schema S

ettings、Change Group 

Settings、Change Permi

ssions、Change Inherita

nce Settings のいずれかを

指定することができます) 
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ルール タイプ 

 

パラメーター 

監査イベント

で計算するア

クティビティ 

監査イベントに

影響されたオブ

ジェクト 

ダウンロード・

アップロード 
説明 

BreakRuleValue 

○ ○ ○ 

スキャンされた期間内でルールを

トリガーするために実行されたア

クティビティ数 

StartTime 
○ ○ ○ 

ユーザー アクティビティが識別さ

れたスキャン期間の開始日時 

EndTime 
○ ○ ○ 

ユーザー アクティビティが識別さ

れたスキャン期間の終了日時 

SiteIds 
○ ○ ○ 

ルールがトリガーされたサイト コレ

クションの ID 

 

カスタム アクション プロファイルの管理 

カスタム アクション プロファイル 画面には、作成済みのカスタム アクション プロファイルがすべて表示されます。カス

タム アクション プロファイルを管理するには、以下の操作を実行することができます。 

• 表示 - カスタム アクション プロファイルの構成の詳細を表示するには、希望のカスタム アクション プ

ロファイルの該当するチェックボックスを選択し、リボン上で [表示] をクリックして カスタム アクショ

ン プロファイルの詳細表示 画面にアクセスします。ルール プロファイルを変更する場合、リボン上

で [編集] をクリックして カスタム アクション プロファイルの作成 画面にアクセスします。 

• 編集 - 構成済みのカスタム アクション プロファイルを編集するには、希望のカスタム アクション プロ

ファイルの該当するチェックボックスを選択し、リボン上で [編集] をクリックして カスタム アクション 

プロファイルの作成 画面にアクセスします。 

• 削除 – 不要なカスタム アクション プロファイルを削除するには、カスタム アクション プロファイルの該

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。確認のポップアップ ウィンドウ

が表示されます。[OK] をクリックすると、選択したカスタム アクション プロファイルを削除します。
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[キャンセル] をクリックすると、選択したカスタム アクション プロファイルを削除せずに カスタム アク

ション プロファイル 画面に戻ります。 

使用パターン警告プランの構成 

使用パターン警告 プランは、お使いの SharePoint 環境内のユーザー アクティビティの監視に使用される構成済

みルール プロファイルおよびカスタム アクション プロファイルを統合します。ルール プロファイルおよびカスタム プロファイ

ルを含む 使用パターン警告 プランが SharePoint 範囲内で有効にした場合、ルール プロファイル内の 使用パタ

ーン警告 ルールは構成したしきい値に基づいて該当するユーザー アクティビティを監視し、カスタム アクション プロファ

イルはルールによって識別されたユーザー アクティビティを自動的に処理します。  

使用パターン警告 の プラン マネージャー では、新しい 使用パターン警告 プランを作成し、作成済みの 使用パ

ターン警告 プランを管理することができます。プラン マネージャー にアクセスするには、レポート ポイント ウェルカム 

ページの [使用パターン警告] をクリックし、使用パターン警告 画面の [プラン マネージャー] をクリックします。 

使用パターン警告 プランの作成・管理の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

使用パターン警告プランの作成 

使用パターン警告 プラン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。 

1. レポート ポイント > 使用パターン警告 > プラン マネージャー の順に移動します。プラン マネージャー 

画面が表示されます。 

2. リボン上で [作成] をクリックします。プランの作成 画面が表示されます。 

3. 左側の画面で、オブジェクト名をクリックしてデータ ツリーを展開するか、ツリーの上の検索テキスト ボックスに 

URL またはオブジェクト名を入力し、このプランの希望の範囲を選択します。検索条件を絞り、ツリーの特

定のファーム / Web アプリケーション レベル ノードまたは サイト ノード配下に表示するノードの数を絞るに

は、ノードを右クリックし、高度検索 を選択して 高度検索 画面にアクセスします。高度検索 機能の使用

の詳細については、高度検索機能を使用したノードの検索 を参照してください。 

4. プラン名 – 作成するプランの名前と説明 (必須ではありません) を入力します。 

5. 選択された範囲でオブジェクトをフィルター – 選択した範囲内でこのプロファイルに含める SharePoint 

オブジェクトをフィルターする場合、範囲フィルターを選択してください ドロップダウン リストから範囲フィルター

を選択します。新しい範囲フィルターを作成するには、[範囲フィルターの新規作成] をクリックします。範囲

フィルターの作成の詳細については、範囲フィルターの構成 を参照してください。 
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6. アクティビティを監視するユーザー – このプラン経由で監視するアクティビティを、監視対象として含める、ま

たは監視対象として排除するユーザーを指定します。 

• すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザーのアク

ティビティが監視されます。 

• 含むユーザー - アクティビティを監視するユーザーを個別に指定する場合、このオプションを選択し

て希望のユーザーのユーザー名を入力します。名前を確認するボタン ( ) をクリックして入力した

名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユーザーを検索することができます。 

• 排除するユーザー - アクティビティを監視しないユーザーを個別に指定する場合、このオプションを

選択して希望のユーザーのユーザー名を入力します。名前を確認するボタン ( ) をクリックして

入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除するユーザーを検索することがで

きます。 

• 匿名ユーザーを含む - 匿名ユーザーのアクティビティを監視するには、このオプションを選択します。  

7. このプランに含めるルール - このプランのルール プロファイルを選択します。ルール プロファイルには、選択し

た範囲内のユーザー アクティビティを監視するために一括で適用するルールが含まれます。新しいルール プ

ロファイルを作成するには、[ルール プロファイルの新規作成] をクリックします。ルール プロファイルの作成の

詳細については、ルール プロファイルの作成 を参照してください。 

8. ルール プロファイルのルールに基づいて選択した範囲をスキャンする頻度 - 上記で選択したルール プロフ

ァイルに基づいて選択した範囲内のユーザー アクティビティのスキャンの間隔を選択します。ドロップダウン リス

トには、選択可能なスキャン間隔が 15 分間、30 分間、1 時間 の 3 つあります。 

9. このプランのルールで監査するオブジェクトの URL での排除 - このプランの監視からオブジェクトを排除

するには、希望のオブジェクトの関連 URL に含まれるキーワードをテキスト ボックスに入力します。複数のキ

ーワードを入力する場合、セミコロンで区切ります。 

10. このプランに含めるカスタム アクション - このプランの作成済みカスタム アクション プロファイルを選択しま

す。カスタム アクション プロファイルには、このプランのルールをトリガーするユーザー アクティビティを処理するた

めにただちに実行するアクションが含まれます。新しいカスタム アクション プロファイルを作成するには、[カス

タム アクション プロファイルの新規作成] をクリックします。カスタム アクション プロファイルの作成の詳細に

ついては、カスタム アクション プロファイルの作成 を参照してください。 

11. [保存] をクリックすると、ドロップダウン リストの以下の 2 つのオプションから選択してこのプランを作成しま

す。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずにこのページを閉じます。 

• [保存] をクリックすると、プランを作成します。作成したプランが プロファイル マネージャー 画面に

無効状態で表示されます。プラン マネージャー 画面でこのプランを有効にすることができます。使

用パターン警告 ルールの有効化の詳細については、使用パターン警告プランの管理 を参照してく

ださい。 
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• [保存して有効化] をクリックすると、プランを保存してただちに有効にします。使用パターン警告プ

ランを有効にした後、レポート ポイントはプランで構成したルールおよび設定に基づいて選択した範

囲内のユーザー アクティビティの監視を開始します。 

使用パターン警告プランの管理  

プラン マネージャー 画面に、作成済みの 使用パターン警告 プランがすべて表示されます。この表示画面では、各

作成済みの 使用パターン警告 プランの プラン名、説明、範囲フィルター、ルール プロファイル、カスタム アクショ

ン プロファイル、最終更新日時、状態 を表示することができます。  

*注意: レポート ポイントは、有効 の 使用パターン警告 プランにのみ従ってユーザー アクティビティを監視します。  

プロファイル マネージャー では、以下の操作を実行して 使用パターン警告 プランを管理することができます。 

• 表示 - プランの詳細設定を表示するには、プランを選択し、リボン上で [詳細の表示] をクリックし

て 詳細の表示 画面にアクセスします。リボン上で [プランの編集] をクリックすると、プランを編集

することができます。プランの確認の完了後、[閉じる] をクリックして プラン マネージャー 画面に

戻ります。 

• 編集 - プランの設定を編集するには、プランを選択し、リボン上で [編集] をクリックして プランの

編集 ページにアクセスします。ここでは、選択したプランの範囲および設定を変更することができま

す。以下のオプションから選択します。 

o 保存 ドロップダウン リストから選択します。 

▪ [保存] をクリックしてプランを保存します。 

▪ [保存して有効化] をクリックすると、プランを保存して有効化します。 

o [キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに プランの編集 ページを閉じます。 

• 削除 – 不要なプランを削除するには、プラン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] をクリックします。確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選

択したプランを削除します。[キャンセル] をクリックすると、プランを削除せずに プラン マネージャー 

画面に戻ります。 

• 有効化 - 無効のプランを有効にするには、希望のプランを選択し、リボン上で [有効化] をクリック

します。選択したプランを有効にすると、このプランの状態が 有効 になり、レポート ポイントはこのプ

ランの設定に従ってユーザー アクティビティの監視を開始します。 

• 無効化 - 有効のプランを無効にするには、希望のプランを選択し、リボン上で [無効化] をクリック

します。選択したプランを無効にすると、このプランの状態が 無効 になり、レポート ポイントはこのプ

ランのユーザー アクティビティの監視を停止します。 
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使用パターン警告レポートの表示  

使用パターン警告 プランの設定に従って定義済みルールのしきい値をトリガーするユーザー アクティビティを識別した

後、使用パターン警告レポート では、トリガーされたルールについての以下のレポートを表示することができます。 

• アクティビティ レポート - 使用パターン警告 プランのルールによって識別されたアクティビティの詳

細情報のレポートを表示します。 

• 分析レポート - 使用パターン警告 ルールがトリガーされた回数の分析レポート、ルールしきい値に

使用された該当するデータ メトリックに基づいた、各ルールがトリガーされた回数の分布に関する分

析レポートを表示します。  

使用パターン警告レポート でレポー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。 

1. 使用パターン警告レポート 画面にアクセスするには、レポート ポイント ウェルカム ページの [使用パター

ン警告] をクリックし、使用パターン警告 画面の [使用パターン警告レポート] をクリックします。  

2. 表示するレポートに従って、リボン上で [アクティビティ レポート] または [分析レポート] をクリックします。 

• アクティビティ レポート を選択する場合、レポート表示画面にはトリガーされたルールを含むルー

ル プロファイル、トリガーされたルールのタイプおよび詳細な構成情報、ルールをトリガーしたユーザ

ー、トリガーされたルールのスキャン日時、ルールをトリガーしたユーザー アクティビティの詳細情報な

ど、当月内でスキャンされたルールのレコードが表示されます。  

アクティビティ レポート では、以下の操作を実行することができます。 

o フィルターの設定 - 表示画面に表示されている 使用パターン警告 ルールをトリガーし

たアクティビティのレコードを制限 / 展開するには、フィルターの設定 を使用します。  

o エクスポートの詳細 - レコードの アクション 列で [エクスポートの詳細] リンクをクリック

すると、データシートへエクスポート ウィンドウが表示されます。このレコードに関連するル

ールをトリガーしたすべてのユーザー アクティビティの詳細情報をデータシートへエクスポート

することができます。データシートへエクスポート ウィンドウでの操作の詳細については、デ

ータシートへのエクスポート を参照してください。 

• 分析レポート を選択する場合、レポート表示画面の ルールがトリガーされた回数 画面には、ト

リガーされたルールを含むルール プロファイル、トリガーされたルールのタイプおよび詳細な構成情

報、当月内でルールがトリガーされた回数など、当月内でトリガーされたルールのレコードが表示さ

れます。  
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分析レポートでは、以下の操作を実行することができます。 

o フィルターの設定 - 表示画面に表示されるトリガーされたルールのレコードを制限 / 展

開するには、フィルターの設定 を使用します。 

o トリガーされた回数の分布 - ルールがトリガーされた回数 画面でルールのレコードを選

択すると、トリガーされた回数の分布 画面では、選択したルールのトリガーされた回数の

分布のグラフが表示されます。X 軸はルールをトリガーした実際のアクティビティの値を表

示し、Y 軸はルールがトリガーされた回数を表示します。 

o ルールがトリガーされた回数 - ルールがトリガーされた回数 画面でルールの トリガーさ

れた回数 列でリンクをクリックすると、対応するルールの アクティビティ レポート ページが

表示され、フィルターの設定 で選択した期間でルールをトリガーした各アクティビティの詳

細情報が表示されます。 

3. 使用パターン警告レポート 画面で、以下の操作を実行することができます。 

• フィルターの設定 - フィルターの設定 エリアで設定を構成し、アクティビティ レポート または 分

析レポート に表示するルールをトリガーしたユーザー アクティビティのレコードを制限 / 展開します。

既定のフィルター ルールでは、当月内で記録されたユーザー アクティビティ / トリガーされたルール

がすべて含まれています。フィルターの設定 の使用の詳細については、使用パターン警告レポート

のフィルター設定 を参照してください。 

• 今すぐエクスポート - アクティビティ レポート または 分析レポート をデータシートへエクスポート

する方法については、以下の説明を参照してください。 

i. リボン上で [今すぐエクスポート] > [データシートへエクスポート] をクリックします。デー

タシートへエクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. 以下の設定を構成します。 

▪ レポート形式 - ドロップダウン メニューから希望のレポート形式を選択します。 

▪ トリガーされたルール プロファイル - ドロップダウン リストからトリガーされたルー

ルを含むルール プロファイルを選択して、トリガーされたルールに関連するレコード

をフィルターします。 

▪ トリガーされたルール タイプ - ドロップダウン リストからルール タイプを選択し

て、トリガーされたルールに関連するレコードをフィルターします。 

▪ 日時 / 期間 - スキャン期間 フィールドでルールがトリガーされたスキャン日付 / 

期間を選択し、トリガーされたルールに関連するレコードをフィルターします。 
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▪ エクスポート設定 - レポートをただちにエクスポートするかどうかを選択します。た

だちにローカルへエクスポート ラジオ ボタンを選択し、[OK] をクリックしてレポ

ートをただちにエクスポートするか、別の場所へエクスポートする ラジオ ボタンを

選択し、以下の設定を構成します。 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先を

選択するか、新しいエクスポート先を構成する場合は、[エクスポート

先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクション

を参照してください。 

 メール通知 – 通知を送信する チェックボックスを選択し、通知の 受

信者 を選択します。構成済みのメール通知プロファイルを選択し、[表

示] をクリックして詳細情報にアクセスするか、[メール通知の新規作

成] をクリックして新しい通知プロファイルを作成するかを選択できます。

メール通知プロファイルの作成の詳細については、DocAve 6 コントロ

ール パネル ユーザー ガイド (英語) の User Notification Setti

ngs セクションを参照してください。レポートを添付ファイルとしてメールに

含める場合、レポートのサイズが __ MB 未満の場合、レポートをメ

ールに添付します チェックボックスを選択し、__ MB 未満 テキスト ボ

ックスに許可するレポートの最大サイズを入力します。 

iii. [OK] をクリックすると、構成を保存してレポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに 使用パターン警告 画面に戻ります。 

使用パターン警告レポートのフィルター設定 

フィルターの設定 機能経由で 使用パターン警告レポート 画面内の アクティビティ レポート または 分析レポー

ト に表示されるトリガーされたルールに関連するレコードを展開 / 制限するフィルター条件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。 

1. 表示画面の上の [フィルターの設定] をクリックすると、フィルターの設定 ウィンドウにアクセスします。  

2. ルール プロファイルでフィルター - ルール プロファイル名またはルール タイプでレコードをフィルターします。  

• トリガーされたルール プロファイル - ルール プロファイルでトリガーされたルールをフィルターします。

ドロップダウン リストから、表示するトリガーされたルールを含むルール プロファイルを選択するか、す

べてのルール プロファイル を選択してすべてのルール プロファイルのトリガーされたルールのレコード

を表示します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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• トリガーされたルール タイプ - ルール タイプでトリガーされたルールのレコードをフィルターします。ド

ロップダウン リストから、表示するトリガーされたルールのタイプを選択するか、すべてのタイプ を選

択してすべてのタイプのトリガーされたルールのレコードを表示します。 

3. 期間でフィルター - トリガーされたルールのスキャン期間でレコードをフィルターします。以下の方法のいずれ

かを使用して、スキャン期間を指定します。 

• スキャン期間 - スキャン期間 ドロップダウン リストを展開し、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今

週、前週、過去 2 週間、今日、前日 から期間を選択します。 

• 期間のカスタマイズ - 期間をカスタマイズするには、スキャン期間 ドロップダウン リストを展開し、

期間のカスタマイズ を選択し、下のカレンダーを使用して期間を選択します。 

4. [フィルター] をクリックして構成したフィルター条件を適用します。条件に合致するレコードがすべて表示画

面に表示されます。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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SharePoint に展開された DocAve レポート ポイント機能 

SharePoint ファームにソリューションを展開することで、ドキュメント監査 と 利用状況アクティビティ Web パーツ 

サイト コレクション機能を SharePoint に追加することができます。この 2 件の機能の展開・使用に関する詳細に

ついては、以下のセクションを参照してください。 

ドキュメント監査機能 

レポート ポイントには、SharePoint 2010 用の SP2010DocumentAuditing.wsp、SharePoint 2013 

用の SP2013DocumentAuditing.wsp、SharePoint 2016 用の SP2016DocumentAuditing.

wsp ソリューションが提供されています。これらのソリューションを使用することにより、SharePoint で特定のサイト 

コレクション内のすべてのドキュメントの監査履歴を表示することができます。 

ドキュメント監査ソリューションの展開 

DocAve のドキュメント監査機能を使用するには、先にお使いの SharePoint ファームに SP2010Document

Auditing.wsp、SP2013DocumentAuditing.wsp、SP2016DocumentAuditing.wsp ソリュー

ションを展開しておく必要があります。ソリューションのインストール・展開後、サイト コレクションの管理 リストに ドキ

ュメント監査設定 が一覧表示されます。 

*注意: このソリューションを展開するには、各 Web フロントエンド サーバーに DocAve エージェントがインストールさ

れている必要があります。   

お使いの SharePoint 2010 ファームにドキュメント監査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。 

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

2. ファーム ドロップダウン リストから展開先となるファームを選択します。 

3. SP2010DocumentAuditing.wsp チェックボックスを選択します。リボンの アクション グループ内の 

[インストール] をクリックします。ソリューションが SharePoint ファームにインストールされると、メッセージ 

列に ソリューションのインストールに成功しました というメッセージが表示されます。 

4. SP2010DocumentAuditing.wsp チェックボックスを再度選択して、リボンの アクション グループ内

の [展開] をクリックします。ソリューションが正常に展開された後、状態 列にソリューションの状態が 展開

済み と表示されます。 
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お使いの SharePoint 2013 ファームに SP2013DocumentAuditing.wsp ソリューション、お使いの Shar

ePoint 2016 ファームに SP2016DocumentAuditing.wsp ソリューションを展開する方法については、SP

2010DocumentAuditing.wsp ソリューションの展開手順を参照してください。 

*注意: SharePoint 2013 ファーム上の SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョン サイト コレクションでドキ

ュメント監査機能を使用する場合、お使いの SharePoint 2013 ファームに SP2010DocumentAuditing.

wsp ソリューションと SP2013DocumentAuditing.wsp ソリューション両方を展開する必要があります。 

ソリューションの操作の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の Solution M

anager セクションを参照してください。 

ドキュメント監査 機能をアクティブにする方法については、次のセクションの説明を参照してください。 

ドキュメント監査機能のアクティブ化 

ソリューションの展開後、ドキュメント監査機能は、SharePoint サイト コレクション経由で、または DocAve レポー

ト ポイント内の 機能の管理 設定経由でアクティブにすることができます。 DocAve 経由でドキュメント監査機能を

アクティブにする方法については、ドキュメント監査機能の管理 を参照してください。 

SharePoint サイト コレクションでドキュメント監査機能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。 

1. SharePoint で、ドキュメント監査機能をアクティブにするサイト コレクションにアクセスします。SharePoint 

2010 で、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。SharePoint 201

3 と SharePoint 2016 で、設定アイコン ( ) > サイトの設定  > サイト コレクションの機能 の順に

移動します。 

2. AvePoint ドキュメント監査 機能の隣にある [アクティブ化] をクリックして、現在のサイト コレクションの

機能を有効にします。  

3. ドキュメント監査機能のアクティブ化後、状態 列に機能の状態が アクティブ と表示されます。 

*注意: DocAve の 機能の管理 機能経由で、ファーム レベルで 詳細設定 を構成した場合、ドキュメント監査機

能をアクティブにするには、テキスト ボックスにアクティブ化のためのパスワードを入力する必要があります。 

ドキュメント監査設定 

ドキュメント監査設定を構成し、ドキュメントの監査データの表示方式を指定する方法については、以下の説明を参

照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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1. 機能がアクティブ状態になっている SharePoint サイト コレクションで、SharePoint 2010 に対しては、

サイトの操作 > サイトの設定 > サイト コレクションの管理 > ドキュメント監査設定 の順に移動しま

す。SharePoint 2013 と SharePoint 2016 に対しては、設定アイコン ( ) > サイトの設定 > サ

イト コレクションの管理 > ドキュメント監査設定 に移動します。 

2. ドキュメント監査設定 ページで次の設定を構成します。 

• 期間 – 指定した期間のデータを表示します。今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、過去 

2 週間、今日、前日 オプションから選択します。 

• レポート設定 – レコード数を設定します。既定の数値は 100 です。この数字は、0 ～ 1000 

の間の整数でカスタマイズすることができます。 

• ユーザー フィルター – アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを指定しま

す。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されています。すべてのユーザ

ーのアクティビティが表示されます。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。名前の確認ボタン 

( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして含めるユ

ーザーを検索することができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。名前の確認ボタ

ン ( ) をクリックして入力した名前を確認するか、参照ボタン ( ) をクリックして排除

するユーザーを検索することができます。 

• アクション フィルター – 表示イベントを排除する チェックボックスを選択すると、表示 アクションの

監査データを排除します。 

3. [OK] をクリックしてドキュメント監査設定を保存します。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに

戻ります。 

監査履歴の表示 

ドキュメント監査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。 

1. ドキュメント監査 機能が有効になっているサイト コレクションで、監査履歴を表示するドキュメントを選択

し、下矢印をクリックしてドロップダウン メニューを開きます。 

2. [監査履歴の表示] をクリックすると、AvePoint ドキュメント監査機能 ページが表示されます。このドキ

ュメントが存在するサイト コレクションで構成された設定に基づいたドキュメント情報および監査データが表

示されます。 
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3. XLSX 形式のレポートをエクスポートするには、[Excel ブックの生成] をクリックします。 

 

利用状況アクティビティ Web パーツ機能 

レポート ポイントには、SharePoint 2016 用の SP2016UsageActivityWebParts.wsp、SharePoint 

2013 用の SP2013UsageActivityWebParts.wsp、SharePoint 2010 用の SP2010UsageActi

vityWebParts.wsp ソリューションが提供されています。これらのソリューションを使用することにより、利用状況ア

クティビティ Web パーツを SharePoint サイトに追加することができます。これらの Web パーツに、構成可能な範

囲内のソーシャル アクティビティ・コンテンツおよび SharePoint 利用状況・動作に関するレポートが表示されます。

利用状況アクティビティ Web パーツには、6 件のソーシャル Web パーツ (最もアクティビティの多い投稿者、人気

の投稿者、トップ ドキュメント、トップ ブログ記事、トップ ディスカッション、トップ Wiki ページ) とダッシュボード Web 

パーツ レポート ポイント ダッシュボード (10 件のレポート: サマリー、アクティビティの多いユーザー、チェックアウト済

みドキュメント、アクティビティのランキング、最終アクセス時刻、サイト トラフィック、検索利用状況 、サイト閲覧者、ソ

ーシャル アクティビティによるトップ ドキュメント、コンテンツ タイプの利用状況) が含まれています。  

*注意: 人気の投稿者 Web パーツは SharePoint 2010 に対応していません。 

利用状況アクティビティ ソリューションの展開 

SharePoint で利用状況アクティビティ Web パーツを使用するには、先にお使いの SharePoint 2016 ファーム

に SP2016UsageActivityWebParts.wsp、お使いの SharePoint 2013 ファームに SP2013Usage

ActivityWebParts.wsp、お使いの SharePoint 2010 ファームに SP2010UsageActivityWebPart

s.wsp を展開しておく必要があります。ソリューションをインストール・展開した後、AvePoint 利用状況アクティビ

ティ Web パーツ 機能が サイト コレクションの機能 リストに一覧表示されます。AvePoint 利用状況アクティ

ビティ Web パーツ 機能は、人気ドキュメント、ディスカッション、ブログ記事、Wiki ページ、コンテンツ投稿者をラン

キングするソーシャル Web パーツと、構成可能な SharePoint 範囲内の SharePoint 利用状況および動作を

分析する複数のレポートを含むダッシュボード Web パーツの作成に使用されます。  

*注意: このソリューションを展開するには、各 Web フロントエンド サーバーに DocAve エージェントがインストールさ

れている必要があります。   

お使いの SharePoint 2013 ファームに利用状況アクティビティ 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。 
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1. DocAve > コントロール パネル > ソリューション マネージャー の順に移動します。  

2. ファーム ドロップダウン リストから展開先となるファームを選択します。 

3. SP2013UsageActivityWebParts.wsp チェックボックスを選択します。リボンの アクション グループ

内の [インストール] をクリックします。ソリューションが SharePoint ファームにインストールされると、メッセ

ージ 列に ソリューションのインストールに成功しました というメッセージが表示されます。 

4. SP2013UsageActivityWebParts.wsp チェックボックスを再度選択して、リボンの アクション グル

ープ内の [展開] をクリックします。ソリューションが正常に展開されたと、状態 列にソリューションの状態が 

展開済み と表示されます。 

お使いの SharePoint 2010 ファームに SP2010UsageActivityWebParts.wsp ソリューション、お使いの 

SharePoint 2016 ファームに SP2016UsageActivityWebParts.wsp ソリューションを展開する方法につ

いては、SP2013UsageActivityWebParts.wsp の展開手順を参照してください。 

*注意: SharePoint 2013 ファーム上の SharePoint 2010 エクスペリエンス バージョン サイト コレクションで利

用状況アクティビティ Web パーツを使用する場合、お使いの SharePoint 2013 ファームに SP2010UsageA

ctivityWebParts.wsp ソリューションと SP2013UsageActivityWebParts.wsp ソリューション両方を

展開する必要があります。 

ソリューションの操作の詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の Solution M

anager セクションを参照してください。 

利用状況アクティビティ Web パーツ 機能をアクティブにする方法については、次のセクションの説明を参照してくだ

さい。 

利用状況アクティビティ Web パーツ機能のアクティブ化 

ソリューションの展開後、利用状況アクティビティ Web パーツ 機能は、SharePoint 経由で、または DocAve 

の 機能の管理 機能経由でアクティブにすることができます。DocAve 経由で機能をアクティブする方法については、

利用状況アクティビティ Web パーツ機能の管理 を参照してください。 

SharePoint サイト コレクションで利用状況アクティビティ Web パーツ機能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。  

1. SharePoint で、利用状況アクティビティ Web パーツ機能をアクティブにするサイト コレクションにアクセス

します。SharePoint 2010 で、サイトの操作 > サイトの設定 > サイト コレクションの機能 の順に移

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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動します。SharePoint 2013 と SharePoint 2016 で、設定アイコン ( ) > サイトの設定 > サイ

ト コレクションの機能 の順に移動します。 

2. AvePoint 利用状況アクティビティ Web パーツ 機能の隣にある [アクティブ化] をクリックして、現在

のサイト コレクションの機能を有効にします。 

3. AvePoint 利用状況アクティビティ Web パーツ 機能のアクティブ化後、状態 列に機能の状態が アク

ティブ と表示されます。 

新しい利用状況アクティビティ Web パーツの追加 

SharePoint で新しい利用状況アクティビティ Web パーツを追加するには、該当する機能がサイト コレクションでア

クティブ状態になっている必要があります。  

1. SharePoint サイトで、新しい Web パーツを追加するページまで参照します。 

2. ページ タブのリボン上で [編集] をクリックします。 

3. Web パーツの追加先セクションを左クリックします。Web パーツはカーソルの場所に従って追加されます。 

4. 挿入 タブをクリックし、リボン上で [Web パーツ] をクリックします。カテゴリ リスト内の カスタム カテゴリを

選択します。 

*注意: カスタム カテゴリーを表示するには、サイト コレクションの機能 配下の 利用状況アクティビティ 

Web パーツ 機能をアクティブにする必要があります。 

5. パーツ リストで、追加する利用状況アクティビティ Web パーツを選択します。 

6. [追加] をクリックして Web パーツを追加します。選択した Web パーツがページに表示されます。 

7. リボン上で [保存] をクリックして、ドロップダウン メニューから [保存] (SharePoint 2013 と SharePoi

nt 2016 で) または [保存して閉じる] (SharePoint 2010 で) を選択して変更を保存します。[キャ

ンセル] をクリックすると、Web パートを追加せずに編集を停止します。 

Web パーツ プロパティの編集 

利用状況アクティビティ Web パーツがサイトに追加された後、Web パーツの編集 経由でソーシャル Web パーツ

とダッシュボード Web パーツに固有のプロパティを構成することができます。Web パーツ プロパティの編集についての

詳細は、以下のセクションで説明します。 
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ソーシャル プロパティの編集 

ソーシャル Web パーツ (最もアクティビティの多い投稿者 / 人気の投稿者 / トップ ドキュメント / トップ ブログ記

事 / トップ ディスカッション / トップ Wiki ページ) の ソーシャル プロパティ を編集することで、Web パーツで範

囲、権限チェッカー、一度に表示するアイテムの最大数設定をカスタマイズすることができます。 

ソーシャル Web パーツの ソーシャル プロパティ 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. ページ タブのリボン上で [編集] をクリックします。 

2. 編集する Web パーツを指定し、Web パーツの右上の三角形 ( ) をクリックします。 

3. [Web パーツの編集] をクリックすると、Web パーツの右側に編集画面が開かれます。 

4. ソーシャル プロパティ セクションで、次の設定を構成することができます。 

• この Web パーツ に含まれる必要な SharePoint オブジェクト - この Web パーツに含まれ

るオブジェクトとこの Web パーツの権限チェッカー設定を構成することができます。オブジェクトの選

択と権限チェッカーを構成するには、[選択の変更] をクリックします。アイテム表示の構成 ウィンド

ウで、以下の設定を構成します。 

*注意: オブジェクトの選択と権限チェッカー設定を構成するには、Web パーツが存在するサイトで 

ページの追加とカスタマイズ・アイテムの編集 権限を持っている必要があります。 

o オブジェクトの選択 – 該当するラジオ ボタンを選択して、この Web パーツに含まれるオ

ブジェクトを指定します。 

▪ サブサイトを含む現在のサイト – 現在のサイトおよびサイトのサブサイトをこの 

Web パーツに含めます。既定では、サイトに Web パーツが追加された場合に

このオプションが選択されています。 

▪ 現在のサイト コレクション – この Web パーツが存在するサイト コレクションを

含めます。 

▪ 現在の Web アプリケーション – この Web パーツが存在する Web アプリケ

ーションを含めます。 

▪ 現在のファーム – この Web パーツが存在するファーム全体を含めます。 

▪ 範囲をカスタマイズする – 以下のツリーで範囲をカスタマイズします。ファーム名

をクリックしてツリーを希望のレベルまで展開します。この Web パーツに含めるノ

ードの隣のチェックボックスを選択します。URL からオブジェクトを検索する 機

能を使用して、指定のオブジェクトを検索することもできます。詳細については U

RL からのオブジェクトの検索 セクションを参照してください。 
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*注意: ツリーからノードの該当するラジオ ボタンを選択して特定の SharePoint オブジ

ェクトを Web パーツに含めるには、指定の SharePoint オブジェクトに対する必要な権

限を持っている必要があります。必要な権限を持っていない場合、該当するラジオ ボタン

は無効化され、選択できません。SharePoint オブジェクト選択用の必要な権限の詳細

については、オブジェクトの選択に必要な SharePoint 権限 を参照してください。 

o 権限チェッカー – レポート内のコンテンツ表示用の権限制御を有効にするかどうかを指

定します。既定では、セキュリティによるトリミングに対して SharePoint 権限を実行

する オプションが選択されています。レポート内のドキュメント / ブログ記事 / ディスカッシ

ョン / Wiki ページに固有の アイテムの表示 権限を持っていない閲覧者が、トップ ドキ

ュメント、トップ ブログ記事、トップ ディスカッション、トップ Wiki ページのレポート表示画

面内のリスト、または最もアクティビティの多い投稿者および人気の投稿者の指定の投稿

者のツールチップ内のリストを表示する場合、コンテンツは非表示となります。このオプション

を選択しないと、すべての閲覧者がトップ ドキュメント、トップ ブログ記事、トップ ディスカッ

ション、トップ Wiki ページ内のすべてのコンテンツのランキングと、最もアクティビティの多い

投稿者および人気の投稿者のツールチップ内の同じコンテンツのランキングを表示すること

ができます。 

[OK] 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ウィンドウを

閉じます。 

レポート ポイント ダッシュボード プロパティの編集 

レポート ポイント ダッシュボード Web パーツに固有の レポート ポイント ダッシュボード プロパティ を編集すること

で、Web パーツの範囲、権限チェッカー、レポート タイプ、利用状況通知の設定をカスタマイズすることができます。 

レポート ポイント ダッシュボード Web パーツの レポート ポイント ダッシュボード プロパティ 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. ページ タブのリボン上で [編集] をクリックします。 

2. 編集する Web パーツを指定し、Web パーツの右上の三角形 ( ) をクリックします。 

3. [Web パーツの編集] をクリックすると、Web パーツの右側に編集画面が開かれます。 

4. レポート ポイント ダッシュボード プロパティ セクションで、以下の設定を構成することができます。 

• この Web パーツ に含まれる必要な SharePoint オブジェクト - この Web パーツに含まれ

るオブジェクトとこの Web パーツの権限チェッカー設定を構成することができます。オブジェクトの選
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択と権限チェッカーを構成するには、[選択の変更] をクリックします。アイテム表示の構成 ウィンド

ウで、以下の設定を構成します。 

o オブジェクトの選択 – 該当するラジオ ボタンを選択して、この Web パーツに含まれるオ

ブジェクトを指定します。 

▪ サブサイトを含む現在のサイト – 現在のサイトおよびサイトのサブサイトをこの 

Web パーツに含めます。  

▪ 現在のサイト コレクション – この Web パーツが存在するサイト コレクションを

含めます。既定では、サイトに Web パーツが追加された場合にこのオプションが

選択されています。 

▪ 範囲をカスタマイズする – 以下のツリーで範囲をカスタマイズします。ファーム名

をクリックしてツリーを希望のレベルまで展開します。この Web パーツに含めるサ

イト コレクションまたはサイトの隣のチェックボックスを選択します。URL からオブ

ジェクトを検索する 機能を使用して、指定のオブジェクトを検索することもできま

す。詳細については、URL からのオブジェクトの検索 セクションを参照してくださ

い。 

*注意: ツリーからノードの該当するラジオ ボタンを選択して特定の SharePoint オブジ

ェクトを Web パーツに含めるには、指定の SharePoint オブジェクトに対する必要な権

限を持っている必要があります。必要な権限を持っていない場合、該当するラジオ ボタン

は無効化され、選択できません。SharePoint オブジェクト選択用の必要な権限の詳細

については、オブジェクトの選択に必要な SharePoint 権限 を参照してください。 

o 権限チェッカー – レポート内のコンテンツ表示用の権限制御を有効にするかどうかを指

定します。  

▪ 既定では、セキュリティによるトリミングに対して SharePoint 権限を実行す

る オプションが選択されています。アクティビティのランキング、ソーシャル アクティビ

ティによるトップ ドキュメント、コンテンツ タイプの利用状況、チェックアウト済みド

キュメントのレポートで、閲覧者が アイテムの表示 権限を持っているコンテンツ

のみを表示することができます。これらのレポートに含まれる特定のコンテンツに対

する アイテムの表示 権限を持っていない閲覧者に対して、コンテンツは非表示

となります。  

▪ このオプションを選択しない場合、すべての閲覧者が、アクティビティのランキング、

ソーシャル アクティビティによるトップ ドキュメント、コンテンツ タイプの利用状況、

チェックアウト済みドキュメント レポート内のすべてのコンテンツのランキングを表示

することができます。 
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[OK] 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ウィンドウを

閉じます。 

• この Web パーツに含めるレポート タイプ – 該当するチェックボックスを選択して、この Web パ

ーツに表示するレポート タイプを選択します。 

• 特定レポートに関するメール通知受信 – 上のフィールドで アクティビティの多いユーザー、チェッ

クアウト済みドキュメント、サイト トラフィック、サイト閲覧者 レポートが選択されている場合、希

望のレポート用の利用状況通知メール設定を構成し、指定の条件が満たされた場合に利用状

況メール通知を送信することができます。[利用状況通知の設定の構成] をクリックして、利用状

況通知の設定 ポップアップ ウィンドウで以下の設定を構成します。 

*注意: レポート ポイント ダッシュボード からメール通知が正しく送信されることを確認するため、

DocAve > コントロール パネル で DocAve プラットフォーム用の送信メール設定を構成する

必要があります。詳細については、DocAve 6 コントロール パネル ユーザー ガイド (英語) の U

ser Notification Settings セクションを参照してください。  

o アクティビティの多いユーザー – このチェックボックスを選択する場合、アクティビティの多

いユーザー レポートで指定の条件が満たされると、メール通知が送信されます。以下の

設定を構成します。 

▪ 受信者 – ユーザー選択ウィンドウを使用してメール通知の受信者を指定する

か、希望の受信者のメール 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。 

▪ 期間 – この通知の時間範囲を選択します。 

▪ しきい値 – 通知のトリガーを構成します。__回以上のアクティビティ テキスト 

ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここ

で設定したしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

▪ 間隔 – メール通知の頻度を選択します。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 日間 または 週間 を選択します。 

o チェック済みドキュメント – このチェックボックスを選択する場合、指定の条件が満たされ

ると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

▪ 受信者 – ユーザー選択ウィンドウを使用してメール通知の受信者を指定する

か、希望の受信者のメール 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。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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▪ しきい値 – 通知のトリガーを構成します。__件以上のチェックアウト済みドキ

ュメント テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

▪ 間隔 – メール通知の頻度を選択します。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 日間 または 週間 を選択します。 

o サイト トラフィック – このチェックボックスを選択する場合、サイト トラフィック レポートで

指定の条件が満たされると、メール通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

▪ 受信者 – ユーザー選択ウィンドウを使用してメール通知の受信者を指定する

か、希望の受信者のメール 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。 

▪ 期間 – この通知の時間範囲を選択します。 

▪ しきい値 – 通知のトリガーを構成します。__回以上のアクティビティ テキスト 

ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、しきい値が構成した間隔に従って確認されます。数値がここ

で設定したしきい値を超過すると、メール通知は送信されます。 

▪ 間隔 – メール通知の頻度を選択します。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 日間 または 週間 を選択します。 

o サイト閲覧者 – このチェックボックスを選択する場合、指定の条件が満たされると、メール

通知が送信されます。以下の設定を構成します。 

▪ 受信者 – ユーザー選択ウィンドウを使用してメール通知の受信者を指定する

か、希望の受信者のメール 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。 

▪ 期間 – この通知の時間範囲を選択します。 

▪ しきい値 – 通知のトリガーを構成します。これらのしきい値のいずれかまたは両

方を使用することができます。 

 __ 回以上のアクティビティ チェックボックスを選択してこのしきい値をア

クティブにしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

 ユニーク ビジターが __ 人以上 チェックボックスを選択してこのしきい

値をアクティブにしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

▪ 間隔 – メール通知の頻度を選択します。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 日間 または 週間 を選択します。 
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[OK] 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ウィンドウを閉じます。 

5. レポート ポイント ダッシュボード プロパティの編集を完了する際に、[OK] をクリックすると、変更を保存して

編集画面を閉じます。[適用] をクリックすると、変更を保存して編集画面を閉じません。[キャンセル] をク

リックすると、構成を保存せずに編集画面を閉じます。 

URL からのオブジェクトの検索 

指定のノードの配下で URL から指定のオブジェクトを検索する方法については、以下の説明を参照してください。 

1. アイテム表示の構成 ページで 範囲をカスタマイズする を選択して、ツリー上の希望のノードに移動しま

す。 

2. ノードを右クリックして、メニュー内の [検索] をクリックします。  

3. テキスト ボックスに検索するオブジェクトの URL に含まれるキーワードを入力します。 

4. [追加] をクリックしてこの検索条件を 検索条件 テーブルに追加します。 

検索条件がテーブルに追加された後、削除ボタン ( ) をクリックして検索条件を削除することができます。 

5. [OK] をクリックすると、構成済みの検索条件を保存して、条件に従ってオブジェクトを検索します。[キャン

セル] をクリックすると、構成を保存せずに現在のページを終了します。 

*注意: 検索条件間の論理関係が OR です。検索条件のいずれかに合致するオブジェクトはすべて範囲に含まれ

ます。 

オブジェクトの選択に必要な SharePoint 権限 

ツリー上の該当するラジオ ボタンまたはノードを選択して特定の SharePoint オブジェクトを Web パーツに含めるに

は、選択する指定レベルの SharePoint オブジェクトに対して十分な権限を持っている必要があります。  

• 現在のファーム – このオプションまたはツリー上のファーム ノードを選択するには、ファーム管理者 

権限が必要です。 

• 現在の Web アプリケーション – このオプションまたはツリー上の Web アプリケーション ノードを

選択するには、指定の Web アプリケーションのすべての領域または既定の領域に対する フル コ

ントロール 権限を持っている必要があります。 

• 現在のサイト コレクション – このオプションまたはツリー上のサイト コレクション ノードを選択するに

は、以下の 1 件以上の権限を持っている必要があります。 

o 指定のサイト コレクションが存在する Web アプリケーションのすべての領域または既定の

領域に対する フル コントロール 権限 
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o アクセス許可レベルに現在のサイト コレクションの アイテムの編集 と ページの追加とカス

タマイズ 権限が含まれる 

• 特定のサイト コレクション ノード – ツリー上で特定のサイト コレクション ノードを選択するには、

以下の 1 件以上の権限を持っている必要があります。 

o 指定のサイト コレクションが存在する Web アプリケーションのすべての領域または既定の

領域に対する フル コントロール 権限 

o 指定のサイト コレクションの サイト コレクション管理者 

• サブサイトを含む現在のサイト – このオプションを選択するには、以下の 1 件以上の権限を持っ

ている必要があります。 

o 現在のサイトが存在する Web アプリケーションのすべての領域または既定の領域に対す

る フル コントロール 権限 

o アクセス許可レベルに現在のサイト コレクションの アイテムの編集 と ページの追加とカス

タマイズ 権限が含まれる 

o アクセス許可レベルに現在のサイト コレクションおよびサイト コレクションのサブサイトの ア

イテムの編集 と ページの追加とカスタマイズ 権限が含まれる 

• 特定のサイト ノード – ツリー上で特定のサイト ノードを選択するには、以下の 1 件以上の権限

を持っている必要があります。 

o 指定のサイトが存在する Web アプリケーションのすべての領域または既定の領域に対す

る フル コントロール 権限 

o 指定のサイトが存在するサイト コレクションの サイト コレクション管理者 

o 指定のサイトに対する フル コントロール 権限 

利用状況アクティビティ Web パーツのデータ収集 

DocAve は、利用状況アクティビティ Web パーツ コレクター と ユーザー プロファイル コレクター というデータ 

コレクターを提供し、既定で利用状況アクティビティ Web パーツ用のデータを毎日の夜中に 1 回収集します。デー

タ コレクションでこれらのコレクターのスケジュールと通知を指定することができます。詳細については、データ コレクショ

ン を参照してください。最新収集されたデータを指定の Web パーツの レポート表示 画面に表示するには、Web 

パーツが存在するページを更新します。  

*注意: 各ソーシャル Web パーツ (最もアクティビティの多い投稿者、人気の投稿者、トップ ドキュメント、トップ ブ

ログ記事、トップ ディスカッション、トップ Wiki ページ) の右下で、データの最終更新日時が表示されます。 
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利用状況アクティビティ Web パーツ コレクター と ユーザー プロファイル コレクター を経由ですべての利用状況

アクティビティ Web パーツ用の必要なデータを収集するには、お使いの SharePoint ファームで以下の前提条件が

満たされていることを確認する必要があります。 

• User Profile Service が開始になっています。 

• 利用状況データの収集 (ページの要求 イベントが選択されている) が有効になっています。 

• 正常性データの収集 が有効になっています。  

• Microsoft SharePoint Foundation 利用状況データのインポート と Microsoft Sha

rePoint Foundation 利用状況データの処理 タイマー ジョブが有効になっています。 

• SharePoint 監査が、すべての利用状況アクティビティ Web パーツに含まれるオブジェクトに対し

て有効になっています。 

利用状況アクティビティ Web パーツで対応するブラウザー バージョン 

利用状況アクティビティ Web パーツで対応するブラウザー バージョンは以下のとおりです。 

ブラウザー バージョン 

Internet Explorer Internet Explorer 8、9、10 

Google Chrome 公開されている最新のバージョン 

Mozilla Firefox 公開されている最新のバージョン 

 

最もアクティビティの多い投稿者 Web パーツ 

この Web パーツには、選択した範囲内でドキュメント、ブログ記事、ディスカッションを最も多く投稿したユーザーのラ

ンキングが提供されます。 

最もアクティビティの多い投稿者のレポートの表示  

表示画面には、生成されたレポートを Web パーツに表示する方式のカスタマイズ用構成可能な設定が複数存在

します。必要に応じて、表示 画面で以下の設定を構成します。 

• すべて / 前週 / 前月 – このレポートの時間範囲を選択します。 

• すべて / ドキュメント / ブログ記事 / ディスカッション – このレポートに表示するデータのタイプ

をカスタマイズします。すべて を選択すると、ユーザーによって投稿されたすべてのドキュメントおよび

ブログ記事の合計数によるランキングが表示されます。ドキュメント を選択すると、ユーザーによって
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作成されたドキュメント数によるランキングが表示されます。ブログ記事 を選択すると、ユーザーに

よって作成されたブログ記事数によるランキングが表示されます。ディスカッション を選択すると、ユ

ーザーによって作成されたディスカッション数によるランキングが表示されます。 

• ページめくり – 次へボタン ( ) または前へボタン ( ) をクリックすると、リストにその他のユーザー

が表示されます。表示画面のページ毎に最大 5 名のユーザーが一覧表示されます。 

人気の投稿者 

この Web パーツには、選択した範囲内でドキュメント アクティビティ / ブログ記事アクティビティ / ディスカッション アク

ティビティを最も多く持っているユーザーのランキングが提供されます。ドキュメント アクティビティには、ユーザーが所有し

ているドキュメントが取得したフォロワー、表示、いいね!が含まれています。ブログ記事アクティビティには、ユーザーが

所有しているブログ記事が取得したコメント、表示、いいね!が含まれています。ディスカッション アクティビティには、ユ

ーザーが所有しているディスカッションが取得した表示、返信、いいね!が含まれています。 

人気の投稿者のレポートの表示 

表示画面には、生成されたレポートを Web パーツに表示する方式のカスタマイズ用構成可能な設定が複数存在

します。必要に応じて、表示 画面で以下の設定を構成します。 

• すべて / ドキュメント / ブログ記事 / ディスカッション – レポートに表示するデータのタイプをカ

スタマイズします。すべて を選択すると、ユーザーが所有しているドキュメント、ブログ記事、ディスカ

ッションのドキュメント アクティビティ、ブログ記事アクティビティ、ディスカッション アクティビティの合計

数によるランキングが表示されます。ドキュメント を選択すると、ユーザーが所有しているドキュメン

トが取得したフォロワー、表示、いいね!の数によるランキングが表示されます。ブログ記事 を選択

すると、ユーザーが所有しているブログ記事が取得したコメント、表示、いいね!の数によるランキング

が表示されます。ディスカッション を選択すると、ユーザーが所有しているディスカッションが取得した

表示、返信、いいね!の数によるランキングが表示されます。 

• ページめくり – 次へボタン ( ) または前へボタン ( ) をクリックすると、リストにその他のユーザー

が表示されます。表示画面のページ毎に最大 5 名のユーザーが一覧表示されます。 

• 詳細設定 – ドキュメント を選択し、カーソルをリストの行に移動すると、右側のポップアップ ウィン

ドウで指定のユーザーの上位 5 件の人気ドキュメントのリストを表示することができます。ブログ記

事 を選択し、カーソルをリストの行に移動すると、指定のユーザーの上位 5 件の人気ブログのリス

トを表示することができます。ディスカッション を選択し、カーソルをリストの行に移動すると、指定

のユーザーの上位 5 件の人気ディスカッションのリストを表示することができます。ウィンドウに一覧

表示されている特定のコンテンツのタイトルをクリックして表示することもできます。 
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トップ ドキュメント 

この Web パーツには、選択した範囲内で最も多く表示され、最も多くのフォロワー・いいね!を持っているドキュメント

のランキングが提供されます。 

既定では、master、aspx、css、jpg、png、js、gif タイプのドキュメントがトップ ドキュメント Web パーツのラ

ンキングから排除されます。ランキングから排除するファイル タイプのフィルターをカスタマイズするには、ReportCent

erServiceCustomProperties.config ファイルで <FileExtensionFilter> ノード を構成します。詳細

については、ReportCenterServiceCustomProperties.config ファイルの構成 を参照してください。 

トップ ドキュメントのレポートの表示 

表示画面には、生成されたレポートを Web パーツに表示する方式のカスタマイズ用構成可能な設定が複数存在

します。必要に応じて、表示 画面で以下の設定を構成します。 

• すべて / フォロワー / 表示 / いいね! – レポートに表示するデータのタイプをカスタマイズします。

すべて を選択すると、ドキュメントのフォロワー、表示、いいね!の合計数によるランキングが表示さ

れます。フォロワー を選択すると、ドキュメントのフォロワー数によるランキングが表示されます。表示 

を選択すると、ドキュメンの表示数によるランキングが表示されます。いいね! を選択すると、ドキュメ

ントのいいね!数によるランキングが表示されます。SharePoint 2010 でこの Web パーツに フォ

ロワー と いいね! によるランキングが提供されないことに注意してください。  

• すべて / 前週 / 前月 – このレポートの時間範囲を選択します。この設定は 表示 によるランキ

ングにのみ対応していることに注意してください。 

• ページめくり – 次へボタン ( ) または前へボタン ( ) をクリックすると、リストにその他のアイテム

が表示されます。表示画面のページ毎に最大 5 件のドキュメントが一覧表示されます。 

• リンク – 特定のドキュメントのタイトルをクリックして表示します。 

• 詳細設定 – カーソルをリスト内の行に移動すると、右側のポップアップ ウィンドウに指定のドキュメ

ントの詳細が表示されます。ウィンドウの下部で、[開く] をクリックしてドキュメントを開き、[ライブラ

リの表示] をクリックしてドキュメントが存在するライブラリに移動します。  

トップ ブログ記事 

この Web パーツには、選択した範囲内で最も多く表示され、最も多くのいいね!・コメントを持っているブログ記事の

ランキングが提供されます。 
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トップ ブログ記事のレポートの表示 

表示画面には、生成されたレポートを Web パーツに表示する方式のカスタマイズ用構成可能な設定が複数存在

します。必要に応じて、表示 画面で以下の設定を構成します。 

• すべて / コメント / 表示 / いいね! – 表示画面に表示するデータのタイプをカスタマイズします。

すべて を選択すると、ブログ記事のコメント、表示、いいね!の合計数によるランキングが表示されま

す。コメント を選択すると、ブログ記事のコメント数によるランキングが表示されます。表示 を選択

すると、ブログ記事の表示数によるランキングが表示されます。いいね! を選択すると、ブログ記事

のいいね!数によるランキングが表示されます。SharePoint 2010 でこの Web パーツに いいね! 

によるランキングが提供されないことに注意してください。 

• すべて / 前週 / 前月 – このレポートの時間範囲を選択します。この設定は 表示 によるランキ

ングにのみ対応していることに注意してください。 

• ページめくり – 次へボタン ( ) または前へボタン ( ) をクリックすると、リストにその他のアイテム

が表示されます。表示画面のページ毎に最大 5 件のブログ記事が一覧表示されます。 

• リンク – 特定のブログ記事のタイトルをクリックして表示します。 

• 詳細設定 – カーソルをリストの行に移動すると、右側のポップアップ ウィンドウで指定のブログ記事

の詳細を表示することができます。ウィンドウ下部の [開く] をクリックすると、このブログ記事を開くこ

ともできます。 

トップ ディスカッション 

この Web パーツには、選択した範囲内で最も多く表示され、最も多くの返信・いいね!を持っているディスカッションの

ランキングが提供されます。 

トップ ディスカッションのレポートの表示 

表示画面には、生成されたレポートを Web パーツに表示する方式のカスタマイズ用構成可能な設定が複数存在

します。必要に応じて、表示 画面で以下の設定を構成します。 

• すべて / 返信 / 表示 / いいね! – 表示画面に表示するデータのタイプをカスタマイズします。す

べて を選択すると、ディスカッションの返信、表示、いいね!の合計数によるランキングが表示されま

す。返信 を選択すると、ディスカッションの返信数によるランキングが表示されます。表示 を選択す

ると、ディスカッションの表示数によるランキングが表示されます。いいね! を選択すると、ディスカッシ

ョンのいいね!数によるランキングが表示されます。SharePoint 2010 でこの Web パーツに いい

ね! によるランキングが提供されないことに注意してください。 
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• すべて / 前週 / 前月 – このレポートの時間範囲を選択します。この設定は 表示 によるランキ

ングにのみ対応していることに注意してください。 

• ページめくり – 次へボタン ( ) または前へボタン ( ) をクリックすると、リストにその他のアイテム

が表示されます。表示画面のページ毎に最大 5 件のディスカッションが一覧表示されます。 

• リンク – 特定のディスカッションのタイトルのリンクをクリックして表示します。 

• 詳細設定 - カーソルをリストの行に移動すると、右側のポップアップ ウィンドウで指定のディスカッシ

ョンの詳細を表示することができます。ウィンドウ下部の [開く] をクリックすると、このディスカッション

を開くこともできます。 

トップ Wiki ページ 

この Web パーツには、サイト コレクション / サイト内で過去の 1 週間 / 1 ヶ月間で最も多く表示された Wiki ペ

ージのランキングが提供されます。 

トップ Wiki ページのレポートの表示 

表示画面には、生成されたレポートを Web パーツに表示する方式のカスタマイズ用構成可能な設定が複数存在

します。必要に応じて、表示 画面で以下の設定を構成します。 

• すべて / 前週 / 前月 – このレポートの時間範囲を選択します。 

• ページめくり – 次へボタン ( ) または前へボタン ( ) をクリックすると、リストにその他のアイテム

が表示されます。表示画面のページ毎に最大 5 件の Wiki ページが一覧表示されます。 

• リンク – 特定の Wiki ページのタイトルをクリックして表示します。 

• 詳細設定 – カーソルをリストの行に移動すると、右側のポップアップ ウィンドウで指定の Wiki ペー

ジの詳細を表示することができます。ウィンドウ下部の [開く] をクリックすると、このページを開くこと

もできます。 

 

レポート ポイント ダッシュボード Web パーツ 

この Web パーツには、サマリー、アクティビティの多いユーザー、チェックアウト済みドキュメント、アクティビティのランキン

グ、最終アクセス時刻、サイト トラフィック、サイト閲覧者、ソーシャル アクティビティによるトップ ドキュメント、コンテンツ 

タイプの利用状況など、指定の期間内の選択した範囲の SharePoint 利用状況および動作を分析するレポート

が含まれます。 
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ダッシュボード Web パーツに含まれるレポートを表示する前、最終アクセス時刻とコンテンツ タイプの利用状況以外

のすべてのレポートの時間範囲を選択します。画面右上のドロップダウン リストから 過去 7 日間 / 過去 14 日間 

/ 過去 30 日間 / 前月 / 過去 3 ヶ月間 / 過去 6 ヶ月間 のいずれかを選択します。 

レポート ポイント ダッシュボード 内の各レポートの表示に関する詳細については、以下のセクションを参照してくださ

い。 

サマリー 

このレポートには、オブジェクトの選択 で選択した SharePoint サイト コレクションまたはサイトの選択した期間内

の利用状況のサマリーが表示されます。このレポートに表示されるコンテンツが以下のとおりです。 

• ユニーク ビジター – 選択した範囲にアクセスしたユニーク ビジターの合計数が表示されます。 

• チェックアウト済みドキュメント – 選択した範囲内のチェックアウト済みドキュメントの合計数が表

示されます。 

• アクティビティ – 選択した範囲内のすべてのユーザー アクティビティの合計数が表示されます。 

• アイテム – 選択した範囲内のリスト アイテムとドキュメントの合計数が表示されます。 

• データ サイズ – 選択した範囲内のデータの合計サイズが表示されます。 

アクティビティの多いユーザー 

このレポートには、各選択したサイト コレクショおよびサイト内のアクティビティ数によるユーザーのランキングが表示され

ます。 

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – 表示画面の左上に、レポートの現在の範囲であるサイト コレクション / サイトのタ

イトルが表示されます。レポートに表示するデータの範囲を変更するには、以下の手順に従ってくだ

さい。 

i. 左上の現在選択されている範囲の名前をクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。 

ii. [範囲の変更] をクリックすると、範囲変更用ウィンドウが表示されます。  

iii. データをレポートに表示するサイト コレクション / サイトを選択します。テキスト ボックスにタ

イトルを入力して、指定のサイト コレクション / サイトを検索することもできます。 
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iv. [OK] をクリックして変更を保存し、表示画面に戻ります。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

には、以下の手順に従ってください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. アクティビティの多いユーザー – すべてを含む チェックボックスを選択すると、すべてのデ

ータをエクスポートされるレポートに含めます。上位 __ 人のユーザー チェックボックスを選

択して、テキスト ボックスに整数を入力すると、レポートに含める上位ランキング ユーザー

数を指定することができます。 

v. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vi. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

チェックアウト済みドキュメント 

このレポートには、選択したサイト コレクションまたはサイト内のチェックアウト済みドキュメントの情報が表示されます。

グラフの Y 軸が各サイト コレクションまたはサイト内のチェックアウト済みドキュメント数を表示します。グラフの X 軸が

データの取得日を表示します。 

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – グラフの上のセクションに、レポートの現在の表示範囲であるサイト コレクション / 

サイトのタイトルが表示されます。グラフには一度に最大 3 件の範囲のデータを表示できます。この 

Web パーツの レポート ポイント ダッシュボード プロパティ で 3 件以上のレポート範囲が選択

されている場合、表示画面の右上で 表示する範囲 セクションの次へボタン ( ) または前へボタ

ン ( ) をクリックして表示する範囲を変更することができます。  

• 間隔 – 間隔 ドロップダウン リストから該当するオプションを選択することで、グラフに表示するデー

タの間隔を選択します。 
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• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

には、以下の手順に従ってください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。このレポートのピボットグラフ

をエクスポートするには、エクスポート先 テキスト ボックスの下の ピボットグラフのエクスポ

ート オプションを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. 頻度 – エクスポートされるレポートに表示するデータの頻度を選択します。 

v. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vi. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

アクティビティのランキング 

このレポートには、各選択したサイト コレクション / サイト内のアクティビティによるサイト、ページ、リスト、ドキュメントの

ランキングが表示されます。 

DocAve マネージャー レポート ポイントの 利用状況アクティビティ Web パーツの設定 で URL フィルターを構

成すると、指定のページをこのレポートから排除することができます。詳細については、利用状況アクティビティ Web 

パーツの設定 を参照してください。 

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – 表示画面の左上に、レポートの現在の表示範囲であるサイト コレクション / サイ

トのタイトルが表示されます。レポートに表示するデータの範囲を変更するする方法については、以

下の説明を参照してください。 

i. 左上の現在選択されている範囲の名前をクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。 

ii. [範囲の変更] をクリックすると、範囲変更用ウィンドウが表示されます。  
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iii. データをレポートに表示するサイト コレクション / サイトを選択します。テキスト ボックスにタ

イトルを入力して、指定のサイト コレクション / サイトを検索することもできます。 

iv. [OK] をクリックして変更を保存し、表示画面に戻ります。 

• サイト / ページ / リスト / ドキュメント – 右上の該当するリンクをクリックすることで、表示画面に

表示するデータのタイプをカスタマイズします。 

*注意: サイト リンクは、レポート ポイント ダッシュボード Web パーツのレポート範囲としてサイト 

コレクションが選択されている場合にのみ使用可能です。 

• リンク – レポート内の特定のサイト、ページ、リスト、ドキュメントの名前をクリックして該当するサイ

ト、ページ、リスト、ドキュメントにアクセスします。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. アクティビティのランキング – 上位 __ テキスト ボックスに正の整数を入力し、以下のオ

プション すべて選択 / サイト / ページ / ドキュメント / リスト を選択して、エクスポート

されるレポートに含まれる数とデータ タイプを指定します。 

*注意: サイト オプションは、レポート ポイント ダッシュボード Web パーツのレポート範

囲としてサイト コレクションが選択されている場合にのみ使用可能です。 

v. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vi. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

最終アクセス時刻  

このレポートには、選択したサイト コレクションまたはサイトの最終アクセス日時および最終アクセス者が表示されま

す。レポート表示画面の 最終アクセス日時 と 最終アクセス者 列で、各サイト / サイト コレクションの最終アクセス

日時および最終閲覧者を表示することができます。 
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最終アクセス時刻の時間範囲とユーザー フィルターの構成 

既定では、最終アクセス時刻 レポートに選択した範囲内のすべてのユーザーのアクセス レコードを含め、当月および

過去 6 ヶ月間内の最終アクセス時刻データが表示されます。ReportCenterServiceCustomProperties 

ファイル内の以下のノードを構成することで、最終アクセス時刻 レポートの時間範囲とユーザー フィルターをカスタマイ

ズすることができます。 

• 最終アクセス時刻 レポートの時間範囲をカスタマイズするには、ReportCenterServiceCus

tomProperties ファイル内の <LastAccessedTimeStartTime> ノードを構成します。 

• ユーザーを 最終アクセス時刻 レポートから排除するユーザー フィルターをカスタマイズするには、R

eportCenterServiceCustomProperties ファイル内の <LastAccessedTimeUse

rFilter> ノードを構成します。 

上記のノードを構成する方法の詳細については、ReportCenterServiceCustomProperties.config 

ファイルの構成 を参照してください。 

最終アクセス時刻レポートのエクスポート 

このレポートの [エクスポート] 機能を使用して、レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリに

エクスポートする方法については、以下の説明を参照してください。 

1. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

2. エクスポート先 セクションの [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート レポート

の保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

3. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを通知するメッセー

ジが表示されます。 

4. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

サイト トラフィック 

このレポートには、選択したサイト コレクションまたはサイトが受信したページ ビュー数およびスループット数のグラフが

表示されます。グラフの Y 軸が各サイト / サイト コレクションが受信したページ ビュー数またはスループット数を表示

します。グラフの X 軸がデータの取得日を表示します。 

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 
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• 範囲の変更 – グラフの上のセクションに、レポートの現在の表示範囲であるサイト コレクション / 

サイトのタイトルが表示されます。グラフには一度に最大 3 件の範囲のデータを表示できます。この 

Web パーツの レポート ポイント ダッシュボード プロパティ で 3 件以上のレポート範囲が選択

されている場合、表示画面の右上で 表示する範囲 セクションの次へボタン ( ) または前へボタ

ン ( ) をクリックして表示する範囲を変更することができます。  

• 間隔 – 間隔 ドロップダウン リストから該当するオプションを選択することで、グラフに表示するデー

タの間隔を選択します。 

• ページ ビュー / スループット – グラフの右上の該当するリンクをクリックすることで、グラフに表示す

るデータのタイプをカスタマイズします。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

には、以下の手順に従ってください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。このレポートのピボットグラフ

をエクスポートするには、エクスポート先 テキスト ボックスの下の ピボットグラフのエクスポ

ート オプションを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. 頻度 – エクスポートされるレポートに表示するデータの頻度を選択します。 

v. サイト トラフィック – ページ ビュー と スループット の該当するチェックボックスを選択す

ることで、エクスポートされるレポートに含まれるデータ タイプをを選択します。 

vi. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vii. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

検索利用状況 

このレポートには、選択したサイト コレクション内の検索アクティビティ、検索用語、検索範囲の利用状況データが表

示されます。 

*注意: このレポートは、この Web パーツの オブジェクトの選択 設定でサイト コレクションが選択されている場合に

のみ使用可能です。 
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表示画面のグラフに、選択したサイト コレクション内で指定の期間内に発生した検索アクティビティ数が表示されま

す。グラフの Y 軸が各サイト コレクションで発生した検索アクティビティ数を表示します。グラフの X 軸がデータの取得

日を表示します。また、表示画面にレポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必

要に応じて、表示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – グラフの上のセクションに、レポートの現在の表示範囲であるサイト コレクションのタ

イトルが表示されます。グラフには一度に最大 3 件の範囲のデータを表示できます。この Web パ

ーツの レポート ポイント ダッシュボード プロパティ で 3 件以上のレポート範囲が選択されてい

る場合、表示画面の右上で 表示する範囲 セクションの次へボタン ( ) または前へボタン ( ) 

をクリックして表示する範囲を変更することができます。  

• 間隔 – 間隔 ドロップダウン リストから該当するオプションを選択することで、グラフに表示するデー

タの間隔を選択します。 

• 詳細の表示 – 特定のサイト コレクションの検索範囲と検索用語の詳細を表示するには、[詳細

の表示] をクリックして 詳細の表示 ウィンドウにアクセスします。詳細については、検索利用状況

レポートの詳細の表示 を参照してください。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートしま

す。詳細については、検索利用状況レポートのエクスポート を参照してください。 

検索利用状況レポートの詳細の表示 

詳細の表示 ウィンドウに、特定のサイト コレクション内の検索アクティビティ数による検索用語と検索範囲のランキン

グが表示されます。 

特定のサイト コレクションの検索用語と検索範囲のランキングが表示されている 詳細の表示 ウィンドウにアクセスす

るには、以下の方法のいずれかを使用します。 

• レポート表示画面のグラフで、詳細を表示するサイト コレクションを示しているライン上のポイントを

クリックすると、選択したサイト コレクションの 詳細の表示 ウィンドウが表示されます。 

• グラフの上の [詳細の表示] をクリックすると、詳細の表示 ウィンドウが表示されます。詳細の表

示 ウィンドウの既定の表示範囲はグラフの左上の 1 番目の表示範囲です。ウィンドウに表示する

データの範囲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。 

i. 左上の現在選択されている範囲の名前をクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。 

ii. [範囲の変更] をクリックすると、範囲変更用ウィンドウが表示されます。  
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iii. データをレポートに表示するサイト コレクションを選択します。テキスト ボックスにサイト コレ

クション タイトルを入力して、指定のサイト コレクションを検索することもできます。 

iv. [OK] をクリックして変更を保存し、詳細の表示 ウィンドウに戻ります。 

詳細の表示 ウィンドウで、以下の操作を実行することもできます。 

• エクスポート – 詳細を XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートしま

す。詳細については、検索利用状況レポートのエクスポート を参照してください。 

• 表示 – 右上の 表示 ドロップダウン リストから 上位 10 件の用語 / 上位 20 件の用語 / 上

位 50 件の用語 / 上位 100 件の用語 を選択することで、詳細の表示 ウィンドウに表示され

るデータのデータ範囲を選択します。 

検索利用状況レポートのエクスポート 

検索利用状況 レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする方法については、

以下の説明を参照してください。 

1. エクスポート レポート設定の構成用 エクスポート ウィンドウにアクセスするには、以下の方法のいずれかを

使用します。 

• レポート表示画面の右上の [エクスポート] をクリックします。 

• 詳細の表示 ポップアップ ウィンドウの左上の [エクスポート] をクリックします。 

2. エクスポート ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

• エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート レポート

の保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

• 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

• 検索利用状況 – ドロップダウン リストから該当するオプションを選択することで、エクスポートされる

レポートに含めるレコード数を選択します。 

3. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを通知するメッセー

ジが表示されます。 

4. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。 

サイト閲覧者 

このレポートには、選択したサイト コレクション / サイトのユニーク ビジター数とユーザー アクティビティ数が表示されま

す。  
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表示画面のグラフで、選択したサイト コレクション / サイトのユニーク ビジター数を表示することができます。グラフの 

Y 軸が各サイト / サイト コレクションのユニーク ビジター数を表示します。グラフの X 軸がデータの取得日を表示しま

す。また、表示画面にレポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じて、表

示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – グラフの上のセクションに、グラフに表示されているデータの範囲として選択されてい

るサイト コレクション / サイトのタイトルが表示されます。グラフには一度に最大 3 件の範囲のデー

タを表示できます。この Web パーツの レポート ポイント ダッシュボード プロパティ で 3 件以上

のレポート範囲が選択されている場合、表示画面の右上で 表示する範囲 セクションの次へボタ

ン ( ) または前へボタン ( ) をクリックして表示する範囲を変更することができます。  

• 間隔 – 間隔 ドロップダウン リストから該当するオプションを選択することで、グラフに表示するデー

タの間隔を選択します。 

• 詳細の表示 – 詳細の表示 ウィンドウに、特定のサイト コレクション / サイト内の各閲覧者によっ

て実行されたアクティビティ数が表示されます。詳細については、サイト閲覧者レポートの詳細の表

示 を参照してください。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートしま

す。詳細については、サイト閲覧者レポートのエクスポート を参照してください。 

サイト閲覧者レポートの詳細の表示 

詳細の表示 ウィンドウに、特定のサイト コレクション / サイト内のアクティビティ数による閲覧者のランキングが表示さ

れます。 

特定のサイト コレクション / サイト内の各閲覧者によって実行されたアクティビティ数が表示されている 詳細の表示 

ウィンドウにアクセスするには、以下の方法のいずれかを使用します。 

• グラフで、詳細を表示するサイト コレクション / サイトを示しているライン上のポイントをクリックする

と、選択したサイト コレクション / サイトの 詳細の表示 ウィンドウが表示されます。 

• グラフの上の [詳細の表示] をクリックすると、詳細の表示 ウィンドウが表示されます。詳細の表

示 ウィンドウの既定の表示範囲はグラフの左上の 1 番目の表示範囲です。ウィンドウに表示する

データの範囲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。 

i. 左上の現在選択されている範囲の名前をクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。 

ii. [範囲の変更] をクリックすると、範囲変更用ウィンドウが表示されます。  
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iii. データをレポートに表示するサイト コレクション / サイトを選択します。テキスト ボックスにタ

イトルを入力して、指定のサイト コレクション / サイトを検索することもできます。 

iv. [OK] をクリックして変更を保存し、詳細の表示 ウィンドウに戻ります。 

詳細の表示 ウィンドウで、以下の操作を実行することもできます。 

• エクスポート – 詳細を XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートしま

す。詳細については、サイト閲覧者レポートのエクスポート を参照してください。 

• 表示 – すべて / 上位 100 人のユーザー / 上位 50 人のユーザー / 上位 20 人のユーザ

ー / 上位 10 人のユーザー を選択することで、詳細の表示 ウィンドウに表示されるデータのデー

タ範囲を選択します。 

サイト閲覧者レポートのエクスポート 

サイト閲覧者レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする方法については、以

下の説明を参照してください。 

1. エクスポート レポート設定の構成用 エクスポート ウィンドウにアクセスするには、以下の方法のいずれかを

使用します。 

• レポート表示画面の右上の [エクスポート] をクリックします。 

• 詳細の表示 ポップアップ ウィンドウの左上の [エクスポート] をクリックします。 

2. エクスポート ウィンドウで、以下の設定を構成します。 

• エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート レポート

の保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。このレポートのピボットグラフをエクスポートする

には、エクスポート先 テキスト ボックスの下の ピボットグラフのエクスポート オプションを選択しま

す。 

• 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

• 頻度 – エクスポートされるレポートに表示するデータの頻度を選択します。 

• サイト閲覧者 – すべてを含む チェックボックスを選択してすべてのデータをエクスポートされるレポー

トに含めるか、上位 __ 人の訪問者 チェックボックスを選択し、テキスト ボックスに整数を入力し

て、レポートに含まれる上位ランキング訪問者数を指定します。 

3. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを通知するメッセー

ジが表示されます。 

4. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。 
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ソーシャル アクティビティによるトップ ドキュメント 

このレポートには、各選択したサイト コレクション / サイト内で最も多く表示され、最も多くのフォロワー・いいね!を持っ

ているドキュメントのランキングが提供されます。 

表示画面にレポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じて、表示画面で

以下の設定を構成します。 

• すべて / フォロワー / 表示 / いいね! – レポートに表示するデータのタイプをカスタマイズします。

すべて を選択すると、ドキュメントのフォロワー、表示、いいね!の合計数によるランキングが表示さ

れます。フォロワー を選択すると、ドキュメントのフォロワー数によるランキングが表示されます。表示 

を選択すると、ドキュメンの表示数によるランキングが表示されます。いいね! を選択すると、ドキュメ

ントのいいね!数によるランキングが表示されます。SharePoint 2010 でこの Web パーツに フォ

ロワー と いいね! によるランキングが提供されないことに注意してください。  

• リンク – 特定のドキュメントのタイトルをクリックして表示します。 

• 詳細設定 – リスト内のファイル名をクリックすると、右側のポップアップ ウィンドウに指定のドキュメン

トの詳細が表示されます。ウィンドウの下部で、[開く] をクリックしてドキュメントを開き、[ライブラリ

の表示] をクリックしてドキュメントが存在するライブラリに移動します。  

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. トップ ドキュメント – 以下のオプションに基づく上位 _ 件のドキュメント に 1 ~ 100 

の間の整数を入力し、すべて選択 / 合計アクティビティ数 / フォロワー / いいね! / 表

示 チェックボックスを選択することで、エクスポートされるレポートに含めるドキュメントの数

およびデータ メトリックを指定します。 

v. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vi. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 
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コンテンツ タイプ利用状況 

このレポートには、選択したサイト コレクション / サイト内の最新のコンテンツ タイプ利用状況の詳細が表示されま

す。レポート表示画面で、各コンテンツ タイプが現在使用されているサイト、リスト、アイテムの数を表示することがで

きます。表示画面にレポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じて、以

下の設定を構成します。 

• コンテンツ タイプ – 特定のコンテンツ タイプの詳細情報を表示するには、コンテンツ タイプ 列に

一覧表示されているリンクをクリックして、該当するサイトの選択したコンテンツ タイプの コンテンツ 

タイプの情報 ページにアクセスします。 

• 詳細の表示 – 特定のコンテンツ タイプが現在使用されているサイトまたはリスクの詳細情報を表

示するには、サイトの合計 / リストの合計 列のリンクをクリックして、選択したコンテンツ タイプの 

詳細の表示 ウィンドウにアクセスします。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

iii. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

iv. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

ブラウザーの使用状況 

このレポートには、選択したサイト コレクションまたはサイト内の最新のブラウザー使用状況割合の情報が表示されま

す。レポート表示画面で、現在使用されている各ブラウザーの割合を表示することができます。ブラウザーの使用状

況 レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートするには、右上の エクスポート を

クリックして、以下の構成を完了します。 

• エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート レポート

の保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。このレポートのピボットグラフをエクスポートする

には、エクスポート先 テキスト ボックスの下の ピボットグラフのエクスポート オプションを選択しま

す。 

• 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 
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参照元 

このレポートには、サイト コレクション / サイトの指定の範囲内のサイトまたはページの参照頻度のランキングが提供さ

れます。 

表示画面にレポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じて、表示画面で

以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – 表示画面の左上に、レポートの現在の範囲であるサイト コレクション / サイトのタ

イトルが表示されます。レポートに表示するデータの範囲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。 

i. 左上の現在選択されている範囲の名前をクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。 

ii. [範囲の変更] をクリックすると、範囲変更用ウィンドウが表示されます。 

iii. データをレポートに表示するサイト コレクション / サイトを選択します。テキスト ボックスにタ

イトルを入力して、指定のサイト コレクション / サイトを検索することもできます。 

iv. [OK] をクリックして変更を保存し、表示画面に戻ります。 

• 参照元サイト / 参照元ページ – レポートに表示するデータのタイプをカスタマイズします。参照元

サイト を選択すると、サイト コレクションまたはサイトの指定の範囲内のサイトの参照頻度の合計

数によるランキングが表示されます。参照元ページ を選択すると、サイト コレクションまたはサイトの

指定の範囲内のページの参照頻度の合計数によるランキングが表示されます。 

• リンク – 特定のサイトまたはページのリンクをクリックしてアクセスします。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. 参照元 – すべて選択 / サイト / ページ を選択することで、エクスポートされるレポートに

含めるデータのタイプを選択します。  
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v. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vi. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 

ストレージ トレンド 

このレポートには、選択した SharePoint オンプレミス ファーム、Web アプリケーション、コンテンツ データベース、サイ

ト コレクション、または SharePoint Online サイト コレクションの現在のストレージ使用量の情報が表示されます。

グラフの Y 軸がストレージ使用量のサイズを表示します。グラフの X 軸がデータの取得日を表示します。 

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – グラフの上のセクションに、レポートの現在の表示範囲であるサイト コレクション / 

サイトのタイトルが表示されます。グラフには一度に最大 3 件の範囲のデータを表示できます。この 

Web パーツの レポート ポイント ダッシュボード プロパティ で 3 件以上のレポート範囲が選択

されている場合、表示画面の右上で 表示する範囲 セクションの次へボタン ( ) または前へボタ

ン ( ) をクリックして表示する範囲を変更することができます。  

• 間隔 - グラフのデータを表示する間隔が 日間 です。  

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。このレポートのピボットグラフ

をエクスポートするには、エクスポート先 テキスト ボックスの下の ピボットグラフのエクスポ

ート オプションを選択します。 

iii. 期間 – エクスポートされるレポートに含めるデータの時間範囲を選択します。 

iv. 頻度 – エクスポートされるレポートに表示するデータの頻度を選択します。 

v. [OK] をクリックしてレポートをただちにエクスポートします。エクスポートが開始されたことを

通知するメッセージが表示されます。 

vi. [OK] をクリックしてウィンドウを閉じ、レポート表示画面に戻ります。 
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ストレージ分析 

このレポートには、選択したファーム、Web アプリケーション、サイト コレクション、コンテンツ データベースに対する、Sh

arePoint および外部デバイスに保存されたデータ サイズのランキングが表示されます。  

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 

• 範囲の変更 – 表示画面の左上に、レポートの現在の範囲であるファーム、Web アプリケーショ

ン、サイト コレクション、コンテンツ データベースのタイトルが表示されます。レポートに表示するデー

タの範囲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。 

i. 左上の現在選択されている範囲の名前をクリックすると、ドロップダウン メニューが表示さ

れます。 

ii. [範囲の変更] をクリックすると、範囲変更用ウィンドウが表示されます。 

iii. データをレポートに表示するファーム / Web アプリケーション / サイト コレクション / コンテ

ンツ データベースを選択します。テキスト ボックスにタイトルを入力して、指定のファーム / 

Web アプリケーション / サイト コレクション / コンテンツ データベースを検索することもでき

ます。 

iv. [OK] をクリックして変更を保存し、表示画面に戻ります。 

• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. 右上の [エクスポート] をクリックすると、エクスポート ウィンドウが表示されます。 

ii. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

iii. [OK] をクリックして変更を保存し、表示画面に戻ります。 

ユーザー ストレージ サイズ 

このレポートには、選択したサイト コレクション / サイト内の各ユーザーによって作成されたコンテンツのストレージ サイ

ズのランキングが表示されます。 

このレポートの表示画面に、レポートの表示方式カスタマイズ用の構成可能な設定が複数存在します。必要に応じ

て、表示画面で以下の設定を構成します。 
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• エクスポート – レポートを XLSX 形式で SharePoint フォルダー / ライブラリにエクスポートする

方法については、以下の説明を参照してください。 

i. エクスポート先 – [参照] をクリックして、ダイアログ ウィンドウ内のツリーからエクスポート 

レポートの保存先となるフォルダー / ライブラリを選択します。 

ii. [OK] をクリックして変更を保存し、表示画面に戻ります。 

利用状況アクティビティ Web パーツの対応 / 未対応のデータ フィルター 

ソーシャル利用状況アクティビティ Web パーツの対応 / 未対応のデータ フィルターのリストは以下のとおりです。 

ソーシャル Web パーツ フィルター 

最もアクティビティの多い投稿者 ユーザー フィルター 

人気の投稿者 ユーザー フィルター 

トップ ドキュメント ドキュメント フィルターと URL フィルター 

トップ ブログ記事 未対応 

トップ ディスカッション 未対応 

トップ Wiki ページ 未対応 

 

レポート ポイント ダッシュボード利用状況アクティビティ Web パーツの対応 / 未対応のデータ フィルターのリストは

以下のとおりです。 

ダッシュボード Web パーツ フィルター 

サマリー 未対応 

アクティビティの多いユーザー ユーザー フィルター 

チェックアウト済みファイル 未対応 

アクティビティのランキング 

 

 

 

サイトのランキング 未対応 

ページのランキング URL フィルター 

リストのランキング URL フィルター 

ドキュメントのランキング ドキュメント フィルターと URL フィルター 

最終アクセス時刻 ユーザー フィルター 

サイト トラフィック 未対応 

検索利用状況 未対応 

サイト閲覧者 未対応 

ソーシャル アクティビティによるトップ ドキュメント ドキュメント フィルターと URL フィルター 

コンテンツ タイプ利用状況 未対応 
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ダッシュボード Web パーツ フィルター 

ストレージ トレンド 未対応 

ストレージ分析 ドキュメント フィルターと URL フィルター 

ユーザー ストレージ サイズ ユーザー フィルター 
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付録 A: DocAve レポート ポイント レポートで対応するオブジェクト レベル 

DocAve レポート ポイント 内の使用可能な各レポートで対応するオブジェクト レベルについては、以下の表を参照してください。 

レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

検索利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○   ○   SharePoint 内の Web Analytics 

サービスが開始されている必要がありま

す。開始されていない場合、検索利用状

況コレクター ジョブは失敗します。 

ファーム レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト閲覧者とアクティビティ    ○ ○ ○ ドキュメントおよびアイテムの サイト閲覧

者とアクティビティ レポートは、手動で U

RL を入力して表示･エクスポートすること

ができます。入力した URL が存在するサ

イト コレクション / サイトの監査データを

収集したことを確認してください。 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

チェックアウト済みドキュメント  ○  ○ ○ ○  Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

ページ トラフィック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ ○   サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

 

 

 

サイト レベル: 

 

参照元    ○ ○  これは SharePoint 2010 でのみ使用

可能な機能です。 

参照元 レポートを生成する前に、以下の

説明に従って SharePoint でデータを構

成する必要があります。 

1. お使いの SharePoint 2010 環境

に移動します。 

2. サーバーの全体管理 > 監視 > 正

常性データの収集の構成 の順に移

動します。 

3. 正常性データの収集 を有効にしま

す。ログの収集スケジュール をクリック

し、すべてのログの収集スケジュールを

有効にします。 
*注意: 選択されたサイト コレクションまた

はサイトは、同じファームにあることに制限

する必要があります。 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

        サイト レベル: 

 

最終アクセス時刻    ○ ○  このレポートを生成するすべてのサイト コ

レクションに対して SharePoint 監査を

有効にする必要があります。 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

失敗したログイン試行 ○    ○  失敗したログイン試行情報を取得するに

は、まず IIS ログを構成する必要がありま

す。IIS ログの構成の詳細については、本

ガイド内の IIS ログ セクションを参照して

ください。 

ファーム レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

ワークフローの状態    ○ ○ ○ ワークフローの状態 では、Nintex ワー

クフローのレポートの生成には対応してい

ません。 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

SharePoint 通知 ○ ○  ○ ○ ○  ファーム レベル: 

 

Web アプリケーション レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

ダウンロード数ランキング     ○  ダウンロード数ランキング情報を取得する

には、まず IIS ログを構成する必要があり

ます。IIS ログの構成の詳細については、

本ガイド内の IIS ログ セクションを参照し

てください。 

サイト レベル:  

 

サイト アクティビティのランキング    ○ ○   サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

アクティビティの多いユーザー  ○  ○ ○ ○  Web アプリケーション レベル:  

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

SharePoint サービス ○       

 

CPU / メモリー使用量       CPU / メモリー使用量 レポートは Doc

Ave エージェントがインストールされたホス

ト マシンの CPU およびメモリー使用量に

対してリアルタイムな監視を提供します。 

CPU / メモリー使用量 レポートの対象

オブジェクトは DocAve エージェントがイ

ンストールされたホスト マシンです。 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

ネットワーク       ネットワーク レポートは DocAve エージ

ェント サーバーのネットワーク (有線・無

線) の利用状況についてリアルタイムな情

報を提供します。 

ネットワーク レポートの対象オブジェクト

は DocAve エージェントがインストールさ

れたホスト マシンおよびホスト マシンのネッ

トワーク アダプターです。 

 

SharePoint トポロジー ○      SharePoint トポロジー レポートは一

回につき 1 件のファームの情報を表示す

ることができます。  

SharePoint 検索サービス ○      範囲 構成エリアで、ドロップダウン メニュー

から表示するファームを選択します。その

後、ドロップダウン メニューから Search S

ervice アプリケーションを選択します。 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

環境検索       環境検索 はホスト、ファーム、サービス、

サーバー、ファーム内の状態など、特定の

環境におけるオブジェクトについてレポート

を生成します。環境検索 レポートは ドメ

イン、IPv4 範囲、ホスト名 の 3 種類

の条件を提供して希望の環境情報をフィ

ルターします。 

ドメイン: 

 
IPv4 範囲: 

 
ホスト名: 

 

サイト コレクションの比較    ○    
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクションの読み込み時

間 

   ○    

 

ストレージ トレンド ○ ○  ○    ファーム レベル: 

 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 

ストレージ分析 ○ ○ ○ ○    ファーム レベル: 

 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

コンテンツ データベース レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

ユーザー ストレージ サイズ    ○ ○   サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

構成レポート ○ ○ ○ ○ ○ ○ 構成レポート は SharePoint 2013 内

の サイト コレクション / サイトの利用状

況 のレポートに対応していません。構成

レポート に サイト コレクション / サイト

の利用状況 を含むには、SharePoint 

2010 で Web Analytics Service が

開始されていることを確認してください。 

ファーム レベル: 

 

Web アプリケーション レベル: 

 

コンテンツ データベース レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

ベスト プラクティス レポート ○ ○ ○ ○  ○ 測定方法としてしきい値プロファイルを使

用し、お使いの SharePoint 環境の正

常性を評価します。 

ファーム レベルのしきい値プロファイルで、

ソーシャル タグ、メモ、評価 しきい値は 

SharePoint 2013 内のデータの評価に

対応していません。 

ファーム レベル: 

 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

コンテンツ データベース レベル: 

 
 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

用語ストア変更       用語ストア変更 では SharePoint 環

境内のメタデータに対する変更をトラッキ

ングすることができます。 

Managed Metadata Service アプリ

ケーション内の用語グループ、用語セット、

用語の変更をレポートします。 

用語ストア変更 レコードを収集するに

は、用語グループ または 用語セット のレ

ポート レベルを選択する必要があります。 

用語グループ: 

 
 

用語セット: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

コンテンツ タイプ利用状況    ○ ○   サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

情報管理ポリシー 

 

 ○  ○ ○ ○  Web アプリケーション レベル: 

 
 

 

 

 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

今後失効するコンテンツの有効期

限 

 ○  ○ ○ ○  Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 
 

 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 
 

ユーザー ライフサイクル  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 
 

リスト アクセス  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 
 

アイテム ライフサイクル  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

サイト アクセス  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル:  
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 
 

リストの削除  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 

 
 



 281 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 
 

権限の変更  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

コンテンツ タイプ変更  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 

 
 



284  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

カスタム レポート  ○  ○ ○ ○ 監査マネージャー レコードを取得した Sh

arePoint オブジェクトのみをツリー上に表

示することができます。レポートの実行前、

監査コントローラ で監査データを収集す

る必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 

 
 



 287 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

クロス ファーム サービス構成 ○       ファーム レベル: 

 

利用状況アクティビティ Web パ

ーツ 

○ ○  ○ ○  AvePoint 人気の投稿者 Web パー

ツは SharePoint 2013 および Share

Point 2016 のみに対応しています。 

ファーム レベル: 
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レポート レベル / レポートの対

象 
ファーム 

Web 

アプリケーション 

コンテンツ 

データベース 

サイト 

コレクション 
サイト 

リスト / 

ライブラリ 
メモ 選択の対象 

Web アプリケーション レベル: 

 
 

サイト コレクション レベル: 

 
 

サイト レベル: 
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付録 B: DocAve 監査マネージャーによって監査された DocA

ve モジュール アクション 

製品 モジュール アクション 

移行 

SharePoint 移行、Notes/Dom

ino 移行、ファイル システム移行、

LiveLink 移行、eRoom 移行、

パブリック フォルダー移行、EMC D

ocumentum 移行、Quickr 移

行 

プランの削除 

メイン プロファイルの削除 

ダウンロード プロファイル 

ジョブの実行 

接続の保存 

プランの保存 

メイン プロファイルの保存 

既定プロファイルとして設定 

接続の更新 

プランの更新 

メイン プロファイルの更新 

接続の削除 

サブプロファイルの保存 

サブプロファイルの更新 

サブプロファイルの削除 

プラン グループへ追加 

アップロード プロファイル 

エクスポート先の保存 

エクスポート先の更新 

エクスポート先の削除 

インポート先の保存 

インポート先の更新 

インポート先の削除 

移行データベースの構成 

デバッグ ログで再実行 

データ保護 

 

 

 

 

最小単位バックアップ & リストア 既定設定のバックアップ 

スケジュール スキームの保存 

スケジュール スキームの削除 

スケジュール スキームの更新 

エンドユーザー リストアの編集 
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エンドユーザー最小単位リストア:機

能のアクティブ化 

エンドユーザー最小単位リストア:機

能の非アクティブ化 

エンドユーザー最小単位リストア:詳

細設定の編集 

プラットフォーム バックアップ & リスト

ア 

ジョブの実行 

プランの更新 

プランの削除 

プランの作成 

プランの読み込み 

移行の実行 

ファームの再構築の実行 

ファーム修復の実行 

メンテナンスの実行 

リストア ジョブの実行 

カスタム データベースの読み込み 

NetApp システム用プラットフォーム 

バックアップ & リストア 

ジョブの実行 

プランの更新 

プランの削除 

プランの作成 

プランの読み込み 

移行の実行  

ファームの再構築の実行 

ファーム修復の実行 

メンテナンスの実行 

リストア ジョブの実行 

カスタム データベースの読み込み 

SQL Server データ マネージャー ステージング ポリシー 

フィルター ポリシー 

SQL バックアップ ファイルの分析 

SQL Server データのリストア 

データベースからのリストア 

VHD ファイルの分析 

スタンバイ センター グループの作成 

グループの表示 
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グループの編集 

グループの削除 

プレスキャン ジョブの実行 

同期ジョブの実行 

フェールオーバー ジョブの実行 

フォールバック ジョブの実行 

調整コントロール プロファイルの作

成 

調整コントロール プロファイルの編

集 

調整コントロール プロファイルの削

除 

SQL インスタンス設定の編集 

スクリプト プロファイルの作成 

スクリプト プロファイルの編集 

スクリプト プロファイルの削除 

コマンド プロファイルの作成 

コマンド プロファイルの編集 

コマンド プロファイルの削除 

管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理センター 

 

構成 

構成の設定 

構成の追加 

構成の削除 

構成の読み取り 

構成のテスト 

権限のクローン 

Web アプリケーションの作成 

サイト コレクションの作成 

サイトの作成 

リスト / ライブラリの作成 

フォルダーの作成 

削除 

管理検索 

セキュリティ検索 

重複ファイルの検索 

Web パーツの検索 
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ユーザー権限のクローン作成 

サイト権限のクローン作成 

構成ファイルのインポート 

AD 削除済みアカウントの整理 

サイト コレクションの移動 

孤立したサイトの削除 

リンク切れの確認 

継承の解除 

継承関係の追加 

一時アクセス許可の削除 

列のメタデータの変更 (オンライン) 

レポートのエクスポート (オフライン) 

列のメタデータの変更 (オフライン) 

Policy Enforcer ジョブの実行 

Policy Enforcer 修正 

コンテンツ マネージャー プランの作成 

プランの更新 

プランの削除 

ジョブの実行 

既定設定の編集 

展開マネージャー プランの作成 

プランの更新 

ジョブの実行 

テストの実行 

キューに追加 

キューの編集 

キューの削除 

プランの削除 

プランのアップロード 

比較レポートの生成 

アプリ更新の確認 

アプリ更新のプッシュ 

ソリューション管理 

プランのダウンロード 

プランの作成および実行 

プランの作成およびテスト実行 
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プランの更新および実行 

プランの更新およびテスト実行 

レプリケーター プランの作成 

プランの更新 

プランの削除 

ジョブの実行 

プロファイルの作成 

プロファイルの更新 

プロファイルの削除 

既定プロファイルとして設定 

レプリケーター発行テンプレートの保

存 

レプリケーター発行テンプレートの更

新 

レプリケーター発行テンプレートの削

除 

コンプライアンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーガル ホールド コンプライアンス データベースの構成 

Search Service アプリケーション

の有効化 / 無効化 

コンテンツ ソースの保存 

コンテンツ ソースの削除 

ホールドの作成 

ホールドの削除 

プランの保存 

プランの削除 

リーガル ホールドの適用 

リーガル ホールドの解除 

検索結果 / 保持情報のエクスポー

ト 

エクスポート先の保存 

エクスポート先の削除 

SharePoint / アーカイバ検索の

実行 

ドキュメント / アイテム バージョンの

クロール 
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SharePoint と DocAve 間での

同期保持アクションの実行 

プランの実行 

Vault 処理プールの作成 

処理プールの編集 

処理プールの削除 

プロファイルの作成 

プロファイルの編集 

プロファイルの削除 

Vault プロファイルの適用 

Vault プロファイルの実行 

親からの継承 

継承の解除 

適用済みプロファイルの削除 

適用済みプロファイルの取り消し 

ルールの作成 

ルールの更新 

ルールの削除 

レポート ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コレクターの実行 

詳細設定の更新 

機能のアクティブ化 

機能の非アクティブ化 

監査マネージャー適用ルールの実

行 

監査マネージャー データ取得の実

行 

監査マネージャー レポートの実行 

監査マネージャー プルーニングの実

行 

構成レポートの実行 

レポートの生成 

レポートのエクスポート 

プランの作成 

プランの更新 

プランの削除 

プロファイルの保存 
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プロファイルの更新 

プロファイルの削除 

レポート作成サービス構成の更新 

IIS ログイン情報の更新 

コレクター設定の更新 

プルーニング ジョブの実行 

リストア ジョブの実行 

プランの有効化 

プランの無効化 

ストレージ最適化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレージ マネージャー 処理プールの作成 

処理プールの削除 

処理プールの削除 

処理プールの更新 

スタブ データベースの作成 

BLOB プロバイダーの構成 

RBS 設定の有効化 

全設定の読み込み 

同期削除プランの保存 

ルールの削除 

リアルタイム ルール情報の取得 

スケジュール ルール情報の取得 

ルールと設定の取得 

リアルタイム ルール / 設定の取得 

スケジュール ルールと設定の取得 

ルール毎のルール情報の取得 

ノード毎のルール情報の取得 

ページ スタブの表示 

ファイルの参照 

スタブ リストア 

ジョブの読み込み 

リアルタイム ルールの作成 

スケジュール ルールの作成 

リアルタイム ルールの編集 

スケジュール ルールの編集 

リアルタイム ルールの削除 

スケジュール ルールの削除 
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ノードからルールを削除 

リアルタイム ルールの継承 

スケジュール ルールの継承 

リアルタイム ルール継承の中止 

スケジュール ルール継承の中止 

スケジュール設定の編集 

スケジュール ルールの実行 

ストレージ マネージャー プロファイル

の作成 

ストレージ マネージャー プロファイル

の編集 

ストレージ マネージャー プロファイル

の削除 

ストレージ レポート プロファイルとジ

ョブ マッピングの取得 

ストレージ レポート プロファイルの保

存 

ストレージ レポート プロファイルの削

除の確認 

ストレージ レポート プロファイルの削

除 

ストレージ レポート プロファイルを保

存して実行 

ストレージ レポート プロファイルの実

行 

ストレージ レポートのサマリーと詳細

の処理 

ストレージ レポート サマリーの取得 

ストレージ レポートのエクスポート 

細分サイズの構成 

スタブ トレース機能の非アクティブ

化 

スタブ トレース機能のアクティブ化 

代替ファイル アクセス機能の非アク

ティブ化 
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代替ファイル アクセス機能のアクティ

ブ化  

代替ファイル アクセス機能設定の

構成 

コネクタ  共通マッピングの作成 

プロパティ マッピングの作成 

セキュリティ マッピングの作成 

SharePoint アクセス権限マッピン

グの作成 

共通マッピングの編集 

プロパティ マッピングの編集 

セキュリティ マッピングの編集 

SharePoint アクセス許可レベル

の編集 

共通マッピングの削除 

プロパティ マッピングの削除 

セキュリティ マッピングの削除 

SharePoint アクセス許可レベル

の削除 

マッピングの削除 

コネクタ インベントリ レポート ジョブ

の実行 

ただちに同期ジョブを実行 

機能のアクティブ化 

機能の非アクティブ化 

コネクタ情報の削除 

同期設定の削除 

パス情報の構成 

同期設定の構成 

Cloud コネクタ 共通マッピングの作成 

プロパティ マッピングの作成 

共通マッピングの編集 

プロパティ マッピングの編集 

共通マッピングの削除 

プロパティ マッピングの削除 

マッピングの削除 
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コネクタ インベントリ レポート ジョブ

の実行 

ただちに同期ジョブを実行 

機能のアクティブ化 

機能の非アクティブ化 

コネクタ情報の削除 

同期設定の削除 

パス情報の構成 

同期設定の構成 

アーカイバ 処理プールの作成 

処理プールの削除 

処理プールの削除 

処理プールの更新 

ルールの削除 

アーカイバ ルール情報の取得 

ルールと設定の取得 

アーカイバ ルールと設定の取得 

ルール毎のルール情報の取得 

ノード毎のルール情報の取得 

アーカイバ ルールの作成 

アーカイバ ルールの編集 

アーカイバ ルールの削除 

ノードからルールを削除 

アーカイバ ルールの実行 

アーカイバ ルールの継承 

アーカイバ ルール継承の中止 

インデックス デバイスの構成 

ノード計算サマリーの取得 

リストア プランの保存 

FS リストア先パス情報の検証 

ツリー検索結果の取得 

保持ジョブの実行 

保持ジョブの再起動 

アーカイバ設定の編集 

アーカイバ プロファイルの作成 

アーカイバ プロファイルの編集 
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アーカイバ プロファイルの削除 

プレスキャン保持 

承認センター エクスポート 

承認アラート設定の構成 

コントロール パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントロール パネル サイト コレクションの追加 

サイト コレクションの編集 

サイト コレクションの削除 

SharePoint サイト グループの作

成 

SharePoint サイト グループの編

集 

SharePoint サイト グループの削

除 

列マッピングの作成 

列マッピングの更新 

列マッピングの削除 

列マッピングのアップロード 

コンテンツ タイプ マッピングの作成 

コンテンツ ライプ マッピングの更新 

コンテンツ タイプ マッピングの削除 

コンテンツ タイプ マッピングのアップロ

ード 

グループ マッピングの作成 

グループ マッピングの更新 

グループ マッピングの削除 

グループ マッピングのアップロード 

言語マッピングの作成 

言語マッピングの編集 

言語マッピングの削除 

言語マッピングのアップロード 

リスト名マッピングの作成 

リスト名マッピングの更新 

リスト名マッピングの削除 

リスト名マッピングのアップロード 

テンプレート マッピングの作成 

テンプレート マッピングの削除 
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テンプレート マッピングのアップロード 

ドメイン マッピングの作成 

ドメイン マッピングの編集 

ドメイン マッピングの削除 

ドメイン マッピングのアップロード 

ユーザー マッピングの作成 

ユーザー マッピングの編集 

ユーザー マッピングの削除 

ユーザー マッピングのアップロード 

物理デバイスの作成 

物理デバイスの更新 

論理デバイスの作成 

論理デバイスの更新 

ストレージ ポリシーの作成 

ストレージ ポリシーの更新 

エージェントの構成 

エージェントの削除 

エージェント モニターのエージェント

制御 

エージェント制御 

構成ファイルの構成 

エージェントのアンインストール 

エージェントのインストール 

エージェント グループの削除 

エージェント グループの更新 

エージェント グループの作成 

アクセス許可レベルの追加 

アクセス許可レベルの編集 

アクセス許可レベルの削除 

指定したグループへのユーザーの追

加 

アカウントの編集 

指定したユーザーの有効化 

指定したユーザーの無効化 

グループの削除 

アカウントの削除 
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グループ メンバーの追加 

グループの編集 

権限の変更 

アカウントの追加 

ドメインの更新 

指定したユーザーのログオフ 

プルーニング設定の更新 

ソリューション上のアクション 

Web アプリケーション上のアクション 

すべての言語ログの削除 

言語パッケージの削除 

パスフレーズ文字の変更 

セキュリティ情報のバックアップ 

翻訳エンジンの保存 

システム設定の保存 

ロゴ画像の保存 

ユーザー毎の警告のリセット 

システム パスワード ポリシーの更新 

システム セキュリティ ポリシーの更

新 

ユーザー確認の保存 

キャッシュ設定の保存 

サービスのコントロール 

全コントロール サービスの変更 

通知設定の保存 

通知設定の削除 

通知設定状態のリセット 

メール通知プロファイルの作成 

メール通知プロファイルの更新 

ログ設定の保存 

ログの取得 

更新のインストール 

更新設定の保存 

設定の保存と更新の削除 

更新の削除 

更新のアンインストール 
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その他の更新ダウンロードの作成 

その他の更新ダウンロードのドロップ 

更新ダウンロードの作成 

更新ダウンロードのドロップ 

更新ダウンロードの一時停止 

更新ダウンロードの実行 

セキュリティ プロファイルの追加 

セキュリティ プロファイルの編集 

ソリューションの展開とアプリケーショ

ン プールのリセット 

ソリューションの取得 

ソリューションの取り消し 

IIS のリセット 

ソリューションの修復 

ソリューションの削除 

ソリューションのアップグレード 

ソリューションのインストール 

ソリューションの展開 

バージョン取得 

メッセージの更新 

管理アカウント プロファイルの削除 

管理アカウント プロファイルの編集 

管理アカウント プロファイルの作成 

エクスポート先の作成 

エクスポート先の編集 

エクスポート先の削除 

フィルター ポリシーの作成 

フィルター ポリシーの更新 

ドメインの追加 

ホスト プロファイルの作成 

ホスト プロファイルの更新 

ホスト プロファイルの削除 

ジョブ パフォーマンス通知設定の構

成 

ジョブ パフォーマンス通知設定の削

除 
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 プラン グループ プラン グループの作成 

プラン グループの更新 

プラン グループの削除 

プラン グループの実行 

プラン グループへのプランの追加 

プラン グループ内のプランの削除 

プラン グループ内のプランの更新 

ヘルス アナライザー プロファイルの作成 

プロファイルの編集 

プロファイルの削除 

ルール スキャンの停止 

ルールの再スキャン 

ヘルス アナライザー ジョブの実行 

ヘルス アナライザー ルールの詳細の

エクスポート 

ジョブ パフォーマンス通知設定の構

成 

ジョブ パフォーマンス通知設定の削

除 
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付録 C: 詳細構成 

レポート テンプレートのカスタマイズ 

レポート テンプレート は、異なるレポート タイプの形式を標準化する場合に使用されます。レポート テンプレート 

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。 

1. Microsoft Windows の場合、スタート > すべてのプログラム > Microsoft SQL Server 2008 

R2 > 構成ツール > レポート サービス構成マネージャー の順に進み、お使いの SQL サーバーに接続し

ます。レポート サービス構成マネージャー 画面が表示されます。 

2. 左側の レポート マネージャー URL タブをクリックし、右側の該当する URL リンクをクリックしてアクセスしま

す。 

3. ブラウザーに SQL Server Reporting Services ホーム ページが表示されます。このページで Doc

Ave6RDLFolder をダブルクリックして開き、編集するレポート テンプレートを検索します。 

4. 編集するテンプレートの上にマウス カーソルを移動し、ダウンロード矢印をクリックしてドロップダウン メニューを

開きます。[ダウンロード] をクリックして指定の場所にテンプレートのローカル コピーを保存します。指定のテ

ンプレート ファイルのコピーの保存後、ドロップダウン メニューで [レポート ビルダーでの編集] をクリックして

テンプレート ファイルを編集します。 

5. Microsoft SQL Server レポート ビルダー でカスタマイズを実行し、変更の終了後に保存します。 

SharePoint グラフ Web パーツの使用による XLSX レポート データ

の可視化  

以下の構成では、SharePoint グラフ Web パーツ 機能および DocAve の SharePoint ドキュメント ライブ

ラリへのレポートの発行機能を統合することができます。SharePoint ドキュメント ライブラリに XLSX レポート ファイ

ルをエクスポートした後、SharePoint 内の グラフ Web パーツを使用してグラフの生成･エクスポート済み XLSX 

形式のレポート データの表示を実行することができます。  

XLSX 形式のレポートのグラフを生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. SharePoint で サイトの操作 > ページの編集 の順に移動し、リボン上の [挿入] をクリックすると、挿

入 タブが表示されます。グラフ Web パーツおよびグラフ Web パーツが使用する XLSX レポートが同じ 

Web アプリケーション内に存在する必要があります。 
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2. リボン上で [Web パーツ] をクリックするか、[Web パーツの追加] エリアをクリックして Web パーツを追

加します。 

3. カテゴリ リストで ビジネス データ を選択し、Web パーツ グループから グラフ Web パーツ を選択しま

す。[追加] をクリックすると、グラフ Web パーツが表示されます。 

4. グラフ Web パーツ エリアで データおよび表示 をクリックして データ接続およびグラフ表示ウィザード ペ

ージに移動します。  

5. グラフをデータに接続する をクリックして データ接続ウィザード ページに移動し、お使いのグラフ Web パ

ーツをデータ ソースに接続し、以下の手順に従ってください。 

• ステップ 1: データ ソースを選択する ─ Excel Services に接続 ラジオ ボタンを選択し、E

xcel サービスを使用してグラフ Web パーツを Excel ブックのデータに接続します。[次へ] をクリ

ックして次の手順へ移動します。 

• ステップ 2: Excel Services のデータに接続する ─ Excel Services 接続を構成しま

す。Excel Web サービスの URL は既定で入力されています。  

Excel ブックのパス テキスト ボックスに XLSX レポート ファイルの完全 URL を入力します。

(例: http://avepoint:10000/sites/docave/DocAve Report Center Reports/Sit

e Activity Ranking.XLSX) 範囲名 テキスト ボックスに有効な範囲を入力します。先頭行

を見出しとして使用する チェックボックスは既定で選択されています。そのため、先頭行の値はデ

ータではなく、テーブル ヘッダーとして見なされます。[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

• ステップ 3: データを取得してフィルターする ─ リストで表示されている Excel Services から

取得したデータを表示することができます。必要に応じて、フィルター エリアにパラメーターを入力

してデータをフィルターすることができます。[次へ] をクリックして次の手順へ移動します。 

• ステップ 4: データにグラフをバインドする ─ 各種のグラフ要素の関連関係については左側の

画像を参照します。Y フィールドおよび X フィールドのカスタマイズなどの右側の構成を実行してグ

ラフをカスタマイズすることができます。  

[完了] をクリックし、追加したグラフ Web パーツでグラフを表示することができます。 

6. 最新の XLSX レポートを同じ名前の指定した場所にエクスポートすると、グラフ内のデータは更新されます。

追加したグラフ Web パーツには常にエクスポート済み XLSX レポートの最新データが表示されます。 
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ReportCenterServiceCustomProperties.config ファイルの

構成 

ReportCenterServiceCustomProperties.config ファイル内のノードの設定を構成することにより、一部

のレポートの既定設定をカスタマイズすることができます。このファイル内の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。 

*注意: お使いの DocAve システムに複数のレポート サービスが存在する場合、各レポート サービス サーバー上の 

ReportCenterServiceCustomProperties.config ファイルで同じ設定を構成する必要があります。 

1. レポート サービス サーバー上の ...\AvePoint\DocAve6\Manager\Report\bin ディレクトリに移

動します。 

3. ReportCenterServiceCustomProperties.config ファイルを検索し、メモ帳で開きます。  

4. 次のノードを構成して、対応する設定をカスタマイズします。 

• <FileExtensionFilter> – このノードを使用すると、ファイル拡張子フィルターを構成し、トッ

プ ドキュメント Web パーツのレポートからの一部のタイプのファイルを除外することができます。こ

のノードの値に除外するファイル タイプのファイル拡張子を追加し、セミコロンで区切ります。DocAv

e 6 SP 5 から更新された場合のみ、このノードの既定値が master;aspx;css;jpg;png;j

s;gif; です。それ以外の場合、このノードには値が存在しません。Web パーツに表示するデータ

のフィルターの詳細については、利用状況アクティビティ Web パーツの設定 を参照してください。 

• <LastAccessedTimeUserFilter> – このノードを使用すると、レポート ポイント ダッシュ

ボード Web パーツ内の 最終アクセス日時 レポートからの一部のユーザーをフィルター･除外する

ことができます。このノードの値に除外する各ユーザーのログイン名 (ドメイン\ユーザー名 の形式) 

を入力し、セミコロンで各ログイン名を区切ります。(例: <LastAccessedTimeUserFilter

> Domain\User1;Domain\User2</LastAccessedTimeUserFilter>) 

*注意: DocAve 6 SP 5 から更新された場合のみ、このノードが存在します。更新後にこのノー

ドは使用できません。最終アクセス時刻 Web パーツのユーザーをフィルターするには、レポート ポ

イント > 設定 > 利用状況アクティビティ Web パーツ設定 の順に移動します。詳細について

は、利用状況アクティビティ Web パーツの設定 を参照してください。 

• <LastAccessedTimetartTime> – このノードを使用すると、レポート ポイント ダッシュボ

ード Web パーツ内の 最終アクセス時刻 レポートに含まれる期間 (単位は月) を構成すること

ができます。このノードの既定値は 6 です。最終アクセス時刻 レポートに含まれる期間が当月お

よび過去 6 ヶ月間であることを表します。この期間をカスタマイズするには、値を希望の整数に設
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定し、レポートに含む過去の月数 (当月を加える) を指定します。例えば、最終アクセス時刻 レ

ポートで当月および過去 3 ヶ月間をレポートする場合、このノードの値を 3 に設定します。今日

が 10 月 28 日 である場合、最終アクセス時刻 レポートのレポート期間は 7 月 1 日 から 1

0 月 28 日 になります。  

• <UserProfileCustomProperties> – このノードを使用すると、利用状況レポート プラン

のエクスポート済み アクティビティの多いユーザー レポートに含む追加のユーザー プロパティを構

成することができます。< PropertyName>DisplayName</ PropertyName> の形

式で希望の各ユーザー プロパティをこのノード内のサブノードとして追加します。 

o PropertyName – 現在使用中の User Profile Service アプリケーションで定義し

た希望のユーザー プロパティを入力します。 

o DisplayName – エクスポート済み アクティビティの多いユーザー レポート内のユーザ

ー プロパティの表示名を入力します。入力した表示名は、エクスポート済み アクティビテ

ィの多いユーザー レポートでこのユーザー プロパティの値を表示する列の列名になりま

す。 

例えば、レポートに名前が AccountName であるユーザー プロパティを含み、列名が Accou

nt Name である列にプロパティ値を表示する場合、サブノード <AccountName> Accou

nt Name</AccountName> を追加します。 

• <IISLogClientIPCustomFieldName> – このノードを使用すると、IIS ログで 監査コン

トローラ による IP アドレス情報収集用のカスタム フィールドを指定することができます。このノード

の値にカスタム フィールド名を追加します。 (例: <IISLogClientIPCustomFieldName

>Source Type</IISLogClientIPCustomFieldName>)既定では、このノードの値

が空です。監査コントローラ は クライアント IP アドレス (c-ip) ログ記録フィールドから IP アド

レス情報を収集します。 

5. 変更を保存し、ファイルを閉じます。 

ReportCenterServiceProperties.config ファイルの構成 

各 レポート サービス サーバー上の ReportCenterServiceProperties.config ファイルを構成することによ

り、データ コレクションに関連する一部の詳細設定をカスタマイズすることができます。このファイル内の設定を構成す

る方法については、以下の説明を参照してください。 

1. レポート サービス サーバー上の ...\AvePoint\DocAve6\Manager\Report\bin ディレクトリに移

動します。 



308  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

2. ReportCenterServiceProperties.config ファイルを検索し、メモ帳で開きます。 

3. 以下のノードを構成し、該当する設定をカスタマイズすることができます。 

• <UserProfileSyncMode> – このノードを使用すると、ユーザー プロファイル コレクター ジ

ョブのモードを変更することができます。 

o 0 – このノードの既定値は 0 であり、既定のモード 増分 を表します。値が 0 である場

合、データ コレクション で 増分 ユーザー プロファイル コレクター ジョブを実行することが

できます。 

o 1 – 1 は 完全 モードを表します。値が 1 である場合、データ コレクション で 完全 ユ

ーザー プロファイル コレクター ジョブを実行することができます。 

• <UsageCollectorSetting> – このノードを使用すると、ユーザー フィルターおよび URL フィ

ルターを構成し、使用量コレクター ジョブ経由でデータを収集しない指定のユーザーおよび Shar

ePoint オブジェクトを除外することができます。 

o <UrlFilter></UrlFilter> – このノード配下に <Url></Url> ノードを追加

し、<Url></Url> サブノードに除外するオブジェクトの URL 内の各キーワードを入力

します。(例: <Url> forms/</Url>) 

o <UserFilter></UserFilter> – このノード配下に <User></User> ノード

を追加してユーザーのログイン名を入力し、このユーザーを ページ トラフィック レポート 

から除外します。複数のユーザーを除外するには、ユーザー毎に <User></User> 

ノードを追加する必要があります。ユーザーのログイン名の入力については、以下の例を参

照してください。 

▪ Active Directory ユーザーの場合、i:0#.w|ADName\username で

はなく ADName\username を入力します。 

▪ FBA ユーザーの場合、i:0#.f| aspnetsqlmembershipprovider|fb

auser1 ではなく aspnetsqlmembershipprovider|fbauser1 を入

力します。 

▪ ADFS ユーザーの場合、i:05.t|newadfs-smal|orange_shxi01@o

range.org ではなく newadfs-smal|orange_shxi01@orange.o

rg を入力します。 

<UsageCollectorSetting> ノード配下の <UrlFilter> サブノードで、URL フィルターを

構成し、使用量コレクター ジョブ経由でデータを収集しない SharePoint オブジェクトを除外す

ることができます。除外するオブジェクトの URL に含まれるキーワード毎に <Url> サブノードを追

加する必要があります。(例: <Url> forms/</Url>) 
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• <PageTrafficCollectorSetting> – このノードを使用すると、ユーザー フィルターおよび U

RL フィルターを構成し、ページ トラフィック レポート のデータ収集時に指定のユーザーおよび UR

L を除外することができます。  

o <UserFilter></UserFilter> – このノード配下に <User></User> ノード

を追加してユーザーのログイン名を入力し、このユーザーを ページ トラフィック レポート 

から除外します。複数のユーザーを除外するには、ユーザー毎に <User></User> 

ノードを追加する必要があります。ユーザーのログイン名の入力については、以下の例を参

照してください。 

▪ Active Directory ユーザーの場合、i:0#.w|ADName\username で

はなく ADName\username を入力します。 

▪ FBA ユーザーの場合、i:0#.f| aspnetsqlmembershipprovider|fb

auser1 ではなく aspnetsqlmembershipprovider|fbauser1 を入

力します。 

▪ ADFS ユーザーの場合、i:05.t|newadfs-smal|orange_shxi01@o

range.org ではなく newadfs-smal|orange_shxi01@orange.o

rg を入力します。 

• <LastAccessedTimerFilters> – このノードを使用すると、ユーザー フィルターを構成し、

最終アクセス時刻レポート のデータ収集時に指定のユーザーを除外することができます。 

o <UserFilter></UserFilter> – このノード配下に <User></User> ノードを

追加してユーザーのログイン名を入力し、このユーザーを 最終アクセス時刻レポート から

除外します。複数のユーザーを除外するには、ユーザー毎に <User></User> ノー

ドを追加する必要があります。ユーザーのログイン名の入力については、以下の例を参照

してください。 

▪ Active Directory ユーザーの場合、i:0#.w|ADName\username で

はなく ADName\username を入力します。 

▪ FBA ユーザーの場合、i:0#.f| aspnetsqlmembershipprovider|fb

auser1 ではなく aspnetsqlmembershipprovider|fbauser1 を入

力します。 

▪ ADFS ユーザーの場合、i:05.t|newadfs-smal|orange_shxi01@o

range.org ではなく newadfs-smal|orange_shxi01@orange.o

rg を入力します。 

4. 変更を保存し、ファイルを閉じます。 
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5. 現在のサーバーで レポート サービス を再開始し、ReportCenterServiceProperties.config ファ

イル内の構成を反映させます。
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付録 D: 特定の機能に必要な W3C ログ記録フィールド 

ページ トラフィック レポート、ダウンロード数ランキング レポート、失敗したログイン試行レポート のデータの取

得、または 監査レポート の IIS ログおよびアクセス元の IP アドレスの取得を実行するには、SharePoint Web 

サイトの ログ設定 で W3C ログ ファイル形式の該当するフィールドが選択されている必要があります。  

レポート ポイント でデータ収集のためにすべてのフィールドの選択に IIS ログを使用しない場合、以下の表内の必

要なフィールドが該当する機能のために選択されていることを確認してください。 

W3C ログ記録フィールド 

ページ 

トラフィ

ック 

ダウンロード

数ランキング 

失敗したログ

イン試行 

監査コントローラ 

> IIS ログを取

得する 

監査コントロー

ラ > アクセス

元の IP アドレ

スを記録する 

日付 (date) ○ ○ ○ ○ ○ 

時刻 (time) ○ ○ ○ ○ ○ 

クライアント IP アドレス (c-ip)  ○ ○  ○ 

ユーザー名 (cs-username) ○ ○ ○ ○ ○ 

サービス名 (s-sitename)      

サーバー名 (s-computerna

me)  
 ○   

サーバー IP アドレス (s-ip)   ○   

サーバー ポート (s-port)      

メソッド (cs-method)  ○  ○ ○ 

URI ステム (cs-uri-stem) ○ ○ ○ ○ ○ 

URI クエリ (cs-uri-query)  ○ ○ ○  

プロトコルの状態 (sc-status)  ○ ○ ○ ○ 

プロトコルの副状態 (sc-subst

atus)  
 ○   

Win32 の状態 (sc-win32-

status)  
○ ○   

送信バイト数 (sc-bytes) ○     

受信バイト数 (cs-bytes) ○     

所要時間 (time-taken)      

プロトコル バージョン (cs-versi

on)   
    

ホスト (cs-host) ○ ○ ○ ○ ○ 
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ユーザー エージェント (cs(Use

r-Agent))  
    

Cookie (cs(Cookie))      

参照者 (cs(Referer))      
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付録 E: 範囲フィルターの例 

以下の表では 範囲フィルター 内の各レベルでのフィルター ルールの例が提供されています。 

サイト コレクション レベル 

ルール 条件 値 結果 

URL 次の値を含

む 

test URL に "test" を含むサイト コレクショ

ンはフィルターされ、結果に含まれます。

例: "http://webapp:20000/si

tes/test"、"http://webapp:20

000/sites/testA" などはフィルター

され、結果に含まれます。 

次の値を含

まない 

test URL に "test" を含まないサイト コレク

ションはフィルターされ、結果に含まれま

す。例: "http://spapp:20000/s

ites/AP" はフィルターされ、結果に含

まれます。 

次の値に等

しい 

http://webapp:20000/sites/t

est 

URL が "http://webapp:20000

/sites/test" であるサイト コレクション

はフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値と異

なる 

http://webapp:20000/sites/t

est 

URL が "http://webapp:20000

/sites/test" でないサイト コレクション

はフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致する 

http://tes*collectionA URL が "http://tes" で開始し、"c

ollectionA" で終了するサイト コレク

ションはフィルターされ、結果に含まれま

す。例: "http://tesABC:11111/

sitecollectionA" はフィルターされ、

結果に含まれます。 

http://test:20000/sites/sitec

ollecti?nA 

URL が記号 [?] を除いて "http://t

est:20000/sites/sitecollecti?

nA" と一致するサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。例: "ht

tp://test:20000/sites/sitecol

lectionA"、"http://test:20000
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ルール 条件 値 結果 

/sites/sitecollectiBnA" などはフ

ィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致しない 

http://tes*collectionA URL が "http://tes and end wi

th collectionA" で開始するサイト コ

レクション以外のサイト コレクションはすべ

てフィルターされ、結果に含まれます。例: 

"http://webapp:20000/sites

/test" はフィルターされ、結果に含まれ

ます。 

http://test:20000/sites/sitec

ollecti?nA 

URL が記号 [?] を除いて "http://t

est:20000/sites/sitecollecti?

nA" と一致するサイト コレクション以外

のすべてのサイト コレクションはフィルター

され、結果に含まれます。例: "http:/

/webapp:20000/sites/test" 

はフィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致する 

http://test:20000/sites/[A-

Z]+ 

URL 最初の部分に "http://test:2

0000/sites/" を含み、2 番目の部

分に 1 文字以上の大文字を含む文字

列を含むすべてのサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。例: "ht

tp://test:2000/sites/A"、"htt

p://test:2000/sites/AA" などは

フィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致しない 

http://test:20000/sites/[A-

Z]+ 

URL 最初の部分に "http://test:2

0000/sites/" を含み、2 番目の部

分に 1 文字以上の大文字を含む文字

列を含むサイト コレクション以外のすべて

のサイト コレクションはフィルターされ、結

果に含まれます。例: "http://test:

2000/sites/01" はフィルターされ、

結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

タイトル 次の値を含

む 

test タイトルに "test" を含むサイト コレクシ

ョンはフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値を含

まない 

test タイトルに "test" を含まないサイト コレ

クションはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に等

しい 

test タイトルが "test" であるサイト コレクシ

ョンはフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値と異

なる 

test タイトルが "test" でないサイト コレクシ

ョンはフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致する 

te*t タイトルが "te" で開始し、"t" で終了

するサイト コレクションはフィルターされ、

結果に含まれます。例: "teABct" はフ

ィルターされ、結果に含まれます。 

te?t タイトルが記号 [?] を除いて "te?t" と

一致するサイト コレクションはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "test" は

フィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致しない 

te*t タイトルが "te" で開始し、"t" で終了

するサイト コレクション以外のすべてのサ

イト コレクションはすべてフィルターされ、

結果に含まれます。例: "DocAve"は

フィルターされ、結果に含まれます。 

te?t タイトルが記号 [?] を除いて "te?t" と

一致するサイト コレクション以外のすべて

のサイト コレクションはフィルターされ、結

果に含まれます。例: "DocAve"はフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致する 

[A-Z]+ タイトルに 1 文字以上の大文字を含む

すべてのサイト コレクションはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "AB"はフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致しない 

[A-Z]+ タイトルに 1 文字以上の大文字を含む

サイト コレクション以外のすべてのサイト 

コレクションはフィルターされ、結果に含ま
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ルール 条件 値 結果 

れます。例: "123"はフィルターされ、結

果に含まれます。 

更新時間 次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

以前に更新したサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

以降に更新したサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

指定日 2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

に更新したサイト コレクションはフィルター

され、結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間以内に更新したサイト コレ

クションはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の期間以

前 

5 日間 5 日間以前に更新したサイト コレクショ

ンはフィルターされ、結果に含まれます。 

作成時間 次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

以前に作成したサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

以降に作成したサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

指定日 2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

に作成したサイト コレクションはフィルター

され、結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間以内に作成したサイト コレ

クションはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の期間以

前 

5 日間 5 日間以前に作成したサイト コレクショ

ンはフィルターされ、結果に含まれます。 

最終アクセス日

時 

 

次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

以前にアクセスされたサイト コレクション

はフィルターされ、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

 

 

 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

以降にアクセスされたサイト コレクション

はフィルターされ、結果に含まれます。  

指定日 2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:50 

にアクセスされたサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間以内にアクセスされたサイト 

コレクションはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

次の期間以

前 

5 日間 5 日間以前にアクセスされたサイト コレ

クションはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

管理者 次の値を含

む 

test\user 管理者に "test\user" を含むサイト 

コレクションはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

次の値に等

しい 

test\user 管理者が "test\user" であるサイト 

コレクションはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

テンプレート名 次の値を含

む 

Team テンプレート名に "Team" を含むサイト 

コレクションはフィルターされ、結果に含ま

れます。例: "Team Site" はフィルタ

ーされ、結果に含まれます。 

次の値を含

まない 

Team テンプレート名に "Team" を含まない

サイト コレクションはフィルターされ、結果

に含まれます。例: "Blank Site" はフ

ィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に等

しい 

Blank Site テンプレート名が "Blank Site" である

サイト コレクションはフィルターされ、結果

に含まれます。 

次の値と異

なる 

Blank Site テンプレート名が "Blank Site" でない

サイト コレクションはフィルターされ、結果

に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

次の値に一

致する 

B*Workspace テンプレート名が "B" で開始し、"Wor

kspace" で終了するサイト コレクション

はフィルターされ、結果に含まれます。

例: "Basic Meeting Workspace

" と "Blank Meeting Workspac

e" はフィルターされ、結果に含まれます。 

Bl?g テンプレート名が記号 [?] を除いて "B

l?g" と一致するサイト コレクションはフィ

ルターされ、結果に含まれます。例: "Bl

og" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に一

致しない 

B*Workspace テンプレート名が "B" で開始し、"Wor

kspace" で終了するサイト コレクション

以外のサイト コレクションはすべてフィルタ

ーされ、結果に含まれます。例: "Tea

m Site" はフィルターされ、結果に含ま

れます。 

Bl?g テンプレート名が [?] を除いて "Bl?g" 

と一致するサイト コレクション以外のサイ

ト コレクションはすべてフィルターされ、結

果に含まれます。例: "Team Site" 

はフィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致する 

[A-Z]+ テンプレート名に 1 文字以上の大文字

を含むすべてのサイト コレクションはフィル

ターされ、結果に含まれます。例: "AB"

はフィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致しない 

[A-Z]+ テンプレート名に 1 文字以上の大文字

を含むサイト コレクション以外のサイト コ

レクションはすべてフィルターされ、結果に

含まれます。例: "123"はフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

テンプレート ID 次の値を含

む 

STS# テンプレート ID に "STS#" を含むサイ

ト コレクションはフィルターされ、結果に含

まれます。例: "STS#0 (Team Sit

e)" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 
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ルール 条件 値 結果 

次の値に等

しい 

STS#0 テンプレート ID が "STS#0" であるサ

イト コレクションはフィルターされ、結果に

含まれます。 

テンプレート ID の詳細情報については 

付録 B を参照してください。 

カスタム プロパ

ティ: テキスト 

次の値を含

む 

test テキスト プロパティに "test" を含むサイ

ト コレクションはフィルターされ、結果に含

まれます。 

次の値を含

まない 

test テキスト プロパティに "test" を含まない

サイト コレクションはフィルターされ、結果

に含まれます。 

次の値に等

しい 

test テキスト プロパティが "test" であるサイ

ト コレクションはフィルターされ、結果に含

まれます。 

次の値と異

なる 

test テキスト プロパティが "test" でないサイ

ト コレクションはフィルターされ、結果に含

まれます。 

次の値に一

致する 

te*t テキスト プロパティが "te" で開始し、"t

" で終了するサイト コレクションはフィルタ

ーされ、結果に含まれます。例: "teAB

ct" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

te?t テキスト プロパティが記号 [?] を除いて 

"te?t" と一致するサイト コレクションは

フィルターされ、結果に含まれます。例: "

test" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に一

致しない 

te*t テキスト プロパティが "te" で始まり、"t" 

で終了するサイト コレクションの以外のサ

イト コレクションはすべてフィルターされ、

結果に含まれます。例: "DocAve"は

フィルターされ、結果に含まれます。 

te?t テキスト プロパティが記号 [?] を除いて 

"te?t" と一致するサイト コレクション以

外のすべてのサイト コレクションはフィルタ

ーされ、結果に含まれます。例: "DocA
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ルール 条件 値 結果 

ve"はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

正規表現に

一致する 

[A-Z]+ テキスト プロパティに 1 文字以上の大

文字を含むすべてのサイト コレクションは

フィルターされ、結果に含まれます。例: "

AB"はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

正規表現に

一致しない 

[A-Z]+ テキスト プロパティに 1 文字以上の大

文字を含むサイト コレクション以外のす

べてのサイト コレクションはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "123"はフ

ィルターされ、結果に含まれます。 

カスタム プロパ

ティ: 数値 

≧ 5 数値プロパティが 5 以上であるサイト コ

レクションはフィルターされ、結果に含まれ

ます。例: "8"はフィルターされ、結果に

含まれます。 

≦ 5 数値プロパティが 5 以下であるサイト コ

レクションはフィルターされ、結果に含まれ

ます。例: "2"はフィルターされ、結果に

含まれます。 

= 5 数値プロパティが 5 であるサイト コレクシ

ョンはフィルターされ、結果に含まれます。 

カスタム プロパ

ティ: はい / い

いえ 

次の値に等

しい 

はい 選択肢プロパティが "はい" であるサイト 

コレクションはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

カスタム プロパ

ティ: 日付と時

刻 

次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 日付プロパティが "11/11/2011 1

2:15:50" 以前であるサイト コレクショ

ンはフィルターされ、結果に含まれます。 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 日付プロパティが "11/11/2011 1

2:15:50" 以降であるサイト コレクショ

ンはフィルターされ、結果に含まれます。 

指定日 2011-11-11 12:15 日付プロパティが "11/11/2011 1

2:15:50" であるサイト コレクションはフ

ィルターされ、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

次の期間内 5 日間 日付プロパティが過去 5 日間以内であ

るサイト コレクションはフィルターされ、結

果に含まれます。 

次の期間以

前 

5 日間 日付プロパティが 5 日間以前であるサイ

ト コレクションはフィルターされ、結果に含

まれます。 

 

サイト レベル 

ルール 条件 値 結果 

URL 次の値を含

む 

test URL に "test" を含むサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。例: "ht

tp://webapp:20000/sites/t

est"、"http://webapp:20000

/sites/testA" などはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

次の値を含ま

ない 

test URL に "test" を含まないサイトはフ

ィルターされ、結果に含まれます。例: 

"http://spapp:20000/sites/

AP" はフィルターされ、結果に含まれ

ます。 

次の値に等し

い 

http://webapp:20000/sites/te

st 

URL が "http://webapp:200

00/sites/test" であるサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の値と異な

る 

http://webapp:20000/sites/te

st 

URL が "http://webapp:200

00/sites/test" でないサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致する 

http://tes*collectionA URL が "http://tes" で開始し、"

collectionA" で終了するサイトはフ

ィルターされ、結果に含まれます。例: 

"http://tesABC:11111/sitec

ollectionA" はフィルターされ、結果

に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

http://test:20000/sites/siteco

llecti?nA 

URL が記号 [?] を除いて "http:/

/test:20000/sites/sitecolle

cti?nA" と一致するサイトはフィルタ

ーされ、結果に含まれます。例: "htt

p://test:20000/sites/siteco

llectionA"、"http://test:200

00/sites/sitecollectiBnA" な

どはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に一

致しない 

http://tes*collectionA  URL が "http://tes" で開始し、"

collectionA" で終了するサイト以

外のサイトはすべてフィルターされ、結

果に含まれます。例: "http://web

app:20000/sites/test" はフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

http://test:20000/sites/siteco

llecti?nA 

URL が 記号 [?] を除いて "http:

//test:20000/sites/sitecoll

ecti?nA" と一致するサイト以外のす

べてのサイトはフィルターされ、結果に

含まれます。例: "http://webap

p:20000/sites/test" はフィルタ

ーされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致する 

http://test:20000/sites/[A-Z]

+ 

URL 最初の部分に "http://tes

t:20000/sites/" を含み、2 番

目の部分に 1 文字以上の大文字を

含む文字列を含むサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "http:/

/test:2000/sites/A"、"http:/

/test:2000/sites/AA" などはフ

ィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致しない 

http://test:20000/sites/[A-Z]

+ 

URL 最初の部分に "http://tes

t:20000/sites/" を含み、2 番

目の部分に 1 文字以上の大文字を

含む文字列を含むサイト以外のすべて

のサイトはフィルターされ、結果に含ま

れます。例: "http://test:2000/
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ルール 条件 値 結果 

sites/01" はフィルターされ、結果に

含まれます。 

タイトル 次の値を含

む 

test タイトルに "test" を含むサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の値を含ま

ない 

test タイトルに "test" を含まないサイトは

フィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に等し

い 

test タイトルが "test" であるサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の値と異な

る 

test タイトルが "test" でないサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致する 

te*t タイトルが "te" で開始し、"t" で終

了するサイトはフィルターされ、結果に

含まれます。例: "teABct" はフィル

ターされ、結果に含まれます。 

te?t タイトルが記号 [?] を除いて "te?t" 

と一致するサイトはフィルターされ、結

果に含まれます。例: "test" はフィル

ターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致しない 

te*t タイトルが "te" で開始し、"t" で終

了するサイト以外のサイトはすべてフィ

ルターされ、結果に含まれます。例: "

DocAve"はフィルターされ、結果に含

まれます。 

te?t タイトルが [?] を除いて "te?t" と一

致するサイト以外のサイトはすべてフィ

ルターされ、結果に含まれます。例: "

DocAve"はフィルターされ、結果に含

まれます。 

正規表現に

一致する 

[A-Z]+ タイトルに 1 文字以上の大文字を含

むすべてのサイトはフィルターされ、結

果に含まれます。例: "AB"はフィルタ

ーされ、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

正規表現に

一致しない 

[A-Z]+ タイトルに 1 文字以上の大文字を含

むサイト以外のすべてのサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。例えば、

数値列の値が 123 であるアイテムは

フィルターされ、結果に含まれます。 

更新時間 次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 以前に更新したサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 以降に更新したサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

指定日 2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 に更新したサイトはフィルターされ、

結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間以内に更新したサイトは

フィルターされ、結果に含まれます。 

次の期間以

前 

5 日間 5 日間以前に更新したサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。 

作成時間 次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 以前に作成したサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 以降に作成したサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

指定日 2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 に作成したサイトはフィルターされ、

結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間以内に作成したサイトは

フィルターされ、結果に含まれます。 

次の期間以

前 

5 日間 5 日間以前に作成したサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。 

最終アクセス

日時 

 

次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 以前にアクセスされたサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

 

 

 

 

 

 

 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 以降にアクセスされたサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。  

指定日 2011-11-11 12:15 2011 年 11 月 11 日 12:15:5

0 にアクセスされたサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 過去 5 日間以内にアクセスされたサ

イトはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の期間以

前 

5 日間 5 日間以前にアクセスされたサイトは

フィルターされ、結果に含まれます。 

作成者 次の値を含

む 

test\user 作成者に "test\user" を含むサイ

トはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に等し

い 

test\user 作成者が "test\user" であるサイ

トはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

テンプレート

名 

次の値を含

む 

Team テンプレート名に "Team" を含むサ

イトはフィルターされ、結果に含まれま

す。例: "Team Site" はフィルター

され、結果に含まれます。 

次の値を含ま

ない 

Team テンプレート名に "Team" を含まな

いサイトはフィルターされ、結果に含ま

れます。例: "Blank Site" はフィル

ターされ、結果に含まれます。 

次の値に等し

い 

Blank Site テンプレート名が "Blank Site" であ

るサイトはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

次の値と異な

る 

Blank Site テンプレート名が "Blank Site" で

ないサイトはフィルターされ、結果に含

まれます。 

次の値に一

致する 

B*Workspace テンプレート名が "B" で開始し、"W

orkspace" で終了するサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。例: "

Basic Meeting Workspace" と 
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ルール 条件 値 結果 

"Blank Meeting Workspace" 

はフィルターされ、結果に含まれます。 

Bl?g テンプレート名が記号 [?] を除いて "

Bl?g" と一致するサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "Blog" 

はフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一

致しない 

B*Workspace テンプレート名が "B" で開始し、"W

orkspace" で終了するサイト以外

のサイトはすべてフィルターされ、結果

に含まれます。例: "Team Site" は

フィルターされ、結果に含まれます。 

Bl?g テンプレート名が [?] を除いて "Bl?

g" と一致するサイト以外のサイトはす

べてフィルターされ、結果に含まれま

す。例: "Team Site" はフィルター

され、結果に含まれます。 

正規表現に

一致する 

[A-Z]+ テンプレート名に 1 文字以上の大文

字を含むすべてのサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "AB"は

フィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致しない 

[A-Z]+ テンプレート名に 1 文字以上の大文

字を含むサイト以外のサイトはすべてフ

ィルターされ、結果に含まれます。例: 

"123"はフィルターされ、結果に含ま

れます。 

テンプレート I

D 

次の値を含

む 

STS# テンプレート ID に "STS#" を含む

サイトはフィルターされ、結果に含まれ

ます。例: "STS#0 (Team Site)

" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に等し

い 

STS#0 テンプレート ID が "STS#0" である

サイトはフィルターされ、結果に含まれ

ます。 
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ルール 条件 値 結果 

テンプレート ID の詳細情報について

は 付録 B を参照してください。 

カスタム プロ

パティ: テキス

ト 

次の値を含

む 

test テキスト プロパティに "test" を含むサ

イトはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値を含ま

ない 

test テキスト プロパティに "test" を含まな

いサイトはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

次の値に等し

い 

test テキスト プロパティが "test" であるサ

イトはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値と異な

る 

test テキスト プロパティが "test" でないサ

イトはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に一

致する 

te*t テキスト プロパティが "te" で開始し、

"t" で終了するサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。例: "teABc

t" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

te?t テキスト プロパティが記号 [?] を除い

て "te?t" と一致するサイトはフィルタ

ーされ、結果に含まれます。例: "tes

t" はフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に一

致しない 

te*t テキスト プロパティが "te" で開始し、

"t" で終了するサイト以外のすべての

サイトはフィルターされ、結果に含まれ

ます。例: "DocAve"はフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

te?t テキスト プロパティが記号 [?] を除い

て "te?t" と一致するサイト以外のす

べてのサイトはフィルターされ、結果に

含まれます。例: "DocAve"はフィル

ターされ、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

正規表現に

一致する 

[A-Z]+ テキスト プロパティに 1 文字以上の

大文字を含むすべてのサイトはフィルタ

ーされ、結果に含まれます。例: "AB"

はフィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に

一致しない 

[A-Z]+ テキスト プロパティに 1 文字以上の

大文字を含むサイト以外のすべてのサ

イトはフィルターされ、結果に含まれま

す。例: "123"はフィルターされ、結果

に含まれます。 

カスタム プロ

パティ: 数値 

≧ 5 数値プロパティが 5 以上であるサイト

はフィルターされ、結果に含まれます。

例: "8"はフィルターされ、結果に含ま

れます。 

≦ 5 数値プロパティが 5 以下であるサイト

はフィルターされ、結果に含まれます。

例: "2"はフィルターされ、結果に含ま

れます。 

= 5 数値プロパティが 5 であるサイトはフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

カスタム プロ

パティ: はい 

/ いいえ 

次の値に等し

い 

はい 選択肢プロパティが "はい" であるサイ

トはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

カスタム プロ

パティ: 日付

と時刻 

次の日時以

前 

2011-11-11 12:15 日付プロパティが "11/11/2011 1

2:15:50" 以前であるサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。 

次の日時以

降 

2011-11-11 12:15 日付プロパティが "11/11/2011 1

2:15:50" 以降であるサイトはフィル

ターされ、結果に含まれます。 

指定日 2011-11-11 12:15 日付プロパティが "11/11/2011 1

2:15:50" であるサイトはフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

次の期間内 5 日間 日付プロパティが過去 5 日間内であ

るサイトはフィルターされ、結果に含ま

れます。 



 329 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

ルール 条件 値 結果 

次の期間以

前 

5 日間 日付プロパティが 5 日間以前である

サイトはフィルターされ、結果に含まれ

ます。  

 

リスト・ライブラリ レベル 

ルール 条件 値 結果 

名前 次の値を含む test 名前に "test" を含むリスト / ライブ

ラリはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値を含まない test 名前に "test" を含まないリスト / ラ

イブラリはフィルターされ、結果に含まれ

ます。 

次の値に等しい test 名前に "test" を含むリスト / ライブ

ラリはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値と異なる test 名前が "test" でないリスト / ライブ

ラリはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値に一致する te*t 名前が "te" で開始し、"t" で終了

するリスト / ライブラリはフィルターされ、

結果に含まれます。例: "teABct" 

はフィルターされ、結果に含まれます。 

te?t 名前が記号 [?] を除いて "te?t" と

一致するリスト / ライブラリはフィルター

され、結果に含まれます。例: "test" 

はフィルターされ、結果に含まれます。 

次の値に一致しな

い 

te*t 名前が "te" で開始し、"t" で終了

するリスト / ライブラリ以外のリスト / 

ライブラリはすべてフィルターされ、結果

に含まれます。例: "DocAve"はフィ

ルターされ、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

te?t 名前が [?] を除いて "te?t" と一致

するリスト / ライブラリ以外のリスト / 

ライブラリはすべてフィルターされ、結果

に含まれます。例: "DocAve"はフィ

ルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に一致す

る 

[A-Z]+ 名前に 1 文字以上の大文字を含む

すべてのリスト / ライブラリはフィルター

され、結果に含まれます。例: "AB"

はフィルターされ、結果に含まれます。 

正規表現に一致し

ない 

[A-Z]+ 名前に 1 文字以上の大文字を含む

リスト / ライブラリ以外のすべてのリスト 

/ ライブラリはフィルターされ、結果に含

まれます。例: "123"はフィルターさ

れ、結果に含まれます。 

更新時間 次の日時以前 サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の日時以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成時間 次の日時以前 サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の日時以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

最終アクセス日

時 

次の日時以前 サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の日時以降 
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ルール 条件 値 結果 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 

作成者 次の値を含む サイト レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の値に等しい 

テンプレート名 次の値を含む サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しな

い 

正規表現に一致す

る 

正規表現に一致し

ない 

テンプレート ID 次の値に等しい サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の値と異なる 

列 次の値を含む テキスト 表示名が "Text" である列を含むリ

スト / ライブラリはフィルターされ、結果

に含まれます。 

次の値を含まない Text 内部名が "Text" である列を含まな

いリスト / ライブラリはフィルターされ、

結果に含まれます。 

コンテンツ タイプ: 

名前 

次の値を含む Test 名前が "Test" であるコンテンツ タイ

プを含むリスト / ライブラリはフィルター

され、結果に含まれます。 
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ルール 条件 値 結果 

次の値を含まない Test 名前が "Test" であるコンテンツ タイ

プを含まないリスト / ライブラリはフィル

ターされ、結果に含まれます。 

コンテンツ タイプ: 

ID 

次の値を含む 0x007874566ED32546

ABE3B1BC74A7D5F8 

ID が "0x007874566ED3254

6ABE3B1BC74A7D5F8" であ

るコンテンツ タイプを含むリスト / ライブ

ラリはフィルターされ、結果に含まれま

す。 

次の値を含まない 0x007874566ED32546

ABE3B1BC74A7D5F8 

ID が "0x007874566ED3254

6ABE3B1BC74A7D5F8" であ

るコンテンツ タイプを含まないリスト / 

ライブラリはフィルターされ、結果に含ま

れます。 

カスタム プロパテ

ィ: テキスト 

次の値を含む サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の値を含まない 

次の値に等しい 

次の値と異なる 

次の値に一致する 

次の値に一致しな

い 

正規表現に一致す

る 

正規表現に一致し

ない 

カスタム プロパテ

ィ: 数値 

≧ サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

≦ 

= 

カスタム プロパテ

ィ: はい / いいえ 

次の値に等しい サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 
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ルール 条件 値 結果 

カスタム プロパテ

ィ: 日付と時刻 

次の日時以前 サイト コレクション レベル 内の同一フィルター ルールを参照してください。 

次の日時以降 

指定日 

次の期間内 

次の期間以前 
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付録 F: 使用パターン警告ルールで対応する SharePoint 監

査イベントおよびオブジェクト レベル 

監査イベントで計算するアクティビティ ルール タイプおよび 監査イベントに影響されたオブジェクト ルール タイプの 

使用パターン警告 ルール内の使用可能な各ユーザー アクティビティが対応する SharePoint 監査イベントおよび 

SharePoint オブジェクト レベルについては、以下の表を参照してください。 

使用バターン警告

ユーザー アクティビ

ティ 

SharePoint 

監査イベント 

サイト コレ

クション 

サイト リスト フォルダ

ー 

ドキュメント アイテ

ム 

表示 表示 ○  ○  ○  ○ ○ 

削除 削除  ○ ○ ○ ○ ○ 

リストア リストア   ○ ○ ○ ○ 

更新 更新   ○ ○ ○ ○ 

検索 検索 ○      

チェックイン チェックイン     ○  

チェックアウト チェックアウト     ○  

次のプロファイル設

定を変更する  

プロファイルの変

更 

 ○ ○    

次のスキーマ設定を

変更する  

スキーマの変更   ○    

次のグループ設定を

変更する 

グループの作成 ○      

グループの削除 

グループ メンバ

ーの追加 

グループ メンバ

ーの削除 

次の権限を変更す

る 

アクセス許可レ

ベルの作成 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

権限の変更 

アクセス許可レ

ベルの編集 

アクセス許可レ

ベルの削除 
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使用バターン警告

ユーザー アクティビ

ティ 

SharePoint 

監査イベント 

サイト コレ

クション 

サイト リスト フォルダ

ー 

ドキュメント アイテ

ム 

次の継承設定を変

更する 

権限継承の解

除 

 ○ ○ ○ ○ ○ 

アクセス許可レ

ベル継承の解

除 

権限設定の継

承 

 

*注意: サイト コレクション レベルおよびサイト レベルでユーザー アクティビティの 表示 (SharePoint 監査イベント

の 表示) を監視することに対応しているのは 監査イベントに影響されたオブジェクト ルールのみです。 
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付録 G: SharePoint Online の対応 / 未対応の DocAv

e レポート ポイント機能 

レポート ポイントの一部の機能は SharePoint オンプレミス環境の固有機能ですが、一部の機能は SharePoint 

Online でも使用可能です。詳細については次の表を参照してください。 

サマリー 

SharePoint Online で対応の レポート ポイント 機能のサマリーについては、以下の表を参照してください。 

機能 SharePoint Online 

利用状況レポート 

アクティビティの多いユーザー × 

サイト アクティビティのランキング × 

サイト閲覧者とアクティビティ × 

失敗したログイン試行 × 

最終アクセス時刻 × 

ページ トラフィック × 

チェックアウト済みファイル × 

検索利用状況 × 

SharePoint 通知 × 

ダウンロード数ランキング × 

ワークフローの状態 × 

参照元 × 

インフラストラクチャ 

レポート 

インフラストラクチャ 

SharePoint サービス × 

CPU / メモリー使用量 × 

ネットワーク × 

SharePoint トポロジー × 

SharePoint 検索サービス × 

環境検索 × 

サイト コレクションの比較 × 

サイト コレクションの読み込み時間 × 

ストレージ最適化 

ストレージ トレンド ○ 

ストレージ分析 × 

ユーザー ストレージ サイズ × 

管理レポート 構成レポート ○ 
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機能 SharePoint Online 

ベスト プラクティス レポート × 

コンプライアンス レポ

ート 

分類 × 

監査マネージャー レポート ○ 

DocAve レポート 
リアルタイム モニター ○ 

アクティビティ履歴 (DocAve 監査マネージャー) ○ 

使用パターン警告 × 

設定 

レポート設定 

データ コレクション 

ストレージ トレンド コレク

ターに対応 

アクティビティ履歴プルーニング 

ストレージ トレンド レポー

トに対応 

IIS ログ × 

レポート作成サービス × 

クロス ファーム サービス構成 × 

コンプライアンス レポ

ート管理 

監査コントローラ ○ 

監査プルーニング ○ 

機能の管理 × 

共通設定 

エクスポート先 × 

共有場所 × 

範囲フィルター ○ 

アイテム キャッシュ サービス × 

利用状況アクティビティ Web パー

ツの設定 

× 

 

構成レポート 

SharePoint Online で対応の 構成レポート 機能については、以下の表を参照してください。 

機能 
SharePoint Onli

ne 

範囲 
サイト コレクション / サ

イト / リスト 

スケジュール ○ 

レポートのエクスポート設定 ○ 
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機能 
SharePoint Onli

ne 
*注意: XLSX、XL

S、CSV 形式でレポ

ートをエクスポートする

ことに対応しています。 

メール通知 ○ 

レポート設

定 

サマリー ○ 

ファーム × 

Web アプリケーション × 

コンテンツ データベース × 

サイト コレ

クション 

全体設定 

サイズ ○ 

管理センター ○ 

説明 ○ 

作成日時 ○ 

最終更新日時 × 

最終アクセス時刻 × 

ポータル サイト接続 × 

所有者 × 

ロック状態 × 

クォータ ○ 

帯域幅 × 

ディスカッション ストレージ × 

閲覧 × 

サイト コレクション管理者 ○ 

代理のサイト コレクション管理者 × 

サイト コレクション管理者の連絡先 ○ 

社外との共有 ○ 

サイト コレ

クションの

管理 

検索の設定 ○ 

サイト コレクションの機能 ○ 

サイト コレクションの利用状況 × 

統計 
コンテンツの分析 ○ 

SharePoint ストレージ レポート ○ 

サイト 

全体設定 

サイト タイトル ○ 

サイト URL ○ 

孤立したサイトの状態 × 
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機能 
SharePoint Onli

ne 

説明 ○ 

サイズ ○ 

作成者 × 

作成日時 ○ 

最終更新日時 ○ 

最終アクセス時刻 × 

テンプレート ○ 

テンプレート ID × 

所有者 × 

データベース名 × 

親サイト ○ 

サイト コレクション URL ○ 

最終更新者 × 

セキュリティ

設定 

グループ権限 ○ 

ユーザー権限 ○ 

サイト管理 

検索の設定 ○ 

地域の設定 ○ 

プロパティ ○ 

RSS 設定 ○ 

通知設定 × 

サイト機能 ○ 

サイトの利用状況 × 

統計 

コンテンツの分析 ○ 

検査情報 

サイトの監査レコード数 × 

サイト監査レコードの概

算サイズ 

× 

SharePoint ストレージ レポート 

 

○ 

サイトとページの

情報 

サブサイト数 ○ 

ページ数 × 

カスタム ページ数 × 

カスタム ページの割合 × 

リストとライブラリ

の情報  

ライブラリ数 ○ 

ドキュメント数 ○ 
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機能 
SharePoint Onli

ne 

リストの添付ファイル数 ○ 

ドキュメントの合計サイズ ○ 

ドキュメント バージョンの

合計サイズ 

○ 

リスト数 ○ 

リスト アイテム数 ○ 

リスト合計サイズ × 

10 MB を超えるファイル

数 

○ 

ファイル タイプ数 ○ 

リスト / ライブラリ パブリ

ック ビューの数 

× 

ディスカッション掲示板の

数 

○ 

ディスカッション アイテム

数 

○ 

ディスカッション掲示板の

合計サイズ 

× 

アンケート数 ○ 

アンケートへの回答数 ○ 

アンケートの合計サイズ × 

電子メール受信を許可

するリスト / ライブラリ数 

× 

アクセスの要求を許可す

るリスト / ライブラリ数 

× 

サブサイトを含む ○ 

リスト 

全体設定 

リスト名 ○ 

リストの URL ○ 

リスト合計サイズ ○ 

親サイトの URL ○ 

統計 SharePoint ストレージ レポート ○ 

セキュリティ セキュリティ設定 ○ 
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監査マネージャー レポート 

SharePoint Online で対応の 監査マネージャー レポート 機能については、以下の表を参照してください。 

機能 SharePoint Online 

レポート タイプ 

ユーザー ライフサイクル ○ 

リストのアクセス ○ 

アイテム ライフサイクル ○ 

サイト アクセス ○ 

リストの削除 ○ 

権限の変更 ○ 

コンテンツ タイプ変更 ○ 

カスタム レポート ○ 

範囲 

ここのツリーは取得された監査データによって作成

されています。 

サイト コレクション / サイト / リスト レベルに対応 

範囲フィルター ○ 

期間 ○ 

スケジュール ○ 

メール通知 ○ 

レポート形式 XLSX/CSV/PDF 

 

監査コントローラ 

SharePoint Online で対応の 監査コントローラ 機能については、以下の表を参照してください。 

機能 SharePoint Online 

範囲 サイト コレクション 

トリクル ダウン × 

監査アクション 

表示 

登録済み SharePoint オンプレミス ノー

ドに対応 

コピー ○ 

移動 ○ 

更新 ○ 

削除 ○ 
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機能 SharePoint Online 

リストア ○ 

子の削除 ○ 

チェックイン ○ 

チェックアウト ○ 

ワークフロー × 

検索 ○ 

プロファイルの変更 ○ 

スキーマの変更 ○ 

セキュリティの変更 ○ 

サイト コレクション削除 × 

サイト作成 × 

ルールの設定の

適用 

フィルタ

ー 

サイト コレクション × 

サイト × 

リスト・ライブラリ × 

操作設

定 

上書きする ○ 

追加する ○ 

スケジュール ○ 

取得データ設定 

フィルタ

ー 

URL ○ 

ユーザー ○ 

AD プロファイル × 

サイト コレクション ○ 

詳細設

定 

IIS ログを取得する × 

アクセス元の IP アドレスを記録する × 

削除済みサイト コレクション データ

の取得 

(Web アプリケーション レベルのみ

で使用できます) × 

SharePoint 内の古い監査データ

の削除 ルールの設定の適用で対応 

オブジェクトの最終アクセス日時を

記録する × 

スケジュール ○ 

通知 ○ 
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監査プルーニング 

SharePoint Online で対応の 監査プルーニング 機能については、以下の表を参照してください。 

機能 SharePoint Online 

範囲 

ここのツリーは取得された監査データによって作成さ

れています。 

サイト コレクション レベルに対応 

対象データ設定 (時間範囲) ○ 

実行アクション 
データを削除する ○ 

データを移動する エクスポート先として UNC パスに対応 

スケジュール ○ 

通知 ○ 

データ選択の詳細設定 
ユーザー フィルター ○ 

アクション フィルター ○ 

リストア ○ 

 

ストレージ トレンド 

SharePoint Online で対応の ストレージ トレンド 機能については、以下の表を参照してください。 

機能 SharePoint Online 

範囲 サイト コレクション 

エクスポート スケジュール ○ 

通知 ○ 

レポート形式 

○ 

*注意: XLSX および CSV 形式でレポートをエクスポー

トすることに対応 
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付録 H: ホット キー モードの使用  

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

ocAve ではホット キー モードが使用可能です。DocAve 画面からホット キー モードにアクセスするには、キーボー

ドの Ctrl +Alt + Z キーを同時に押します。この状態で 1 を押すと、製品ウィンドウに直接移動します。レポート 

ポイント 製品にアクセスするには、R を押します。 

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。以下のホット キーを使用すると、該当する製品の画面にアクセス

することができます。例えば、S を押し続けると、設定 画面に移動します。 

機能  ホット キー 

利用状況レポート UR 

インフラストラクチャ レポート I 

管理レポート A 

コンプライアンス レポート C 

DocAve レポート D 

使用パターン警告 UP 

設定 S 

共通アクセス 

レポート ポイント 画面内からホット キー モードにアクセスする度に、Ctrl +Alt + Z キーを同時に押し、希望の機

能にアクセスするホット キーを表示する 共通アクセス ページに移動します。  

次の表は、共通アクセスのホット キーのリストです。レポート ポイント 画面内から Ctrl +Alt + Z キーを同時に

押して 共通アクセス ページに移動し、指定のホット キーを押して該当する製品にアクセスします。例えば、I を押し

続けると、インフラストラクチャ レポート 画面に移動します。 

機能名とホット キー 

利用状況レポート UR 

インフラストラクチャ レポート I 

管理レポート A 

コンプライアンス レポート C 

DocAve レポート D 

使用パターン警告 UP 

設定 S 



 345 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

機能名とホット キー 

DocAve ホーム ページ 1 

AvePoint オフィシャル Web サイト 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

ヘルス アナライザー 6 

アカウント情報  9 

ヘルプと詳細情報 0 

利用状況レポート画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して 利用状況レポート 画面にアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キ

ーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードで UR を押して 利用状況レポート 画面に移動しま

す。  

次の表は、利用状況レポート 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、K を押し続けると、チェック

アウト済みドキュメント レポート 画面に移動します。 

機能名とホット キー 

作成 C 

戻る  B 

次へ N 

完了 F 

完了 F 

完了してレ

ポートを生

成 

G 

キャンセル C 

詳細の表示 V 

レポート S 

プランの詳細 P 

プランの編集 EP 

ジョブ モニター J 

閉じる C 

編集 ED 

戻る  B 

次へ N 

完了 F 完了 F 
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機能名とホット キー 

完了してレ

ポートを生

成 

G 

キャンセル C 

削除 D 

レポートの生成 G 

今すぐエクスポート ER 

レポートの表示 SP 

レポート S 

プランの詳細 P 

プランの編集 EP 

今すぐ取得 G 

レポートを実行 R 

今すぐエク

スポート 
E 

データシー

トへエクスポ

ート 

ER 

スクリーンシ

ョットの出力 
S 

ジョブ モニター J 

閉じる C 

ジョブ モニター J 

インフラストラクチャ レポート画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して インフラストラクチャ レポート 画面にアクセスするには、Ctrl +A

lt + Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードで I を押して インフラストラクチャ レポート 

画面に移動します。  

次の表は、インフラストラクチャ レポート 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、SS を押し続け

ると、SharePoint サービス レポート 画面に移動します。 

機能名とホット キー 

SharePoint サービス SS 

CPU / メモリー使用量 C 

ネットワーク  N 

SharePoint トポロジー G 
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機能名とホット キー 

SharePoint 検索サービス F 

環境検索 I 

サイト コレクションの比較 D 

サイト コレクションの読み込み時間 L 

ストレージ トレンド T 

ストレージ分析 B 

ユーザー ストレージ サイズ S 

レポートのエクス

ポート 
E 

データシートへエ

クスポート 
E 

OK S 

キャンセル C 

スクリーンショット

の出力 
S 

印刷 P 

エクスポート E 

閉じる C 

ジョブ モニター J 

レポートの表示 SP 

管理レポート画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して 管理レポート 画面にアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを

同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードで A を押して 管理レポート 画面に移動します。  

次の表は、管理レポート 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、C を押し続けると、構成レポー

ト 画面に移動します。 

機能名とホット キー 

構成レポート C 

プロファイルを保存してレポ

ートを実行 
R 

ジョブ モニター J 

ベスト プラ

クティス レ

ポート 

B 

しきい値プロフ

ァイル 
T 

作成 N 
保存 S 

キャンセル C 

編集 E 
保存 S 

キャンセル C 

削除 D 

戻る B 

レポートを実

行 
R 

レポートのみ

実行 
S 
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機能名とホット キー 

保存してレポ

ートを実行 
S 

レポートの表示 SP  

レポートのエク

スポート 
E 

データシート

へエクスポート 
E 

OK S 

キャンセル C 

ジョブ モニター J 

コンプライアンス レポート画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して コンプライアンス レポート 画面にアクセスするには、Ctrl +Alt 

+ Z キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードで C を押して コンプライアンス レポート 画面に

移動します。  

次の表は、コンプライアンス レポート 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、C を押し続けると、

コンテンツ タイプ利用状況レポート 画面に移動します。 

機能名とホット キー 

用語ストア変更 M 

コンテンツ タイプ利用状況 CU 

情報管理ポリシー I 

今後失効するコンテンツの有効期限 CE 

監査マネージャー レポート A 

ジョブ モニター J 

用語ストア変更 

機能名とホット キー 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 S 

  
プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

ジョブ モニター J 

今すぐエクスポート E 
OK S 

キャンセル C 
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コンテンツ タイプ利用状況 

機能名とホット キー 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 S 

  
プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

ジョブ モニター J 

今すぐエクスポート E 
OK S 

キャンセル C 

 

情報管理ポリシー 

機能名とホット キー 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 S 

  
プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

ジョブ モニター J 

今すぐエクスポート E 
OK S 

キャンセル C 

 

今後失効するコンテンツの有効期限 

機能名とホット キー 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 S 

  
プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

ジョブ モニター J 

今すぐエクスポート E 
OK S 

キャンセル C 
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監査マネージャー レポート 

機能名とホット キー 

ユーザー ライフ

サイクル 
UL 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

ｖリスト アクセ

ス 
LA 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

アイテム ライフ

サイクル 
I 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

サイト アクセス SA 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

リストの削除 LD 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 
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機能名とホット キー 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

権限の変更 UP 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

コンテンツ タイプ

変更 
CC 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

カスタム レポー

ト 
CR 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 S 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

今すぐエクスポ

ート 
E 

OK S 

キャンセル C 

DocAve レポート画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して DocAve レポート 画面にアクセスするには、Ctrl +Alt + Z 

キーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードで D を押して DocAve レポート 画面に移動しま

す。  

次の表は、コンプライアンス レポート 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、T を押し続けると、

DocAve トポロジー レポート 画面に移動します。 
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機能名とホット キー 

DocAve トポロジー T 

パフォーマンス モニター P 

ディスク容量モニター  D 

ジョブ パフォーマンス モニター M 

DocAve 監査マネージャー A 

レポートを実行 R 

レポートの表示 SP 

レポートのエクス

ポート 
E 

データシートへエ

クスポート 
E 

OK S 

キャンセル C 

スクリーンショット

の出力 
S 

印刷 P 

エクスポート E 

閉じる C 

ジョブ モニター J 

使用パターン警告画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して 使用パターン警告 画面にアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キ

ーを同時に押してホット キー モードにアクセスし、キーボードで UP を押して 使用パターン警告 画面に移動しま

す。  

次の表は、使用パターン警告 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、T を押し続けると、DocA

ve トポロジー レポート 画面に移動します。 

機能名とホット キー 

プラン マネージャー P 

使用パターン警告レポート V 

ルール プロファイル R 

カスタム アクション プロファイル C 

ジョブ モニター J 
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プラン マネージャー 

機能名とホット キー 

作成 C 
保存 M 

保存 S 

保存して有

効化 
A 

キャンセル C 

詳細の表示 V 

プランの編集 EP 

ジョブ モニター J 

閉じる C 

編集 ES 
保存 M 

保存 S 

保存して有

効化 
A 

キャンセル C 

削除 DE 

有効化 EN 

無効化 DA 

ジョブ モニター J 

戻る B 

 

使用パターン警告レポート 

機能名とホット キー 

アクティビティ レポート AC 

分析レポート AN 

今すぐエクスポート E 

ジョブ モニター J 

戻る B 

 

ルール プロファイル 

機能名とホット キー 

作成 N 保存 S 
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機能名とホット キー 

キャンセル C 

表示 V 
編集 E 

キャンセル C 

編集 E 
保存 S 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる C 

 

カスタム アクション プロファイル 

機能名とホット キー 

作成 N 
保存 S 

キャンセル C 

表示 V 
編集 E 

キャンセル C 

編集 E 
保存 S 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる C 

 

設定画面 

レポート ポイント 画面からホット キーを使用して 設定 画面にアクセスするには、Ctrl +Alt + Z キーを同時に押

してホット キー モードにアクセスし、キーボードで S を押して 設定 画面に移動します。  

次の表は、設定 画面のリボン上の機能のホット キーのリストです。例えば、D を押し続けると、データ コレクション 

画面に移動します。 

機能名とホット キー 

データ コレクション D 

アクティビティ履歴プルーニング H 

IIS ログ IL 

レポート作成サービス R 
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機能名とホット キー 

クロス ファーム サービス構成 C 

監査コントローラ A 

監査プルーニング P 

機能の管理 M 

エクスポート先 L 

共有場所 S 

範囲フィルター F 

アイテム キャッシュ サービス IC 

利用状況アクティビティ Web パーツ WS 

データ コレクション 

機能名とホット キー 

プロファイルの表示 V 

有効化 E 

無効化 D 

範囲の表示 V 

戻る B 

編集 E 
保存 S 

キャンセル C 

今すぐ取得 G 

ジョブ モニター J 

戻る B 

アクティビティ履歴プルーニング 

機能名とホット キー 

作成 C 
保存 S 

保存 S 

保存して実

行 
R 

キャンセル C 

詳細の表示 V 

編集 E 

ただちに実行 R 

閉じる C 

編集 ES 保存 S 保存 S 
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機能名とホット キー 

保存して実

行 
R 

キャンセル C 

削除 DE 

ただちに実行 R 

プルーニング済みデータの

リストア 
Q 

リスト ビュー L 

カレンダー ビュー C 

リストア R 

戻る B 

ジョブ モニター J 

戻る B 

 

IIS ログ 

機能名とホット キー 

すべてのフィールドの選択 S 

ロールバック R 

閉じる c 

レポート作成サービス 

機能名とホット キー 

保存 S 

キャンセル C 

クロス ファーム サービス構成 

機能名とホット キー 

構成 F 

再検出 R 

保存 S 

キャンセル C 

すべて再検出 R 

保存 S  

キャンセル C 
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監査コントローラ 

機能名とホット キー 

プラン ビル

ダー 
P 

ウィザード 

モード 
W 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

完了 F 

完了して

ルールを適

用 

A 

完了して

データを取

得 

R 

キャンセル C 

フォーム モ

ード 
F 

保存 S 

キャンセル C 

プラン マネ

ージャー 
M 

詳細の表

示 
V 

設定 S   

保存 S 

名前を

付けて

保存 

S

A 

監査マネ

ージャー 
A 

保

存 
S 

保存し

てルール

を適用 

A 

保存し

てデータ

を取得 

R 

編集 E 
リセット R 

キャンセル C 

閉じる X 

編集 E 保存 S 

保存 S 

名前を付

けて保存 
SA 

保存してル

ールを適

用 

A 

保存してデ

ータを取得 
R 
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機能名とホット キー 

リセット R 

キャンセル C 

削除 D 

ルールの適用 A 

データの取得 R 

戻る B 

ジョブ モニター J 

ジョブ モニター J 

戻る B 

監査プルーニング  

機能名とホット キー 

新規 N 
保存 S  

キャンセル C  

プロファイル 

マネージャ

ー 

P 

詳細の表

示 
I 

編集 E 
保存  S 

保

存 
S 

名

前を

付け

て保

存 

A 

保

存し

て実

行 

R 

キャンセル C 

閉じる X 

ジョブの表

示 
V 

削除 D 

リストア R 

戻る B 

編集 E 保存 S 

保存 S 

名前を付け

て保存 
A 

保存して実

行 
R 
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機能名とホット キー 

キャンセル C 

削除 D 

ただちに実行 R 

ジョブ モニター J 

戻る B 

ジョブ モニター J 

戻る B 

 

機能の管理 

機能名とホット キー 

ドキュメント監査 D 詳細設定 P 保存 S 

キャンセル C 

アクティブ化 A 

非アクティブ化 D 

戻る B 

ソーシャル アク

ティビティ Web 

パーツ 

S アクティブ化 A 

非アクティブ化 D 

戻る B 

 

機能名とホット キー 

詳細設定 P 
保存 S 

キャンセル C 

アクティブ化 A 

非アクティブ化 D 

戻る B 

エクスポート先 

機能名とホット キー 

作成 C 
保存 S 

キャンセル C 

表示 V 
編集 E 

戻る B 



360  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

機能名とホット キー 

編集 E 
保存 S 

キャンセル C 

削除 D 

戻る B 

 

共有場所 

機能名とホット キー 

保存 S 

キャンセル C 

 

範囲フィルター 

機能名とホット キー 

作成 N 
保存 S 

キャンセル C 

表示 V 
編集 E 

キャンセル C 

編集 E 
保存 S 

キャンセル C 

削除 D 

戻る X 

 

アイテム キャッシュ サービス 

機能名とホット キー 

アイテム キャッシ

ュ サービスの範

囲設定 

I 構成 C 保存 S 

キャンセル B 

すべて解除 A 

戻る B 

アイテム キャッシ

ュ データベース 

D 保存 S 

キャンセル C 

戻る  B 
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利用状況アクティビティ Web パーツ 

機能名とホット キー 

保存 S 

キャンセル C 
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Server、Outlook、Windows Server、Active Directory、Dynamics CRM 2013 はマイクロソフト株式会社の

商標または登録商標です。  

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は Adobe Systems、Inc の商標です。  

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じます。   

変更  

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。 当社では最新、そして正確な情

報を提供するよう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生的に生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく AvePoint ソフトウェアのグ

ラフィック ユーザー インターフェイスを変更する権利を所有しています。 
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