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本バージョンから追加された新機能 

 クライアント ID の取得方法に関する情報を追加しました。Compliance Guardian リアルタイ

ム スキャナー用アプリのインストール を参照してください。  

 データを集計する前に 合格 状態のレコードの詳細を含むオプションを追加しました。インシデント

管理センターの設定の構成 を参照してください。  

 インシデントの関連機能が正常に動作することを確保するため、Windows Identity Foundati

on 3.5 機能のインストールに関する情報を追加しました。Compliance Guardian マネージャ

ーのシステム要件 を参照してください。  

 Compliance Guardian で分析技術に関する説明を追加しました。付録 I: Compliance G

uardian の分析技術 を参照してください。 
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Compliance Guardian について 

Compliance Guardian は、共有情報へのアクセシビリティを保ちつつ、情報漏洩や不正使用を未然に防ぐため

のツールです。個人情報保護に関する最高責任者 (CPO)、情報セキュリティ管理最高責任者 (CIO)、コンプライ

アンス担当マネージャー、記録管理担当マネージャー、SharePoint 管理者、および組織の幹部・役員は、Comp

liance Guardian を使用することで、IT 環境の情報を漏洩や改ざん、不正使用などの有害な活動から保護する

ことができるだけでなく、それぞれの環境におけるすべてのアクティビティおよびコンテンツのコンプライアンスを確保し、ア

クセスと管理が可能な状態にしておくことができます。 

また、組織は Compliance Guardian によって、規制、法令、または組織固有の要件の順守を徹底させ、機密

データへのアクセスを管理・監視することができます。  

さらに、Compliance Guardian を AvePoint の他のコンプライアンス ソリューションと連携させれば、「ヒート マッ

プ」、すなわち、ドキュメントをめぐる詳細な動きや背景 (例えば、いつからそのドキュメントが存在しているのか、誰が

書いたのか、今までにどのくらいの回数アクセスされたのか、誰がそのドキュメントにアクセスできるのか、実際に誰がアク

セスしているのか、など) を知ることができます。このように Compliance Guardian を活用すれば、組織のリスクを

回避し、低減するための対策を講じることができます。 

また、コンプライアンスに関わるリスクを特定・分類して対策を講じ、こうした情報を容易に理解できる形で多くの利害

関係者に提示できれば、組織はコンプライアンスのフレームワークをより効果的に構築し、維持することができます。 
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補完製品 

Compliance Guardian の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。Compliance Guardian は、DocAve 監査マネージャー レポートと共に使用することをお勧めします。DocA

ve 監査マネージャー レポートは、DocAve 6 レポート ポイントのコンプライアンス レポート配下で使用可能です。 
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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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画面読み上げソフトウェアのアクセシビリティ情報 

Job Access with Speech (JAWS) または NonVisual Desktop Access (NVDA) を使用して Microsof

t Silverlight を読む場合、事前に以下の要件を満たしていることを確認してください。 

1. JAWS は、既定では ActiveX コントロールを読みません。JAWS が Silverlight を読めるようにするため

には、以下のテキストを FsDomSrv.ini ファイルに追加して、JAWS を再起動する必要があります。 

以下のテキストを FsDomSrv.ini ファイルに追加します。 

[MS Silverlight Embedded in Internet Explorer using OBJECT Tag with type] 

DLLName=SDomNodeMSAA 

; TagNameMatch | ParamAndValueMatch 

MappingFlags=96 

Param=application/x-silverlight-2 

TagName=OBJECT 

StartString=Silverlight application start 

EndString=Silverlight application end 

ImplementationFlags=7 

InteractionModeFlags=3 

また、Silverlight アプリケーション (Compliance Guardian インターフェイス) を含むページを読み込ん

だ後に、Ins + Z キーを押して、仮想カーソルを無効にする必要があります。 

2. NVDA スクリーン リーダーについては、以下の手順に従って、NVDA が Silverlight を読めるようにしてく

ださい。 

Silverlight アプリケーション (Compliance Guardian インターフェイス) を含むページを読み込んだ後

に、Ins + Space キーを押して NVDA の 仮想バッファ パススルー を有効にする必要があります。  
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インストールする前の準備 

Compliance Guardian をインストールする前に、次のセクションの前提条件を確認してください。 

Compliance Guardian で使用するポート 

インストールを行う前に、Compliance Guardian マネージャーおよびエージェントに必要なポートに、該当するマシ

ンにインストールされているファイアウォール ソフトウェアからアクセスできることを確認してください。例えば、Complian

ce Guardian をインストールしたサーバー上で Windows ファイアウォール が有効になっている場合、14400 ポ

ートおよび 14404 ポートが該当サーバーの 受信ルール で許可されていることを確認してください。 

*注意: 同じサーバー上に複数の Compliance Guardian サービスがインストールされている場合、必要なすべて

のポートを該当サーバー上で有効化しておく必要があります。 

1. Compliance Guardian タイマー サービス がインストールされているサーバーにリモート接続します。 

2. [スタート] > [管理ツール] > [セキュリティが強化された Windows ファイアウォール] の順に進みま

す。 

3. セキュリティが強化された Windows ファイアウォール 配下の [受信の規則] を選択して、[新しい規

則] を選択します。 

4. 規則の種類 画面で、ポート を選択して Compliance Guardian タイマー サービス に使用されるポ

ートの受信ルールを構成し、[次へ] を選択します。 

5. プロトコルおよびポート 画面で TCP に適用する規則を選択し、特定のローカル ポート オプションを選

択します。テキスト ボックスに 14400 と入力し、[次へ] を選択します。 

6. 操作 画面で、接続を許可する を選択し、ポート 14400 への接続を許可し、[次へ] を選択します。 

*注意: ポート番号は、お使いの環境に Compliance Guardian がインストールされた際に構成された

設定により異なることがあります。  

7. プロファイル 画面で、既定の選択 (3 件のオプションが選択されている状態) を変えずに、[次へ] を選択

します。 

8. 名前 画面で、作成する受信の規則の 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 



 

16  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

9. [完了] を選択すると、受信ルールが作成されます。  

10. Compliance Guardian エージェントがインストールされており、Windows ファイアウォール が有効に

なっている他のすべてのサーバーで、同じ手順を繰り返します。Compliance Guardian エージェントが使

用するポートは、14404 です。 
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Compliance Guardian マネージャーのシステム要件 

Compliance Guardian マネージャーは、Compliance Guardian タイマー サービス (コントロール サービス) と

呼ばれるサービスから構成されます。このサービスは、お使いの Compliance Guardian エージェントと同じサーバ

ー上、または別のサーバーで実行することも可能です。Compliance Guardian マネージャーの詳細については、C

ompliance Guardian マネージャーのインストール を参照してください。 

Compliance Guardian マネージャーおよび Compliance Guardian エージェントを同一サーバーにインストー

ルすることは可能ですが、推奨されません。最適なパフォーマンスを保つため、マネージャー サービスを 1 件のサーバ

ーにインストールし、エージェント サーバーには必要なエージェントのみをインストールすることが推奨されます。 

Compliance Guardian コントロール サービスのシステム要件については、コントロール サービス インストールのシ

ステム要件 を参照してください。 

インシデントの関連機能 (インシデントの開始、インシデントの解決など) が正常に動作することを確保するため、Co

mpliance Guardian マネージャーが存在するサーバー上で Windows Identity Foundation 3.5 機能

をインストールする必要があります。 

Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 の場合、インストール ファイル Windows Id

entity Foundation (KB974405) をダウンロードしてインストールします。 

Windows Server 2012 または Windows Server 2012 R2 の場合、以下の手順に従って機能をインストー

ルします。 

 サーバー マネージャーを開き、サーバー マネージャー ウィンドウの画面右上にある [管理] ボタンを選択しま

す。 

 ドロップダウン リストから 役割と機能の追加 を選択すると、役割と機能の追加ウィザード ウィンドウが表示

されます。 

 サーバーの役割 手順に移動して、Windows Identity Foundation 3.5 の隣にあるチェックボック

スを選択します。  

 [次へ] を選択します。[インストール] を選択すると、機能をインストールします。 
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コントロール サービス インストールのシステム要件 

ルール 要件 

オペレーション システム エデ

ィション:  

Windows Server 200

8、  

Windows Server 200

8 R2、  

Windows 7、 

Windows Server 201

2､ 

Windows Server 201

2 R2 

合計物理メモリ 必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework バー

ジョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上 

(.NET Framework 4.0 を除く) 

.NET Framework 機能 WCF アクティブ化、HTTP アクティブ化、および非 

HTTP アクティブ化を含む Windows の機能がイ

ンストールされている必要があります。 

Net.Tcp ポート共有サー

ビス 

Net.Tcp ポート共有サービスの開始 

Windows プロセス アクテ

ィブ化サービス 

 Windows プロセス アクティブ化サービスの

開始 

 プロセス モデル、.NET 環境、および構成 A

PI がインストールされている必要あり 

World Wide Web 発行

サービス 

World Wide Web 発行サービスの開始 

Web サーバー (IIS) ロー

ル 

以下の Windows 機能がインストールされている

必要があります:  

 Web サーバー 

 HTTP 基本機能 (静的コンテンツ、既定ド

キュメント) 

 アプリケーション開発 (ASP.NET、.NET 拡

張性、ISAPI 拡張、ISAPI フィルター) 

 管理ツール (IIS 管理コンソール、IIS 6 管

理互換性、IIS 6 メタベース互換性) 

オペレーション システム エデ

ィション:  

Windows Server 200

3、  

合計物理メモリ  必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework バー

ジョン 

.NET Framework 3.5 SP1 以上 

(.NET Framework 4.0 を除く) 
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ルール 要件 

Windows Server 200

3 R2 

 

Net.Tcp ポート共有サー

ビス 

Net.Tcp ポート共有サービスの開始 

World Wide Web 発行

サービス 

World Wide Web 発行サービスの開始 

ASP.NET ASP .Net 2.0.50727 以上 

アプリケーション サーバー  ネットワーク COM+ アクセスが有効化済み 

 インターネット インフォメーション サービス (II

S) が開始されており、以下の機能がインスト

ールされている: 共通ファイル、IIS マネージ

ャー、World Wide Web サービス 

IIS サービス IIS 管理サービスの開始 

IIS バージョンが 6.0 以上 

HTTP SSL HTTP SSL サービスの開始 
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必要なアプリケーション プール設定 

Compliance Guardian コントロール サービスのインストールには、次のアプリケーション プール設定が必要となりま

す。新しいアプリケーション プールの作成を選択すると、Compliance Guardian はこれらの設定を自動的に構成

します。既存のアプリケーション プールの使用を選択する場合、以下の表に従ってアプリケーション プールを構成する

必要があります。 

IIS バー

ジョン 
IIS 設定 値 注意 

IIS7 

詳細設定 > 全体設定 > .

NET Framework バージョン 

v2.0 / v4.0 マネージ コードなし はサポートされていません。  

詳細設定 > 全体設定 > 3

2 ビット アプリケーションの有効

化 

False Compliance Guardian では 64 ビットのサ

ード パーティ dll を読み込む必要があるため、F

alse に設定する必要があります。 

詳細設定 > 全体設定 > マ

ネージ パイプライン モード 

Integrated 

/ Classic 

Classic と .NET Framework v4.0 との

併用はサポートされていません。 

プロセス モデル > ユーザー プ

ロファイルの読み込み 

True True は Compliance Guardian SSO で

必要となります。False はサポートされていませ

ん。 

詳細設定 > 全体設定 > 

自動的に開始 

True / Fals

e 

値を False に設定するとアプリケーション プール

を手動で起動する必要があるため、True に設

定することを強く推奨します。 

 

必要なアプリケーション プールのアカウント権限 

アプリケーション プール アカウントは次のローカル システム権限を持っている必要があります。選択したアプリケーション 

プール アカウントには、Compliance Guardian マネージャーのインストール中に、次のグループおよびフォルダーへ

のフル コントロール権限が自動的に付与されます。 

 IIS_WPG (IIS6.0 の場合)、または IIS_IUSRS (IIS7 の場合) 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\ComplianceGuardian4 へのフル 

コントロール 

 Compliance Guardian マネージャー フォルダーへのフル コントロール  
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 Performance Monitor Users グループのメンバー 

 Compliance Guardian 証明書の秘密鍵へのフル コントロール 

 C:\WINDOWS\Temp (Windows 2003 環境の場合のみ) に対するフル コントロール (ま

たは読み取り、書き込み、変更、削除) 

ローカルの Administrators グループにアプリケーション プール アカウントを追加し、必要な権限を追加することも

できます。 

アプリケーション プール アカウントで AvePoint Yammer コネクタ Web パーツを使用する場合は、次の権限が必

要となります。 

 Compliance Guardian エージェント フォルダーへのフル コントロール 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\ComplianceGuardian4 へのフル 

コントロール 

SQL Server 権限 

アプリケーション プール アカウントは、すべてのデータベースに対する db_owner、およびデータベース作成用の db

creator データベース ロールを持っている必要があります。 

アプリケーション プール アカウントは、Compliance Guardian コントロール サービス データベース、各データ ソース

に使用するレポート データベース、インシデント管理センター データベースおよびその他の Compliance Guardian 

データベースに対する読み取り、書き込み権限を持っている必要があります。 

Compliance Guardian ワークフロー プール アカウントは、Compliance Guardian コントロール サービス デー

タベース、各データ ソースに使用するレポート データベース、インシデント管理センター データベースおよびその他の C

ompliance Guardian データベースに対する読み取り、書き込み権限を持っている必要があります。 

Compliance Guardian エージェントのシステム要件 

Compliance Guardian エージェントには、Compliance Guardian エージェント サービスという名前のサービス

が存在します。Compliance Guardian エージェントは、Compliance Guardian マネージャーのコントロール サ

ービスから取得するコマンドに従って SharePoint と通信します。複数のエージェントをセットアップすると、複数のファ

ームに異なるアカウントを使用することができるため、冗長性と大規模環境向けのスケーラビリティが実現します。Co

mpliance Guardian エージェントは、マシンの役割や使用する Compliance Guardian モジュールおよび機能
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に応じて、異なるマシンにインストールすることが可能です。Compliance Guardian エージェントをインストールする

場所の詳細については Compliance Guardian エージェントのインストール場所 を参照してください。 

*注意: Compliance Guardian では、iFilter で 2003 またはそれ以前の Microsoft Office ファイルをスキャ

ンすることが可能です。古いバージョンの Compliance Guardian を使用しているか、古いバージョンの Complia

nce Guardian から Compliance Guardian 3 SP3 に更新した場合、Microsoft Office ファイルをスキャン

するには、互換機能パック および 更新パック をダウンロードする必要があります (ファイルのアクセシビリティ属性を保

持できます)。iFilter ではなく、互換機能パックのインストールを通じてこれらのファイルをスキャンする場合は、Word

/Excel/PowerPoint 用 Microsoft Office 互換機能パック および Microsoft Office 互換機能パック Servi

ce Pack 3 (SP3) をインストールして、構成ファイル ContentComplianceConfig.xml (...\Complianc

e Guardian 4\Agent\Bin 配下に存在する) 内の OfficeFileMapping ノード配下で次のノードを追加し

ます。 

<NeedConvert> 

       <Extension>.xls</Extension> 

 </NeedConvert> 

 

図1: NeedConvert ノード 

Extension 属性の値は、互換機能パックでスキャンするファイルの拡張子です。 

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2687447
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=42229
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=3
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=3
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=27836
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=27836
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エージェント アカウントの要件 

Compliance Guardian エージェントに指定したエージェント アカウントは次の権限を持っていることを確認してくだ

さい。 

ローカル システム権限 

Compliance Guardian エージェントのインストール中に、エージェント アカウントは次のグループおよびフォ

ルダーへのフル コントロール権限を持っています。 

*注意: ソリューション マネージャーでエージェント アカウントを使用して Compliance Guardian ソリュー

ションをインストールする場合、エージェント アカウントには、ローカル管理者 権限が必要です。 

 IIS_WPG (IIS6.0 の場合) または IIS_IUSRS (IIS7 の場合) 

 Performance Monitor Users 

 Compliance Guardian Users (Compliance Guardian 上でグループが自動的に作成さ

れ、次の権限を持ちます): 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\ComplianceGuardian4 

レジストリへのフル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\eventl

og レジストリへのフル コントロール 

o 通信証明書へのフル コントロール  

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

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

で確認可能) 

o Compliance Guardian エージェント インストール ディレクトリのフル コントロール権限 

SQL Server 権限 

エージェント アカウントは、コンテンツ データベース、SharePoint 構成データベース、全体管理データベースを含めた 

SharePoint に関連するすべてのデータベース、および Compliance Guardian データベースに対する db_ow

ner データベース ロールを持っている必要があります。 
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エージェント アカウントは SQL Server への dbcreator および securityadmin データベース ロール、Comp

liance Guardian データベースの新規作成用の dbcreator データベースロールを持っている必要があります。 

SharePoint のスキャンに必要な権限 

SharePoint コンテンツをスキャンするためには、エージェント アカウントは次の権限要件を満たす必要があります。 

 Farｍ Administrators グループのメンバー  

 Web アプリケーションのユーザー ポリシー経由でのすべての Web アプリケーションのすべての領域

へのフル コントロール権限  

 User Profile Service:  

o ユーザーの個人用機能  

o 個人用サイトの作成  

o ソーシャル機能の使用  

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者  

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

SharePoint 2007 用 SharePoint 権限 

 Farｍ Administrators グループのメンバー 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシー経由でのすべての Web アプリケーションのすべての領域

へのフル コントロール権限  

 共有サービスのユーザー プロファイルの管理権限 

SharePoint 2010 用 SharePoint 権限 

 Farｍ Administrators グループのメンバー 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシー経由でのすべての Web アプリケーションのすべての領域

へのフル コントロール権限  

 User Profile Service アプリケーション権限:  

o 権限 > User Profile Service アプリケーションの接続権限: フル コントロール 
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o 管理者 > User Profile Service アプリケーションの管理者: プロファイルの管理 

o 管理者 > User Profile Service アプリケーションの管理者: ソーシャル データの管理 

o 個人用機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

SharePoint 2013 用 SharePoint 権限 

 Farｍ Administrators グループのメンバー 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシー経由でのすべての Web アプリケーションのすべての領域

へのフル コントロール権限  

 User Profile Service アプリケーション権限:  

o 権限 > User Profile Service Application の接続権限: フル コントロール 

o 管理者 > User Profile Service Application の管理者: プロファイルの管理 

o 管理者 > User Profile Service Application の管理者: ソーシャル データの管理 

o 個人用機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

SharePoint Online 

 標準スキャンの場合  

o 対象サイト コレクションのサイト コレクションの管理者 

 スキャン モードの場合  
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o 全体管理者ロール、かつユーザーが有効な SharePoint Online ライセンスを適用する

必要あり 

Lync コンテンツのスキャンに必要な権限 

Lync コンテンツをスキャンするためには、エージェント アカウントは次の権限要件を満たす必要があります。 

 ローカル システム権限 

o Compliance Guardian ユーザーは、レジストリ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOF

TWARE\Microsoft\Real-Time Communications\{A593FD00-64F1-428

8-A6F4-E699ED9DCA35} に対して 読み取り 権限を持っている必要があります。 

 PowerShell 権限 

o エージェント アカウントは Domain Users または RTCUniversalServerAdmins グ

ループのメンバーである必要があります。PowerShell コマンドレットGet-CsSite、Get-

CsPool、Get-CsManagementStoreReplicationStatus は RTCUniversalSer

verAdmins の権限が必要です。  

 データベース権限 

o Lync に関連するすべてのデータベース (LcsLog と LcsCDR を含む) の db_own

er データベース ロール 

o Compliance Guardian アーカイブ データベース (既存のデータベースの場合は db_

owner、新しいデータベースの場合は db_creator) 

o Compliance Guardian レポート データベース (既存のデータベースの場合は db_o

wner、新しいデータベースの場合は db_creator) 

 Lync ファイルシェア フォルダー権限 

o ポロジーで添付ファイルの保存に定義された ファイル ストア への 読み取り 以上の権限 

 ドメイン権限 

o 既定のグループ ポリシー配下の Domain Users グループのメンバー 

Oracle データベースのスキャンに必要な権限 

Oracle データベースをスキャンするためには、データベースへの接続を作成するユーザーが次の権限要件を満たす必

要があります。 
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 セッションの作成 権限 

 スキャンする表への 選択 権限 

 獲得した表への 選択 権限 

 配布 CDC を使用する場合、リモート オブジェクトへの 選択 権限 

 スキャンしようとする表に BFILE 列が存在する場合、BFILE 表は 1 件以上のディレクトリを使

用します。ユーザーはこれらのディレクトリに対して 読み取り 権限を持っている必要があります。 

 次のオブジェクトへの 選択 権限:  

o CHANGE_TABLES (sys で認証する必要あり) 

o CHANGE_SETS (sys で認証する必要あり) 

o CHANGE_SOURCES (sys で認証する必要あり) 

o ALL_USERS 

o ALL_CONSTRAINTS 

o ALL_CONS_COLUMNS 

o ALL_DB_LINKS 

o ALL_TAB_COLUMNS 

o ALL_INDEXES 

o ALL_IND_COLUMNS 

o ALL_TABLES 

o ALL_TYPES 

o ALL_COLL_TYPES 

o ALL_TYPE_ATTRS 

o v$Instance 

o v$database 

o v$services 

 すべてのタイプ に対して 実行 権限を持っています。 

Oracle ネットワーク エイリアスを使用してデータベースへ接続するためには、エージェント アカウントが次のファイルに

対して 読み取り 権限を持っていることを確認してください。 



 

28  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 %ORACLE_HOME%\network\admin\listener.ora 

 %ORACLE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora 

 %ORACLE_HOME%\network\admin\sqlnet.ora 

*注意: %ORACLE_HOME% はお使いの ORACLE_HOME 環境を意味します。 

*注意: Oracle データベースに接続するには、Compliance Guardian エージェントが存在するマシン上で ODP.

NET_Managed ファイルをインストールする必要があります。 

SQL データベースのスキャンに必要な権限 

データベースへの接続の作成中に Windows 認証 または SQL 認証 を使用している場合、エージェント アカウン

トまたは接続を作成するユーザーは次の権限要件を満たす必要があります。 

 データベース レベルのロールはスキャンするデータベースの db_datareader であり、サーバー レ

ベルのロールは Public です。 

 表の列への 選択 権限 

 獲得した表への 選択 権限  

 次の機能または手順への 実行 権限:  

o 手順: sys.sp_cdc_help_change_data_capture 

o 手順: sys.sp_cdc_get_captured_columns 

o 機能: SERVERPROPERTY 

o 機能: COLLATIONPROPERTY 

o 機能: DATEDIFF 

o 機能: DATEADD 

o 機能: sys.fn_cdc_map_time_to_lsn 

o 機能: SQL_VARIANT_PROPERTY 

o 機能: GET_FILESTREAM_TRANSACTION_CONTEXT() 

o 機能: [FileStreamColumn].PathName() 

 次のシステム ビューに対する 選択 権限:  

o sys.databases 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/topics/dotnet/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/topics/dotnet/downloads/index.html
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o sys.columns 

o sys.identity_columns 

o sys.indexes 

o sys.index_columns 

o sys.foreign_key_columns 

o sys.foreign_keys 

o sys.schemas 

o sys.tables 

o sys.types 

Compliance Guardian エージェントのインストール場

所 

Compliance Guardian エージェントをインストールして、製品のすべての機能と構成を使用できるようにするため

には、以下の要件を満たす必要があります。 

 インストールされたすべての Compliance Guardian エージェントには、使用するモジュールに応

じた適切なライセンスが必要です。 

 コンプライアンス スキャナーを使用するには、Compliance Guardian エージェントを、少なくとも 

1 台のフロントエンド Web サーバーにインストールする必要があります。 

 スケジュール スキャナーを使用するには、Compliance Guardian エージェントを、少なくとも 1 

台のフロントエンド Web サーバーにインストールする必要があります。 

 リアルタイム スキャナーを使用するには、Compliance Guardian エージェントを、少なくとも 1 

台のフロントエンド Web サーバーにインストールする必要があります。 
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エージェント サービス インストールのシステム要件 

ルール 要件 

オペレーション システム エデ

ィション:  

Windows Server 200

3、  

Windows Server 200

3 R2、 

Windows Server 200

8、 

Windows Server 200

8 R2、 

Windows Server 201

2 

Windows Server 201

2 R2 

合計物理メモリ 必須: 512MB 以上 

推奨: 2GB 

空きディスク容量 必須: 1GB 以上 

.NET Framework バージョン .NET Framework 3.5 SP1 以上 

(.NET Framework 4.0 を除く) 

.NET Framework 機能 

(Windows Server 200

8、 

Windows Server 2008 

R2 および Windows Serv

er 2012 環境) 

HTTP アクティブ化、および非 HTTP アクティ

ブ化を含む Windows の機能がインストール

されている必要があります。 

Net.Tcp ポート共有サービス Net.Tcp ポート共有サービスの開始 

SharePoint バージョン  SharePoint Server 2007、SharePoint 

Server 2010 または SharePoint 2013  

がインストールされています。 

Compliance Guardian データベースの SQL Server 要

件 

データベース SQL Server エディション 

コントロール データベース  Microsoft SQL Server 2005 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Microsoft SQL Server 2012 

 Microsoft SQL Server 2014 

レポート データベース 
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Compliance Guardian エージェントの SharePoint 環境

要件 

Compliance Guardian エージェントは、以下の SharePoint 環境にインストールして使用することができます。 

 Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2 

 Windows SharePoint Services 3.0 SP2 

 Microsoft SharePoint Server 2010 SP1 

 Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1 

 Microsoft SharePoint Server 2010 RTM 

 Microsoft SharePoint Foundation 2010 RTM 

 Microsoft SharePoint Server 2013 SP1 

 Microsoft SharePoint Foundation 2013 SP1 

 Microsoft SharePoint Server 2013 RTM 

 Microsoft SharePoint Foundation 2013 RTM 

Compliance Guardian マネージャーとエージェント サ

ービスの概要 

Compliance Guardian マネージャーおよびエージェント サービスを含むすべてのサービスが正しくインストールされ

ると、Compliance Guardian 製品を通じて SharePoint データのコンプライアンス管理を実行することができるよ

うになります。 

コントロール サービスは、Compliance Guardian マネージャーからの要求を受信すると、エージェント サービスへ要

求を送信します。エージェント サービスは SharePoint からデータを取得し、コントロール サービスへ送信します。デ

ータはコントロール サービスによって分析されます。不適切な SharePoint コンテンツに対して Compliance Guar

dian が何らかの操作を行う場合、その操作を実行するのはエージェントサービスとなります。エージェント サービスを

使用して、レポート データベースからコンプライアンス レポートをエクスポートすることもできます。 
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Compliance Guardian のインストール 

本セクションでは、Compliance Guardian のインストール ウィザードを使用してインストールを実行する手順を説

明します。インストールを正常に完了するには、ローカル管理者のアカウントでインストール ウィザードを実行する必要

があります。 

*注意: 以下の順序で Compliance Guardian をインストールします。 

1. マネージャー インストール ウィザードを使用して、Compliance Guardian マネージャーをインストールしま

す。 

2. エージェント インストール ウィザードを使用して、Compliance Guardian エージェントをインストールしま

す。 

3. Compliance Guardian にログインし、マネージャーとエージェントが問題なく通信可能であることを確認し

ます。 

Compliance Guardian マネージャー 

Compliance Guardian マネージャーのインストールを開始する前に、システム要件を満たしていることを確認してく

ださい。詳細については、コントロール サービス インストールのシステム要件 を参照してください。 

*注意: Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2 を実行しているサーバーでマネージャー イン

ストール ウィザードを実行する場合、ルールのスキャン中に Windows コンポーネントの追加または削除処理が実

行されていないことを確認してください。実行されている場合、スキャン結果に影響を与える可能性があります。 

*注意: Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2 / Windows 7 を実行しているサーバー上

でマネージャー インストール ウィザードを実行する場合、ルールのスキャン中にサーバー マネージャーによる Window

s 機能の追加または削除処理が実行されていないことを確認してください。実行されている場合、スキャン結果に影

響を与える可能性があります。 

Compliance Guardian マネージャーのインストール 

Compliance Guardian マネージャーをインストールするには、以下の手順に従ってください。 
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1. マネージャー ZIP ファイルをダウンロードするには、デモ バージョンをダウンロード するか、弊社営業担当まで

お問い合わせの上、パッケージ リンクをリクエストしてください。 

2. パッケージを解凍し、Compliance Guardian マネージャー ディレクトリを開きます。Setup.exe ファイル

を実行します。 

3. ようこそ画面が表示されたら、[次へ] を選択します。 

4. 使用者名 と 会社 を該当するフィールドに入力します。[次へ] を選択します。 

5. Compliance Guardian ソフトウェア ライセンス契約の内容を十分にご確認ください。契約内容の確認

後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します チェックボックスをオンにして [次へ] を選択します。 

6. [参照] を選択してマネージャーのインストール場所を選択します。既定では、インストール場所は C:\Pro

gram Files\AvePoint に設定されています。[次へ] を選択します。 

7. インストールする Compliance Guardian マネージャー サービスを選択します。インストールできるサービス

は 1 つのみです。 

コントロール サービス – Compliance Guardian でのすべての操作を管理し、Web ベースの Compli

ance Guardian プラットフォームを実現し、ユーザーとソフトウェアとのやり取りを可能にします。エージェント

はすべてコントロール サービスを介してマネージャーと通信するため、すべてのエージェント マシンがコントロー

ル サービスをインストールするマシンにアクセスできる必要があります。 

[次へ] を選択します。 

8. Compliance Guardian は、環境に対して簡単なプレスキャンを実行し、すべてのルールが要件を満たし

ていることを確認します。各ルールの状態は 状態 列に一覧表示されます。それぞれの状態のハイパーリンク

を選択すると、スキャン結果に関する詳細情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。[詳細]を選択する

と、要件の詳細情報をすべて表示することができます。 

プレスキャンに失敗したルールがあった場合は、お使いの環境を更新して要件を満たしてから、[再スキャン] 

ボタンを選択してお使いの環境を再度確認してください。すべてのルールが合格状態となったら、[次へ] を

選択します。  

9. コントロール サービス構成を設定します。 

 コントロール サービス アドレス – 現在のマシンのホスト名または IP アドレスを指定します。コント

ロール サービスは内部の構成データ、ユーザー アクセス制御、スケジュール、ジョブ モニターなどを

管理します。 

 IIS Web サイト設定 – コントロール サービスに関する IIS Web サイトの設定を構成します。

既存の IIS Web サイトを使用するか、または新しい IIS Web サイトを作成するかを選択するこ

http://www.avepoint.co.jp/download/
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とができます。IIS Web サイトは、Compliance Guardian マネージャーへアクセスする際に使

用されます。 

o 既存の IIS Web サイトを使用する – ドロップダウン リストから既存の IIS Web サイ

トを選択します。必要に応じて、Compliance Guardian コントロール サービスへのアク

セスに使用する Web サイト ポート を調整することができます。 

o 新しい IIS Web サイトを作成する – Web サイト名を入力して、コントロール サービ

ス用に新しい IIS Web サイトを作成します。Compliance Guardian コントロール サ

ービスへのアクセスに使用する既定の Web サイト ポート は 14400 です。既知のポー

ト番号と競合しない限り、ポート番号を変更する必要はありません。 

o Web サイト ポート – コントロール サービスの通信ポートです。既定のポート番号は 14

400 です。 

 アプリケーション プール設定 – 該当の Web サイトの IIS アプリケーション プール設定を構成し

ます。既存のアプリケーション プールを使用するか、新しいアプリケーション プールを作成するかを選

択することができます。アプリケーション プールは該当の Web サイトに送信された要求を処理する

ために使用されます。ここでは、以下の設定を構成することができます。 

o 既存アプリケーション プールの使用 (推奨されません) – ドロップダウン リストから既存

のアプリケーション プールを選択します。既存のアプリケーション プールを選択すると、アプリ

ケーション プール アカウントの設定がグレーアウトされ、変更できなくなります。 

o 新しいアプリケーション プールの作成 – アプリケーション プール名とアプリケーション プー

ル アカウント設定を入力して、該当する Web サイトの新しい IIS アプリケーション プー

ルを作成します。既定では、新しいアプリケーション プール名は ComplianceGuardi

an4 です。  

[次へ] を選択して、コントロール サービスのデータベース設定の構成を続行します。 

10. この画面では、データベース タイプ ドロップダウン メニューの MS SQL が選択されています。以下の MS 

SQL データベースの情報を構成します。 

 データベース サーバー – MS SQL サーバー名を入力します。 

 コントロール サービス データベース名 – コントロール サービスのデータベース名を入力します。デ

ータベースが存在しない場合、指定した MS SQL サーバーにデータベースが作成されます。 

 データベース証明書 – このコントロール サービス データベースの資格情報を選択します。 

o Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID を Windows に確認させたい場

合に、この方法を使用します。指定したアカウントは、コントロール サービス データベースを
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作成する場所となる SQL Server マシンにアクセスできる権限を持っている必要がありま

す。 

o SQL 認証 – 入力されたアカウントおよびパスワードに従って、SQL Server が直接ユー

ザー ID を確認します。指定したアカウントは、既存の Compliance Guardian コント

ロール データベースの DBOwner、または新しく作成された Compliance Guardian 

コントロール データベースの DBCreator 権限を持っている必要があります。 

 パスフレーズ設定 – Compliance Guardian マネージャーのデータを保護するために使用する

パスフレーズを入力します。パスフレーズの文字を表示する を選択すると、入力したパスフレーズ

文字が表示されます。 

 詳細データベース設定 – SQL Server のデータベース ミラーリングと併用するフェールオーバー S

QL Server および Compliance Guardian コントロール データベースを関連付けます。 

[次へ] を選択します。 

11. 詳細構成 を設定します。 

 SSL 証明書 – 情報の暗号化および Compliance Guardian 認証の方法を指定します。 

o Built-in 証明書 – Compliance Guardian によって提供された証明書を使用しま

す。その他の構成は必要ありません。 

o ユーザー定義の証明書 – このオプションを有効にすると、ローカル マシンから証明書を選

択することができます。現在のマシンの証明書認証サーバーを使用して、証明書が有効

かどうかを確認します。証明書フィルターの実行後、有効な証明書のみが表示されます。 

[次へ] を選択します。 

12. Compliance Guardian マネージャーのインストール準備が完了しました ページに、前の手順に構

成した情報がすべて一覧表示されます。[インストール] を選択してインストールを開始します。[戻る] を

選択すると、前の設定に戻って変更します。[キャンセル] を選択すると、すべての構成を破棄してインストー

ル ウィザードを終了します。 

13. マネージャー インストールが完了すると、Compliance Guardian マネージャーのデータを保護するために

指定したマネージャー パスフレーズが、インストール完了 ページに表示されます。エージェントのインストール

中にパスフレーズを入力する必要があるため、パスフレーズを保管しておいてください。 

インストールが終了したら、[完了] を選択し、インストール ウィザードを終了します。 
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Compliance Guardian エージェント 

Compliance Guardian エージェントのインストールを開始する前に、システム要件を満たしていることを確認してく

ださい。詳細については、エージェント サービス インストールのシステム要件 を参照してください。  

Compliance Guardian エージェントをインストールする前に、Compliance Guardian マネージャー サービスが

開始していることを確認してください。 

Compliance Guardian エージェントのインストール 

マネージャー サービスを開始した後、以下の手順に従って、Compliance Guardian エージェントをインストールし

てください。 

1. エージェント ZIP ファイルをダウンロードするには、デモ バージョンをダウンロード するか、弊社営業担当まで

お問い合わせの上、パッケージ リンクをリクエストしてください。 

2. パッケージを解凍し、Compliance Guardian エージェント ディレクトリを開きます。Setup.exe ファイル

をダブルクリックして実行します。 

3. ようこそ画面が表示されたら、[次へ] を選択します。 

4. 表示されているフィールドに 使用者名 と 会社 を入力し、[次へ] を選択します。 

5. Compliance Guardian ソフトウェア ライセンス契約の内容を十分にご確認ください。 

契約内容の確認後、[ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します] チェックボックスをオンにして [次

へ] を選択します。 

6. [参照] を選択してエージェントのインストール場所を選択します。既定では、インストール場所は C:\Pro

gram Files\AvePoint に設定されています。[次へ] を選択します。 

7. Compliance Guardian は、環境に対して簡単なプレスキャンを実行し、すべてのルールが要件を満たし

ていることを確認します。各ルールの状態は 状態 列に一覧表示されます。それぞれの状態のハイパーリンク

を選択すると、スキャン結果に関する詳細情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。 

8. [詳細] を選択すると、要件の詳細情報をすべて表示することができます。プレスキャンに失敗したルールが

ある場合、お使いの環境を更新して条件に適合させてください。  

http://www.avepoint.co.jp/download/
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9. [再スキャン] ボタンを選択してお使いの環境を再確認します。すべてのルールに合格した後、[次へ] を選

択します。 

10. 通信構成を設定します。 

 Compliance Guardian エージェント ホスト – 現在のサーバーのホスト名、IP アドレス、完

全修飾ドメイン名 (FQDN) のうち、いずれかを指定します。 

 Compliance Guardian エージェント ポート – ここで指定したポートはマネージャーまたは他

のエージェントとの通信に使用されます。既定のポート番号は 14404 です。 

 コントロール サービス ホスト – コントロール サービスがインストールされたマシンのホスト名または I

P アドレスです。 

*注意: 投稿のスキャンのために Yammer への接続と構成する場合は、コントロール サービスが

インストールされているマシンのホスト名を入力する必要があります。接続の構成の詳細について

は、Yammer 接続の作成 を参照してください。 

 コントロール サービス ポート – コントロール サービスとの通信に使用するポートです。マネージャー

構成の際に入力した情報と同一のものを指定する必要があります。既定のポート番号は 14400 

です。 

 SSL 証明書 – 指定した Compliance Guardian マネージャーの SSL 証明書を指定しま

す。 

[次へ] を選択します。  

11. エージェント構成を設定します。 

 エージェント認証 – Compliance Guardian マネージャーのインストール構成の際に指定したマ

ネージャー パスフレーズを入力します。パスフレーズを忘れた場合、Compliance Guardian 

> コントロール パネル > 全般設定 > セキュリティ情報 > パスフレーズの管理 の順に進む

と、パスフレーズを確認することができます。詳細については、セキュリティ情報の表示 を参照してく

ださい。パスフレーズの文字を表示する を選択すると、パスフレーズ文字が表示されます。 

 エージェント アカウント – エージェント アクティビティを実行するエージェント アカウントを指定しま

す。各 Compliance Guardian モジュールに必要な権限の詳細については、ユーザー ガイドで

該当モジュールのセクションを参照してください。Compliance Guardian 全製品について推奨さ

れるアカウント権限は、エージェント アカウントの要件 を参照してください。 

[次へ] を選択します。 
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12. Compliance Guardian エージェントのインストール準備が完了しました ページで、定義したカスタム

情報をレビューし、[インストール] を選択してインストールを開始します。[戻る] を選択すると、前の設定

に戻って変更します。[キャンセル] を選択すると、すべての構成を破棄してインストール ウィザードを終了し

ます。 

13. インストールが終了したら、[完了] を選択し、インストール ウィザードを終了します。 

これで、Compliance Guardian のインストールと構成が終了しました。製品のインストールの完了後、レポート デ

ータを保存するために必要なレポート データベースの構成を始めることができます。  

Compliance Guardian インターフェイスへのアクセス 

Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 環境内の Compliance Guardian インターフェイスへのアク

セスに対応するブラウザーおよびそれぞれ必要な Silverlight バージョンは以下のとおりです。 

ルール 要件 

Silverlight のバージョン 5.0 以上 

Internet Explorer IE 7 以上 

Google Chrome 19.0.1084.52 

Mozilla Firefox 14.0.1 

Internet Explorer のセットアップ 

Microsoft Internet Explorer (IE) を使用して Compliance Guardian に初めてアクセスする場合、特定の

初期設定を構成する必要があります。Compliance Guardian コントロール サービスをインストールするマシンの 

[スタート] メニューから、Compliance Guardian サーバー アプリケーションを実行し、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. IE を使って Compliance Guardian にアクセスすると、ブラウザーにセキュリティ証明書の確認が表示さ

れます。赤いアイコンで表示される [このサイトの閲覧を続行する] オプションを選択します。 
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 図2: セキュリティ証明書の確認 

2. アドレス バーの隣の [証明書のエラー] ボタンを選択します。 

 

 図3: 証明書のエラー ボタン 

3. 表示されるポップアップ ウィンドウの [証明書の表示] を選択すると、証明書 ウィンドウが表示されます。 

 

 図4: 証明書の表示リンク 
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4. [証明書のインストール...] ボタンを選択して、Compliance Guardian 証明書をインストールします。こ

の証明書の名前は、Compliance Guardian コントロール サービスのインストール先サーバーのホスト名

と同じです。 

 

 図5: 証明書のインストール ボタン 

5. [次へ] を選択して証明書をインストールします。 
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6. 証明書をすべて次のストアに配置する オプションを選択し、[参照] を選択して 信頼されたルート証明機

関 フォルダーを参照します。[OK] を選択して選択を確認し、[次へ] を選択します。 

 

 図6: 証明書のインポート ウィザード  

7. [完了] を選択すると、証明書のインポートを完了します。 

8. 表示される確認ウィンドウで [OK] を選択し、成功したインポートを確認します。 

9. 確認ウィンドウで [ポップアップを一時的に許可] または [このサイトのポップアップを常に許可] を選択し

ます。  

 

 図7: ポップアップを許可する方法の選択 

この設定の完了後、Internet Explorer から Compliance Guardian にログインすることができます。 
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Compliance Guardian へのログイン 

Compliance Guardian インターフェイスには、Compliance Guardian マネージャーと同じネットワーク内の W

eb ブラウザーでアクセスすることができます。サポートされている Web ブラウザーについては、Compliance Guardi

an インターフェイスへのアクセス を参照してください。Compliance Guardian コントロール サービスの IP / ホスト

名およびコントロール サービス ポートを使用してインターフェイスに接続します。 

1. Internet Explorer の新しいウィンドウを開き、https://<マシン名>:14400 を入力します。<マシン

名> には、Compliance Guardian コントロール サービスを実行するマシンのホスト名または IP アドレス

を入力します。ポート番号が 14400 (既定) 以外のものに変更されている場合は、新しいポート番号を

入力します。 

*注意: Compliance Guardian コントロール サービスを実行しているマシンのホスト名にアンダーライン 

(_) が含まれている場合、対応するマシンの IP アドレスを使用して Compliance Guardian にアクセス

してください。 

2. Compliance Guardian のログイン画面がポップアップ表示されます。ログイン場所 のドロップダウン リス

トから ローカル システム を選択し、ログイン アカウント情報を入力します。 

 ログイン ID: admin 

 パスワード: admin 

3. [ログイン] を選択します。 

*注意: Compliance Guardian に初めてログインする場合、Compliance Guardian セキュリティ キ

ーをバックアップして保護することを強く推奨します。詳細については、セキュリティ情報の表示 を参照してくだ

さい。 

他の認証方式を併用して、Compliance Guardian にログインすることもできます。詳細については、認証マネー

ジャー を参照してください。 

Compliance Guardian でのキーボードの使用 

Compliance Guardian でキーボードを使用する方法については、次の表を参照してください。 
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キーボード キー 使用目的 

Tab 1 ページ内のすべての機能の間で切り替えを行います。 

Enter ボタンを選択します。 

スペース チェックボックス / ラジオ ボタン / ボタンを選択します。 

F2 テーブルのセル 1 つにフォーカスします。 

↑↓←→ リスト ボックス内のオプション、コンボ ボックス内のオプション、テーブルのセル

の間で切り替えを行います。 

 

Compliance Guardian マネージャーおよびエージェン

トのメンテナンス 

インストール後に Compliance Guardian マネージャー / エージェントの構成を編集する場合は、Compliance 

Guardian マネージャー / エージェント サーバーで、Windows の [スタート] メニューを開き、すべてのプログラム 

> AvePoint Compliance Guardian 4 の順に進みます。Compliance Guardian 4 マネージャー ツ

ール / Compliance Guardian 4 エージェント ツール フォルダー を開き、マネージャー構成ツール / エージ

ェント構成ツール を選択します。 

ツールの画面左側に表示されたアイテムを選択すると、該当する設定を変更することができます。 

詳細設定については、Compliance Guardian マネージャーのインストール および Compliance Guardian エ

ージェントのインストール を参照してください。 
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Compliance Guardian の更新 

Compliance Guardian を更新するには、以下の手順に従ってください。 

1. Compliance Guardian マネージャー > コントロール パネル > 更新マネージャー の順に移動しま

す。更新マネージャー インターフェイスが表示されます。 

2. リボン上で [更新の管理] を選択すると、更新の管理 インターフェイスが表示されます。 

3. [ダウンロード] を選択して Compliance Guardian 更新サーバーから選択した更新をダウンロードする

か、リボン上の [参照] を選択して、更新ファイルを Compliance Guardian マネージャーに読み込みま

す。 

4. インストールする更新を選択して、[インストール] を選択します。サーバーの選択 ポップアップ ウィンドウで

は、マネージャー タブに、すべての使用可能なマネージャー サービス、エージェント タブに、使用可能なすべ

てのエージェントが表示されています。 

5. マネージャー タブで、以下のすべてのマネージャーに更新をインストールする チェックボックスを選択して、マ

ネージャー サービスに更新をインストールします。  

6. エージェント タブで、該当のチェックボックスを選択して、エージェント サービスを更新するファームを選択しま

す。更新は選択したエージェントにインストールされます。 

7. リボンまたは画面右下の [インストール] を選択すると、IIS サービスを自動的に再起動するかどうかを確

認するメッセージが表示されます。 

8. [OK] を選択して IIS サービスを自動的に再起動するか、[キャンセル] を選択して後で IIS サービスを

手動で再起動します。進行状況を示す インストールの更新 ページが表示されます。インストールの完了

後、インストールの成功を表示するメッセージが表示されます。 

9. [完了] を選択します。 

Compliance Guardian の更新および IIS サービスの再起動の完了後、更新済みの Compliance 

Guardian バージョンでレポート データベースを継続して使用する場合は、レポート データベースを更新す

る必要があります。  

10. コントロール パネル> ソリューション マネージャー へ移動します。  

11. 後にメッセージ (現在のソリューション バージョンがエージェント バージョンよりも下です) が表示されるソ

リューションが存在する場合、ソリューションの前のチェックボックスを選択し、リボン上で [更新] を選択してソ

リューションを更新します。 
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Compliance Guardian のアンインストール 

本セクションでは、Compliance Guardian のアンインストール ウィザードを使用してアンインストールを実行する手

順を説明します。お使いの環境から Compliance Guardian をアンインストールする方法については、以下の説

明を参照してください。正常にアンインストールを完了するには、ローカル管理者としてアンインストール ウィザードを実

行する必要があります。 

Compliance Guardian マネージャーのアンインストー

ル 

Compliance Guardian マネージャーをアンインストールする前に、アンインストールするマネージャー サービスが他

のプロセスに使用されていないことを確認してください。Compliance Guardian マネージャーをアンインストールする

方法については、以下の説明を参照してください。 

*注意: アンインストールが実行中の場合はキャンセルできません。また、アンインストール インターフェイスを閉じること

もできません。  

1. Compliance Guardian マネージャー サーバーで、Windows の [スタート] メニューを開き、すべての

プログラム > AvePoint Compliance Guardian 4 の順に進みます。 

2. Compliance Guardian 4 マネージャー ツール フォルダーを開き、マネージャー アンインストール を

選択します。 

3. [削除] オプションを選択してから、[次へ] を選択します。 

4. Compliance Guardian マネージャーのアンインストール準備が完了しました ページで、[構成ファイ

ルを削除する] オプションを構成します。このオプションを選択すると、Compliance Guardian マネージャ

ー インストールによって生成されたフォルダーおよび構成ファイルがすべて削除されます。 

*注意: 構成ファイルを削除する オプションを選択するかどうかに関わらず、ログ フォルダーは削除されませ

ん。 

5. [削除] を選択して、マネージャー アンインストール プロセスを開始します。 
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Compliance Guardian マネージャー インストールによって作成されたアプリケーション プールが使用中の

場合、マネージャーのアンインストール中には削除されませんが、使用されていない場合はマネージャーのアン

インストールと同時に削除されます。  

*注意: マネージャーのアンインストールでは、マネージャーのデータベースは削除されません。 

6. [完了] を選択すると、アンインストールを完了します。 

Compliance Guardian エージェントのアンインストー

ル 

Compliance Guardian エージェントをアンインストールする前に、エージェント上で実行中のジョブが存在しないこ

とを確認してください。Compliance Guardian エージェントをアンインストールする方法については、以下の説明を

参照してください。 

*注意: アンインストールが実行中の場合はキャンセルできません。また、アンインストール インターフェイスを閉じること

もできません。  

1. Compliance Guardian エージェント サーバーで、Windows の [スタート] メニューを開き、すべてのプ

ログラム > AvePoint Compliance Guardian 4 の順に進みます。 

2. Compliance Guardian 4 エージェント ツール フォルダーを開き、エージェント アンインストール を選

択します。 

3. [削除] オプションを選択してから、[次へ] を選択します。 

4. Compliance Guardian エージェントのアンインストール準備が完了しました ページで、構成ファイ

ルを削除する オプションを構成します。このオプションを選択すると、Compliance Guardian エージェント 

インストールによって生成されたフォルダーおよび構成ファイルがすべて削除されます。 

*注意: [構成ファイルを削除する] オプションを選択するかどうかに関わらず、ログ フォルダーは削除されま

せん。 

5. [削除] を選択して、エージェント アンインストール プロセスを開始します。 

6. [完了] を選択すると、アンインストールを完了します。 
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Compliance Guardian のインストール中に発生した

問題の解決 

Compliance Guardian マネージャーまたはエージェントをインストールする際に問題が発生した場合は、確認メッ

セージに従って問題を解決し、インストール プログラムを再実行してください。 

問題が解決せず、追加のヘルプが必要な場合はこのサイトを参照してください。 
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自動インストール: Compliance Guardian マネ

ージャー 

Compliance Guardian マネージャーの自動インストールを開始する前に、システム要件を満たしていることを確認

してください。詳細については、Compliance Guardian マネージャーのシステム要件 を参照してください。 

Compliance Guardian マネージャーのインストール応

答ファイルの生成 

応答ファイルは自動インストールに必要な構成情報を提供する XML ファイルです。自動インストールを実行する前

に Compliance Guardian セットアップ マネージャーを使用して応答ファイルを生成する必要があります。 

解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の ...\UnattendedInstall\SetupManager フォルダーに移

動し、SetupManager.exe をダブルクリックして実行します。その後、次の手順を実行します。 

 ようこそ画面が表示されたら、[次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian マネージャーの新規応答ファイルを作成するIIS SSL 証明書を選択しま

す。 を選択します。 

 既存応答ファイルを更新する – 既存の応答ファイルを再利用する場合は、既存応答ファイルを

更新する を選択します。このオプションを選択すると、パス フィールドが有効になります。応答ファイ

ルのフル パスを入力するか、または [参照] を選択すると応答ファイルを参照します。例 C:\Ans

werFile.xml 

*注意: 編集後に再利用できるよう、一般的な応答ファイルを作成することを推奨します。 

[次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian ソフトウェア ライセンス契約の内容を十分にご確認ください。 

 契約内容の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します チェックボックスをオンにして、[次

へ] を選択します。 

 表示されているフィールドに使用者名と会社を入力して、[次へ] を選択して構成を続行します。[戻る] を

選択すると、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 



 

 49 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 次のオプションを使用してインストール場所を設定します。 

 既定のディレクトリ – Compliance Guardian マネージャーを、指定した対象サーバー上の既

定のインストール場所にインストールします。既定のインストール場所は ...\Program Files\Av

ePoint\Compliance Guardian 4\Manager です。 

 カスタマイズ ディレクトリ – インストール パス フィールドで、Compliance Guardian マネージ

ャーをインストールするインストール先サーバーのカスタム パスを入力します。 

o カスタマイズ ディレクトリが無効の場合、既定のディレクトリを使用する – カスタマイズ 

ディレクトリで定義したパスが無効である場合 (例: 指定したパスで表示されるドライブが

対象サーバー上に存在しないなど)、このオプションを有効にすることで、Compliance G

uardian マネージャーを既定のディレクトリにインストールできます。 

 インストールする Compliance Guardian マネージャー サービスを選択します。インストールできるサービス

は 1 つのみです。 

 コントロール サービス – Compliance Guardian でのすべての操作を管理し、Compliance 

Guardian と通信し、ユーザーとソフトウェアとのやり取りを可能にします。エージェントはすべてコン

トロール サービスを介してマネージャーと通信するため、すべてのエージェント マシンがコントロール 

サービスをインストールしたマシンにアクセスできることを確認してください。このサービスは、Window

s ネットワーク負荷分散クラスター上で実行可能であり、Windows ネットワーク負荷分散を活用

して適切な Compliance Guardian コントロール サービスを提供することにより、最適なパフォ

ーマンスを実現します。 

[次へ] を選択します。 

 コントロール サービス構成 を設定します。 

 IIS Web サイト設定 – コントロール サービスの IIS Web サイトの設定を構成します。IIS W

eb サイトは、Compliance Guardian マネージャーへアクセスする際に使用されます。 

o IIS Web サイト – Web サイト名を入力して、コントロール サービス用に新しい IIS 

Web サイトを作成します。Compliance Guardian コントロール サービスへのアクセス

に使用する既定の Web サイト ポート は 14400 です。既知のポート番号と競合しな

い限り、ポート番号を変更する必要はありません。 

o Web サイト ポート – コントロール サービスの通信ポートです。既定のポート番号は 14

400 です。 

 アプリケーション プール設定 – 該当の Web サイトの IIS アプリケーション プール設定を構成し

ます。アプリケーション プールは該当の Web サイトに送信された要求を処理するために使用され

ます。 
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o アプリケーション プール – 該当の Web サイトのアプリケーション プール名を入力しま

す。  

o アプリケーション プール アカウント – 指定したアプリケーション プールの管理者となるア

プリケーション プール アカウント、および該当のパスワードを入力します。 

*注意: 既存の IIS Web サイトの接続、または新しい IIS Web サイトの作成に使用

するアプリケーション プール アカウントは、次のローカル システム権限を持つ必要がありま

す。 

以下のローカル グループのメンバー:  

 IIS_WPG (IIS6 の場合) または IIS_IUSRS (IIS 7/IIS 8 の場合) 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\ComplianceGu

ardian 4 へのフル コントロール 

 Compliance Guardian マネージャー フォルダーへのフル コントロール  

 Performance Monitor Users グループのメンバー 

 Compliance Guardian 証明書の秘密鍵へのフル コントロール 

 C:\WINDOWS\Temp (Windows 2003 環境の場合のみ) に対するフ

ル コントロール (または読み取り、書き込み、変更、削除) 

ローカルの Administrators グループにアプリケーション プール アカウントを追加し、必

要な権限を追加することもできます。 

[次へ]  を選択して、コントロール サービスのデータベース設定を続行します。 

 コントロール サービスの関連データを保存するためのデータベースを構成します。 

 データベース タイプ – コントロール サービス用のデータベース サーバーとして利用可能なのは M

S SQL サーバーのみです。 

 データベース サーバー – MS SQL サーバー名を入力します。 

 コントロール サービス データベース名 – このコントロール サービスのデータベース名を入力しま

す。データベースが存在しない場合、提供された MS SQL サーバーに作成されます。 

 データベース証明書 – このコントロール サービス データベースの資格情報を選択します。 

o Windows 認証 (既定のオプション) – ユーザー ID を Windows に確認させたい場

合に、この方法を使用します。指定したアカウントは、コントロール サービス データベースを
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作成する場所となる SQL Server マシンにアクセスできる権限を持っている必要がありま

す。 

o SQL 認証 – 入力されたアカウントおよびパスワードに従って、SQL Server が直接ユー

ザー ID を確認します。指定したアカウントは、既存の Compliance Guardian コント

ロール データベースの DbOwner、または新しく作成された Compliance Guardian 

コントロール データベースの DbCreator 権限を持っている必要があります。 

 パスフレーズ設定 – Compliance Guardian マネージャーのデータを保護するために使用する

パスフレーズを入力します。 

 詳細データベース設定 – SQL Server のデータベース ミラーリングと併用するフェールオーバー S

QL Server および Compliance Guardian コントロール データベースを関連付けます。 

[次へ] を選択します。 

 必要な情報をすべて構成すると、これまでの手順で構成した情報がすべて インストール サマリー ページに

一覧表示されます。[保存] を選択すると、応答ファイルを保存するパスを指定します。応答ファイル名をポ

ップアップ ウィンドウ上で編集することも可能です。  

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポート 

Compliance Guardian マネージャーの自動インストールを実行する前に、UnattendedInstallation.dll フ

ァイルを Windows PowerShell にインポートする必要があります。インポートの方法は以下の 2 種類存在しま

す。 

*注意: UnattendedInstallation.dll ファイルが正常にインポートされていない場合、Windows PowerSh

ell 内で Set-ExecutionPolicy コマンドを使用して実行ポリシーを Unrestricted、RemoteSigned、Al

lSigned に設定し、次の方法から 1 つを使用してインポートを再実行してください。 

UnattendedInstallation.dll ファイルを手動でインポートする場合は、以下の手順に従ってください。 

 解凍済みマネージャー インストール パッケージが存在するサーバー上で [スタート] を選択し、Windows 

PowerShell を検索します。Windows PowerShell を右クリックして [管理者として実行] を選択して

実行します。 

 次のコマンドを入力し、Enter キーを押して UnattendedInstallation.dll ファイルをインポートしま

す。 

Import-Module ...\UnattendedInstall\PowerShellModules\UnattendedInstallation.dll 
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UnattendedInstallation.dll ファイルを自動的にインポートする場合は、以下の手順に従ってください。 

 解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の ...\UnattendedInstall\PowerShellModules 

フォルダーに移動します。 

 UnattendedInstallationLauncher.bat ファイルを右クリックして [管理者として実行] を選択し

て実行します。 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポートが完了すると、以下のセクションで示したコマンドを使用して、お

使いの環境の確認やマネージャー インストールの実行、設定の構成などを実行できるようになります。 

Compliance Guardian マネージャー自動インストー

ルのコマンドおよびコマンド パラメーター 

Compliance Guardian マネージャーの自動インストールに関する手順については、以下の説明を参照してくださ

い。 

インストール コマンド 

Compliance Guardian マネージャーをリモートでインストールする際に利用する Compliance Guardian マネ

ージャー自動インストール コマンドは Install-CGManager です。以下は例です。 

Install-CGManager -CustomTDFPath C:\Users\add\Desktop\custom checks.zip -Targe

tName hostmachine -Username AvePoint\Compliance Guardian -Password “Ave” -Pack

ageFilesFolder "C:\Compliance Guardian Manager" -AnswerFilePath "C:\AnswerFile.xml

" -RemoteTempPath “C:\TempFolder” 

以下の表では、各パラメーターの詳細情報を説明します。 

パラメーター タイプ 説明 

-CustomTDFPath 

オプション 

カスタム ZIP チェックが存在する ZIP ファイルのパスです。Co

mpliance Guardian をインストールした後、ZIP ファイル

は ...Compliance Guardian 4\Manager\Control\bi

n\Resources 内に位置し、ZIP ファイル名は Custom X

ML AIO.zip に変更されます。Compliance Guardian 

の built-in チェックおよび ZIP ファイル内のチェックは Compli
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パラメーター タイプ 説明 

ance Guardian のテスト パッケージ マネージャーに読み込ま

れます。 

-TargetName 必須 Compliance Guardian マネージャーをインストールするマシ

ンの名前または IP アドレスです。 

 
*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム (D

NS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を使用す

るかのいずれかの方法で、指定コンピューターの名前がローカル 

ホスト ファイルで解決されることを確認してください。 

-Username 必須 Compliance Guardian マネージャーをインストールするマシ

ンへのアクセスに使用するユーザー名です。ユーザー名の形式

は domain\username となります。 

 

ここで指定するユーザーの権限は次のとおりです。 

 指定したユーザーが対象マシンのローカル管

理者である場合は、直接使用することができ

ます。Username パラメーターとして .\ad

ministrator と入力します。 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所属

している場合は、ドメイン ユーザーを対象マ

シンの Administrators グループに追加

する必要があります。 

ここで指定したユーザーは RemoteTempPath パラメーター

で指定したパスへのフル コントロール権限を持っている必要が

あります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。  

パスワードに特定の文字またはスペースが含まれている場合、

パスワードに引用符をつけてください。 

-PackageFilesFolder 必須 コマンドを実行するマシン上のローカル パスです。ここで指定し

たパスに解凍済み Compliance Guardian マネージャー イ

ンストール パッケージ (マネージャー ZIP ファイル) を保存しま

す。パスの形式はC:\package となります。 

 

パスに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パスに

引用符をつけてください。 
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パラメーター タイプ 説明 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存するローカル パスです。  

 

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があります。例 

C:\AnswerFile.xml 

-RemoteTempPath 必須 Compliance Guardian マネージャーのインストール先マシン

のローカル パスです。パスの形式はC:\temp となります。 

パスは Compliance Guardian マネージャーの自動インスト

ール中に生成される一時ファイルの保存に使用されます。自動

インストールが完了すると一時ファイルは削除されます。 

-Log オプション オプション パラメーターです。このパラメーターを使用すると、自

動インストールのログが .txt ファイルとして指定したパスに保存

されます。 

 

パスはログ ファイルの名前まで詳細に指定する必要がありま

す。例 C:\Log.txt 

 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成され

ます。  

-UseIPv6forCommunica

tion 

オプション コマンドを実行するマシンと Compliance Guardian マネー

ジャーのインストール先マシン間での通信方法を指定するため

に使用するオプション パラメーターです。TargetName パラ

メーターに IPv6 アドレスが使用される場合、このパラメーター

を入力する必要があります。 

 
*注意: このパラメーターを使用する場合、インストール先マシン

およびこのコマンドを実行するマシンで IPv6 が使用可能であ

る必要があります。 

-ReceiveInfoPort オプション インストール先マシンのデータを受信するインストール元マシンの

ポートの指定に使用するオプション パラメーターです。このポート

およびインストール先マシンの IP がインストール元マシンのファ

イアウォールの受信の規則に追加され、これによりインストール

先マシンからすべての接続を許可します。インストール元マシン

とインストール先マシン間のスムーズな通信を確保するため、こ

のパラメーターを構成することを推奨します。 

-Timeout オプション インストール先マシンへの接続のタイムアウト値を指定するため

に使用するオプション パラメーターです。指定した期間内にイン
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パラメーター タイプ 説明 

ストール先マシンへの接続が発生しない場合、タイムアウト エラ

ーが発生します。 
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自動インストール: Compliance Guardian エー

ジェント 

マネージャー サービスの開始後、自動インストール機能を使用して Compliance Guardian エージェントをリモート

でインストールすることができます。Compliance Guardian エージェントの自動インストールを開始する前に、シス

テム要件を満たしていることを確認してください。詳細については、エージェント サービス インストールのシステム要件 

を参照してください。  

Compliance Guardian エージェントのインストール応

答ファイルの生成 

応答ファイルは自動インストールに必要な構成情報を提供する XML ファイルです。自動インストールを実行する前

に Compliance Guardian 6 セットアップ マネージャーを使用して応答ファイルを生成する必要があります。 

解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の ...\UnattendedInstall\SetupManager フォルダーに

移動し、SetupManager.exe をダブルクリックして実行します。次の手順に従ってください。 

 ようこそ画面が表示されたら、[次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian エージェントの新規応答ファイルを作成する を選択します。 

 既存応答ファイルを更新する – 既存の応答ファイルを再利用する場合は、既存応答ファイルを

更新する を選択します。このオプションを選択すると、パス フィールドが有効になります。応答ファイ

ルのフル パスを入力するか、または [参照] を選択すると応答ファイルを参照します。例 C:\Ans

werFile.xml 

*注意: 編集後に再利用できるよう、一般的な応答ファイルを作成することを推奨します。 

 [次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian ソフトウェア ライセンス契約の内容を十分にご確認ください。 

契約内容の確認後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します チェックボックスをオンにして、[次

へ] を選択します。 
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 表示されているフィールドに使用者名と会社を入力して、[次へ] を選択します。[戻る] を選択すると、前

のインターフェイス画面に戻ります。 

 次のオプションを使用してインストール場所を設定します。 

 既定のディレクトリ – Compliance Guardian エージェントを指定した対象サーバー上の既定

のインストール場所にインストールします。既定のインストール場所は ...\Program Files\AveP

oint\Compliance Guardian 4\Agent です。 

 カスタマイズ ディレクトリ – このオプションを選択すると、インストール パス フィールドが有効にな

ります。カスタム パスを入力すると、Compliance Guardian エージェントがインストール先サーバ

ー上にインストールされます。 

o カスタマイズ ディレクトリが無効の場合、既定のディレクトリを使用する – カスタマイズ 

ディレクトリが無効である場合 (例: 指定したパスで表示されるドライブが対象サーバー上

に存在しないなど)、このオプションを選択することで Compliance Guardian エージェン

トを既定のディレクトリにインストールできます。 

 コントロール サービス構成を設定します。 

 Compliance Guardian コントロール サービス ホスト – コントロール サービスをインストール

したマシンのホスト名または IP アドレスです。 

 Compliance Guardian コントロール サービス ポート – コントロール サービスとの通信に使

用するポートです。マネージャー構成の際に入力した情報と同一のものを指定する必要がありま

す。既定のポート番号は 14400 です。 

 エージェント ポート を設定します。 

 Compliance Guardian エージェント ポート – ここで指定したポートはマネージャーまたは他

のエージェントとの通信に使用されます。既定のポート番号は 14004 です。 

o 指定したポート番号が使用中の場合はランダムな番号を使用する – 指定したポート

が既に使用されている場合、このオプションを選択するとランダムな番号を使用することが

できます。このオプションは既定で選択されています。 

 エージェント構成を設定します。 

 マネージャー パスフレーズ – Compliance Guardian マネージャー インストール応答ファイル構

成の際に指定したマネージャー パスフレーズを入力します。 

 Compliance Guardian エージェント アカウント – エージェント アクティビティを実行するエー

ジェント アカウントのユーザー名およびパスワードを指定します。 



 

58  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 必要な情報をすべて構成すると、これまでの手順で構成した情報がすべて インストール サマリー ページに

一覧表示されます。[保存] を選択すると、応答ファイルを保存するパスを指定します。応答ファイルをポップ

アップ ウィンドウ上で編集することも可能です。 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポート 

Compliance Guardian エージェントの自動インストールを実行する前に、UnattendedInstallation.dll フ

ァイルを Windows PowerShell にインポートする必要があります。インポートの方法は以下の 2 種類存在しま

す。 

*注意: UnattendedInstallation.dll ファイルが正常にインポートされていない場合、Windows PowerSh

ell 内で Set-ExecutionPolicy コマンドを使用して実行ポリシーを Unrestricted、RemoteSigned、Al

lSigned に設定し、以下の 2 つの方法から 1 つを使用してインポートを再実行します。 

UnattendedInstallation.dll ファイルを手動でインポートする場合は、以下の手順に従ってください。 

 [スタート] メニューから Windows PowerShell を検索します。  

 Windows PowerShell を右クリックして [管理者として実行] を選択して実行します。 

 次のコマンドを入力します。  

Import-Module ...\UnattendedInstall\PowerShellModules\UnattendedInstallation.dll 

 Enter キーを押して、UnattendedInstallation.dll ファイルをインポートします。 

UnattendedInstallation.dll ファイルを自動的にインポートする場合は、以下の手順に従ってください。 

 解凍済みマネージャー インストール パッケージ内の ...\UnattendedInstall\PowerShellModules 

フォルダーに移動します。  

 UnattendedInstallationLauncher.bat ファイルを右クリックして [管理者として実行] を選択して実

行します。 

*注意: Powershell の Set-ExecutionPolicy の値を AllSigned に設定する必要があります。 

UnattendedInstallation.dll ファイルのインポートが完了すると、以下のセクションで示したコマンドを使用して、お

使いの環境の確認やエージェント インストールの実行、設定の構成などを実行できるようになります。 
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Compliance Guardian エージェント自動インストール

のコマンドおよびコマンド パラメーター 

Compliance Guardian エージェントの自動インストールを実行するには、次のセクション内のコマンドを実行してく

ださい。 

インストール コマンド 

Compliance Guardian エージェントをリモートでインストールする際に利用する Compliance Guardian エー

ジェント自動インストール コマンドは Install-CGAgent です。 

以下は例です。 

Install-CGAgent -TargetName hostmachine -Username AvePoint\Compliance Guardian 

-Password “Ave” -PackageFilesFolder "C:\Compliance Guardian_Agent" -AnswerFilePa

th "C:\AnswerFile.xml" -RemoteTempPath “C:\TempFolder”  

パラメーターの詳細情報については、以下の表を参照してください。 

パラメーター タイプ 説明 

-TargetName 必須 Compliance Guardian エージェントをインストールするマ

シンの名前または IP アドレスです。  
*注意: ホスト名を使用する場合、ドメイン ネーム システム 

(DNS) クエリを使用するか、NetBIOS 名の解決技術を

使用するかのいずれかの方法で、指定コンピューターの名前

がローカル ホスト ファイルで解決されることを確認してくださ

い。 

-Username 必須 Compliance Guardian エージェントをインストールするマ

シンへのアクセスに使用するユーザー名です。ユーザー名の

形式は domain\username となります。 

ここで指定するユーザーの権限は次のとおりです。 

 指定したユーザーが対象マシンのローカル

管理者である場合は、直接使用すること

ができます。Username パラメーターとし

て .\administrator と入力します。 
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パラメーター タイプ 説明 

 指定ユーザーが対象マシンのドメインに所

属している場合は、ドメイン ユーザーを対

象マシンの Administrators グループ

に追加する必要があります。 

 ここで指定したユーザーは RemoteTe

mpPath パラメーターで指定したパスへ

のフル コントロール権限を持っている必要

があります。 

-Password 必須 上記で指定したユーザーのパスワードです。パスワードに特

定の文字またはスペースが含まれている場合、パスワードに

引用符をつけてください。 

-PackageFilesFolder 必須 コマンドを実行するマシン上のローカル パスです。ここで指

定したパスに解凍済み Compliance Guardian エージェ

ント インストール パッケージ (エージェント ZIP ファイル) を

保存します。パスの形式はC:\package となります。 

パスに特定の文字またはスペースが含まれている場合、パス

に引用符をつけてください。 

-AnswerFilePath 必須 応答ファイルを保存するローカル パスです。  

パスは応答ファイル名まで詳細に指定する必要があります。

例 C:\AnswerFile.xml 

-RemoteTempPath 必須 Compliance Guardian エージェントのインストール先マ

シンのローカル パスです。パスの形式はC:\temp となりま

す。 

パスは Compliance Guardian エージェントの自動イン

ストール中に生成される一時ファイルの保存に使用されま

す。自動インストールが完了すると一時ファイルは削除され

ます。 

-Log オプション オプション パラメーターです。このパラメーターを使用すると、

自動インストールのログが .txt ファイルとして指定したパスに

保存されます。パスはログ ファイルの名前まで詳細に指定

する必要があります。例 C:\Log.txt 

指定したログ ファイルが存在しない場合は自動的に生成さ

れます。 

-UseIPv6forCommunic

ation 

オプション オプション パラメーターです。コマンドを実行するマシンと Co

mpliance Guardian エージェントのインストール先マシン
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パラメーター タイプ 説明 

間での通信方法を指定するために使用します。TargetN

ame パラメーターに IPv6 アドレスが使用される場合、こ

のパラメーターを入力する必要があります。 
*注意: このパラメーターを使用する場合、インストール先マ

シンおよびこのコマンドを実行するマシンで IPv6 が使用可

能である必要があります。 

-ReceiveInfoPort オプション インストール先マシンのデータを受信するインストール元マシ

ンのポートの指定に使用するオプション パラメーターです。こ

のポートおよびインストール先マシンの IP がインストール元

マシンのファイアウォールの受信の規則に追加され、これによ

りインストール先マシンからすべての接続を許可します。イン

ストール元マシンとインストール先マシン間のスムーズな通信

を確保するため、このパラメーターを構成することを推奨しま

す。 

-Timeout オプション インストール先マシンへの接続のタイムアウト値を指定する

ために使用するオプション パラメーターです。指定した期間

内にインストール先マシンへの接続が発生しない場合、タイ

ムアウト エラーが発生します。 
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Compliance Guardian リアルタイム スキャナー

用アプリのインストール 

Compliance Guardian リアルタイム スキャナー用アプリは、SharePoint Online サイトのリアルタイム スキャンに

使用されます。SharePoint Online サイトをスキャンするには、アプリをインストールしてから、コントロール パネル 

> 接続マネージャー > SharePoint Online 接続の作成 インターフェイスでアプリをアクティブにする必要があり

ます。リアルタイム スキャナーの詳細については、リアルタイム スキャナー を参照してください。 

*注意: アプリのインストール前に、Microsoft .NET Framework 4.5 以上のバージョンをインストールする必要

があります。 

アプリ インストールの権限要件 

アプリをインストールするユーザーはローカル システム権限を持っている必要があります。ユーザーは Compliance G

uardian マネージャー アプリのインストール中に、次のグループおよびフォルダーへのフル コントロール権限が自動的

に付与されます。 

 IIS_IUSRS (for IIS 7.0) 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\ComplianceGuardian4\App 

へのフル コントロール 

 Compliance Guardian アプリ フォルダーへのフル コントロール  

 Performance Monitor Users グループのメンバー 

 Compliance Guardian 証明書の秘密鍵へのフル コントロール 

必要な権限を満たすためには、アプリケーション プール アカウントをローカル Administrators グループに追加す

る必要があります。 

アプリのインストール 

Compliance Guardian リアルタイム スキャナー用アプリは、プロバイダー向けのホスト型の SharePoint 用アプリ

です。このアプリを、オンプレミス サーバー上でインストールする必要があります。Office 365 からリアルタイム イベント 
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データを受信するためには、インターネット接続セキュリティで保護された URL (ポート 443、HTTPS プロトコル、有

効な証明書を持つ) が必要となります。 

アプリをインストールするには、以下の操作を実行する必要があります。 

 SharePoint Online アプリ カタログにアプリを登録します。Office 365 にアプリの登録 を参照してくださ

い。 

 オンプレミス サーバー上でプロバイダー向けのホスト型アプリをインストールします。オンプレミス サーバー上で

のアプリのインストール を参照してください。 

Office 365 にアプリの登録 

クライアント ID および関連情報を取得するには、以下の手順に従ってください。 

 Office 365 SharePoint 管理センターにログインして、[アプリ] を選択します。  

 画面右側のアプリ インターフェイスで [アプリ カタログ] を選択します。 

 アプリ カタログ サイトを持っていない場合、新しいアプリ カタログ サイトを作成する を選択すると新しいサ

イトを作成します。  

 https://{CatalogSiteUrl}/_layouts/15/AppRegnew.aspx に移動して、アプリ レジストリに新し

いアプリを登録します。例えば、カタログ サイト URL が https://example.sharepoint.com/sites/c

atalog/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/ホーム.aspx である場合、パス https://exampl

e.sharepoint.com/sites/catalog/_layouts/15/AppRegnew.aspx を開きます。 

 アプリ情報 インターフェイスが表示されます。アカウント情報を取得するには、以下の手順に従ってください。 

 クライアント ID – [生成] を選択すると、クライアント ID を生成します。AppRegNew.aspx 

に生成 ([生成] を選択する場合) またはペーストできる GUID です。この値は各アプリ固有のも

のであり、小文字である必要があります。 

 クライアント シークレット – [生成] を選択すると、クライアント シークレットを生成します。Share

Point アプリのパスワードです。[生成] ボタンを使用すると、AppRegNew.aspx ページに生成

されます。 

 タイトル – ユーザー フレンドリ タイトルを入力します (例: CG Real-time Scanner App)。

ユーザーは、アドインを要求しているアドイン権限を許可または拒否するように求められます。このタ

イトルは、アドインの名前として同意プロンプトに表示されます。 

 アプリ ドメイン – ドメインを入力します。SharePoint アプリのリモート コンポーネントのホスト名

です。Compliance Guardian リアルタイム アプリの場合、リモート アプリケーションはポート 44
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3 を使用する必要があります。アプリ ドメインは、お使いの Web アプリケーションに使用する URL 

バインドと一致する必要があります。この値にはプロトコル (https:) または文字 (/) を含める必

要はありません。お使いの Web アプリケーション ホストは DNS CNAME エイリアスを使用する

場合、エイリアスを使用します。例: CGAPP.AVEPOINT.COM 

*注意: ドメインは、エクストラネット上のパブリック ドメインである必要があります。すべてのドメインの

対応する要求を、Compliance Guardian アプリのインストール際に構成された IIS Web サイ

トのリモート コンポーネントにルーティングする必要があります。 

ドメインは、インターネット上のパブリック ドメインである必要があります。すべてのドメインの対応する

要求を、Compliance Guardian アプリのインストール際に構成された IIS Web サイトのリモー

ト コンポーネントにルーティングする必要があります。 

 リダイレクト先の URI – アプリが Office 365 の信頼を得るために使用するトークンを取得する

ページの URL を入力します。認証コードの受信に使用するエンドポイントです。このコードを使用

して、Compliance Guardian アプリは SharePoint データへの認証されたアクセスを得ること

ができます。この値は、プロトコル https を含む完全なエンドポイント URL である必要がありま

す。URL 形式は https://{App Domain}/Pages/RedirectAccept.aspx です。例: htt

ps://cgapp.avepoint.com/Pages/RedirectAccept.aspx。この URL はアプリ ドメイン

内に存在する必要があります。 

 [作成] を選択します。インターフェイスに表示されるアプリ情報をコピーします。アプリをインストールする際に

使用されます。 

 クライアント ID が正しいかどうかを確認します。  

a. パス https://{CatalogSiteUrl}/_layouts/15/Appinv.aspx を開きます。  

b. コピーしたクライアント ID をアプリ ID フィールドに貼り付け、[参照] を選択します。クライアント I

D が正しい場合、タイトル、アプリ ドメイン、リダイレクト先の URL がすべて表示されます。 

オンプレミス サーバー上でのアプリのインストール 

アプリをインストールするには、次の手順に従ってください。 

 ComplianceGuardian_O365APP_Serial_Number.zip ファイルをダウンロードします。ファイ

ルについては、AvePoint 営業担当に連絡してください。 

 パッケージを解凍し、解凍されたディレクトリを開きます。Setup.exe ファイルを選択して実行します。 

https://cgapp.avepoint.com/Pages/RedirectAccept.aspx
https://cgapp.avepoint.com/Pages/RedirectAccept.aspx
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 Compliance Guardian リアルタイム スキャナー用アプリ インストール ウィザード インターフェイスが表示さ

れます。[次へ] を選択します。 

 表示されているフィールドに使用者名と会社を入力して、[次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian ソフトウェア ライセンス契約の内容を十分にご確認ください。契約内容の確認

後、ソフトウェア ライセンス契約の条項に同意します チェックボックスをオンにして [次へ] を選択します。 

 [参照] を選択してアプリのインストール場所を選択します。既定では、インストール場所は C:\Progra

m Files\AvePoint に設定されています。[次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian は、環境に対して簡単なプレスキャンを実行し、すべてのルールが要件を満たし

ていることを確認します。各ルールの状態は 状態 列に一覧表示されます。それぞれの状態のハイパーリンク

を選択すると、スキャン結果に関する詳細情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。[詳細] を選択す

ると、要件の詳細情報をすべて表示することができます。 

プレスキャンに失敗したルールがあった場合は、お使いの環境を更新して要件を満たしてから、[再スキャン] 

ボタンを選択してお使いの環境を再度確認してください。すべてのルールが合格状態となったら、[次へ] を

選択します。 

 通信構成を設定します。 

 Compliance Guardian アプリ ホスト – 現在のサーバーのホスト名、IP アドレス、完全修

飾ドメイン名 (FQDN) のうち、いずれかを指定します。 

 Compliance Guardian アプリ ポート – ここで指定したポートはマネージャーまたは他のエー

ジェントとの通信に使用されます。既定のポート番号は 14405 です。 

 コントロール サービス ホスト – Compliance Guardian コントロール サービスがインストールさ

れたマシンのホスト名または IP アドレスです。 

 コントロール サービス ポート – Compliance Guardian コントロール サービスとの通信に使用

するポートです。マネージャー構成の際に入力した情報と同一のものを指定する必要があります。

既定のポート番号は 14400 です。 

 マネージャー パスフレーズ – Compliance Guardian マネージャーのデータを保護するために

指定したマネージャー パスフレーズを入力します。 

 SSL 証明書 – 情報の暗号化および Compliance Guardian 認証の方法を指定します。 

o Built-in 証明書 – Compliance Guardian が提供する証明書を使用します。その

他の構成は必要ありません。 
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o ユーザー定義の証明書 – このオプションを有効にすると、ローカル マシンから証明書を選

択することができます。現在のマシンの証明書認証サーバーを使用して、証明書が有効

かどうかを確認します。証明書フィルターの実行後、有効な証明書のみが表示されます。 

[次へ] を選択します。 

 アプリの構成を設定します。 

 アプリ アカウント設定を構成します。 

o アプリ カタログ サイト - SharePoint Online でアプリを保存するカタログ サイト URL 

を入力します。 

o ユーザー名 - Office 365 にログインするユーザー名を入力します。 

o パスワード – パスワードを入力します。 

 アプリ サービス設定を構成します。クライアント ID、クライアント シークレット、アプリ タイトル、

アプリ ドメイン、リダイレクト URL の値が Office 365 にアプリの登録 で作成されます。  

[次へ] を選択します。 

 Web サイト構成を設定します。 

 IIS Web サイト設定 – アプリの IIS Web サイトの設定を構成します。既存の IIS Web サ

イトを使用するか、または新しい IIS Web サイトを作成するかを選択することができます。IIS W

eb サイトは、Office 365 と Compliance Guardian 間の通信に使用されます。 

o 既存の IIS Web サイトを使用する – ドロップダウン リストから既存の IIS Web サイ

トを選択します。 

o 新しい IIS Web サイトを作成する – Web サイト名を入力して、コントロール サービ

ス用に新しい IIS Web サイトを作成します。 

 アプリケーション プール設定 – 該当の Web サイトの IIS アプリケーション プール設定を構成し

ます。既存のアプリケーション プールを使用するか、新しいアプリケーション プールを作成するかを選

択することができます。アプリケーション プールは該当の Web サイトに送信された要求を処理する

ために使用されます。ここでは、以下の設定を構成することができます。 

o 既存アプリケーション プールの使用 (推奨されません) – ドロップダウン リストから既存

のアプリケーション プールを選択します。既存のアプリケーション プールを選択すると、アプリ

ケーション プール アカウントの設定がグレーアウトされ、変更できなくなります。 
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o 新しいアプリケーション プールの作成 – アプリケーション プール名とアプリケーション プー

ル アカウント設定を入力して、該当する Web サイトの新しい IIS アプリケーション プー

ルを作成します。 

 IIS SSL 証明書:  

 IIS SSL 証明書を使用しない - IIS SSL 証明書を選択しません。このラジオ ボタン

を選択すると、アプリのインストール完了後、IIS に Web サイトの証明書を手動で追加

する必要があります。 

 SSL 証明書を選択する - IIS SSL 証明書を選択します。  

*注意: 証明書は、有効かつ安全であり、アプリの構成 手順で入力した アプリ ドメイ

ン の対応する証明書である必要があります。アプリをインストールするサーバーは、証明

機関から公的に許可された証明書を持っている必要があります。 

[次へ] を選択します。 

 Compliance Guardian アプリのインストール準備が完了しました ページに、前の手順に構成した

情報がすべて一覧表示されます。[インストール] を選択してインストールを開始します。[戻る] を選択す

ると、前の設定に戻って変更します。[キャンセル] を選択すると、すべての構成を破棄してインストール ウィ

ザードを終了します。 

 インストールが終了したら、[完了] を選択し、インストール ウィザードを終了します。 

 インストールの完了後、以下の点を確認してください。 

 アプリがカタログ サイトにアップロードされているかどうかを確認します。 

 アプリケーション プールおよび Web サイトは、IIS マネージャーで作成されているかどうかを確認し

ます。 

 サービス URL https://{app domain}/Services/CGItemEventReceiver.svc (この ア

プリ ドメインが アプリの構成 手順で入力した アプリ ドメイン である) へアクセスできるかどうかを

確認します。 
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Compliance Guardian リアルタイム スキャナー

用アプリのアンインストール 

Compliance Guardian リアルタイム スキャナー用アプリのアンインストールに関する手順については、以下の説明

を参照してください。 

*注意: アンインストールが実行中の場合はキャンセルできません。また、アンインストール インターフェイスを閉じること

もできません。  

1. Compliance Guardian マネージャー サーバーで、Windows の [スタート] メニューを開き、すべての

プログラム > AvePoint Compliance Guardian 4 の順に進みます。 

2. Compliance Guardian マネージャー ツール フォルダーを開き、Compliance Guardian リアル

タイム スキャナー用アプリ アンインストール をダブルクリックします。 

3. 表示されるページで、アプリのインストールで生成されたすべてのフォルダーおよび構成を削除する場合は、

構成ファイルを削除する を選択します。 

4. [削除] を選択して、マネージャー アンインストール プロセスを開始します。 

5. [完了] を選択すると、アンインストールを完了します。 
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Compliance Guardian を使用する 

Compliance Guardian 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。Compliance Guardian には、ウィンドウ・ポップアップ ウィンドウ・メッセージなどが多く存在していますが、

機能と使用方法は類似しています。 

次は Compliance Guardian 内のウィンドウの一例です。リボンおよび検索可能なコンテンツ リスト ビューが使用

可能であり、Windows 製品と同じように使用することができます。 

 

図8: Compliance Guardian のナビゲーション 
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図9: 更新機能 

1. リボン ボタン - アクティブな Compliance Guardian 機能にアクセスします。  

2. 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) を選択し、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。  

3. 検索 – 指定のキーワードを使用して表示するコンテンツ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。表示パネルの上部右側に、表示したいアクセス許可レベルのキー

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] 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。 

4. 列をフィルターする ( ) – リストに表示されるアイテムをフィルターします。列の横にある列をフィルターする 

( ) ボタンを選択して、列名の隣のチェックボックスをオンにします。 

5. 列を隠す ( ) – 選択した列を非表示にします。 

6. ページごとに表示されるアイテムの数を変更します。右下にある 行の表示 ドロップダウン メニューで、5、8、

10、15、20、25、50、100 から希望の数字を選択します。 

7. 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力して、キーボー

ドの Enter キーを押します。 

8. 下部右側の [>] ボタンを押すと次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のページへ移動し

ます。 
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9. 新しいポリシー、テンプレート、接続の作成後、[更新] を選択して接続ツリーまたはポリシー / テンプレート 

ドロップダウン リストを更新すると、新しく作成されたものが表示されます。 
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コントロール パネル 

Compliance Guardian コントロール パネルは、Compliance Guardian の動作と、他の環境との連動方法を

集中管理するインターフェイスです。  

コントロール パネルは、他の Compliance Guardian 製品にも組み込まれているため、使用中のモジュールのイン

ターフェイスを終了せずに、関連する設定を構成することができます。 

はじめに 

コントロール パネルを開始する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

コントロール パネルの起動 

コントロール パネルの起動および使用については、以下の手順に従ってください。 

1. Compliance Guardian にログインします。Compliance Guardian の ホーム インターフェイスには、コ

ントロール パネル フィールドが表示されます。コントロール パネル内のモジュールを選択して、モジュールを直

接起動します。コントロール パネル フィールドで [すべて表示] を選択すると、コントロール パネル インタ

ーフェイスに移動します。  

2. 既にログインしている場合は、画面上部の [コントロール パネル] を選択します。 
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図10: コントロール パネルの起動 

モニター 

Compliance Guardian のコントロール パネルの モニター セクションでは、ヘルス アナライザー、ログ マネージャ

ー、マネージャー モニター、エージェント モニターの機能を表示・管理することができます。 

ヘルス アナライザーの使用 

ヘルス アナライザーは、ヘルス アナライザー プロファイルで選択したルールに従ってファームをスキャンします。 

コントロール パネルで モニター セクション配下の [ヘルス アナライザー] を選択すると、ヘルス アナライザー ページ

に移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、ヘルス アナライザー インターフェイスを閉じます。  

ヘルス アナライザーには、Compliance Guardian モジュールの正常性に関する 4 種のルールが存在します。  

 接続 - Compliance Guardian のサービス間の接続を確認します。  

 権限 - エージェント アカウントおよび Compliance Guardian アプリケーション プール アカウント

の権限の適切さを確認します。 

 サービス - Compliance Guardian のサービスの状態を確認します。 

 その他 - 各モジュールのすべての要件が満たされているかを確認します。 
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ヘルス アナライザーを使用して Compliance Guardian モジュールの正常性を確認するためには、次の手順に従

ってください。 

 スキャンしようとする Compliance Guardian モジュールのルールを含むヘルス アナライザー プロファイルを

作成します。詳細については、ヘルス アナライザー プロファイルの作成 を参照してください。 

 新規作成したプロファイルを実行します。 

 ジョブ完了後、プロファイル内のルールの状態を確認します。状態が 警告 または エラー である場合、ルー

ルを選択して提供されたソリューションを表示します。詳細については、ヘルス アナライザー プロファイル内の

ルールの管理 を参照してください。 

 提供されたソリューションに従って問題を解決します。 

問題の解決後、ルールを再スキャンして、提供されたソリューションで問題を確かに解決したことを確認することもでき

ます。 

ヘルス アナライザー プロファイルの管理 

確認しようとする Compliance Guardian モジュールのルールを含むヘルス アナライザー プロファイルを使用しま

す。 

ヘルス アナライザー インターフェイスで、リボン上で [プロファイル マネージャー] を選択します。表示されるインター

フェイスでは、作成済みのプロファイルがリストに表示されています。これらのプロファイルに次のアクションを実行すること

ができます。 

 作成 - プロファイルを作成します。リボン上で [作成] を選択します。 

 詳細の表示 - 選択したプロファイルの詳細情報を表示します。該当のチェックボックスを選択して

プロファイルを選択し、リボン上で [詳細の表示] を選択します。 

 編集 – 選択したプロファイルを編集します。該当のチェックボックスを選択してプロファイルを選択

し、リボン上で [編集] を選択します。 

 削除 – 選択したプロファイルを削除します。該当のチェックボックスを選択して 1 件または複数のプ

ロファイルを選択し、リボン上で [削除] を選択します。 

 ただちに実行 - 選択したプロファイルをすぐに実行します。該当のチェックボックスを選択してプロファ

イルを選択し、リボン上で [ただちに実行] を選択します。 

 ジョブ モニター - プロファイルのジョブを表示・管理します。リボン上で [ジョブ モニター] を選択し

ます。 
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インストールまたは更新の後に、既定のプロファイルが自動的に作成されます。このプロファイルにはすべての既存のエ

ージェント、モジュール、ルールが含まれており、毎週の月曜日の夜 (00:00:00) に実行されます。  

ヘルス アナライザー プロファイルの作成 

プロファイル マネージャー インターフェイスで、リボン上で [作成] を選択して、新しいヘルス アナライザー プロファイ

ルを作成します。新しいプロファイルを作成する手順については、以下の説明を参照してください。 

 プロファイル名 - 新しいプロファイルの名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力します。[次へ] を

選択します。 

  スキャン フィルター - 確認するモジュールおよびエージェントをフィルターします。 

 モジュール - 該当のチェックボックスを選択して、確認しようとするモジュールを選択します。 

 エージェント フィルター - 該当のチェックボックスを選択して、確認する使用可能なエージェントを 

1 件または複数件選択します。すべての使用可能なルールをスキャンする際に新しく登録された、

または再起動されたエージェント サービスを含めたい場合は、[新規を含む] チェックボックスを選択

します。 

 [次へ] を選択して続行します。 

 スキャン ルール - 該当のチェックボックスを選択して、プロファイルに含めたいルールを選択します。Complia

nce Guardian では、新規作成されたプロファイルを実行する時、プロファイル内のすべてのルールが確認さ

れます。 

 [次へ] を選択して続行します。 

 スキャン スケジュール - プロファイルのスキャン スケジュールおよび通知設定を構成します。 

 スケジュールの選択 - 次のオプションから選択します。 

o スケジュールなし - ユーザーがこのプロファイルを実行する時にのみ、プロファイル内のルー

ルをスキャンします。 

o 手動でスケジュールを構成する - カスタム スケジュール設定に従ってプロファイル内のル

ールをスキャンします。このオプションを選択すると、スケジュール設定 画面が表示されま

す。詳細については、ヘルス アナライザー プロファイルのスキャン スケジュール設定の構成 

を参照してください。 

 通知設定 - ドロップダウン リストから既存の通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの

新規作成] を選択して新しい通知プロファイルを作成します。通知プロファイルを選択したら、[表

示] を選択して、このプロファイルの詳細情報を表示します。 
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該当のチェックボックスを選択して、通知メールを受信する条件を選択します。  

 合格 - 通知メールですべての 合格 状態のルールを含むレポートを受信します。 

 警告 – 通知メールですべての 警告 状態のルールを含むレポートを受信します。 

 エラー – 通知メールですべての エラー 状態のルールを含むレポートを受信します。 

 スキップ済み - 通知メールですべての スキップ済み 状態のルールを含むレポートを受信

します。 

 停止済み - 通知メールですべての 停止済み 状態のルールを含むレポートを受信しま

す。 

 [次へ] を選択して続行します。 

 概要 手順で、プロファイルの詳細情報が表示されます。 

 [完了] を選択してプロファイルを保存するか、[完了して実行] を選択してプロファイルを保存し、実行しま

す。 

ヘルス アナライザー プロファイルのスキャン スケジュール設定の構成 

手動でスケジュールを構成する を選択し、スケジュール設定 フィールドで [スケジュールの追加] リンクを選択する

と、プロファイルの新しいスケジュールを追加します。スケジュールの追加 ウィンドウが表示されます。スキャン設定の構

成に関する手順については、以下の説明を参照してください。 

 タイプ - 次の 4 件のオプションから、追加するスケジュールの再実行スケジュールを選択します。 

 時間毎 

 日毎 

 週毎 

 月毎 

 スケジュール設定 - 再実行スケジュールの頻度を選択します。 

 _ 時間毎 - テキストボックスに数値を入力します。このオプションは タイプ フィールドに 時間毎 を

選択した場合に表示されます。詳細設定 を選択して、さらに詳細な設定を構成します。 

o 業務時間の設定 - このフィールドで開始日時および終了日時を選択します。 

o 時刻の選択 - ルールをスキャンする時刻を選択します。複数の実行時刻を追加するに

は [追加] を選択します。 
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 _ 日間毎 - テキストボックスに数値を入力します。このオプションは タイプ フィールドに [日毎] を

選択した場合に表示されます。 

 _ 週間毎 - テキストボックスに数値を入力します。このオプションは タイプ フィールドに [週毎] を

選択した場合に表示されます。詳細設定 を選択して、さらに詳細な設定を構成します。 

 実行間隔: _ 週間 - テキストボックスに数値を入力します。 

 指定日: _ - ドロップダウン リストから 1 件または複数のオプションを選択して、[OK] を

選択します。 

 _ ヶ月毎 - テキストボックスに数値を入力します。このオプションは タイプ フィールドに 月毎 を選

択した場合に表示されます。詳細設定 を選択して、さらに詳細な設定を構成します。 

 指定日: _ _ 日 – ドロップダウン リストから 1 件または複数の月を選択して、テキストボ

ックスに数値を入力します。 

 指定日: _ ヶ月毎の _ 日 - テキストボックスに正の整数を入力して、ドロップダウン リス

トから日を選択します。 

 指定日: _ ヶ月毎の _ _ - テキストボックスに正の整数を入力して、1 件目のドロップダ

ウン リストから序数を選択して、2 件目のドロップダウン リストから 1 件または複数の曜

日を選択します。 

 指定日: _ の _ _ - 1 件目のドロップダウン リストから 1 件または複数の月を選択し

て、2 件目のドロップダウン リストから序数を選択して、3 件目のドロップダウン リストから 

1 件または複数の曜日を選択します。 

 再実行期間  - 再実行スケジュールの終了時間を選択します。 

 開始日時 – 開始日時を選択します。 

 終了時刻なし – スケジュールを手動で停止するまで実行し続けます。 

 _ 回後に終了 - テキストボックスに正の整数を入力します。ここで指定した回数に達すると、スケ

ジュールの実行が終了します。 

 終了時刻 _ - 終了時刻を選択します。スケジュールは選択した終了日時に終了します。  

 [OK] を選択すると、構成を保存し、スキャン スケジュール インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選

択すると、構成を保存せずに スキャン スケジュール インターフェイスに戻ります。 

 プロファイルのスケジュールをさらに追加する場合は、[スケジュールの追加] を選択します。 

 [カレンダー ビュー] を選択すると、スケジュールの全部の日時を表示します。 
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ヘルス アナライザー プロファイル内のルールの管理 

ヘルス アナライザー インターフェイスでは、次のアクションを実行することができます。  

 プロファイル マネージャー - すべてのヘルス アナライザー プロファイルを管理します。詳細について

は、ヘルス アナライザー プロファイルの管理 を参照してください。 

 レポートのエクスポート - 選択したプロファイル内のすべてのルールに関するレポートをエクスポート

します。 

 詳細の表示 – 選択したプロファイルの詳細情報を表示します。ルールを選択して、リボン上で 

[詳細の表示] を選択します。 

 スキャンの停止 - 選択したルールのスキャンを停止します。1 件または複数のルールを選択して、

リボン上で [スキャンの停止] を選択します。 

 再スキャン - 選択したルールを再スキャンします。1 件または複数のルールを選択して、リボン上で 

[再スキャン] を選択します。 

 ジョブ モニター - すべてのヘルス アナライザー ジョブをモニターします。 

ヘルス アナライザー レポートのエクスポート 

ヘルス アナライザーをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。 

 ヘルス アナライザー インターフェイスで、プロファイル名 ドロップダウン リストからプロファイルを選択します。 

 収集日時 ドロップダウン リストから収集日時を選択します。既定では、選択したプロファイルの最新の収集

日時が選択されています。 

 すべてのスキャン結果をエクスポートするには、[レポートのエクスポート] を選択します。特定のスキャン結

果をエクスポートするには、エクスポートするルールのチェックボックスを選択して、[レポートのエクスポート] 

を選択します。    

 リボン上で [レポートのエクスポート] を選択すると、ヘルス アナライザー レポートをエクスポートします。レポ

ートのエクスポート インターフェイスが表示されます。 

 スキャン結果の選択 フィールドで、すべてのスキャン結果をエクスポートするか、または選択したスキャン結果

のみをエクスポートするかを選択します。 

 レポート形式 フィールドで、レポート形式の選択 ドロップダウン リストからレポート形式を選択します。 

 [OK] を選択します。レポートが指定した場所にエクスポートされます。 
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ログ マネージャーの使用 

ログ マネージャーでは、同一インターフェイス内にジョブ モニターが統合されています。ここでは、すべての Complianc

e Guardian サービスのログを管理することができます。ログは、AvePoint サポート メンバーがトラブルシューティング

を行う際に重要な情報となります。リボン上で [ジョブ モニター] を選択すると、ログ コレクション ジョブの進行状況

を表示します。詳細については、ジョブ モニター を参照してください。 

*注意: Compliance Guardian コントロール サービス スタンバイ センターを使用する場合、ログ マネージャーを

使用する前に、レポートのエクスポート先をジョブ モニター上で構成する必要があります。  

コントロール パネルで モニター セクション配下の [ログ マネージャー] を選択すると、ログ マネージャー ページに移

動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、ログ マネージャー インターフェイスを閉じます。 

ログ設定の構成 

ログ マネージャー インターフェイスのリボン上で [ログ設定] を選択すると、ログ設定を構成します。コントロール サ

ービス または エージェント タブのいずれかを選択すると、以下のサービスのログ設定を構成することができます。 

タブには、各サービスの名称が表記されています。ここでは次のオプションを構成することができます。 

 ログ レベル – ログは、以下のレベルで生成可能です。 

o 情報 (既定) – このレベルのログでは、実行したジョブ、実行した操作、ジョブの重要なプ

ロセスなど、Compliance Guardian の基本情報を記録します。情報レベルのログには

すべての警告およびエラー レベルのログが含まれています。 

o デバッグ – このレベルのログでは、Compliance Guardian マネージャーと Complian

ce Guardian エージェント間の通信、データベース内の操作、データの出力メッセージな

どの内部操作に関する詳細情報を記録します。  

このレベルのログはすべてのジョブの詳細情報を検出する場合に使用します。トラブルシュ

ーティングの前にはログ レベルを デバッグ レベルに設定することを推奨します。デバッグ レ

ベルのログにはすべての情報、警告、エラー レベルのログが含まれています。 

o エラー – このレベルのログでは、ジョブのエラー メッセージを記録します。エラーはすべてが

ジョブの失敗を意味するというわけではなく、既に解決したエラーも含まれています。また、

ログには詳細な情報が記録されました。 
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o 警告 – このレベルのログでは、例外処理となったジョブを記録します。警告レベルのログに

はすべてのエラー レベルのログが含まれています。 

 各ログのサイズ – 既定では、ログのサイズは 5 MB に設定されています。変更したい場合は、テ

キスト ボックスに数値を入力すると、サイズを調整することができます。 

 ログの合計数 – 各マネージャー サービスのインストール フォルダー配下の Logs フォルダー内に含

まれるログ ファイルの最大数です。各エージェント サーバーでは、ログの合計数は各 .exe ファイル

により生成されたログ ファイルの最大数となります。エージェント ログは、各エージェントのインストー

ル フォルダー配下の Logs フォルダーに保存されます。ログ ファイル数がしきい値を超える場合、古

いログ ファイルから削除されていきます。 

ログ設定の構成完了後、[保存] を選択すると、すべての変更を保存し、ログ マネージャー インターフェイスに戻りま

す。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに ログ マネージャー インターフェイスに戻ります。 

ログの取得 

ログの取得を実行する前に、まずログ マネージャー インターフェイスのログ コレクション セクションで取得対象となるマ

ネージャー サービスもしくはエージェントを選択する必要があります。  

レポートを含むメール通知を受信するには、ドロップダウン リストからメール通知を選択するか、[通知プロファイルの

新規作成] を選択して新しいメール通知プロファイルを設定します。詳細については、メール受信者プロファイル を参

照してください。 

リボンの [取得] を選択すると、選択したサービスもしくはエージェントのログの取得を開始します。 

マネージャー モニターの使用 

ここでは、Compliance Guardian コントロール サービスに関する詳細が表示されます。 

コントロール パネルで モニター セクション配下の [マネージャー モニター] を選択すると、マネージャー サービス モ

ニター ページに移動します。マネージャー サービス モニターに、Compliance Guardian コントロール サービスが表

示されます。  

サービス名の隣のチェックボックスをオンにして、コントロール サービスを選択します。次に、リボン上で [詳細の表示] 

を選択すると、選択したマネージャー サービスの情報を表示する 詳細の表示 ページに移動します。コントロール サ

ービスに関する情報の確認の完了後、リボン上で [閉じる] を選択すると、マネージャー サービス モニター タブを閉

じ、コントロール パネルのメイン ページに戻ります。 
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エージェント モニターの使用 

現在 SharePoint 環境にインストールされている Compliance Guardian エージェントを表示・構成することがで

きます。この機能は、例えば人事異動などが発生し、エージェントが SharePoint と連携する際に使用される Shar

ePoint アカウントを変更する必要が生じた場合などに使用することができます。エージェント モニターでは、エージェン

トが反応しなくなったり、問題が発生したりした場合に基本的なメンテナンス操作を実行することができます。また、サ

ーバー メンテナンス実行の際に、Compliance Guardian エージェント サービスを一時的に無効にすることもできま

す。 

コントロール パネルで モニター セクション配下の [エージェント モニター] を選択すると、エージェント モニター ペー

ジに移動します。エージェント モニターに、Compliance Guardian コントロール サービスに現在登録されている C

ompliance Guardian エージェントのリストが表示されます。  

Compliance Guardian エージェントが表示されたら、エージェント名の隣のチェックボックスをオンにしてエージェント

を選択し、次のボタンを選択してください。 

 構成 - このボタンが使用可能になるのは、エージェントが選択されている際のみです。リボン上で 

[構成] を選択すると、エージェントの構成インターフェイスへアクセスします。ここでは、エージェント

用 SharePoint アカウントおよびエージェント タイプを構成することができます。 

o SharePoint アカウント – アカウント プロファイルを選択します。[アカウント プロファイ

ルの新規作成] を選択すると、新しいアカウント プロファイルを作成することもできます。

詳細については、管理されたサービス アカウント を参照してください。このアカウントは、Co

mpliance Guardian エージェントによって、お使いの SharePoint 環境へのアクセスと

コントロールに使用されます。ここで選択するアカウントは、有効な Compliance Guard

ian 製品に対する必要な権限を持っている必要があります。 

o エージェント タイプ構成 – 特定の製品を使用するには、まず該当するエージェント タイ

プを構成する必要があります。製品を選択する前に、製品に必要なエージェントをインスト

ールしておく必要があります。 

エージェントのエージェント タイプを構成するには、該当の製品の隣のチェックボックスをオン

にします。製品カテゴリー名を選択すると、使用可能な別の製品カテゴリーに移動すること

ができます。エージェント タイプはローカル環境で構成します。  

o ジョブの制限 – 同時に実行中のジョブ数を制限する オプションをオンにし、テキスト ボ

ックスに正の整数を入力すると、このエージェント上で同時に実行できるジョブの最大数を

制限します。 
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エージェントの構成完了後、[保存] を選択して構成を保存し、エージェント モニター インターフェ

イスに戻ります。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに エージェント モニター インターフェ

イスに戻ります。 

 構成ファイル – エージェント構成ファイルをマネージャー サーバーにアップロードすると、特定のエー

ジェントに合わせて構成ファイルを変更することができます。エージェント モニターで Compliance 

Guardian エージェントを選択し、リボンの [構成ファイル] を選択して構成ファイルを変更しま

す。ポップアップ ウィンドウで構成についての注意事項を確認し、[OK] を選択すると、構成ページ

にリダイレクトされます。構成ファイルを変更するには、以下の説明を参照してください。  

*注意: エージェント構成ファイルの更新には問題が発生するリスクがあるため、エンド ユーザーがこ

の操作を実行することは推奨されません。 

o エージェント情報 – 選択したエージェントが表示されます。 

o 構成ファイルの参照 – 構成ファイルをマネージャー サーバーにアップロードします。[参照] 

を選択してアップロードする .config ファイルを指定し、[開く] を選択してアップロードし

ます。複数の構成ファイルをアップロードすることができます。  

*注意: 構成ファイルを移動先へ適用するため、アップロードする構成ファイルの名前は既

存のファイルの名前と同じである必要があります。 

o 移動先パス– 構成ファイルをアップロードする場所を入力します。Agent\Bin および A

gent\data パスで構成ファイルに対する変更が可能です。 

o 競合解決 – 構成ファイル名が競合する場合の解決方法を選択します。  

 マージする - 新規にアップロードした構成ファイル内のコンテンツは、既存の構成

ファイルにマージされます。  

 置き換える - 新規にアップロードした構成ファイルは、既存の構成ファイルを置き

換えます。 

[OK] を選択すると、構成ファイルの変更を適用します。[キャンセル] を選択すると、構成を保存

せずにインターフェイスを終了します。[OK] を選択する場合は、エージェント サービスの再起動が

必要です。[自動] を選択してこの時点でエージェント サービスを自動的に再起動するか、また

は、[手動] を選択して後でエージェント サービスを手動で再起動します。  

 詳細の表示 – リボン上で [詳細の表示] を選択すると、選択した Compliance Guardian 

エージェントについての詳細情報が表示されたページに移動します。 
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 再起動 – リボン上で [再起動] を選択すると、選択した Compliance Guardian エージェント

を再起動します。この機能は、エージェントのパフォーマンスが遅い場合や実行中のジョブで切断が

発生するような場合に役立ちます。エージェントを再起動すると再試行することができます。  

*注意: エージェントを再起動すると、実行中のジョブはすべて失敗となります。 

 削除 – リボン上で [削除] を選択すると、選択した Compliance Guardian エージェントをエ

ージェント モニターから削除します。削除されたエージェントは、コントロール サービスで使用不可と

なります。削除は、状態 列に下矢印 ( ) が表示されているエージェントに対してのみ実行できま

す。ここでエージェントを削除しても、エージェントはアンインストールされません。 

*注意: エージェント モニターで、ファームの最後のエージェントを削除すると、関連するファームやプ

ランも Compliance Guardian データベースから削除されます。 

 非アクティブ化 – リボン上で [非アクティブ化] を選択すると、選択された Compliance Guar

dian エージェントを非アクティブ状態にします。エージェントが非アクティブになると 非アクティブ と

表示され、現在のコントロール サービスで使用されなくなりますが、サービスとしては正常に実行し

続けます。この機能は、特定の Compliance Guardian エージェントのメンテナンスを実行する

場合などに利用することができます。 

*注意: エージェントを非アクティブ状態にすると、実行中のジョブはすべて失敗となります。 

 アクティブ化 – リボン上で [アクティブ化]  を選択すると、選択した Compliance Guardian 

エージェントをアクティブ状態にします。エージェントがアクティブになると アクティブ と表示され、現

在のコントロール サービスで使用可能になります。 

Compliance Guardian エージェントの表示および管理の完了後、リボン上で [閉じる] を選択すると、エージェン

ト モニター タブを閉じ、コントロール パネルのメイン ページに戻ります。 
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システム構成 

Compliance Guardian のコントロール パネルの システム構成 セクションでは、メール設定、全般設定、エージェ

ント グループ、ジョブ プルーニング、ジョブ パフォーマンス通知の機能を表示・管理することができます。 

メール設定 

Compliance Guardian からメール通知を送信する前に、メール送信サーバー設定を構成する必要があります。 

コントロール パネルで システム構成 セクション配下の [メール設定] を選択すると、メール設定 ページに移動しま

す。リボン上で [閉じる] を選択すると、メール設定 インターフェイスを閉じます。 

以下の方法でメール送信サーバーを構成します。 

1. 送信メール サーバー設定を有効にする チェックボックスを選択すると、メール サーバー設定をアクティブにし

ます。 

2. メール送信サーバー (SMTP) – メール送信サーバーのアドレスを入力します。  

3. パスワード認証 – メール アカウント構成でこのオプションを有効にしている場合はこのチェックボックスを選択

します。 

4. ポート – SMTP ポートを入力します。既定の SMTP ポートは 25 です。SSL 認証の場合は、既定ポー

トは 587 です。 

5. 差出人 – Compliance Guardian の通知メールの送信元となるメール アドレスを入力します。 

6. SMTP 上のユーザー名 – SMTP サーバー上の差出人のユーザー名を入力します。 

7. SMTP 上のパスワード – SMTP サーバーにログオンする差出人のパスワードを入力します。 

8. SSL 認証 – メール設定に合わせてこのオプションを構成します。 

9. [検証テスト] ボタンを選択すると、入力した情報を確認することができます。入力した情報がすべて正確で

ある場合、構成した差出人に対してテスト メールが送信されます。 

[保存] を選択すると構成を保存します。[閉じる] を選択するとインターフェイスを終了します。 

全般設定 

これらの設定は Compliance Guardian インターフェイス全体に影響する設定です。アピアランスの設定や Shar

ePoint ファーム設定が該当します。このセクションでは、Compliance Guardian に対する表示言語の優先設
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定、希望する日付と時刻の形式の設定などを実行します。さらに、レポートやメール テンプレートに対するオリジナル 

ロゴの挿入や、SharePoint ファームを簡単に認識可能にすることを目的としたファーム名の変更設定などの操作が

可能です。 

コントロール パネルで システム構成 セクション配下の [全般設定] を選択すると、全般設定 ページに移動します。

リボン上で [閉じる] を選択すると、全般設定 インターフェイスを閉じます。 

全般設定 ページで構成できる設定は以下のとおりです。 

 言語の優先設定 – Compliance Guardian の表示言語を指定するか、翻訳エンジンを使用

してブラウザーの言語で Compliance Guardian を表示するか選択します。 

o すべてのユーザーは ... で表示する – このオプションを選択すると、Compliance Gua

rdian 上のすべての表記がここで指定した言語で表示されます。表示言語を変更する

場合は、ドロップダウン メニューから言語を選択します。 

o エンド ユーザーのブラウザで使用されている言語に変更する – このオプションを選択す

ると、Compliance Guardian 上の表記がユーザーのブラウザの言語で表示されます。

この際、言語が正しく変更されない場合、次の既定言語を使用します ドロップダウン メ

ニューから、Compliance Guardian の既定言語を選択する必要があります。Compli

ance Guardian がユーザーのブラウザ言語で正しく表示されない場合、このセクションで

指定した言語が使用されます。 

 タイム ゾーン – Compliance Guardian マネージャーのタイム ゾーンを選択します。 

 日付と時刻の形式 – 日付 ドロップダウン メニューから日付の形式、時間 ドロップダウン メニュー

から時刻の形式を選択すると、Compliance Guardian に表示されるすべての日付および時刻

の形式を設定することができます。 

 ロゴの変更 - Compliance Guardian システム レポートおよびメール テンプレートのロゴを変更

します。[参照] を選択してポップアップ ウィンドウで使用したいロゴを指定し、[開く] を選択して開

きます。[プレビュー] を選択すると、プレビューを表示 エリアでロゴを表示します。[プレビューを隠

す] を選択すると、プレビューを表示 エリアを非表示にします。 

表示フィールドでロゴを選択してドラッグすると、位置を変更することができます。拡大ボタン ( )、

縮小ボタン ( )、リセット ボタン ( ) を選択して、新しいログの設定をリセットします。[既定設定

にリストア] ボタンを選択すると、既定のロゴにロールバックできます。 

 ファーム名マッピング – Compliance Guardian 上でのファームの表示名をカスタマイズします。

検索テキスト ボックスにファーム名を入力し、検索アイコン ( ) を選択すると、ファームの検索を実
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行することができます。各ファームの該当する 表示名 テキストフィールドに、指定の表示名を入力

します。 

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。  

構成完了後、[保存] を選択すると、すべての変更を保存します。[閉じる] を選択して、全般設定 インターフェイス

を終了します。保存せずに [閉じる] を選択すると、すべての変更が失われます。 

セキュリティ設定の構成 

全般設定 インターフェイスのリボン上で [セキュリティ] を選択します。セキュリティ設定 セクションには、システム セ

キュリティ ポリシーとシステム パスワード ポリシーの 2 種類のタブが存在しています。 

システム セキュリティ ポリシー 

システム セキュリティ ポリシー タブでは、以下のオプションを構成することができます。 

 最大ユーザー セッション – Compliance Guardian で許可する同時ログオン数を構成します。

セッション数が指定の数を超えると、最初に開始されたセッションが終了します。 

 セッション タイムアウト – 指定の期間内に操作を実行しないユーザーは自動的にログオフされま

す。ログオン自動切断までの待ち時間: テキスト ボックスに数値を入力し、ドロップダウン メニュー

から 分間 もしくは 時間 を選択します。 

 ログオン失敗時の制限 – 1 日にログオンの失敗が認められる最大回数を指定します。ログオン

失敗の回数が指定の値に達すると、ユーザー アカウントはロックされます。指定したアカウントのロッ

クを解除するには、ユーザーの管理 を参照してください。 

*注意: 既定の admin アカウントはロックされません。 

 非アクティブ期間 – ユーザーの非アクティブ期間が指定の値に達すると、ユーザー アカウントは非

アクティブ化されます。非アクティブ期間が次の値に到達する場合アカウントを非アクティブ化 テ

キスト ボックスに数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日間 もしくは ヶ月間 を選択します。

非アクティブ状態になると、Compliance Guardian 管理者がアカウントをアクティブにするまで、

ユーザーは Compliance Guardian にログオンすることができません。 
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 ネットワーク セキュリティ – 特定の Compliance Guardian へのアクセス レベルを持つ IP ア

ドレスを構成します。これらの設定を構成するには、ネットワーク セキュリティを有効にする チェック

ボックスをオンにして、次のオプションを選択してください。 

o 信頼済みネットワーク – このオプションを選択すると、このフィールドに追加されている IP 

アドレスにのみ Compliance Guardian へのアクセスを許可します。IP アドレスを信頼

済みネットワークとして追加するには、次の値に等しい テキスト ボックスに IP アドレスを

入力して、[追加] を選択します。複数の IP アドレスを追加する場合は、これらの手順

を繰り返します。 

o 制限付きネットワーク – このオプションを選択すると、このフィールドに追加されている IP 

アドレスから Compliance Guardian へのアクセスを禁止できます。IP アドレスを制限

付きネットワークとして追加するには、次の値に等しい テキスト ボックスに IP アドレスを

入力して、[追加] をクリックします。複数の IP アドレスを追加する場合は、これらの手順

を繰り返します。 

システム パスワード ポリシー 

システム パスワード ポリシー タブでは、以下のオプションを構成することができます。 

 既定パスワード設定 – パスワードを保存する際に、パスワードに適用するルールを指定します。ア

カウントが非アクティブ状態である を選択すると、アカウントを使用する前に手動でアクティブにし

ます。 

*注意: このフィールドでオプションを選択しない場合は、初回ログインの際にパスワードを編集する

必要はありません。また、パスワードの有効期限が切れることもありません。 

 パスワードの最大および最小文字数 – パスワードに使用する最大および最小文字数の数値を

指定します。 

 パスワード ルール – パスワードのルールを構成します。 

o 文字の最小数 – 文字数を入力します。パスワードには、ここで指定した数以上の文字

を含む必要があります。  

o 数字の最小数 – 正の整数を入力します。パスワードには、ここで指定した数以上の数

字を含む必要があります。  

o 特殊文字の最小数 – 文字数を入力します。パスワードには、ここで指定した数以上の

特殊文字を含む必要があります。特殊文字には !、@、#、$、%、^、&、* が含まれ

ます。 
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o パスワードにはユーザー ID を含むことができない – このオプションを選択すると、パスワ

ードにユーザー名を含めることができなくなります。 

o パスワードには空白を含むことができない – このオプションを選択すると、パスワードに空

白を含めることができなくなります。 

 パスワード有効期限の警告 – パスワード有効期限の警告通知を構成します。日間 もしくは ヶ

月間 の隣のテキスト ボックスに数値を入力して、期間を設定します。警告の形式は ポップアップ 

メッセージ と メール通知 から選択することができます。 

セキュリティ情報の表示 

Compliance Guardian では、パスフレーズを使用して Compliance Guardian データベースを保護し、セキュ

アな通信をサポートします。Compliance Guardian エージェントをインストールする際に Compliance Guardia

n マネージャーへ接続する前に、パスフレーズを入力してアクセスを確認する必要があります。 

既定のパスフレーズは、マネージャーのインストール先に自動的に生成されます。パスフレーズを管理するには、リボン

上で [セキュリティ情報] を選択して、以下のアクションを実行します。 

 バックアップ – このボタンを選択すると、パスフレーズを次のパス: ...\AvePoint\Complianc

e Guardian 4\Manager\KeysBak にバックアップします。セキュリティ キーのバックアップ

を用意し、安全な場所に保管することを強く推奨します。 

 パスフレーズの管理 – このボタンをクリックすると、パスフレーズを表示・編集することができます。

[編集] オプションが表示されます。既定ではパスフレーズは編集不可能に設定されていますが、こ

のボタンを選択すると、既定パスフレーズの編集が有効になります。該当するテキスト ボックスに新

しいパスフレーズを入力し、[OK] を選択して保存します。 

エージェント グループ 

エージェント グループ では、ジョブ実行に特定のエージェントを割り当てることができます。これにより、各エージェント

の負荷分散を維持することができます。 

コントロール パネルで システム構成 セクション配下の [エージェント グループ] を選択すると、エージェント グルー

プ ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、エージェント グループ インターフェイスを閉じます。  
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エージェント グループの管理 

エージェント グループ インターフェイスには、エージェント グループのリストが表示されます。  

 このページで構成できる設定は以下のとおりです。 

 作成 – リボン上で [作成] を選択すると、新しいエージェント グループを作成します。ここでは次の

設定を構成することができます。 

o エージェント グループ名 - 新しいエージェント グループのグループ名と説明 (説明は必

須ではありません) を入力します。  

o エージェント グループ タイプ – 7 種類のエージェント グループ タイプ(SharePoint オ

ンプレミス、ファイル システム、Web サイト、SharePoint サイト、Lync、データベー

ス、Yammer) から 1 種類を選択します。  

SharePoint オンプレミス を選択する場合、新しいエージェント グループを作成する場

所として使用するファームを選択する必要があります。  

o 使用可能エージェント – 下位パネルに使用可能なエージェントが表示されます。該当の

チェックボックスをオンにして希望のエージェントを選択し、[追加] を選択してエージェントを

エージェント グループに追加します。エージェント グループからエージェントを削除する場合

は、該当のチェックボックスをオンにして グループ内エージェント 列内の指定のエージェン

トを選択し、[削除] を選択します。  

作業の完了後、[OK] を選択すると、これらの構成を保存し、エージェント グループ インターフェ

イスに戻ります。[キャンセル] を選択すると、新しいエージェント グループを保存せずに エージェン

ト グループ インターフェイスに戻ります。 

 詳細の表示 – 該当のチェックボックスをオンにしてエージェント グループを選択し、リボン上で [詳

細の表示] を選択すると、エージェント グループの詳細情報が表示されます。詳細の表示 インタ

ーフェイスのリボン上で [編集] を選択すると、エージェント グループの構成を変更することができま

す。エージェント グループの編集については、次の説明を参照してください。 

 編集 – 該当のチェックボックスをオンにしてエージェント グループを選択し、リボン上で [編集] を選

択すると、エージェント グループの構成を変更します。エージェント グループの編集インターフェイス

で、エージェント グループの新しいグループ名と説明を入力することができます。該当のチェックボック

スをオンにして希望のエージェントを選択し、[追加] を選択してエージェントをエージェント グループ

に追加します。エージェント グループからエージェントを削除する場合は、該当のチェックボックスをオ

ンにして グループ内エージェント 列内の指定のエージェントを選択し、[削除] を選択します。 
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完了したら、[保存] を選択してこのエージェント グループの構成への変更をすべて保存します。

[名前を付けて保存] を選択すると、新しい構成を新しいエージェント グループとして保存できま

す。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに エージェント グループ インターフェイスに戻り

ます。 

 削除 – 該当のチェックボックスをオンにしてエージェント グループを選択し、[削除] を選択すると、

選択したエージェント グループを削除します。選択したエージェント グループ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] を選択すると、選択したエージェント グループを削除しま

す。[キャンセル] を選択すると、選択したエージェント グループを削除せずに エージェント グルー

プ インターフェイスに戻ります。  

ジョブ プルーニング 

ジョブ プルーニングでは、お使いのファーム間でのすべてのジョブ レコードのプルーニング ルールを設定することができま

す。プルーニングされたジョブ レコードは、ジョブ モニターおよび Compliance Guardian コントロール データベース

から削除されます。  

*注意: スキャン ジョブを頻繁に実行する場合、ジョブ データが過負荷状態を引き起こさないよう、ジョブ プルーニン

グ ポリシーを構成しておくことを強く推奨します。 

ジョブ プルーニングでは、各 Compliance Guardian モジュールのジョブ プルーニング ルールを構成し、指定のジョ

ブ数や指定の期間内のジョブを保持することができます。モジュールのジョブ プルーニング ルールを構成すると、設定 

タブ上でスケジュールを構成し、使用する通知や時間を指定した形で Compliance Guardian プルーニング ジョ

ブを実行することができます。該当のチェックボックスからモジュールを選択し、リボン上で [すぐにプルーニングを実行] 

を選択すると、選択したモジュールのジョブを各モジュール用に構成したジョブ プルーニング ルールに従って手動でプル

ーニングします。 

ジョブ プルーニングでは、同一インターフェイス内にジョブ モニターが統合されています。プルーニング ジョブの進行状況

を表示するには、リボン上で [ジョブ モニター] を選択します。ジョブ モニターの詳細については、ジョブ モニター を参

照してください。 

コントロール パネルで システム構成 セクション配下の [ジョブ プルーニング] を選択すると、ジョブ プルーニング ペ

ージに移動します。リボン上で [保存] を選択すると、ジョブ プルーニングの変更を保存します。リボン上で [閉じる] 

を選択すると、ジョブ プルーニング インターフェイスを閉じます。 
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プルーニング ルールの構成 

ジョブ プルーニング インターフェイスの ルール タブで、該当のチェックボックスから Compliance Guardian モジュ

ールを選択し、リボン上で [構成] を選択するか、各モジュール用のジョブ プルーニング ルールを選択します。構成 

インターフェイスが表示されます。ここでは次のオプションを構成することができます。 

 プルーニングなし – このオプションを選択すると、モジュールのジョブ レコードはプルーニングされませ

ん。プルーニング ルールを構成する際に次のオプションが表示されます。 

 最新の _ ジョブを保持する – モジュールの最新ジョブを指定した数の分だけ保持します。表示さ

れるテキスト ボックスに数値を入力して、保持するジョブ数を設定します。テキスト ボックスに "5" 

と入力すると、このモジュールの最新 5 件分のジョブが保持され、その他のジョブ レコードはすべて

削除されます。 

 最新の _ 日間 / 週間 / ヶ月間のジョブを保持する - このオプションを選択すると、指定の期

間内のジョブのみを保持します。テキスト ボックスに数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日

間、週間、ヶ月間 を選択して保持するジョブの期間を設定します。例えば、テキスト ボックスに "7

" と入力して 日間 を選択すると、このモジュールで過去 7 日間以内に実行したジョブのみが保持

され、それ以前のこのモジュールのジョブ レコードはすべて削除されます。 

終了したら、[保存] を選択すると、構成を保存し、ジョブ プルーニング インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を

選択すると、変更を保存せずに ジョブ プルーニング インターフェイスに戻ります。 

設定の構成 

Compliance Guardian モジュールのジョブ プルーニング ルールを構成すると、Compliance Guardian プルー

ニング ジョブを実行するスケジュールを設定し、プルーニング ジョブに関するレポートを使用してユーザーへ通知するこ

とができるようになります。ジョブ プルーニング インターフェイス上の 設定 タブでは、以下の設定を構成することがで

きます。 

1. スケジュールの選択 - Compliance Guardian プルーニング ジョブを実行するスケジュールを設定する

か、手動でプルーニング ジョブを実行するかを選択します。 

 スケジュールなし – 手動でプルーニング ジョブを実行する場合、このオプションを選択します。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションで設定した日時に Compliance Guardian プ

ルーニング ジョブを実行します。このオプションが選択されると、スケジュール設定 構成エリアが表

示されます。構成済みのスケジュールのリストが表示されます。[スケジュールの追加] を選択する

と、新しいスケジュールを追加します。サマリー 列のテキストを選択すると、構成済みスケジュールを
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編集します。( ) を選択すると、スケジュールを削除します。[カレンダー ビュー] を選択すると、

カレンダー上に追加済みのスケジュールをプレビューします。詳細については、スケジュールの構成 を

参照してください。 

2. 通知 - 構成済みメール通知プロファイルを選択するか、または [通知プロファイルの新規作成] を選択す

ると、新しいメール通知プロファイルを設定します。詳細については、メール受信者プロファイル を参照してくだ

さい。 

スケジュールの構成 

スケジュールの追加・編集に関連する操作については、以下の手順に従ってください。 

1. タイプ - このスケジュールの間隔の時間単位を選択します。 

 時間毎 – 時間毎のスケジュールを構成します。 

 日毎 – 日毎のスケジュールを構成します。 

 週毎 – 週毎のスケジュールを構成します。 

 月毎 – 月毎のスケジュールを構成します。 

2. スケジュール設定 - テキスト ボックスに数値を入力してスケジュールの頻度を構成します。より詳細なスケ

ジュールを設定する場合は、詳細設定 チェックボックスを選択します。手順 1 で選択した タイプ に合わせ

て複数のオプションが表示されます。 

 [時間毎] を選択する場合、次のオプションから 1 件を選択して設定を構成してください。 

o 業務時間の指定: 開始時刻: _ 終了時刻: _ – ここで指定した業務期間内にジョブ 

プルーニングを実行します。  

*注意: この期間内に開始したすべてのプルーニング ジョブは、終了時刻に達した場合で

も終了まで実行します。 

o 時刻を選択 – ジョブ プルーニングを実行する時刻を指定します。[追加] を選択すると、

複数の実行時刻を追加します。 

 [週毎] を選択する場合は、次の設定を構成してください。 

o 実行間隔 _ 週間 – テキスト ボックスに実行の頻度を週単位で入力します。 

o 指定日: _ –  ジョブ プルーニングを実行する週の日程を指定します。 

 [月毎] を選択する場合、次のオプションから 1 件を選択して設定を構成してください。  
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o 指定日: _ _ 日 – プルーニング ジョブを実行する月の日程を選択します。1 月 および 

7 月 3 日 と設定すると、プルーニング ジョブは 1 月 3 日と 7 月 3 日に実行されま

す。 

o 指定日: _ ヶ月毎の _ 日 – プルーニング ジョブを実行する月の日程と月単位での頻

度を選択します。例えば 3 ヶ月毎の 3 日 と設定すると、プルーニング ジョブは 3 ヶ月

毎の 3 日に実行されます。 

o 指定日: _ ヶ月毎の _ _ – プルーニング ジョブを実行する月の曜日と月単位での頻度

を指定します。例えば、3 ヶ月毎の 第 1 月曜日 と設定すると、プルーニング ジョブは 3 

ヶ月毎の第 1 月曜日に実行されます。 

o 指定日: _ の _ _ – プルーニング ジョブを何月の何曜日に実行するかを指定します。1 

月 および 7 月 の第 1 月曜日 を選択すると、プルーニング ジョブは 1 月と 7 月の第 

1 月曜日に実行します。 

3. 再実行期間 – プルーニング ジョブの 開始日時 を指定します。次のオプションを選択して終了時刻を設定

します。 

 終了時刻なし – プルーニング ジョブを手動で終了するまで構成済みスケジュール通りに実行し続

けます。 

 _ 回後に終了 – ここで指定した回数に達すると、プルーニング ジョブの実行を停止します。 

 終了時刻 _ – ここで指定した日時にプルーニング ジョブが終了します。 

新しいスケジュールの構成完了後、[OK] を選択すると、スケジュールを保存します。[キャンセル] を選択すると、保

存せずに スケジュールの追加 インターフェイスを閉じます。 

ジョブ パフォーマンス通知 

ジョブ パフォーマンス通知 を使用すると、スケジュール スキャナー、リアルタイム スキャナー、ログ マネージャー、ジ

ョブ プルーニング の応答しないジョブのジョブ パフォーマンス通知設定を構成することができます。ジョブが構成した

時間内に応答されない場合、この問題に関する通知メールが送信されます。 

コントロール パネルで システム構成 セクション配下の [ジョブ パフォーマンス通知] を選択すると、ジョブ パフォー

マンス通知 ページに移動します。リボン上で [保存] を選択すると、ジョブ パフォーマンス通知 への変更をすべて

保存します。リボン上で [閉じる] を選択すると、ジョブ パフォーマンス通知 インターフェイスを閉じます。 
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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 インターフェイスで応答しないジョブのジョブ パフォーマンス通知を構成するには、以下の

手順に従ってください。 

 該当するチェックボックスを選択すると、ジョブ パフォーマンス通知を構成するモジュールを選択します。 

 リボン上で [構成] を選択すると、選択したモジュールのジョブ パフォーマンス通知を構成します。 

 構成 インターフェイスで、通知なし オプションが既定で選択されています。通知設定を構成する オプション

を選択して、以下の設定を構成します。 

a. しきい値 – 期間を入力して、応答しないジョブを識別します。入力した値は 30 より大きい整数

である必要があります。 

b. アクション – 応答しないジョブが識別された場合、ここで 1 件以上のアクションを選択します。 

o 自動的にジョブを失敗させる – しきい値 フィールドに入力した分間内に応答がない場

合、自動的にジョブを失敗させます。  

o ジョブの関連ログを収集する – このチェックボックスを選択して、応答しないジョブが識別

された場合、関連ログを収集します。 

o 次のプロファイルで構成されているアドレスにメールを送信する – 応答しないジョブが識

別された際に通知メールを受信することを構成します。ドロップダウン リストから構成済み

通知プロファイルを選択するか、[通知プロファイルの新規作成] を選択して新しい通知

プロファイルを作成します。   

c. リボン上で [保存] を選択すると、構成を保存し、ジョブ パフォーマンス通知 インターフェイスに戻

ります。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに ジョブ パフォーマンス通知 インターフェイ

スに戻ります。 

監査 

Compliance Guardian 監査では、プランの作成・編集・削除、レポートのエクスポート、テスト パッケージの変更

などの Compliance Guardian でのアクティビティを監視します。また、このセクションではプルーニング設定の構成

を使用して、希望の監査データ レポートを表示およびエクスポートすることもできます。 
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コントロール パネル インターフェイスで 監査 セクション配下の [Compliance Guardian 監査] を選択する

と、Compliance Guardian 監査 ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、Compliance G

uardian 監査インターフェイスを閉じます。 

Compliance Guardian 監査 インターフェイスでは、すべてのアクティブティ、アクティビティのユーザー、ユーザーが

所属するグループ、アクティビティの日時、アクティビティを実行するモジュール、アクティビティの状態など、アクティビティ

に関連する情報が表示されます。 

プルーニング設定の構成 

Compliance Guardian でユーザーが実行することのできるアクティビティは非常に多いため、パフォーマンスを常に

優良な状態に保つことが欠かせません。プルーニング設定を構成すると、Compliance Guardian 監査に希望の

データを表示することができます。 

以下の方法でプルーニング設定を構成します。 

 Compliance Guardian 監査 インターフェイスのリボン上で [プルーニング] を選択します。構成 イン

ターフェイスが表示されます。 

 以下の設定を構成します。 

 プルーニング ルール – プルーニング ルールを構成します。 

o プルーニングなし – このチェックボックスを選択すると、監査データはプルーニングされませ

ん。 

o 最新の _ 件のアイテムを保持する – Compliance Guardian 監査 インターフェイ

スに保持するアイテムの件数を指定します。 

o 過去 _ 日間 / 週間 / ヶ月間 分のアイテムを保持する – 値を入力し、時間単位 

(日間、週間、ヶ月間) をドロップダウン メニューから選択して期間を指定します。指定し

た期間内のアクティビティが Compliance Guardian 監査 インターフェイスに保持さ

れます。 

 スケジュールの選択 - Compliance Guardian プルーニング ジョブを実行するスケジュールを設

定するか、手動でプルーニング ジョブを実行するかを選択します。 

o スケジュールなし – 手動でプルーニング ジョブを実行する場合、このオプションを選択しま

す。 
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o 手動でスケジュールを構成する – このオプションで設定した日時に Compliance Gua

rdian プルーニング ジョブを実行します。このオプションが選択されると、スケジュール設定 

構成エリアが表示されます。構成済みのスケジュールのリストが表示されます。[スケジュー

ルの追加] を選択すると、新しいスケジュールを追加します。サマリー 列のテキストを選

択すると、構成済みスケジュールを編集します。削除 ( ) ボタンを選択すると、スケジュ

ールを削除します。[カレンダー ビュー] を選択すると、カレンダー上に追加済みのスケジ

ュールをプレビューします。 

 画面の右下もしくはリボン上で表示された [ただちにプルーニングを実行] を選択すると、ただちに設定に

基づいてデータをプルーニングします。プルーニング ジョブが完了すると、保持されたアイテムは Complianc

e Guardian 監査 インターフェイスに表示されます。 

[保存] を選択すると、構成プルーニング設定を保存しますが、データはプルーニングされません。次回プルー

ニング設定の構成のインターフェイスに移動すると、構成済み設定が読み込まれます。 

[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに Compliance Guardian 監査インターフェイスに戻りま

す。 

監査データ レポートのエクスポート 

Compliance Guardian 監査に表示される監査データは、データシートへエクスポートし、レビューすることができま

す。リボン上で [データシートにエクスポート] を選択すると、指定のエクスポート先へレポートが保存されます。この

データシートを使い、レポートをレビューすることができます。 

ライセンスと更新 

Compliance Guardian コントロール パネルの ライセンスと更新 セクションでは、ライセンス マネージャーと更新マ

ネージャーを表示・管理することができます。 

ライセンス マネージャー 

ライセンス マネージャーでは、Compliance Guardian ライセンスに関する情報を提供します。ここでは、ライセンス 

ファイルのインポートおよびエクスポート、ライセンス レポートの生成、有効期限通知の設定、ライセンス期限切れのサ

ーバー数の監視などを行うことができます。  
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コントロール パネル インターフェイスで ライセンスと更新 セクション配下の [ライセンス マネージャー] を選択する

と、ライセンス マネージャー ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、ライセンス マネージャー イン

ターフェイスを閉じます。 

ライセンス情報の表示 

ライセンス マネージャー インターフェイスには、以下の情報が表示されます。 

 ライセンス タイプ – お持ちのライセンスに合わせて トライアル もしくは エンタープライズ のいず

れかが表示されます。 

 サーバー ホスト / IP - Compliance Guardian コントロール サービスのインストール先となる

サーバーのホスト / IP です。 

 メンテナンス有効期限の詳細 – 購入した Compliance Guardian メンテナンス サービスの有

効期限です。 

 ライセンスの詳細 – ライセンスの詳細 配下の対応するタブを選択すると、SharePoint モードの

各 SharePoint バージョン、ファイル システム モード、Web サイト モード、Yammer モード、Ly

nc モード、データベース モードに対するライセンスの詳細情報が表示されます。 

o SharePoint – ライセンスの詳細 配下の SharePoint タブを選択して、すべての 

SharePoint バージョンまたはリモート ファーム (SharePoint Online の場合) の以下

のライセンス情報を表示します。 

 環境元 – SharePoint バージョンです。 

 ライセンス タイプ - 購入した製品のライセンス タイプです。 

 サーバー数 – 購入したサーバー数です。 

 登録済みサーバー数 – 使用しているサーバー数です。 

 有効期限 – この SharePoint 用のライセンスの有効期限です。 

 状態 – 正しくライセンスされている SharePoint の現在の状態です。 

 ユーザー シート数 – SharePoint Online (リモート ファーム) のユーザー シ

ート数です。 

ライセンス タイプ が トライアル である場合、以下の 2 列が表示されます。 

 スキャンできるファイルの最大数 – スキャン可能なファイルの最大数です。 

 残りのスキャン ファイル数 – スキャンすることのできるファイル数です。 
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*注意: この項目には、ライセンスを保有する SharePoint のみが表示されます。 

o ファイル システム – ライセンスの詳細 配下の ファイル システム タブを選択すると、ファ

イル システムに対するライセンス情報が表示されます。 

 ライセンス タイプ – 購入した製品のライセンス タイプです。 

 エージェント数 – 購入したエージェント数です。 

 登録済みエージェント – 使用しているエージェント数です。 

 有効期限 – ファイル システム用のライセンスの有効期限です。 

 状態 – 正しくライセンスされているファイル システムの現在の状態です。 

ライセンス タイプ が トライアル である場合、以下の 2 列が表示されます。 

 スキャンできるファイルの最大数 – スキャン可能なファイルの最大数です。 

 残りのスキャン ファイル数 – スキャンすることのできるファイル数です。 

o Web サイト – ライセンスの詳細 配下の Web サイト タブを選択すると、Web サイト

に対するライセンス情報が表示されます。 

 ライセンス タイプ – 購入した製品のライセンス タイプです。 

 有効期限 – Web サイト用のライセンスの有効期限です。 

 状態 – 正しくライセンスされている Web サイトの現在の状態です。 

 テスト パッケージ グループ – テスト パッケージ グループを表示します。 

 使用ホスト – 使用しているホスト数です。 

 残りホスト – 未使用のホスト数です。 

 使用ドメイン – 使用しているドメイン数です。 

 残りドメイン – 未使用のドメイン数です。 

ライセンス タイプ が トライアル である場合、以下の 2 列が表示されます。 

 スキャンできるファイルの最大数 – スキャン可能なファイルの最大数です。 

 残りのスキャン ファイル数 – スキャンすることのできるファイル数です。 

テスト パッケージ グループ の右の [詳細] を選択すると、使用ホスト、残りホスト、使

用ドメイン、残りドメインの詳細が表示されます。[閉じる] を選択すると、ライセンス マネ

ージャー インターフェイスに戻ります。 
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o Yammer – ライセンスの詳細 配下の Yammer タブを選択すると、Yammer ライ

センス情報が表示されます。 

 環境元 – Yammer が表示されます。 

 ライセンス タイプ - 購入したライセンスのタイプです。 

 ユーザーの最大数 – 同一ドメインで Yammer を使用可能なユーザー数で

す。 

 有効期限 – Yammer を使用するライセンスの有効期限です。 

 状態 - Yammer ライセンスの現在の状態です。 

o インスタント メッセージ / 通信 – ライセンスの詳細 配下の インスタント メッセージ / 

通信 タブを選択すると、Lync に対するライセンス情報が表示されます。 

 環境元 - インスタント メッセージ / 通信が表示されています。 

 ライセンス タイプ - 購入したライセンスのタイプです。 

 ユーザーの最大数 – Lync 機能を使用可能なユーザー数です。 

 有効期限 – Lync 機能のライセンスの有効期限です。 

 状態 - Lync ライセンスの現在の状態です。 

o データベース – ライセンスの詳細 配下の データベース タブを選択すると、データベース

のライセンス情報が表示されます。 

 ライセンス タイプ - 購入した製品のライセンス タイプです。 

 有効期限 – データベース機能のライセンスの有効期限です。 

 状態 - データベース ライセンスの現在の状態です。 

ライセンス ファイルのインポートおよびエクスポート 

ライセンス マネージャーでは、ライセンス ファイルをインポートして新しいライセンスを適用することができます。Compli

ance Guardian 製品はすべて単一プラットフォームとしてインストールされるため、製品のアクティブ化および新しい

ライセンス ファイルの適用を簡単に行うことができます。 

リボン上で [インポート] を選択すると、ライセンス ファイルをインポートします。ライセンスのインポート インターフェイス

で [参照] を選択します。必要な LIC ファイルを選択し、[開く] を選択すると、ライセンスのサマリー ビューが表示さ

れます。[OK] を選択すると、このライセンスを適用します。[キャンセル] を選択すると、このライセンスを適用せずに

前のページに戻ります。 
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ライセンス ファイルを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。 

 リボン上で [エクスポート] を選択します。  

 ライセンス ファイル もしくは ライセンス レポート を選択します。 

 エクスポートされたファイルもしくはレポートを保存します。 

*注意: 新しいライセンスを使用するためには再度ログインする必要があるため、アクセスは自動的にログオフされま

す。 

ライセンス更新通知の構成 

Compliance Guardian では、ライセンスやメンテナンスの有効期限失効の前に送付する通知を構成することがで

きます。ここでは、有効期限の切れる何日前に通知するか、および通知送信の間隔を設定できるほか、通知の方法

も構成することができます。 

リボン上で [設定] を選択すると、設定 インターフェイスに移動し、通知スケジュールの設定を構成することができま

す。 

 有効期限を基準とする - ライセンス用の有効期限通知の設定を構成します。 

o どのモジュールでもライセンス有効期限が切れる _ _ 前に通知します のテキスト ボック

スに数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日、週、ヶ月 を選択します。 

o 間隔 チェックボックスを選択すると、指定の間隔で通知を繰り返します。テキスト ボックス

に数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日、週、ヶ月 を選択します。 

 メンテナンスの有効期限を基準とする - メンテナンス用の有効期限通知の設定を構成します。 

o ライセンス保守の有効期限が切れる _ _ 前に通知します のテキスト ボックスに数値を

入力し、ドロップダウン メニューから 日、週、ヶ月 を選択します。 

o 間隔 チェックボックスを選択すると、指定の間隔で通知を繰り返します。テキスト ボックス

に数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日、週、ヶ月 を選択します。 

 サーバーの数を基準とする – 各ファームにおける使用可能なサーバー残数を通知するための設

定を構成します。 

o テキスト ボックスに数値を入力します。ファームで残りのサーバー数がここで指定する値未

満となった際に、通知を送信します。 

o 間隔 チェックボックスを選択すると、指定の間隔で通知を繰り返します。テキスト ボックス

に数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日、週、ヶ月 を選択します。  
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通知方法について、次の設定を構成します。 

*注意: ライセンス更新通知を使用する場合は、ここで 1 件以上のオプションを選択する必要があります。 

 ログイン時にメッセージ ボックスをポップアップ表示する – このオプションを選択すると、ライセンス

もしくはメンテナンスの有効期限が近づくと、メッセージ ボックスがポップアップ表示されます。 

 メール通知 – このオプションを選択すると、ライセンスもしくはメンテナンスの有効期限が失効する

前に、上記で構成した通知スケジュールに基づいたメール通知が送信されます。このオプションを選

択して表示されたドロップダウン メニューから、構成済み通知プロファイルを選択するか、または、

[通知プロファイルの新規作成] を選択して、新しいメール通知プロファイルを設定することができ

ます。詳細については、メール受信者プロファイル を参照してください。 

ライセンス更新の通知設定の構成完了後、[OK] を選択して保存し、ライセンス マネージャー インターフェイスに

戻ります。[キャンセル] を選択すると、構成を保存せずに ライセンス マネージャー インターフェイスに戻ります。 

サーバー利用状況の構成 

サーバー利用状況 ページでは、新しいファームやエージェントの登録、登録済みファームやエージェントの削除を実行

することができます。 

リボン上で [サーバー利用状況] を選択するか、ライセンスの詳細 エリアの 登録済みサーバー / 登録済みエージ

ェント 列でサーバー数 / エージェント数を選択すると、サーバー利用状況 インターフェイスに進みます。以下の説明

を参照して、設定を構成します。 

SharePoint / ファイル システム タブを選択すると、登録済みファームまたはエージェントの更新を実行します。こ

こでは次のアクションを実行することができます。 

 ファーム / エージェントの登録 – 未登録ファーム / 未登録エージェント リストから登録するファー

ムまたはエージェントを選択し、[追加>>] を選択します。ファームまたはエージェントが 登録済み

ファーム / 登録済みエージェント リストに移動されます。 

 ファームの登録を解除する場合は、登録済みファーム / 登録済みエージェント リスト上で登録を

解除したいファームまたはエージェントを選択し、[<<削除] ボタンを選択します。ファームまたはエ

ージェントが 未登録ファーム / 未登録エージェント リストに移動されます。 

*注意: 登録済みファーム / 登録済みエージェント リスト内のサーバー / エージェント数が購入済みライセンスで

許可される最大サーバー数に達すると、それ以上のファームまたはエージェントの登録が禁止され、記号 ( ) が S

harePoint / ファイル システム名の左側に表示されます。  
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[OK] を選択すると、変更を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更は保存されません。操作の終了後、ラ

イセンス マネージャー インターフェイスに移動します。 

更新マネージャー 

Compliance Guardian の更新マネージャーでは、Compliance Guardian バージョンに関する情報を提供し

ます。ここでは、お使いの Compliance Guardian が最新バージョンかどうかを確認したり、更新をダウンロードした

り、ダウンロード履歴、インストール履歴を表示したりすることができます。また、ダウンロード設定および更新設定の構

成もこの画面から実行可能です。更新マネージャーを使用することで、Compliance Guardian 上で現在のバー

ジョンを更新することができるため、手動更新の時間やリスクを削減することができます。 

コントロール パネルで ラインセンスと更新 セクション配下の [更新マネージャー] を選択すると、更新マネージャー 

ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、更新マネージャー インターフェイスを閉じます。 

更新設定の構成 

更新マネージャーでは、更新のダウンロード先となるカスタム場所の設定や更新の自動ダウンロードおよび確認、Co

mpliance Guardian 更新をダウンロードするプロキシ サーバーの構成などを実行することができます。リボン上で 

[更新設定] を選択して、更新設定 インターフェイスに移動します。ここでは次の設定を構成することができます。 

 ダウンロード先 - Compliance Guardian 更新のダウンロード先ネットシェア パスを指定しま

す。この機能を使用するには、[更新ストレージの場所としてネットシェア パスを使用する] チェッ

クボックスを選択し、該当のテキスト ボックスに UNC パス、ユーザー名、パスワード を入力しま

す。  

*注意: UNC パスは、\\admin-PC\c$\data または \\admin-PC\c$\shared fol

der のような形式で入力する必要があります。 

[検証テスト] を選択すると、指定のパスへのアクセスに問題がないかどうかを確認することができま

す。 

更新を実行する前に、Windows ネットワーク負荷分散環境に複数の Compliance Guardian コントロール サ

ービスがインストールされている場合、更新操作を実行する前に ダウンロード先 を構成する必要があります。 
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更新の管理 

リボン上で [更新の管理] を選択すると、使用可能な更新を管理します。更新の確認 機能によって検出された使

用可能な更新が、このページに表示されます。これらの更新に対して、次のアクションを実行することができます。 

 履歴の表示 – リボン上で [履歴の表示] を選択すると、インストール済み Compliance Guar

dian 更新のリストを表示します。  

更新に関する詳細情報を表示するには、該当のチェックボックスから更新を選択し、リボン上で 

[詳細の表示] を選択します。表示されるポップアップ ウィンドウから、次のアクションを実行すること

ができます。 

o アンインストール - [アンインストール] を選択すると、選択した更新をアンインストールし

ます。また、ポップアップ ウィンドウでは次のオプションを構成することができます。 

*注意: アンインストールすることができるのは、修正パッチもしくは機能パックのみです。サ

ービス パックおよび異なるバージョン間の重要な変更を含む累積更新については、アンイ

ンストールすることはできません。  

 マネージャー タブの下にインストール済みのマネージャー サービスがすべて表示さ

れます。使用可能なマネージャー サービスはすべて同時に更新する必要がある

ため、Compliance Guardian マネージャー サービスの更新をアンインストール

する際は 以下の全マネージャーから更新をアンインストールする を選択しま

す。 

 エージェント タブでファームを選択し、ファーム内のすべての Compliance Gua

rdian エージェントから更新を削除します。 

 参照 – リボン上で [参照] を選択すると、ローカル サーバーの更新ファイルを検索します。指定の

更新ファイルを選択し、[開く] を選択して更新ファイルを Compliance Guardian に読み込み

ます。修正パッチは [更新設定] で指定した UNC パス内に保存されます。UNC パスを構成し

ていない場合、修正パッチは既定パス: ...\AvePoint\Compliance Guardian 4\Man

ager\Work\patchFolder に保存されます。 

 停止 – [停止] を選択すると、選択したダウンロード中の更新を中断します。  

*注意: ダウンロード処理は 0% にリセットされます。 

 インストール – [インストール] を選択すると、選択した更新をインストールします。また、ポップアッ

プ ウィンドウでは次のオプションを構成することができます。 
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o マネージャー タブの下にインストール済みのマネージャー サービスがすべて表示されます。

使用可能なマネージャー サービスはすべて同時に更新する必要があるため、Complian

ce Guardian マネージャー サービスの更新をインストールする際は 以下のすべてのマネ

ージャーに更新をインストールする] を選択します。 

o エージェント タブでファームを選択すると、ファーム内のすべての Compliance Guardia

n エージェントを更新します。 

 削除 – [削除] を選択すると、選択した更新を Compliance Guardian から削除します。ダウ

ンロード済み・参照済みの更新ファイルも同時に削除されます。 

更新のインストール履歴のレビュー 

リボン上で [履歴の表示] を選択すると、Compliance Guardian 更新のインストール履歴をレビューすることがで

きます。インストール済みの Compliance Guardian 更新がすべて表示されます。  

該当するチェックボックスから更新を選択し、リボンの [詳細の表示] を選択すると、更新に関する詳細情報を表示

します。表示されるポップアップ ウィンドウ上で [アンインストール] を選択すると、選択した更新をアンインストールす

ることができます。また、ポップアップ ウィンドウでは次のオプションを構成することができます。 

*注意: アンインストールすることができるのは、修正パッチもしくは機能パックのみです。サービス パックおよび異なるバ

ージョン間の重要な変更を含む累積更新についてはアンインストールすることはできません。  

 マネージャー タブの下にインストール済みのマネージャー サービスがすべて表示されます。使用可

能なマネージャー サービスはすべて同時に更新する必要があるため、Compliance Guardian 

マネージャー サービスの更新をアンインストールする際は 以下の全マネージャーから更新をアンイ

ンストールする を選択します。 

 エージェント タブでファームを選択し、ファーム内のすべての Compliance Guardian エージェン

トから更新を削除します。 

構成完了後、[閉じる] を選択すると、ポップアップ ウィンドウを閉じます。[キャンセル] を選択すると、更新マネージ

ャー インターフェイスに戻ります。 

アカウント 

アカウントでは、Compliance Guardian のユーザーの表示・管理をはじめ、カスタム アクセス許可レベルを持つユ

ーザー グループの構成などを行うことができます。ここでは、特定のユーザーやグループに対し、Compliance Guard

ian へのアクセス レベルを割り当てることができます。 
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Compliance Guardian ユーザーに対し、特定の権限を付与し、アクセスが認められる Compliance Guardia

n のモジュールとファームを特定のユーザーにのみ制限することができます。1 人のユーザーは、複数のグループに所属

することができます。  

*注意: Windows 認証、AD 統合、ADFS 統合を利用したい場合は、認証マネージャー 上で関連する統合設

定を構成しておく必要があります。 

 ユーザー – ユーザーでは、ユーザーを表示・管理することができます。 

 グループ – ユーザー グループでは、同一ユーザー グループ内のすべてのユーザーへ同じアクセス許

可レベルを適用することができます。ユーザーごとにアクセス許可レベルを構成するのではなく、ユー

ザー グループ単位でアクセス許可レベルを編集することにより、複数のユーザーのアクセス許可レベ

ルを一括で変更することができます。アクセス許可レベルが既に構成されているグループにユーザー

が存在する場合、所属するグループを変更することでユーザーのアクセス許可レベルを変更すること

も可能です。 

 アクセス許可レベル – アクセス許可レベル モジュールでは、ユーザー グループもしくはユーザーに適

用できる構成済み権限を作成するとともに、複数のユーザーに同じ権限の構成を迅速かつ簡単に

適用することができます。 

ユーザーの管理 

コントロール パネルで アカウント セクション配下の [ユーザー] を選択すると、ユーザー ページに移動します。リボン

上で [閉じる] を選択すると、ユーザー インターフェイスを閉じます。 

*注意: ドメインが Compliance Guardian と統合されており、親ドメイン、サブドメイン、トラスト ドメインからのユ

ーザーが Compliance Guardian アカウント マネージャーに追加されている場合、該当する親ドメイン、サブドメイ

ンまたはトラスト ドメインは Compliance Guardian に統合され、Compliance Guardian ログイン ページの 

ログイン場所 ドロップダウン リストに追加されます。  

ユーザー インターフェイスに追加済みユーザーのリストが表示されます。  

次のアクションを実行して、ユーザーを管理します。 

 ユーザーの追加 – リボン上で [ユーザーの追加] を選択すると、ユーザーの追加 インターフェイス

に移動して Compliance Guardian ユーザーを追加します。ユーザー タイプ を選択して認証

方法を構成します。 
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o ローカル ユーザー – ローカル ユーザー を選択する場合、ユーザーの認証を手動で入

力します。次の設定を構成してローカル ユーザーを追加します。 

 追加するユーザーの ユーザー名、Eメール、参照用の 説明 (説明は必須では

ありません) を入力します。  

 パスワード および パスワードの確認 テキスト ボックスに任意のパスワードを入

力して、パスワードの設定を構成します。入力されるパスワードは、システム パス

ワード ポリシー に沿ったものである必要があります。詳細については、システム 

パスワード ポリシー を参照してください。 

既定 パスワード設定を使用するか、または、カスタム を選択して手動でパスワ

ード設定を構成します。次回ログオン時にパスワードを変更する、ユーザーはパ

スワードを変更できない、パスワードを無期限に有効にする、アカウントが非ア

クティブ状態である の隣にあるチェックボックスをオンにします。 

 このユーザーを、構成済みの Compliance Guardian ユーザー グループに追

加して権限を設定するか、手動でユーザーのアクセス許可レベルを構成します。

グループにユーザーを追加する ドロップダウン メニューから希望のユーザー グル

ープを選択します。ユーザーは指定グループのすべての権限を持ちます。 

o Active Directory ユーザー / グループ – Active Directory ユーザー / グルー

プ を選択すると、新規ユーザーに対し Active Directory 認証を適用することができま

す。次の設定を構成して Active Directory ユーザーを追加します。 

 AD ユーザー / グループ名 フィールドに追加するユーザー・グループの名前を入

力し、名前を確認するボタン ( ) を選択して、入力したユーザー名が有効で

あるかどうかを確認します。もしくは、参照ボタン ( ) を選択して任意のユーザ

ー / グループを検索することもできます。表示されるポップアップ ウィンドウの [検

索] テキスト ボックスに値を入力し、名前の検索ボタン ( ) を選択します。指

定のユーザーを選択して [追加] を選択します。[OK] を選択すると、ユーザー

を追加します。[キャンセル] を選択すると、ユーザーを追加せずにウィンドウを閉

じます。必要に応じて説明を入力します。 

 このユーザーを、構成済みの Compliance Guardian ユーザー グループに追

加して権限を設定するか、手動でユーザーのアクセス許可レベルを構成します。

グループにユーザーを追加する ドロップダウン メニューから希望のユーザー グル

ープを選択します。ユーザーは指定グループのすべての権限を持ちます。 
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o Windows ユーザー / グループ - Windows ユーザー / グループ を選択すると、

新規ユーザーに対して Windows 認証を適用することができます。Windows ユーザー

を追加する場合は、以下の説明を参照してください。 

 Windows ユーザー / グループ名 フィールドに追加するユーザーもしくはグル

ープの名前を入力します。名前を確認するボタン ( ) を選択すると、入力した

ユーザー名が有効であるかどうかを確認できます。Compliance Guardian コ

ントロール サーバーと同じドメインにいるユーザーおよびグループは、Complianc

e Guardian に追加することができます。または、参照ボタン ( ) を選択して

指定のユーザーおよびグループを検索することもできます。表示されるポップアップ 

ウィンドウの 検索 テキスト ボックスに検索する値を入力し、名前の検索ボタン 

( ) を選択します。ユーザーを選択して [追加] を選択します。[OK] を選択

すると、ユーザーを追加します。[キャンセル] を選択すると、ユーザーを追加せず

にウィンドウを閉じます。 

 必要に応じて説明を入力します。 

*注意: 追加したユーザーを使用して Compliance Guardian にログオンする

場合、該当するユーザーは Compliance Guardian コントロール サービスが

インストールされているマシンへのアクセス権限を持っている必要があります。 

 このユーザーを、構成済みの Compliance Guardian ユーザー グループに追

加して権限を設定するか、手動でユーザーのアクセス許可レベルを構成します。

グループにユーザーを追加する ドロップダウン メニューから希望のユーザー グル

ープを選択します。ユーザーは指定グループのすべての権限を持ちます。 

o ADFS クレーム – ADFS クレーム を選択すると、新規ユーザーに対し ADFS 認証を

適用することができます。ADFS ユーザーを追加するには、次の設定を構成します。 

 ドロップダウン メニューから クレーム名 を選択します。クレームは認証マネージャ

ーで構成されます。クレーム値 テキスト ボックスにユーザー名を入力します。クレ

ーム値 テキスト ボックスに入力した値は Compliance Guardian のユーザー

のログオン名として表示されます。 

 このユーザーを、構成済みの Compliance Guardian ユーザー グループに追

加して権限を設定するか、手動でユーザーのアクセス許可レベルを構成します。

グループにユーザーを追加する ドロップダウン メニューから希望のユーザー グル

ープを選択します。これにより、ユーザーは指定グループのすべての権限を持つこ

とができます。 
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o クライアント証明書ユーザー – クライアント証明書ユーザーを Compliance Guardia

n マネージャーに追加する前に、認証マネージャーで クライアント証明書の認証 が有効

になっていることを確認してください。ユーザー タイプ セクションで クライアント証明書ユ

ーザー を選択すると、新しいユーザーに対し、クライアント証明書の認証を使用することが

できます。Windows ユーザーを追加する場合は、以下の説明を参照してください。 

 ユーザー情報 – Windows ユーザー / グループ名 フィールドに追加するユ

ーザー / グループの名前を入力します。名前を確認する ( ) ボタンを選択す

ると、入力したユーザー名が有効であるかどうかを確認できます。Compliance 

Guardian コントロール サーバーと同じドメインに存在するユーザーおよびグルー

プを Compliance Guardian に追加することができます。または、参照ボタン 

( ) を選択して指定のユーザーおよびグループを検索することもできます。表示

されるポップアップ ウィンドウの 検索 テキスト ボックスに検索する値を入力し、名

前の検索ボタン ( ) を選択します。希望のユーザーを選択して [追加] を選

択します。[OK] を選択すると、ユーザーを追加します。[キャンセル] を選択す

ると、ユーザーを追加せずにウィンドウを閉じます。必要に応じて 説明 を入力し

ます。 

*注意: 追加したユーザーを使用して Compliance Guardian マネージャーに

ログオンする場合、該当するユーザーは Compliance Guardian コントロール 

サービスがインストールされているマシンへのアクセス権限を持っている必要があり

ます。 

 グループ – 構成済み Compliance Guardian ユーザー グループにユーザー

を追加することで、追加されたユーザーは指定のグループのすべての権限を持つ

ことができます。 

終了したら、[保存] を選択し、ユーザーを追加して ユーザー インターフェイスに戻ります。[キャン

セル] を選択すると、新しいユーザーの構成を保存せずに ユーザー インターフェイスに戻ります。 

 ユーザーの編集 - 該当のチェックボックスをオンにしてユーザーを選択し、リボン上で [ユーザーの

編集] を選択すると、Compliance Guardian ユーザーを編集することができます。ユーザーの

編集 インターフェイスに移動し、次の設定を構成することができます。 

o 情報の編集 – 現在のユーザーのユーザー情報を編集します。  

 Eメール – 現在ログオンしているユーザーのメール アドレスを入力します。 

 説明 – 必要に応じて説明を入力します。 
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o パスワード – ユーザー パスワードを変更し、ログオンしているユーザーのセキュリティ設定を

構成します。パスワードを変更する チェックボックスをオンにして、新しいパスワード および 

新しいパスワードの確認 フィールドに新規パスワードを入力します。また、該当するチェッ

クボックスからセキュリティ設定を選択できます。必要に応じて、パスワードの非アクティブ方

法を選択することもできます。 

 なし – パスワードの有効期限を設定しません。 

 次の日付以降 _ 日間 – パスワードの有効期間を日単位で入力します。 

 指定日 _ – カレンダー ボタン ( ) をクリックし、パスワードの期限を指定しま

す。 

終了したら、[保存] を選択すると、変更を保存して ユーザー インターフェイスに戻ります。[キャン

セル] を選択すると、変更を保存せずに ユーザー インターフェイスに戻ります。 

 ユーザーの削除 –  該当するチェックボックスからユーザーを選択し、リボン上で [ユーザーの削除] 

を選択すると、ユーザーを削除します。削除の確認のためのポップアップ ウィンドウが表示されます。

[OK] を選択すると、選択したユーザーを削除します。[キャンセル] を選択すると、選択したユー

ザーを削除せずに ユーザー インターフェイスに戻ります。 

 アクティブ化 – 該当するチェックボックスをオンにしてユーザーを選択し、リボン上で [アクティブ化] 

を選択すると、非アクティブ ユーザーをアクティブにします。 

*注意: ユーザーが Compliance Guardian にログインする際に入力した資格情報が正しくな

い場合、ログイン ID またはパスワードが正しくありません という通知が表示されます。ユーザー

がこの通知を受信する回数が 失敗したログイン試行の回数 の値を超える場合、ユーザー アカウ

ントは 非アクティブ になります。 

 非アクティブ化 – 該当するチェックボックスをオンにしてユーザーを選択し、リボン上で [非アクティ

ブ化] を選択すると、アクティブ ユーザーを非アクティブにします。 

グループの管理 

コントロール パネルで アカウント セクション配下の [グループ] を選択すると、グループ ページに移動します。リボン

上で [閉じる] を選択すると、グループ インターフェイスを閉じます。 
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ユーザー グループを管理するには、次のアクションを実行します。 

 グループの追加 – リボンの [グループの追加] を選択すると、新しいグループを追加します。構

成ページにリダイレクトされ、そのページで次の設定を行うことができます。 

o グループ情報 – 新しい グループ名 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力しま

す。 

o グループ権限 – グローバル権限 を選択すると、ここで構成したアクセス許可レベルを使

用してすべてのファームへのアクセス権限をシステム グループ内のユーザーへ付与します。

SharePoint ファーム用の権限 を選択すると、ここで構成したシステム アクセス許可レ

ベルを使用して指定のファームへのアクセス権限をシステム グループ内のユーザーへ付与

します。グローバル権限 を選択した場合、このグループと関連付けたいアクセス許可レベ

ルを選択します。SharePoint ファーム用の権限 を選択した場合、このグループと関連

付けたいアクセス許可レベルをファーム毎に選択する必要があります。  

*注意: 新しいグループに対しては 1 つ以上のアクセス許可レベルを割り当てる必要があ

ります。  

新しいグループの設定の構成完了後、[保存] を選択して保存し、グループ インターフェイスに戻

ります。[キャンセル] を選択すると、構成を保存せずに グループ インターフェイスに戻ります。 

 グループの編集 – グループを編集するには、該当のチェックボックスをオンにしてグループを選択し、

リボン上で [グループの編集] を選択するか、グループの名前を直接選択します。グループの編

集 インターフェイスに移動します。ここではグループの説明・権限範囲・アクセス許可レベルを変更

することができます。  

グループの変更が完了したら、[保存] を選択して保存し、グループ インターフェイスに戻ります。

[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに グループ インターフェイスに戻ります。 

 ユーザーの表示 – グループのユーザーを表示および管理するには、該当するチェックボックスからグ

ループを選択し、リボン上で [ユーザーの表示] を選択します。ユーザーの表示 インターフェイスに

移動します。このグループに属するすべてのユーザーのリストが表示されます。  

グループのユーザーに対しては、次のアクションを実行することができます。 

o ユーザーをグループに追加 – リボン上で [ユーザーをグループに追加] を選択すると、

ユーザーをグループに追加 インターフェイスに移動します。追加したいユーザーのユーザー

名を入力し、名前の確認 ボタン ( ) を選択して、入力したユーザー名が有効であるか

どうかを確認します。もしくは、参照ボタン ( ) を選択して任意のユーザーを検索するこ

ともできます。ポップアップ ウィンドウで 検索 テキスト ボックスに値を入力して、検索ボタン 
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( ) を選択します。希望のユーザーを選択して [追加] を選択します。[OK] を選択

すると、ユーザーを追加します。[キャンセル] を選択すると、ユーザーを追加せずにウィンド

ウを閉じます。  

o ユーザーをグループから削除 - 該当するチェックボックスをオンにして指定のユーザーを選

択し、リボン上で [ユーザーをグループから削除] を選択すると、このグループからユーザ

ーを削除することができます。削除操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。

[OK] を選択すると、選択したユーザーを削除します。[キャンセル] を選択すると、ユー

ザーを削除せずに ユーザーの表示 インターフェイスに戻ります。 

終了したら、[保存] を選択すると、このグループに定義済みユーザーを追加して ユーザーの表示 

インターフェイスに戻ります。 

アクセス許可レベル 

コントロール パネルで アカウント セクション配下の [アクセス許可レベル] を選択すると、アクセス許可レベル ペー

ジに移動します。  

アクセス許可レベル インターフェイスに、構成済みのアクセス許可レベルがすべて表示されます。  

アクセス許可レベルを管理するには、次のアクションを実行することができます。 

 追加 – リボン上で [追加] を選択すると、アクセス許可レベルを作成することができます。対応す

るアクセス許可レベルの追加を選択すると構成ページにリダイレクトされ、以下の設定を構成するこ

とができます。 

o 名前と説明 – 新しいシステム アクセス許可レベルの 名前 と 説明 (説明は必須ではあ

りません) を入力します。 

o モジュール– このアクセス許可レベルを使用するすべてのグループおよびユーザーに対して

権限を付与するモジュールを選択します。  

[保存] を選択すると、構成を保存します。[キャンセル]  を選択すると、変更を保存せずに アク

セス許可レベル 画面に戻ります。  

 編集 – 構成済みアクセス許可レベルを編集する場合、該当のアクセス許可レベル チェックボックス

を選択してリボンの [編集] を選択します。アクセス許可レベルの編集インターフェイスでは、アクセ

ス許可レベルの 名前 と 説明 を編集することができます。モジュール セクションでは、このアクセス

許可レベルがアクセスすることのできるモジュールを選択できます。製品カテゴリー名を選択して、対

応するモジュールへのアクセスを変更できます。  
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[保存] を選択すると、アクセス許可レベルの編集を保存し、アクセス許可レベル インターフェイス

に戻ります。[キャンセル] を選択すると、編集を保存せずに アクセス許可レベル インターフェイスに

戻ります。 

 削除 – 構成済みアクセス許可レベルを削除するには、該当のチェックボックスから削除するアクセ

ス許可レベルを選択し、リボン上で [削除] を選択します。操作を確認するポップアップ ウィンドウ

が表示されます。[OK] を選択すると、選択したアクセス許可レベルを削除し、アクセス許可レベ

ル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択すると、選択したアクセス許可レベルを削除せ

ずに アクセス許可レベル インターフェイスに戻ります。 

 

一般的なセキュリティ 

Compliance Guardian のコントロール パネルの 一般的なセキュリティ セクションでは、認証マネージャー、管理

されたサービス アカウント、セキュリティ プロファイルの機能を表示・管理することができます。 

認証マネージャー 

認証マネージャーでは、Compliance Guardian で使用できる統合認証方法を表示および管理することができま

す。これにより、既存の認証方法を利用し、カスタマイズして Compliance Guardian へのアクセスに使用すること

ができます。認証方法には以下のタイプが含まれています。 

 Windows 認証 – Windows 認証資格情報を使用して Compliance Guardian にログオ

ンします。 

 AD 統合 – AD 認証資格情報を使用して Compliance Guardian にログオンします。 

 ADFS 統合 – ADFS 資格情報を使用してローカル マシンにログインすることのできるユーザーに

対して Compliance Guardian へのアクセスを許可します。 

 クライアント証明書の認証 – クライアント証明書マッピング サービスを使用して Compliance G

uardian にアクセスします。 

コントロール パネルで 一般的なセキュリティ セクション配下の [認証マネージャー] を選択すると、認証マネージャ

ー ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、認証マネージャー インターフェイスを閉じます。 
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Windows 認証の構成 

Windows 認証資格情報を使用して Compliance Guardian へアクセスするには、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. 認証マネージャー インターフェイスから、リボン上で [Windows 認証] を選択します。  

2. 認証の種類 ドロップダウン メニューから認証を選択します。 

 NTLM 

 ネゴシエート (Kerberos)  

*注意: Windows 認証との統合を有効にする際に ネゴシエート (Kerberos) オプションを選

択する場合、あらかじめ Kerberos 認証をオペレーティング システムで構成しておく必要がありま

す。Kerberos 認証が構成されていない場合は、NTLM 認証方法が有効になります。 

3. [OK] を選択すると、すべての変更を保存し、Windows 認証 インターフェイスを閉じます。[キャンセル] 

を選択すると、変更を保存せずに Windows 認証 インターフェイスを終了します。 

AD 統合の構成 

AD 認証資格情報を使用して Compliance Guardian へアクセスするには、まず AD 統合インターフェイスで A

ctive Directory を構成する必要があります。  

AD 統合 構成画面にアクセスするには、認証マネージャー インターフェイスからリボン上で [AD 統合] を選択しま

す。AD 統合構成 インターフェイスに、構成済み Active Directory のリストが表示されます。  

統合した Active Directory を管理するには、次のアクションを実行することができます。 

 追加 – 新しい Active Directory を追加するには、リボン上で [追加] を選択して、該当のテ

キスト ボックスに ドメイン を入力します。ドロップダウン リストから AD アカウント プロファイルを選

択します。[アカウント プロファイルの新規作成] を選択すると、新しいプロファイルを作成すること

ができます。詳細については、管理されたサービス アカウント を参照してください。[検証テスト] を

選択して、入力した値が正しいかどうかを検証します。[OK] を選択して、新しい Active Direct

ory の構成を保存して AD 統合 インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択すると構成を

保存せずに AD 統合 インターフェイスに戻ります。 

 編集 – 構成済み統合 Active Directory を変更する場合、該当の Active Directory チェ

ックボックスを選択し、次にリボン上で [編集] を選択します。編集の完了後、[OK] を選択して
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変更を保存し、AD 統合 インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せ

ずに AD 統合 インターフェイスに戻ります。 

 削除 – 構成済みの統合 Active Directory を削除する場合、該当する Active Directory 

チェックボックスを選択し、次にリボン上で [削除] を選択します。ポップアップ ウィンドウが表示さ

れ、このドメインに関連するユーザーは無効になります。ユーザーを再度有効にするにはこのドメ

インに改めて追加する必要があります。本当に続行しますか? という通知メッセージが表示されま

す。ここには、選択した Active Directory に関連するすべてのユーザーを Compliance Guar

dian から削除するオプションも存在します。この操作を実行するには、このドメインに関連するす

べてのユーザーを削除する チェックボックスをオンにします。[OK] を選択すると、削除を実行しま

す。[キャンセル] を選択すると、選択した Active Directory を削除せずに AD 統合 インター

フェイスに戻ります  

 有効化 – [有効化] を選択すると、該当する Active Directory からの資格情報を使用した 

Compliance Guardian へのアクセスを許可します。 

 無効化 – [無効化] を選択すると、該当する Active Directory からの資格情報を使用した 

Compliance Guardian へのアクセスを拒否します。このオプションは ドメイン コントローラ マシ

ンのメンテナンス中などの場合に利用できます。これにより、メンテナンスするドメインとの統合をいっ

たん無効化し、メンテナンス後に再び統合を有効化することができます。 

Active Directory の Compliance Guardian への統合完了後、Compliance Guardian ログイン ページの 

ログイン場所 ドロップダウン リストから AD 統合 を選択すると、ドメイン テキスト ボックスに Active Directory が

表示されます。ドメインが親ドメイン、サブドメイン、トラスト ドメインを持つ場合、これらのドメインからのユーザーが Co

mpliance Guardian に追加されると、該当するドメインも Compliance Guardian に追加され、Complianc

e Guardian ログイン ページ上に表示されます。 

ADFS 統合の構成 

Active Directory フェデレーション サービス (ADFS) 認証資格情報を使用して Compliance Guardian へア

クセスするには、ADFS 統合インターフェイスで ADFS 統合を構成する必要があります。  

認証マネージャー インターフェイスからリボン上で [ADFS 統合] を選択し、ドロップダウン メニューから [ADFS 統

合] を選択すると、ADFS 統合ウィザード ページへ移動します。次の手順に従って、ADFS 統合を設定してくださ

い。 

1. ADFS 情報 – 統合する ADFS の全体情報を設定します。 
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 ADFS 統合方法 – [手動] を選択すると、自分で設定を構成できます。[自動] を選択する

と、フェデレーション メタデータ トラスト XML ファイルを使用して必須情報を自動取得します。 

o 手動構成 – ADFS イシュアー テキスト ボックスに、セキュリティ トークン サービス (ST

S) の URL を入力してください。(例):  

https://full qualified domain name/adfs/ls 

o 自動構成 – フェデレーション メタデータ トラスト テキスト ボックスに、フェデレーション メ

タデータ トラスト XML ファイルの URL を入力してください。(例): 

https://full qualified domain name/FederationMetadata/2007-0

6/FederationMetadata.xml 

 証明書利用者 ID – 証明書利用者 ID テキスト ボックスに、Compliance Guardian の証

明書利用者 ID を入力します。この証明書利用者 ID は ADFS で構成済みである必要があり

ます。 

ADFS 情報構成の完了後、[次へ] を選択してセキュリティ トークン設定を構成します。 

2. セキュリティ トークン設定 – ADFS 統合で使用する証明書を構成します。 

 トークン署名 – [選択] を選択します。証明書の選択 ポップアップ ウィンドウが表示されます。A

DFS と通信するトークン署名証明書を指定します。この証明書は ADFS で構成したものと同じ

である必要があります。[証明書の検索] を選択して任意の証明書を検索することもできます。ド

ロップダウン メニューから 検索範囲: パラメーターを選択し、次の値を含む: テキスト ボックスにキ

ーワードを入力します。ドロップダウン メニューから 検索条件: パラメーターを選択し、[すぐに検

索] を選択して検索を開始します。[停止] を選択すると、検索を停止します。[OK] を選択す

ると結果を保存し、証明書の選択 インターフェイスを終了します。[キャンセル] を選択すると、証

明書の指定を保存せずに 証明書の選択 インターフェイスを終了します。 

*注意: この証明書は ADFS で構成したものと同じである必要があります。 

 トークン復号化 (必須ではありません) – [選択] を選択します。証明書の選択 の新しいポップ

アップ ウィンドウが表示されたら、Compliance Guardian と ADFS 間の通信を保護するトーク

ン複合化証明書を指定します。この証明書は ADFS で構成したものと同じである必要がありま

す。[証明書の検索] を選択して任意の証明書を検索することもできます。ドロップダウン メニュー

から 検索範囲: パラメーターを選択し、次の値を含む: テキスト ボックスにキーワードを入力しま

す。ドロップダウン メニューから 検索条件: パラメーターを選択し、[すぐに検索] を選択して検索

を開始します。[停止] を選択すると、検索を停止します。[OK] を選択すると結果を保存し、証

明書の選択 インターフェイスを終了します。[キャンセル] を選択すると、証明書の指定を保存せ

ずに 証明書の選択 インターフェイスを終了します。 

セキュリティ トークン設定の構成の完了後、[次へ] を選択してクレーム構成設定を構成します。 
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3. クレーム構成 – Compliance Guardian で表示するクレーム名と ADFS で表示するクレーム タイプの

マッピングを構成します。ここでは、クレームに対して次のアクションを実行することができます。 

 表の 順序 列でクレームの順序を変更できます。複数のクレームでユーザーを識別することができる

場合、Compliance Guardian はここに表示されているクレームの最初のクレーム名を各関連ユ

ーザーの表示名として使用します。 

 ( ) を選択すると、選択したクレームを削除します。 

 [自動] を選択すると、クレーム名 ドロップダウン メニューからクレーム名を選択するだけでクレーム 

タイプが自動的に指定されます。[手動] を選択すると、クレームを手動で追加できます。[自

動] を選択すると、既定オプションに切り替わります。  

4. 概要 - 前の手順で構成した設定をレビューします。該当するセクションの [編集] を選択すると、前の手順

に戻り、変更することができます。 

5. 完了 - (証明書利用者トラストの追加ウィザード を使用して) ADFS 内の証明書利用者データを Co

mpliance Guardian へインポートするオプションが 3 種類提供されます。  

 オプション 1 – ローカル ネットワーク フェデレーション メタデータ アドレスから、オンラインで発行され

た証明書利用者データをインポートします。  

 オプション 2 – フェデレーション メタデータ XML ファイルをダウンロードして、ADFS サーバーへアッ

プロードします。ウィザードに従ってその他の設定を構成します。 

 オプション 3 – ADFS 構成ウィザードで証明書利用者データと証明書利用者 ID を手動で入

力します。 

リボン上で [エクスポート] を選択すると、現在の ADFS 構成情報を指定の場所へエクスポートし、XML 

ファイルの保存先を検索することができます。 

[完了] を選択して構成を保存し、認証マネージャー インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択する

と、構成を保存せずに 認証マネージャー インターフェイスに戻ります。  

ADFS 統合の構成が完了すると、フェデレーション トラストの追加 オプションが使用可能になります。フェデレーシ

ョン トラストの追加 オプションでは、Compliance Guardian 用に構成した ADFS を別のトラスト ADFS と統

合することができます。 
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認証マネージャー インターフェイスからリボン上で [ADFS 統合] を選択し、ドロップダウン メニューから [フェデレーシ

ョン トラストの追加] を選択すると、別のトラスト ADFS との統合を追加します。フェデレーション トラストの追加 イ

ンターフェイスで、次の情報を入力します。 

 名前 – ここに入力した名前はログイン ページの サーバー ドロップダウン メニューに表示されます。

該当の名前を選択すると、トラスト ADFS を使用して Compliance Guardian にログオンする

ことができます。 

 URL – トラスト ADFS の URL を入力します。 

[追加] を選択すると、新しいレコードを追加します。( ) を選択すると、選択した ADFS トラス

トを削除します。 

クライアント証明書の認証の構成 

認証マネージャー インターフェイスでは、以下の方法で クライアント証明書の認証 を構成することができます。 

 クライアント証明書の認証 行の アクション 列で [有効化] を選択すると、クライアント証明書の

認証を有効にします。  

 [無効化] を選択すると、認証を無効にします。 

 [既定に設定] を選択すると、この認証を既定に設定します。 

管理されたサービス アカウント 

管理されたサービス アカウントでは、Compliance Guardian マネージャー経由で Compliance Guardian を

使用するすべてのユーザーを集中管理することができます。 

コントロール パネルで 一般的なセキュリティ  セクション配下の [管理されたサービス アカウント] を選択すると、管

理されたサービス アカウント ページに移動します。 

すべての作成済み管理されたアカウント プロファイルがこのインターフェイスに表示されます。アカウント プロファイルを管

理するには、以下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] を選択すると、新しいプロファイルを作成します。アカウント プロファイ

ルの作成 インターフェイスが表示されます。まずアカウント タイプを選択する必要があります。  

o Active Directory を選択する場合、AD ユーザー名とパスワードを入力します。 
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o Office 365 を選択する場合、SharePoint Online サイト コレクションのスキャンに使

用するユーザーの ID および対応するパスワードを入力します。その後、SharePoint 管

理センター サイトの URL を完了します。 

[保存] を選択すると、設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに 管理

されたサービス アカウント インターフェイスに戻ります。 

 編集 – プロファイルを選択し、[編集] を選択すると、アカウントを編集します。 

 詳細の表示 – プロファイルを選択し、[詳細の表示] を選択すると、詳細情報を表示します。 

 削除 – アカウント プロファイルを削除するには、該当のチェックボックスから削除するプロファイルを

選択し、[削除] を選択します。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を

選択すると、選択したプロファイルを削除します。[キャンセル] を選択すると、プロファイルを削除せ

ず 管理されたサービス アカウント インターフェイスに戻ります。 

セキュリティ プロファイル 

セキュリティ プロファイルは、暗号化方式により生成されたセキュリティ キーを使用して、バックアップ データを保護しま

す。セキュリティ プロファイル ペインには、既定のセキュリティ プロファイル という名前のセキュリティ プロファイルが既

定で存在しています。既定プロファイルに対する編集・削除などは行うことができません。また、既定プロファイルを表

示できるのはシステム グループおよび Administrators グループのユーザーのみです。 

プロファイル設定 

リボン上で [作成] を選択して、次の設定を構成すると、新しいセキュリティ プロファイルを作成することができます。 

 名前 – プロファイルの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力します。  

 暗号化方式 – 暗号化で使用する暗号化方式および暗号文字数を選択します。 

o 暗号化方式を指定してください – ドロップダウン リストから AES、DES、Blowfish の

いずれかの暗号化方式を選択します。  

*注意: 環境内で FIPS を使用している場合、暗号化方式として使用することができる

のは AES のみです。 

o 暗号文字数 (ビット) – 暗号の文字数を指定します。 

 暗号化キー – 暗号化キーを生成する方法を選択します。 

o 自動的に暗号化キーを生成する – ランダムなキーが生成されます。 
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o シードから暗号化キーを生成する – Compliance Guardian は入力するシードに基

づいてキーを生成します。この方法を選択する場合、シード および シードの確認 テキス

ト ボックスにシードの値を入力します。  

[OK] を選択すると、これらの構成を保存して セキュリティ プロファイル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を

選択すると、これらの構成を保存せずに セキュリティ プロファイル インターフェイスに戻ります。プロファイルの作成

後、セキュリティ プロファイルの暗号化方式もしくは文字数は編集できなくなります。 

セキュリティ プロファイル インターフェイスでプロファイルを選択し、リボン上で [編集] を選択すると、構成済みセキュ

リティ プロファイルの説明および構成を編集します。プロファイルを選択し、リボン上で [削除] を選択すると、構成済

みセキュリティ プロファイルを削除します。  

*注意: 削除するセキュリティ プロファイルが使用中である場合、削除することはできません。 

セキュリティ プロファイルのインポートおよびエクスポート 

セキュリティ プロファイルを作成して、今後の使用のためにエクスポートすることができます。セキュリティ プロファイルをエ

クスポートするには、プロファイルを選択し、リボン上で [エクスポート] を選択します。このとき、選択したセキュリティ 

プロファイル用にパスワードを作成する必要があります。パスワード および パスワードの確認 テキスト ボックスに希望

のパスワードを入力します。リボン上で [OK] を選択するとパスワードを保存し、プロファイルを指定の場所へエクスポ

ートします。  

リボン上で [インポート] を選択すると、セキュリティ プロファイルをインポートすることができます。プロファイルのエクスポ

ートの際に作成したパスワードを入力し、リボン上で [OK] を選択します。インポートされたセキュリティ プロファイル

は、セキュリティ プロファイル インターフェイス内のセキュリティ プロファイルのリストに表示されます。 

リボン上で [閉じる] を選択すると、セキュリティ プロファイル インターフェイスを終了し、コントロール パネル インタ

ーフェイスに戻ります。 

共通設定 

Compliance Guardian のコントロール パネルの 共通設定 セクションでは、テスト パッケージ マネージャー、チェッ

ク マネージャー、フィルター ポリシーの機能を表示・管理することができます。 
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テスト パッケージとチェックの背景情報 

柔軟かつカスタマイズ可能なコンプライアンス ソリューションの提供を目的として、AvePoint では、組織における新し

いコンプライアンスの脅威および要件に対して迅速に応答する AvePoint Testing Language (ATL) を開発し

ました。ATL は、セキュリティ、プライバシー、アクセシビリティ、コンテンツ分類などを含め、標準および基準におけるコ

ンプライアンスに対応するための関連コンテンツの検証・分類を実行する XML 構造化言語です。ATL はオープンソ

ースであり変更可能であるため、対象範囲内の各組織のニーズにあわせて設定することができます。ATL ではテスト

定義ファイル (チェック) を使用し、お使いの環境と基準の一致、フレームワークおよび修復問題のテスト、コンテンツ

が組織の基準に準拠していることの検証、ユーザー レビューの必要なアイテムを識別して適切な配布先のみにリスト

を配布するなど、様々な機能を実行します。 

チェックとは、Compliance Guardian がファイルをチェックする際にロジックを定義する XML ファイルです。チェック

は、チェックの目的 (文字のパターンなど、実行するチェックのタイプ)、チェックの条件 (社会保障番号のパターンな

ど)、チェックの結果 (True または False) などの情報を定義します。ユーザーはチェック内の値を変更してチェックの

条件を指定することができますが、Compliance Guardian によって指定されたチェック内部のエレメントの特定の

形式は同じものである必要があります。 

テスト パッケージは、スキャンしたデータの処理方法を定義するテスト定義ファイルのロジック セット、またはチェックの

集合体です。テスト パッケージを活用することにより、環境に合わせた特定の規定や要件のスキャン プランを作成す

ることができます。これらのコレクションは Compliance Guardian スキャンの基礎となります。テスト パッケージには 

1 件以上のチェックおよび構成ファイルが含まれ、構成ファイルでは、チェックの組み合わせの定義およびスキャン結果

のリスク レベルの設定を行うことができます。 

テスト パッケージ マネージャー インターフェイスには、(Built-in テスト パッケージを含む) 構成済みテスト パッケー

ジの一覧が表示されます。  

テスト パッケージ マネージャー 

コントロール パネルで 共通設定 セクション配下の [テスト パッケージ マネージャー] を選択すると、テスト パッケー

ジ マネージャー ページに移動します。 

テスト パッケージ マネージャー インターフェイスには、(Built-in テスト パッケージを含む) 構成済みテスト パッケー

ジの一覧が表示されます。テスト パッケージの作成・アップロード・ダウンロード・詳細の表示・編集・名前の変更・削
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除・履歴バージョンの表示を実行することができます。使用可能なアクションの情報については、以下のセクションを参

照してださい。 

*注意: テスト パッケージのバージョンも同時に表示されます。テスト パッケージが Compliance Guardian にアッ

プロードされるか、Compliance Guardian を使用して作成される場合、Compliance Guardian はテスト パッ

ケージに自動的にバージョンを割り当てます。テスト パッケージがテスト パッケージ マネージャーを利用して更新された

場合、パッケージが保存されるとバージョンも自動更新されます。 

テスト パッケージの作成 

リボン上で [作成] を選択すると、テスト パッケージの作成 インターフェイスが表示され、新しいテスト パッケージを

作成することができます。テスト パッケージの作成方法が 3 種類あります。 

 Compliance Guardian から提供されるテンプレートの適用 – 既存のテスト パッケージを新

しいテスト パッケージのテンプレートとして使用します。 

 構成済みテスト パッケージのインポート – Compliance Guardian 外で生成されたテスト パ

ッケージをインポートします。 

 空のテスト パッケージの作成 – 新しいテスト パッケージを作成し、必要に応じて設定およびルー

ルをカスタマイズすることができます。 

Compliance Guardian から提供されるテンプレートの適用方法の選択 

Compliance Guardian から提供されるテンプレートの適用 方法を選択する場合は、以下の手順に従ってく

ださい。 

 [次へ] を選択します。  

 全般設定 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 チェックする情報のタイプを選択します。 

o プライバシー・情報保証・管理運営上のセキュリティ関連問題 – ファイルは形式を除去

されてスキャンされます。アクセシビリティに関連しないコンテンツがスキャンされます。 

o アクセシビリティもしくはサイト品質問題 – ファイルは形式を保持されたままでスキャンさ

れます。アクセシビリティに関連したデータがスキャンされます。 
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 テンプレートとなるテスト パッケージを選択します。検索ボックスにキーワードを入力すると、希望の

テンプレートを検索することができます。各テスト パッケージ テンプレートを選択すると、テスト パッケ

ージの説明が画面右側に表示されます。 

 選択したテスト パッケージ内のチェックをカスタマイズするかどうかを選択します。 

o はい、チェックをカスタマイズします – このオプションを選択すると、チェックの関連設定を

完了する必要があります。 

o いいえ、このまま使用します – このオプションを選択すると、選択したテンプレートおよびテ

ンプレートに含まれているすべてのチェックを使用します。[完了] を選択します。表示され

るウィンドウで、テスト パッケージの名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力しま

す。 

 はい、チェックをカスタマイズします を選択する場合は、[次へ] を選択します。  

 チェック 手順が表示されます。選択したテスト パッケージ内のチェックがすべて表示されます。  

テスト パッケージからチェックの削除、チェックの詳細の表示、チェックの追加、チェック グループの追加などを

実行することができます。 

チェックを追加するには、以下の手順に従ってください。 

a. [チェックの追加] を選択すると、チェックの追加 ウィンドウが表示されます。  

b. 検索ボックスにキーワードを入力すると、希望のチェックを検索することができます。フィルター機能を

使用すると、希望のチェックをフィルターすることもできます。[フィルター] を選択し、確実性、重要

度レベル、速度レベル を選択すると、フィルター条件を指定します。[フィルター] を選択します。

確実性、重要度レベル、速度レベルの詳細については、チェックの作成 を参照してください。 

c. テスト パッケージに含むチェックを選択して、[OK] を選択します。 

チェック グループを追加するには、以下の手順に従ってください。 

a. [チェック グループの追加] を選択すると、チェック グループの追加 ウィンドウが表示されます。 

b. チェック グループの名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 

c. すべてのチェックが表に表示されます。検索ボックスにキーワードを入力すると、希望のチェックを検

索することができます。フィルター機能を使用すると、希望のチェックをフィルターすることもできます。

[フィルター] を選択し、確実性、重要度レベル、速度レベル を選択すると、フィルター条件を指

定します。[フィルター] を選択します。  
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d. このチェック グループに含まれるチェックを選択します。チェックは、グループとして実行されます。チェッ

ク グループ内のチェックのいずれかが失敗すると、チェック グループが失敗になります。  

e. [OK] を選択します。 

チェック 手順でチェックまたはチェック グループを選択します。 

全般設定 手順で [プライバシー・情報保証・管理運営上のセキュリティ関連問題] を選択した場合、チ

ェックの選択後にこれらのチェックの条件をスキャンする方法を選択します。 

 高度スキャンを実行する – Compliance Guardian は、サポートされているタイプのファイル ス

キャンを実行します。Compliance Guardian でサポートされていないファイル タイプのスキャンに

は、IFilter が使用されます。 

 簡易スキャン – スキャンで IFilter が使用されます。  

Compliance Guardian でサポートされているファイル タイプについては、付録 B: Compliance Guar

dian で使用可能なファイル タイプ を参照してください。 

 [次へ] を選択します。  

 サマリー結果 手順が表示されます。このインターフェイスには、ガイド付きモード と 詳細モード の 2 種類

のタブが存在しています。はい、チェック結果に基づく分類方法を提供します を選択すると、スキャン後にチ

ェック結果が生成され、サマリー結果も返されます。これにより、指定のアクションによって影響を受けるコンテ

ンツを決定することができます。ガイド付きモード は、サマリー結果の生成に使用するチェック結果を組み合

わせるインターフェイスおよびオプションを提供します。詳細モード は、サマリー結果の生成に使用するコード

を定義できるテキスト フィールドを提供します。  

ガイド付きモード を選択する場合は、以下の設定を構成してください。 

ブランチで 以下の条件が満たされた場合 配下の設定を構成します。 

a. これらの条件の _ が _ である場合 で すべて / いずれか および True / False を選択しま

す。 

o すべて – 条件の すべて が True / False である場合、指定のサマリー結果を生成し

ます。 

o いずれか – 条件の いずれか が True / False である場合、指定のサマリー結果を生

成します。 
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b. [条件の追加] を選択すると、条件を追加します。次にチェックを選択し、結果を選択します。[境

界値の設定] を選択すると、[最小数] リンクが表示されます。表示されるリンクを選択すると、最

小数 と 最大数 を選択することができます。チェックによって検出された違反数を入力します。[境

界値の設定] を再度選択すると、[最大数] リンクが表示されます。最小数 と 最大数 の値とし

て 2 つの数値を入力することができます。違反数が指定された範囲内にある場合、チェックが条件

を満たします。 

c. [グループの追加] を選択すると条件グループを追加し、条件グループの条件を構成することがで

きます。  

d. 結果の分類 フィールドに結果サマリーの値を入力します。テスト パッケージのチェックが上記で構成

した条件を満たしている場合、指定した結果サマリーが返されます。 

e. 上記の条件を構成した後、[上記以外の場合の条件追加] を選択することができます。結果の

分類 フィールドに値を直接入力することができます。結果が手順 a、b、c、d で構成した条件を

満たしていない場合、結果サマリーは 上記以外の場合の条件追加 フィールドで指定した値とな

ります。上記以外の場合の条件追加 配下の条件を構成して、結果の分類 フィールドに値を入

力することもできます。結果が手順 a、b、c、d で構成した条件を満たしていなく、テスト パッケー

ジのチェックが 上記以外の場合の条件追加 配下で構成した条件を満たしている場合、結果サ

マリーは 上記以外の場合の条件追加 フィールドで指定した値となります。    

[追加結果] を選択すると、別のブランチを追加します。 

削除ボタンを選択すると、条件 / 条件グループ / ブランチを削除します。  

詳細モード を使用する場合は、指定した言語を使用してコードを定義する必要があります。コードを書くに

は、以下の言語定義を参照してください。 

 PASS/FAIL/WARN/NA/NT – チェック結果を表します。 

 Result.Add – テスト パッケージのサマリー結果を表します 

 = – 値を判断または割り当てます。 

 {} – チェックを引用するために使用します。 

 () – オブジェクトをグループ化するために使用します。グループ化されたオブジェクトが条件全体を

表すことができます。また、AND/OR は論理演算で使用される場合に優先度を表すために使用

します。 
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 IF – 条件を判断するために使用します。IF の後には 1 つ以上の THEN を組み合わせる必要

あります。 

 THEN – IF と併用します。条件が True である場合、THEN の後に結果が返されます。 

 ELSE – IF と併用します。IF の後の条件が False である場合、結果が返されます。 

 END – ELSE と併用します。現在の条件判断が終了します。上位レベルの条件判断が続きま

す。 

以下は例です。 

IF  

( 

 ({SSN} = "FAIL") 

AND  

 ( 

  ({Credit Card} = "FAIL") 

 ) 

) 

THEN Result.Add(“Possible Violation”) 

Else END 

Else Result.Add(“Clean”) 

 AND – 論理関係です。 

 OR – 論理関係です。 

 NOT – 論理関係です。 

以下は例です。 

IF  

( 

 ({Credit Card} = “fail”) AND ({SSN} = “fail”) 

 AND NOT 
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 ( 

  ({Email} = “pass”) OR ({Address} = “pass”) 

 ) 

) 

THEN Result.Add(“Classified”) 

Else Result.Add(“Public“) 

 Violations.Count – ここには 1 件以上のチェックが必要であり、チェックによって検出された

違反の合計数を表します。 

以下は例です。 

IF  

( 

 ({Fax Number} = "Fail" AND Violations.Count({Fax Numer}) > 10) 

) 

THEN Result.Add("Fax") 

ガイド付きモード または 詳細モード で条件を構成した場合、ガイド付きモード または 詳細モード を切り

替えると、構成は別のタブに表示することができます。例えば、ガイド付きモード で条件を構成した場合、

詳細モード に切り替えると、構成した条件は 詳細モード タブにも表示されます。  

 画面の [完了] を選択して、テスト パッケージを保存します。ポップアップ ウィンドウで、テスト パッケージの

名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力し、[OK] を選択します。 

[完了] を選択する前にテスト パッケージをプレビューする場合、[プレビュー] を選択します。ポップアップ ウ

ィンドウで、テスト パッケージの構成をプレビューすることができます。  

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとテスト パッケージの

作成をキャンセルします。 

構成済みテスト パッケージのインポート方法の選択 

構成済みテスト パッケージのインポート 方法を選択する場合は、[アップロード] を選択します。ローカル システム

からテスト パッケージ ファイルを選択します。[次へ] を選択して、アップロード済みテスト パッケージの設定を表示し、
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設定を編集することもできます。設定の構成の詳細については、Compliance Guardian から提供されるテンプレ

ートの適用方法の選択 を参照してください。 

空のテスト パッケージの作成方法の選択 

[空のテスト パッケージの作成] 方法を選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

 [次へ] を選択します。  

 全般設定 手順が表示されます。チェックする情報のタイプを選択します。 

 プライバシー・情報保証・管理運営上のセキュリティ関連問題 – ファイルは形式を除去されてス

キャンされます。アクセシビリティに関連しないコンテンツがスキャンされます。 

 アクセシビリティもしくはサイト品質問題 – ファイルは形式を保持されたままでスキャンされます。ア

クセシビリティに関連したデータがスキャンされます。 

 [次へ] を選択します。 

 チェック 手順が表示されます。テスト パッケージ用のチェックまたはチェック グループを追加します。追加した

チェックの詳細を表示するか、チェックまたはチェック グループを削除することができます。チェック 手順でチェッ

クまたはチェック グループを選択します。チェックまたはチェック グループの追加の詳細については、Complian

ce Guardian から提供されるテンプレートの適用方法の選択 を参照してください。 

 [次へ] を選択します。設定の詳細については、Compliance Guardian から提供されるテンプレートの

適用方法の選択 を参照してください。 

テスト パッケージのアップロード 

[アップロード]  を選択すると、アップロード ウィンドウが表示され、希望のテスト パッケージを選択することができま

す。アップロード済みテスト パッケージが、テスト パッケージ マネージャー インターフェイス内のテスト パッケージ リスト

に表示されます。 

テスト パッケージのダウンロード 

構成済みテスト パッケージのリストからテスト パッケージを 1 件選択し、[ダウンロード] を選択すると、テスト パッケ

ージをダウンロードします。 
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テスト パッケージの編集 

テスト パッケージ マネージャー インターフェイスで編集するテスト パッケージを選択し、[編集] を選択します。設定

の構成の詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

テスト パッケージ名の変更 

名前を変更するテスト パッケージを選択して、[名前の変更] を選択します。ポップアップ ウィンドウで、新しい名前を

入力し、[OK] を選択します。 

テスト パッケージの詳細の表示 

テスト パッケージを選択して、[詳細の表示] を選択します。またはテスト パッケージ名を選択することができます。詳

細の表示ウィンドウが表示されます。テスト パッケージ設定の任意の手順で、[編集] を選択すると、設定が編集可

能になります。 

テスト パッケージの削除 

構成済みテスト パッケージのリストからテスト パッケージを選択して、[削除] を選択します。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] を選択すると、削除を実行します。[キャンセル] を選択すると、テスト パッケ

ージを削除せずに戻ります。 

テスト パッケージの履歴バージョンの表示 

テスト パッケージ マネージャー インターフェイスでは、最新のテスト パッケージのバージョンが バージョン 列に表示さ

れます。テスト パッケージのバージョン履歴の詳細を表示するには、テスト パッケージを選択し、[バージョン履歴] を

選択すると、 バージョン履歴インターフェイスが表示されます。テスト パッケージの以前のバージョンがすべて表示され

ます。ここでは、テスト パッケージ バージョンに対して次のアクションを実行することができます。 

 詳細の表示 – バージョンを選択し、[詳細の表示] を選択すると、詳細設定を表示します。[編

集] を選択すると、設定を編集します。  

 削除 – バージョンを選択し (複数選択可能)、[削除] を選択します。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] を選択すると、削除を実行します。[キャンセル] を選択する

と、バージョンを削除せずに戻ります。 
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 ダウンロード – バージョンを選択し、[ダウンロード] を選択すると、バージョンをダウンロードしま

す。 

チェック マネージャー 

コントロール パネルで 共通設定 セクション配下の [チェック マネージャー] を選択すると、チェック マネージャー ペ

ージに移動します。 

チェック マネージャー インターフェイスには、構成済みチェックのリストが表示されます。チェックの作成・アップロード・ダ

ウンロード・詳細の表示・編集・削除を実行することができます。使用可能なアクションの情報については、以下のセ

クションを参照してださい。 

チェックの作成 

リボン上で [作成] を選択すると、チェックの作成 インターフェイスが表示され、新しいチェックを作成することができま

す。  

検証できる情報が 4 種類あります。情報の種類を選択してから、チェック テンプレートを選択します。 

 テキストまたはキーワード – この種類の情報を検証するには、以下のチェック タイプを選択するこ

とができます。 

o FindText – ドキュメント内に指定のテキストが存在するかどうかを検索します。 

o ComplexFindText – 2 種類の文字列が 1 件のドキュメントに共存しているかどう

かを、より複雑な方法で検証します。ComplexFindText タイプ チェックの機能は Fi

ndText タイプ チェックに類似しています。 

o RegularExpression – 正規表現を使用して、特定の形式に一致する文字列を検

索します。 

o ComplexRegEx – 2 種類の文字列が 1 件のドキュメントに同時存在しているかどう

かを、より詳細に検証することができます。ComplexRegEx タイプ チェックの機能は R

egularExpression タイプ チェックに類似しています。 

o Dictionary – FindText チェックおよび RegularExpression チェックを AND 

操作として組み合わせます。Dictionary 設定を利用すると、FindText または Reg

ularExpression セクションで複数のチェックを定義することができます。 

o Combo-Proximity – 複数のタイプの情報 (例: クレジットカード番号と有効期限) 

を必要とする分類を作成するために、複数のチェックを組み合わせることができます。 
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o Combo-LogcGroup – 複数のタイプの情報 (例: クレジットカード番号と有効期

限) を必要とする分類を作成するために、複数のチェックを組み合わせることができます。 

 標準フォーム – この種類の情報を検証するには、以下のチェック タイプを選択することができま

す。 

 Context – テスト条件に合致する SharePoint サイト / リスト / アイテムのプロパテ

ィ・ファイル プロパティ・AD プロパティを検索します。 

 Element – HTML/XML エレメントに、属性またはコンテンツに対する特定の設定が

含まれているかを検証します。 

 EnhancedElement – スキャンの実行中に、1 件のチェックで 2 種類のエレメントを

検証します。EnhancedElement タイプ チェックの機能は Element タイプ チェック

と類似しています。 

 MatchedElement – 2 件のエレメント間の一致箇所を識別します。 

 Fingerprinting – 既存のドキュメント・ファイルのコンテンツおよび構造を検索条件と

して使用し、類似するドキュメント識別します。 

 Web サイト設定  – この種類の情報を検証するには、以下のチェック タイプを選択することができ

ます。 

 Cookie – クッキー ドメインおよび有効期限を検証します。 

 SSL – HTTPS プロトコル暗号化レベルを検証します。 

 WebBeacons – Web ビーコンが Web ページに存在するかどうかを検出します。 

 FindFile – 名前を使用して、特定のファイルを検索します。 

 LinkValidation – リンクまたはブックマークの参照を検証します。 

 FileProperty – MobileOK 標準と併用して、ファイル プロパティをテストします。 

 Custom – この種類の情報を検証するには、以下のチェック タイプを選択することができます。 

 CustomScan – このチェックは、カスタム チェック メソッドの実装に使用され、現在のチ

ェック タイプの拡張機能として機能します。他のチェックと併用することにより、ファイル内の

情報検索および対策に活用することができます。 

FindText タイプ チェックの作成 

FindText タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。  
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2. 検索条件 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 検索するテキストを入力してください – 検索するテキストを入力します。大文字と小文字の区別 

ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定することが

できます。検索されたテキストはこのテキスト _ 必要があります で に等しい もしくは を含む を

選択すると、検出されたテキストは、ここで入力したテキストに等しいか、このテキストを含むかを指

定します。 

 Compliance Guardian でこの情報が検出された場合、結果は合格としますか? 不合格と

しますか? – テキストが検出された場合に結果を合格とするか、不合格とするかを定義します。 

[次へ] を選択します。 

3. 結果の定義 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 ファイルのチェック結果が合格である場合の Compliance Guardian のレポート内容 – フ

ァイルのチェック結果が合格である場合のメッセージを入力します。 

 ファイルのチェック結果が不合格である場合の Compliance Guardian のレポート内容 – 

ファイルのチェック結果が不合格である場合のメッセージを入力します。 

[次へ] を選択します。 

4. 全般設定 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 ポリシー URL – ハイパーリンクを入力して、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用

される規則や法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 チェック スピード – チェックのスピードを表示します。  

o 低 – このチェックのパフォーマンスは比較的低速となります。 

o 中 – このチェックのパフォーマンスは中速となります。 

o 高 – このチェックのパフォーマンスは比較的高速となります。 

必要に応じてスピードを選択することができます。 

 確実性 – 検出したインスタンスに問題がある確実性を 1 から 100 の数字で示します。1 は、結

果が常に誤検出であること、100 は、結果は常に正しいことを示します。必要に応じて範囲を変

更することができます。 

 重要度 – チェック内の情報の危険性を 1 から 10 の数字で指定します。1 は当面の緊急対策

を必要としないこと、10 は高度な対策を必要とする機密性の高い情報であることを示します。必

要に応じて範囲を変更することができます。 
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5. [プレビュー] を選択すると、表示されるウィンドウでチェック ファイルの属性をプレビューします。 

6. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

ComplexFindText タイプ チェックの作成 

ComplexFindText タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。  

2. 検索条件 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 検索するプライマリ テキストを入力します – 検索するプライマリ テキストを入力します。大文字と

小文字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを

指定することができます。検索されたテキストはこのテキスト _ 必要があります で に等しい もしく

は を含む を選択すると、検出されたテキストは、ここで入力したテキストに等しいか、このテキストを

含むかを指定します。 

 検索するセカンダリ テキストを入力します – 検索するセカンダリ テキストを入力します。大文字と

小文字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを

指定することができます。検索されたテキストはこのテキスト _ 必要があります で に等しい もしく

は を含む を選択すると、検出されたテキストは、ここで入力したテキストに等しいか、このテキストを

含むかを指定します。 

 プライマリ チェックとセカンダリ チェックで検出された各インスタンス間の最大文字数を設定しま

す – プライマリ チェックとセカンダリ チェックで検出された各インスタンス間の最大文字数を設定する

かどうかを選択します。このオプションを選択すると、数値を入力します。プライマリ テキストが検出さ

れ、セカンダリ テキストとプライマリ テキスト間の文字数はここで指定した数値を超過していない場

合、セカンダリ テキストが検出されたと認識されます。  

  プライマリ テキストとセカンダリ テキスト両方が検出される場合、ファイルのテストの結果を合

格としますか – プライマリ テキストとセカンダリ テキスト両方が検出される場合、ファイルのテストの

結果を合格とするか、不合格とするかを定義します。 

 プライマリ テキストが見つからない場合に実行する操作を選択します – プライマリ テキストが見

つからない場合に実行する操作を選択します。 

o 続けてセカンダリ テキストを検索する – Compliance Guardian は続けてセカンダリ 

テキストを検索します。このオプションを選択する場合は、以下の設定が表示されます。 



 

 133 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 セカンダリ テキストが見つからない場合、ドキュメントのテストの結果を合格と

しますか – セカンダリ テキストが見つからない場合、ドキュメントのテストの結果

を合格とするか、不合格とするかを定義します。 

o セカンダリ テキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を合格とする – Compli

ance Guardian はセカンダリ テキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を合格

とします。 

o その他のテキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を不合格とする – Comp

liance Guardian はセカンダリ テキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を不

合格とします。 

3.  [次へ] を選択します。他の設定の詳細については、FindText タイプ チェックの作成 を参照してください。 

RegularExpression タイプ チェックの作成 

RegularExpression タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. 検索条件 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 正規表現を入力してください。正規表現に合致する値が検出されます – 正規表現を入力しま

す。ここで指定された正規表現に合致するコンテンツは検出されます。大文字と小文字の区別 ボ

タンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定することが

できます。 

 次の条件に合致するすべての結果を除外する – 条件を構成します。次の条件に合致する検出

済みコンテンツが除外されます。 

o テキストを入力してください。検出された結果がここで指定した値に合致する場合、こ

の結果は除外されます – このオプションを選択して、テキストを入力します。検出されたコ

ンテンツがここで入力したテキストに合致する場合、コンテンツは除外されます。大文字と

小文字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別する

かどうかを指定することができます。 

o 正規表現を入力します。検出された結果がここで指定した正規表現に合致する場

合、この結果は除外されます – このオプションを選択して、正規表現を入力します。検

出されたコンテンツがここで入力した正規表現に合致する場合、コンテンツは除外されま

す。大文字と小文字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小

文字を区別するかどうかを指定することができます。 
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 Compliance Guardian でこの情報が検出された場合、結果は合格としますか? 不合格と

しますか? – テキストが検出された場合にテストを合格とするか、不合格とするかを定義します。 

3. [次へ] を選択します。他の設定の詳細については、FindText タイプ チェックの作成 を参照してください。 

ComplexRegEx タイプ チェックの作成 

ComplexRegEx タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. 検索条件 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 プライマリ正規表現を入力してください。正規表現に合致する値が検出されます – プライマリ正

規表現を入力します。ここで指定された正規表現に合致するテキストは検出されます。大文字と

小文字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別するかどう

かを指定することができます。以下の条件に合致するコンテンツを除外する を選択すると、指定し

たコンテンツを除外します。 

o 次のテキストに合致するコンテンツを除外する – テキストを入力します。大文字と小文

字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別するかどう

かを指定することができます。テキストを複数入力する場合は、コンマ (,) で区切ります。

テキストに合致したコンテンツは除外されます。 

o 次の正規表現に合致するコンテンツを除外する – 正規表現を入力します。大文字と

小文字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別す

るかどうかを指定することができます。正規表現を複数入力する場合は、コンマ (,) で区

切ります。ここで指定された正規表現に合致するコンテンツは除外されます。 

 セカンダリ正規表現を入力してください。正規表現に合致する値を検出します – セカンダリ正規

表現を入力します。ここで指定された正規表現に合致するテキストは検出されます。大文字と小

文字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを

指定することができます。以下の条件に合致するコンテンツを除外する を選択すると、指定したコ

ンテンツを除外します。 

o 次のテキストに合致するコンテンツを除外する – テキストを入力します。大文字と小文

字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別するかどう

かを指定することができます。テキストを複数入力する場合は、コンマ (,) で区切ります。

テキストに合致したコンテンツは除外されます。 

o 次の正規表現に合致するコンテンツを除外する – 正規表現を入力します。大文字と

小文字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別す
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るかどうかを指定することができます。正規表現を複数入力する場合は、コンマ (,) で区

切ります。ここで指定された正規表現に合致するコンテンツは除外されます。 

 プライマリ チェックとセカンダリ チェックで検出された各インスタンス間の最大文字数を設定しま

す – プライマリ チェックとセカンダリ チェックで検出された各インスタンス間の最大文字数を設定する

かどうかを選択します。このオプションを選択すると、数値を入力します。プライマリ テキストが検出さ

れ、セカンダリ テキストとプライマリ テキスト間の文字数はここで指定した数値を超過していない場

合、セカンダリ テキストが検出されたと認識されます。 

 プライマリ テキストとセカンダリ テキスト両方が検出される場合、ファイルのテストの結果を合格

としますか – プライマリ テキストとセカンダリ テキスト両方が検出される場合、ファイルのテストの結

果を合格とするか、不合格とするかを定義します。 

 プライマリ テキストが見つからない場合に実行する操作を選択します – プライマリ テキストが見

つからない場合に実行する操作を選択します。 

o 続けてセカンダリ テキストを検索する – Compliance Guardian は続けてセカンダリ 

テキストを検索します。このオプションを選択する場合は、以下の設定が表示されます。 

 セカンダリ テキストが見つからない場合、ドキュメントのテストの結果を合格と

しますか – セカンダリ テキストが見つからない場合、ドキュメントのテストの結果

を合格とするか、不合格とするかを定義します。 

o セカンダリ テキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を合格とする – Compli

ance Guardian はセカンダリ テキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を合格

とします。 

o その他のテキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を不合格とする – Comp

liance Guardian はセカンダリ テキストを検索せずに、オブジェクトのテストの結果を不

合格とします。 

3. [次へ] を選択します。他の設定の詳細については、FindText タイプ チェックの作成 を参照してください。 

Dictionary タイプ チェックの作成 

Dictionary タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. 検索条件 手順が表示されます。以下の設定を完了します。 

 検索するテキストを入力してください – このオプションを選択して、検索するテキストを入力しま

す。大文字と小文字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別

するかどうかを指定することができます。検索されたテキストはこのテキスト _ 必要があります で 
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に等しい もしくは を含む を選択すると、検出されたテキストは、ここで入力したテキストに等しい

か、このテキストを含むかを指定します。テキスト フレーズを複数入力する場合は、コンマ (,) で区

切ります。 

 正規表現を入力してください。この正規表現に合致する値を検出します – このオプションを選択

して、正規表現を入力します。ここで指定された正規表現に合致するコンテンツは検出されます。

大文字と小文字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別

するかどうかを指定することができます。複数の正規表現はコンマ (,) で区切ります。以下の条件

に合致するコンテンツを除外する を選択すると、指定したコンテンツを除外します。 

o 次のテキストに合致するコンテンツを除外する – テキストを入力します。大文字と小文

字の区別 ボタンを使用すると、テキストのテストの際に大文字と小文字を区別するかどう

かを指定することができます。テキストフレーズを複数入力する場合は、コンマ (,) で区切

ります。テキストに合致したコンテンツは除外されます。 

o 正規表現に合致するコンテンツを除外する – 正規表現を入力します。大文字と小文

字の区別 ボタンを使用すると、正規表現のテストの際に大文字と小文字を区別するかど

うかを指定することができます。複数の正規表現はコンマ (,) で区切ります。ここで指定さ

れた正規表現に合致するコンテンツは除外されます。 

 Compliance Guardian で上記の条件に合致するコンテンツが検出されなかった場合、テ

ストは合格としますか? 不合格としますか?  – オプションを選択して、Compliance Guardian 

で上記の条件を満たすコンテンツが検出されなかった場合、テストの結果を合格とするか、不合格

とするかを定義します。 

3. [次へ] を選択します。他の設定の詳細については、FindText タイプ チェックの作成 を参照してください。 

Combo-Proximity タイプ チェックの作成 

Combo-Proximity タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集するには、以下の手順に従ってください。 

 編集する属性をダブルクリックすると、属性が編集可能になります。行全体をダブルクリックすると、

行の属性も編集可能になります。 

 編集可能なテキスト ボックスで一部の属性を直接編集することができます。その他の属性の場合

は、ドロップダウン リストから別の値を選択して編集します。 
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 ノードを追加するには、ノードの追加先となる行全体をダブルクリックします。キーボードの Enter 

キーを押すと、新しいノードが追加されます。必要に応じて、新しく追加されたノードの属性を入力

します。 

 ノードを削除するには、行全体をダブルクリックしてから、この行のコンテンツをすべて削除します。 

 キーボードの Enter キーを押すか、インターフェイスの他のフィールドを選択して変更を確認しま

す。キーボードの Esc キーを押すと、変更をキャンセルします。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、Combo-Proximity タイプ チェックの属性の構成 

を参照してください。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

Combo-Proximity タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 
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ComboCheck 

 ResultNA – 指定した正規表現に合致するコンテンツが存在しないことを示す結果を指定しま

す。NAResult、FalseResult、TrueResult を入力することができます。 

 TrueIf – 結果が True である場合の条件を指定します。NotFound もしくは Found を入

力することができます。 

 Expression – 2 件のチェックで検出された 2 件のインスタンス間の距離と位置関係を定義し

ます。チェック名および 2 件のチェックで検出されたインスタンス間の最大数を入力します。例: 以

下の場合に条件式 <Expression>{SSN}(10){Credit Card}</Expression> の

テスト結果が Found と認識されます。 

o チェック SSN とクレジット カードで検出されたインスタンス間の文字数が 10 文字未満で

ある場合、テスト結果が Found と認識されます。 

o チェック SSN で検出されたインスタンスはクレジット カードで検出されたインスタンスの前に

位置している場合 (2 件のインスタンスが 同じ行に存在しない)、またはチェック SSN で

検出されたインスタンスはクレジット カードで検出されたインスタンスの左側に位置している

場合、テスト結果が Found と認識されます。 

 RefCheck – Expression ノードで参照されるチェック名と ID を入力します。 

Combo-LogicGroup チェックの作成 

Combo-LogicGroup タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、Combo-LogicGroup タイプ チェックの属性の構

成 を参照してください。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

Combo-LogicGroup タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 
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全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 説明 – チェックの説明です。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

ComboCheck 

 Relation Type – 最終チェック結果を定義するために、Op 値として And または Or を入力

して ExpressionGroup ノード間の関係タイプを定義します。ここには、唯一の Relation T

ype ノードがあります。Relation Type ノード配下には複数の ExpressionGroup ノード

を含めることができます。 

Or が定義されており、かつ ExpressionGroup ノードの結果のいずれかが True である場

合、最終結果が True と認識されます。And が定義されており、かつ ExpressionGroup 

ノードの結果のすべてが True である場合、最終結果が True と認識されます。 

o ExpressionGroup – ExpressionGroup ノードの結果を定義するために、Op 

値として And または Or を入力して Expression ノード間の論理関係を定義しま

す。ExpressionGroup ノード配下には複数の Expression ノードを含めることが

できます。  

Or が定義されており、かつ Expression ノードの結果のいずれかが True である場

合、ExpressionGroup ノードの結果が True と認識されます。And が定義されて
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おり、かつ Expression ノードの結果のすべてが True である場合、ExpressionG

roup ノードの結果が True と認識されます。 

 Expression – Expression ノードの結果を定義するために、Op 値として 

And または Or を入力して Check Name ノード間の論理関係を定義しま

す。Expression ノード配下には複数の Check Name ノードを含めること

ができます。 

Or が定義されており、かつ Check Name ノードの結果のいずれかが True 

である場合、Expression ノードの結果が True と認識されます。And が定

義されており、かつ Check Name ノードの結果のすべてが True である場

合、Expression ノードの結果が True と認識されます。 

 Check Name – チェック名を入力します。その後、TrueIf 値として 

Fail または Pass を入力して、Check Name ノードの結果を定義

します。例えば、TrueIf 値として Fail を入力します。Check Nam

e ノード内の指定したチェックの結果が Pass である場合、Check N

ame ノードの結果は False となります。 

Context タイプ チェックの作成 

Context タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、Context タイプ チェックの属性の構成 を参照してく

ださい。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

Context タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 
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全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

NA 

定義されたプロパティのいずれかが存在しない場合、返す必要のある結果を決定します。すべての構成した条件でプ

ロパティが検出できない場合は、結果は指定した値 TureResult、FalseResult、NAResult となります。 

Condition 

Source 属性のマクロ式を入力して、評価するメタデータを定義します。SharePoint サイト コレクション / サイト / 

リスト / アイテムのプロパティ、ファイル プロパティ、AD プロパティ、Yammer 内のプロパティの検索を定義することが

できます。形式は {$object.Name} です。 

条件式の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

タイプ 条件式 説明 

SharePoint 

サイト コレクショ

ン プロパティ 

$SPSite.Properties[URL] スキャン済みアイテムの対応する ShareP

oint サイト コレクションのプロパティを検

索します。 

$SPSite.Properties[Title] 

$SPSite.Properties[Modified Tim

e] 
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タイプ 条件式 説明 

$SPSite.Properties[Created Time] 

$SPSite.Properties[Primary Admi

nistrator] 

$SPSite.Properties[Template Nam

e] 

$SPSite.Properties[Template ID] 

サイト プロパティ $SPWeb.Properties[URL] スキャン済みアイテムの対応する ShareP

oint サイトのプロパティを検索します。 
*注意: $SPWeb.Redirect[Relati

ve Redirected URL].Props[Pro

perty Name] で、Relative Redir

ected URL はサイトの対応する Web 

アプリケーションの相対 URL を意味しま

す。Compliance Guardian はリダイレ

クトされた URL のプロパティを検索しま

す。Property Name で入力可能な

のはURL、タイトル、更新日時、作成日

時、メイン管理者、テンプレート名、テン

プレート ID、またはサイトのカスタム プロ

パティです。 

$SPWeb.Properties[Title] 

$SPWeb.Properties[Modified Tim

e] 

$SPWeb.Properties[Created By] 

$SPWeb.Properties[Created Tim

e] 

$SPWeb.Properties[Template Na

me] 

$SPWeb.Properties[Template ID] 

$SPWeb.Properties[Custom Prope

rty Key] 

$SPWeb.Redirect[Relative Redire

cted URL].Properties[Property Na

me] 

親サイト プロパテ

ィ 

$SPWebParent.Properties[Custo

m Property Key] 

Compliance Guardian はアイテムの

対応するサイトのプロパティおよび親サイト

のプロパティをスキャンします。 

以下は例です。サイト コレクション Site C

ollection A があります。Site Collecti

on A のトップ レベル サイトにはサイト プ

ロパティ P1 が含まれています。Site Coll

ection A 配下には 2 件のサイト Site 

1 と Site 2 があります。Site 1 にはサイ

ト プロパティ P2 が含まれています。Site 

2 にはサイト プロパティ P3 が含まれてい

ます。スキャンされたアイテムは Site 1 に

存在します。Compliance Guardian 
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タイプ 条件式 説明 

はサイト プロパティ P3 を検索する必要が

ある場合、Site 1 と Site 1 の親サイト 

コレクション Site Collection A には P2 

と P1 が含まれていますが、P3 が含まれ

ていないため、P3 が発見できません。 

アイテム / ファイ

ル列 

$SPItem.Fields[Size] アイテムのプロパティを検索します。 
*注意: $SPitem.permission[Per

missionName].Principal はスキャ

ン済みファイルへの指定した権限を持つユ

ーザーおよびグループを検索することを意

味します。 

$SPItem.User[UserName].Per

missions は指定したユーザーのスキャ

ン済みファイルへの権限を検索することを

意味します。 

$SPItem.Group[GroupName].

Permissions は指定したグループのス

キャン済みファイルへの権限を検索するこ

とを意味します。 

$SPItem.Fields[Name] 

$SPItem.Fields[Modified Time] 

$SPItem.Fields[Created Time] 

$SPItem.Fields[Created By] 

$SPItem.Fields[Modified By] 

$SPItem.Fields[Version] 

$SPItem.Permission[PermissionN

ame].Principal 

$SPItem.User[UserName].Permis

sions 

$SPItem.Group[GroupName].Per

missions 

$SPItem.Fields[WorkflowStatusC

olumn] 

ドキュメント プロ

パティ 

$Doc.Properties[CustomProperty] SharePoint ファイルの固有のプロパティ

を検索します。 

AD プロパティ $AD.Users[$SPItem.Fields[Create

d By]].Properties[Property Name] 

AD プロパティを検索します。 

$AD.Users[$SPItem.Fields[Modifi

ed By]].Properties[Property Nam

e] 

ファイル システム 

ドキュメント プロ

パティ 

$Doc.Properties[CustomProperty] ファイル システム ファイルの固有のプロパテ

ィを検索します。 

ファイル システム 

プロパティ 

 

 

$File.Properties[Owner] スキャン済みファイル システム ファイルのプ

ロパティを検索します。 

 

$File.Properties[Size] 

$File.Properties[Created Time] 

$File.Properties[Modified Time] 
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タイプ 条件式 説明 

 $File.Properties[Type] 

$File.Properties[Name] 

AD プロパティ $AD.Users[$File.Properties[Creat

ed By]].Properties[Property Nam

e] 

AD プロパティを検索します。 

$AD.Users[$File.Properties[Modifi

ed By]].Properties[Property Nam

e] 

Web サイト 

Web サイト プロ

パティ 

 

 

 

 

$Site.Properties[Content Type] Web サイト プロパティを検索します。 

 

 

 

 

 

$Site.Properties[Size] 

$Site.Properties[URL] 

$Site.Properties[Modified Time] 

$Site.Properties[Host] 

$Site.Properties[Domain] 

$Site.Properties[Title] 

Yammer 

メッセージ プロパ

ティ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$Yammer.Users[$Yammer.Curre

nt[CreatorId]].Properties[Name] 

Yammer のプロパティを検索します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

$Yammer.Users[$Yammer.Curre

nt[CreatorId]].Properties[FullNa

me] 

$Yammer.Users[$Yammer.Curre

nt[CreatorId]].Properties[Networ

kid] 

$Yammer.Groups[$Yammer.Curr

ent[SendToGroup]].Properties[Na

me] 

$Yammer.Groups[$Yammer.Curr

ent[SendToGroup]].Properties[Ne

tworkid] 

$Yammer.Groups[$Yammer.Curr

ent[SendToGroup]].Properties[De

scription] 
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タイプ 条件式 説明 

$Yammer.Groups[$Yammer.Curr

ent[SendToGroup]].Properties[Pri

vacy] 

$Yammer.Current[CreateTime] 

$Yammer.Current[Privacy] 

$Yammer.Current[MessageType] 

$Yammer.Current[Topics] 

 

Operator and CompareType 

マクロ式を定義した後、論理関係として AND または OR を選択して、<Compare> ノード間の論理関係を定

義します。その後、<Compare> ノードで比較タイプを指定して、Source 値が満たす必要のある条件を定義し

ます。条件には複数の <Compare> ノードを含めることができます。以下の比較タイプがこのチェックでサポートされ

ています。 

 MustContain – 移動元メタデータの値には特定の値を含む必要があります。移動元メタデータ

はユーザー リストである場合、この値がユーザーと認識され、リストに存在する必要があります。 

 MustEqual – 移動元メタデータの値は特定の値である必要があります。移動元メタデータがユ

ーザー リストである場合は、動作しません。 

 MustMatch – 移動元メタデータの値は特定のパターンと一致する必要があります。ここで入力

した値は、正規表現として扱われ、データの評価に使用されます。移動元メタデータはユーザー リ

ストである場合、正規表現はリスト内の各ユーザー名により評価されます。 

 Before – 移動元メタデータの値は有効な日付 / 時刻である必要があり、特定の日付より前で

ある必要があります。 

 Within – 移動元メタデータの値は有効な日付 / 時刻である必要があり、特定の期間内にある

必要があります。 

 GreaterThan、GreaterOrEqual、LessThan、LessOrEqual – 移動元メタデータの

値は有効な数値である必要があり、特定の値より大きいか、小さいか、または特定の値に等しい

必要があります。 

 MustNotContain – MustContain と正反対のものです。 

 MustNotEqual – MustEqual と正反対のものです。 

 MustNotMatch – MustMatch と正反対のものです。 
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 After – Before と正反対のものです。 

 NotWithin – Within と正反対のものです。 

Value 

一般的に、値はテキストです。Before / After を比較タイプとして使用する場合、値は有効な日付 / 時刻形式 

(実際の形式はシステム カルチャ設定に依存します) である必要があります。Within / NotWithin を使用する

場合、値は以下の形式のいずれかである必要があります。 

 100d (100day または 100days にも設定可能) 

 100w (100week または 100weeks にも設定可能) 

 100m (100month または 100months にも設定可能) 

 100y (100year または 100years にも設定可能) 

Expression 

ここで入力した値は、<Condition> ノード間の論理関係を定義します。各数値は <Condition> の ID を表

します。この条件式の結果は、このチェックの最終結果を決定します。(Expression の結果が TRUE である場

合、チェックの結果も True になります) 

Element タイプ チェックの作成 

Element タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、Element タイプ チェックの属性の構成 を参照してく

ださい。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

Element タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 



 

 147 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

Element 

Element では、次の属性を構成します。 

 Name – テスト対象のエレメント名を指定します。  

 CaseSensitive – エレメント名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定しま

す。 

 ResultNA – 指定したエレメントが発見できない場合の結果を指定します。TrueResult を

選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、True を返します。FalseResult  を選択

すると、指定したエレメントが発見できない場合、False を返します。NAResult を選択すると、

指定したエレメントが発見できない場合、テスト済みファイルの状態は Not Applicable になり

ます。この結果は Compliance Guardian レポートに表示されます。つまり、エレメントのいずれ

も発見できない場合は結果に Not Applicable を設定するように指定することができます。 

 TrueIf – この属性には 2 つの値、All および One が存在します。One を選択する場合、イ

ンスタンスが 1 件検知された時点でスキャンを停止します (スキャン時間を節約するため)。All を

選択する場合、すべてのインスタンスが検知された時点のみでスキャンが停止します。 
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 ValidWhen – 条件が以下の 2 つのいずれかである場合、結果が有効であるかどうかを決定し

ます。条件には True もしくは False があります。 

o Name – チェックの名前です。  

o PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用され

る規則や法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

o True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック 

ロジックは、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

o メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

o False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック 

ロジックは、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

o メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

ListLoc 

ListLoc では、次の属性を構成します。 

 Type – この属性には 2 つの値 (Valid および Invalid) が存在します。Vaild もしくは Inv

alid と定義されるすべてのエレメントは、データベース (場所) に保存されます。 

 Status – エレメントの処理およびユーザーが選択した重要度を示します。ReportText 手順

で、True result または False result の状態を Failed に設定する場合、Status 属性

の値は Fail になり、変更できないことに注意してください。 

ElementRepeat 

ElementRepeat ノードを構成することができます。 

 Alert – 繰り返しのエレメントを確認するかどうかを指定します。 

 Value – チェックが False と判定されるまでエレメントの繰り返す最大回数を指定します。 

TextCompare 

TextCompare ノードを構成することができます。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は MustContain、

MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、MustMatch、MustNotMatch 

です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 
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 CaseSensitive – エレメントのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複数入力する場合

は、指定した区切り記号を使用します。 

Attributes 

Attributes ノードを構成することができます。 

 Name – テスト対象の属性名を指定します。 

 CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。 

 AllowNull – 値を持っていない属性をテストするかどうかを指定します。 

 MustExist – 属性が存在する必要があるかどうかを指定します。True に設定すると、指定し

た属性が存在しない場合にテストが不合格になります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの Attributes セクションに入ります。 

 Length –  このエレメントは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性を構成

できます。 

o CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。CompareType の属

性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrEqualThan、LessOrEqualT

han、Equal、NotEqual です。 

o Characters – 比較する文字数を指定します。 

 TextCompare – このエレメントは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 

o CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は MustCon

tain、MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、MustMatch、Mu

stNotMatch です。 

o Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

o CaseSensitive – 属性値のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定

します。 

o Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複数入力す

る場合は、指定した区切り記号を使用します。 

 WordsRepeat – このエレメントは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 
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o Number – 属性値で単語を繰り返すことができる回数を定義します。指定した値を超

えると、テストは不合格と判定されます。 

ElementContent 

ElementContent ノードを構成することができます。 

 ContentReq – 指定したエレメントにコンテンツを含める必要があるかどうかを指定します。Yes 

を選択する場合、エレメントにはコンテンツが含まれる必要があります。含まれない場合、このセクシ

ョンのチェックは False となります。  

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの ElementContent セクションに入ります。 

 Length – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性を構成で

きます。 

o CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。CompareType の属

性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrEqualThan、LessOrEqualT

han、Equal、NotEqual です。 

o Characters – 比較する文字数を指定します。 

 TextCompare – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 

o CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は MustCo

ntain、MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、MustMatch、M

ustNotMatch です。 

o Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

o CaseSensitive – エレメントのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指

定します。 

o Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複数入力す

る場合は、指定した区切り記号を使用します。 

ChildElement 

ChildElement ノードを構成することができます。 

 Name – テスト対象の子エレメントの名前を指定します。 

 CaseSensitive – エレメント名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定しま

す。 
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 MustExist – 子エレメントが存在する必要があるかどうかを指定します。True を選択すると、

子エレメントが存在しない場合、テストが不合格になります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの ChildElement セクションに入ります。 

 ElementRepeat – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属

性を構成できます。 

o Alert – 繰り返しのエレメントを確認するかどうかを指定します。 

o Value – チェックが False と判定されるまでエレメントの繰り返す最大回数を指定しま

す。 

 Attributes – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性を構

成できます。 

o Name – テスト対象の属性名を指定します。 

o CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定

します。 

o AllowNull – 値を持っていない属性をテストするかどうかを指定します。 

o MustExist – 属性が存在する必要があるかどうかを指定します。True を選択する

と、指定した属性が存在しない場合、テストは不合格になります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの Attributes セクションに入ります。 

o Length – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 

 CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。CompareTyp

e の属性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrEqualThan、Le

ssOrEqualThan、Equal、NotEqual です。 

 Characters – 比較する文字数を指定します。 

o TextCompare – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、

次の属性を構成できます。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は 

MustContain、MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、

MustMatch、MustNotMatch です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 



 

152  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 CaseSensitive – 属性のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうか

を指定します。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複

数入力する場合は、指定した区切り記号を使用します。 

o WordsRepeat – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、

次の属性を構成できます。 

 Number – 属性値で単語を繰り返すことができる回数を定義します。指定し

た値を超えると、テストは不合格と判定されます。 

o ElementContent – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択する

と、次の属性を構成できます。 

 ContentReq – 指定したエレメントにコンテンツを含める必要があるかどうかを

指定します。Yes を選択する場合、エレメントにはコンテンツが含まれる必要が

あります。含まれない場合、このセクションのチェックは False となります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの ElementContent セクション

に入ります。 

 Length – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、

次の属性を構成できます。 

 CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。Comp

areType の属性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrE

qualThan、LessOrEqualThan、Equal、NotEqual です。 

 Characters – 比較する文字数を指定します。 

 TextCompare – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択

すると、次の属性を構成できます。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の

属性は MustContain、MustNotContain、MustEqual、Mu

stNotEqual、MustMatch、MustNotMatch です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指

定します。 

 CaseSensitive – 属性のテストの際に大文字と小文字を区別する

かどうかを指定します。 
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 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能で

す)。複数入力する場合は、指定した区切り記号を使用します。 

Filter 

Filter ノードを構成することができます。 

 Attributes – 属性の詳細については Attributes を参照してください。 

 ElementContent – 属性の詳細については ElementContent を参照してください。 

EnhancedElement タイプ チェックの作成 

EnhancedElement タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、EnhancedElement タイプ チェックの属性の構成 

を参照してください。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

EnhancedElement タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 
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 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

EnhancedElement  

このエレメントには、5 種類の属性が存在します。5 種類の属性の詳細については、Element セクションを参照して

ください。 

ListLoc  

このエレメントには、2 種類の属性が存在します。2 種類の属性の詳細については、ListLoc セクションを参照してく

ださい。 

ElementRepeat  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、ElementRepeat セクションを参照してください。 

TextCompare  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、Error! Reference source not found. 

セクションを参照してください。 

Attributes  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、Attributes セクションを参照してください。 

ElementContent  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、ElementContent セクションを参照してくださ

い。 

ChildElement  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、ChildElementError! Reference source 

not found. セクションを参照してください。 
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SecondaryElement  

このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性を構成できます。 

 Name – テストの対象となる 2 次エレメント名を指定します。 

 CaseSensitive – エレメント名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定しま

す。 

 MustExist – 2 次エレメントが存在する必要があるかどうかを指定します。 

 TrueIf – この属性には 2 つの値、All および One が存在します。One を選択する場合、イ

ンスタンスが 1 件検知された時点でスキャンを停止します (スキャン時間を節約するため)。All を

選択する場合、すべてのインスタンスが検知された時点のみでスキャンが停止します。 

 MustNext – 2 次エレメントがプライマリ エレメント (このチェックで先に指定したエレメント) の隣

にある必要があるかどうかを指定します。この属性の隣のドロップダウン リストから Yes を選択する

と、プライマリ エレメントの隣にある 2 次エレメントのみがチェックされます。この属性の隣のドロップダ

ウン リストから No を選択すると、指定したすべての 2 次エレメントが確認されます。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの SecondaryElement セクションに入ります。 

 ElementRepeat – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属

性を構成できます。 

o Alert – 繰り返しのエレメントを確認するかどうかを指定します。 

o Value – チェックが False と判定されるまでエレメントの繰り返す最大回数を指定しま

す。 

 Attributes – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性を構

成できます。 

o Name – テスト対象の属性名を指定します。 

o CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定

します。 

o AllowNull – 値を持っていない属性をテストするかどうかを指定します。 

o MustExist – 属性が存在する必要があるかどうかを指定します。True を選択する

と、指定した属性が存在しない場合、テストは不合格になります。 
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特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの Attributes セクションに入ります。 

o Length – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 

 CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。CompareTy

pe の属性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrEqualThan、L

essOrEqualThan、Equal、NotEqual です。 

 Characters – 比較する文字数を指定します。 

o TextCompare – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、

次の属性を構成できます。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は M

ustContain、MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、M

ustMatch、MustNotMatch です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 CaseSensitive – 属性のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうか

を指定します。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複

数入力する場合は、指定した区切り記号を使用します。 

o WordsRepeat – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、

次の属性を構成できます。 

 Number – 属性値で単語を繰り返すことができる回数を定義します。指定し

た値を超えると、テストは不合格と判定されます。 

 ElementContent – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属

性を構成できます。 

o ContentReq – 指定したエレメントにコンテンツを含める必要があるかどうかを指定しま

す。Yes を選択する場合、エレメントにはコンテンツが含まれる必要があります。含まれな

い場合、このセクションのチェックは False となります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの ElementContent セクションに入りま

す。 

o Length – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 
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 CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。CompareTyp

e の属性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrEqualThan、Le

ssOrEqualThan、Equal、NotEqual です。 

 Characters – 比較する文字数を指定します。 

o TextCompare – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、

次の属性を構成できます。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は M

ustContain、MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、M

ustMatch、MustNotMatch です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 CaseSensitive – 属性のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうか

を指定します。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複

数入力する場合は、指定した区切り記号を使用します。 

 ChildElement – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 

o Name – テスト対象の子エレメントの名前を指定します。 

o CaseSensitive – エレメント名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを

指定します。 

o MustExist – 子エレメントが存在する必要があるかどうかを指定します。True を選択

すると、子エレメントが存在しない場合、テストが不合格になります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの ChildElement セクションに入ります。 

o ElementRepeat – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択する

と、次の属性を構成できます。 

 Alert – 繰り返しのエレメントを確認するかどうかを指定します。 

 Value – チェックが False と判定されるまでエレメントの繰り返す最大回数を

指定します。 

o Attributes – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の

属性を構成できます。 

 Name – テスト対象の属性名を指定します。 
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 CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどう

かを指定します。 

 AllowNull – 値を持っていない属性をテストするかどうかを指定します。 

 MustExist – 属性が存在する必要があるかどうかを指定します。True を選

択すると、指定した属性が存在しない場合、テストは不合格になります。 

特定の属性を持っている次のエレメントが、オプションの Attributes セクションに入りま

す。 

o Length – このセクションは必須ではありません。このエレメントを選択すると、次の属性

を構成できます。 

 CompareType – この長さ比較の比較タイプを指定します。CompareTyp

e の属性は GreaterThan、LessThan、GreaterOrEqualThan、Le

ssOrEqualThan、Equal、NotEqual です。 

 Characters – 比較する文字数を指定します。 

Filter 

エレメント フィールドで構成された条件を満たしているコンテンツをテストすることができます。特定の属性を持っている

次のエレメントが、オプションの Filter セクションに入ります。 

 Attributes – 属性の詳細については Attributes を参照してください。 

 ElementContent – 属性の詳細については ElementContent を参照してください。 

MatchedElement タイプ チェックの作成 

MatchedElement タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

 [次へ] を選択します。 

 XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、MatchedElement タイプ チェックの属性の構成 を

参照してください。 

 [完了] を選択すると、作成を完了します。  

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルします。 
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MatchedElement タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

MatchElement  

このエレメントには、5 種類の属性が存在します。5 種類の属性の詳細については、Error! Reference sourc

e not found. セクションを参照してください。 

ListLoc  

このエレメントには、2 種類の属性が存在します。2 種類の属性の詳細については、ListLoc  セクションを参照して

ください。 

Attributes  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、Attributes セクションを参照してください。 

ElementContent  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、ElementContentElement タイプ チェック

の属性の構成  セクションを参照してください。 
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ChildElement  

このセクションは必須ではありません。この属性の詳細については、ChildElement セクションを参照してください。 

SecondaryMatch  

このセクションは必須ではありません。エレメントの前にあるチェックボックスを選択し、次の属性を構成します。 

 SecondaryMatch – このエレメントでは、以下の属性を構成します。 

o Name – テスト対象のエレメントを指定します。  

o CaseSensitive – エレメント名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを

指定します。 

o ResultNA – 指定したエレメントが発見できない場合の結果を指定します。TrueRe

sult を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、True を返します。False

Result  を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、False を返します。N

AResult を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、テスト済みファイルの

状態は Not Applicable になります。この結果は Compliance Guardian レポート

に表示されます。エレメントのいずれも発見できない場合は結果に Not Applicable 

を設定するように指定することができます。 

o TrueIf – この属性には 2 つの値、All および One が存在します。One を選択する

場合、インスタンスが 1 件検知された時点でスキャンを停止します (スキャン時間を節約

するため)。All を選択する場合、すべてのインスタンスが検知された時点のみでスキャンが

停止します。 

o ValidWhen – 条件が以下の 2 つのいずれかである場合、結果が有効であるかどうか

を決定します。条件には True もしくは False があります。 

 Attribute – このエレメントでは、以下の属性を構成します。 

o Name – テスト対象の属性の名前を指定します。 

o CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定

します。 

o AllowNull – 値を持っていない属性をテストするかどうかを指定します。 

o MustExist – 属性が存在する必要があるかどうかを指定します。True を選択する

と、指定した属性が存在しない場合、テストは不合格になります。 

 TextCompare – このエレメントでは、以下の属性を構成します。 
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o MatchElementValue – MatchElement セクションの下の Attributes エレメ

ントが構成されている場合、このラジオ ボタンが選択可能となります。このラジオ ボタンを

選択する場合、次の属性を構成します。 

 Name – MatchElement セクションの下で構成された属性名がすべて読

み込まれます。ドロップダウン リストからテストの名前を選択します。 

 CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどう

かを指定します。 

 CompareType – この属性には 2 つの値、MustContain と MustNot

Contain が存在します。MustContain を選択すると、テスト条件: Seco

ndaryMatch セクションの下の属性の値には MatchElement セクションの

下の属性の値を含む必要があるという条件を指定します。属性の値が含まれな

い場合は不合格となります。MustNotContain を選択すると、テスト条件: 

SecondaryMatch セクションの下の属性の値には MatchElement セク

ションの下の属性の値を含まないという条件を指定します。含む場合、結果は

不合格となります。 

o TextCompare – このラジオ ボタンを選択する場合、以下の 属性 を構成します。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は 

MustContain、MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、

MustMatch、MustNotMatch です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 CaseSensitive – 属性のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうか

を指定します。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複

数入力する場合は、指定した区切り記号を使用します。 

Filter 

エレメント フィールドで構成された条件を満たしているコンテンツをテストすることができます。特定の属性を持っている

次のエレメントが、オプションの Filter セクションに入ります。 

 Attributes – 属性の詳細については Attributes を参照してください。 

 ElementContent – 属性の詳細については ElementContent を参照してください。 
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Fingerprinting タイプ チェックの作成 

Fingerprinting タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. 検索条件 手順が表示されます。一致の形式を選択します。 

 完全一致 – ファイルのファイル サイズおよびバイナリ シグネチャに基づいて一致を検索します。この

形式は、完全同一のコンテンツを含む重複したドキュメントの検索に使用されます。 

 Raw 一致 – RDC アルゴリズムでの比較結果に基づいて一致を検索します。RDC は、ファイル

内のすべてのバイト位置で計算するフィンガープリント機能のローカル最大値の計算に基づいて、フ

ァイルのデータを複数の部分に分割します。フィンガープリント機能とは、増分計算を実行できるチェ

ックサム機能です。 

この一致のタイプを使用する場合、ファイルの形式またはサイズは考慮されないため、異なるバージ

ョンのファイル、異なる種類の Microsoft Office ファイルに同一または類似したコンテンツが含ま

れるかを確認することができます。 

 テキスト一致 – ファイルからコンテンツを抽出・正規化し、抽出された単語の並び順を使用して一

致を検索します。Compliance Guardian では、ファイル コンテンツの 100% が抽出され、空

白・句読点・書式設定の削除で正規化された後に、チェックサムが作成されます。  

テキスト一致 の操作はその他の 2 種類の一致形式とは異なります。テキスト一致 では、Finger

printing チェック内のテンプレートとしてインデックスされたファイル コンテンツのみが検出されます。

例えば、Fingerprinting チェックで、ページ数 1 ページのドキュメントをテンプレートとして定義し

ます。その単一ページのドキュメントは、別の 100 ページのあるドキュメントに含まれています。コン

テンツが単一ページのドキュメントに一致するため、この 100 ページのドキュメントは 100% 一致

と判定されます。 

この形式は、テンプレート ファイルから転換された PDF ファイルの検索に使用することができます。 

検索のテンプレートとして使用するファイルを選択します。[参照] を選択してファイルを選択します。複数の

ファイルを追加する場合は、[別のファイルの追加] を選択します。削除ボタン ( ) を選択すると、選択

したテンプレート ファイルを削除します。 

3. [次へ] を選択します。他の設定の詳細については、FindText タイプ チェックの作成 を参照してください。 
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Cookie タイプ チェックの作成 

Cookie タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、Cookie タイプ チェックの属性の構成 を参照してくだ

さい。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。  

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

Cookie タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 
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Cookie  

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 ThirdParty – Cookie がサード パーティのものであるかどうか確認するよう、スキャン エンジンに

指示します。 

 PrivacyLinReq – (Cookie の状態に基づいて) プライバシー リンクを確認するよう、スキャン 

エンジンに指示します。 

 ResultNA – 指定したエレメントが発見できない場合の結果を指定します。TrueResult を

選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、True result を返します。FalseResult 

を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、False result を返します。NAResult 

を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、テスト済みファイルの状態は Not Appli

cable になります。この結果は Compliance Guardian レポートに表示されます。エレメントの

いずれも発見できない場合は結果に Not Applicable を設定するように指定することができま

す。 

 Expires – Cookie の有効期限が切れる N 秒後にチェックを行うよう、テスト コアに指示しま

す。 

 cPIITDF – ウェブサイトに含まれている PII を、指定されたチェックを使用して発見するようテス

ト コアに指示します。 

 CType – テストする Cookie のタイプを指定します (設定可能な値は 1、2、3 です)。 

o 1 – シングル セッションです。この層では、シングル セッションの Web 測定ツールとカスタ

マイズされたテクノロジーの使用がカバーされます。 

o 2 – PII なしのマルチ セッションです。この層では、PII が収集されなかった場合のマルチ

セッションの Web 測定ツールとカスタマイズされたテクノロジーの使用がカバーされます (こ

こでいう 「PII が収集されなかった場合」 は、このようなテクノロジーを使用した結果、個

人を特定することができなかった場合も含みます)。 

o 3 – PII を使用するマルチ セッションです。この層では、PII が収集された場合のマルチ

セッションの Web 測定ツールとカスタマイズされたテクノロジーの使用がカバーされます (こ

こでいう 「PII が収集された場合」 は、このようなテクノロジーを使用した結果、個人を特

定することができた場合も含みます)。 

 PrivacyLink – このフィールドに入力された値がファイルのプライバシー リンクに含まれている場

合、True を返します。 
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SSL タイプ チェックの作成 

SSL タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、Cookie タイプ チェックの属性の構成 を参照してくだ

さい。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。  

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

WebBeacons タイプ チェックの作成 

WebBeacons タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、WebBeacons タイプ チェックの属性の構成 を参

照してください。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

WebBeacons タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  
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 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

WebBeacons  

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 ElementName – テスト対象のエレメント名を入力します。 

 ResultNA – 指定したエレメントが発見できない場合の結果を指定します。TrueResult を

選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、True result を返します。FalseResult 

を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、False result を返します。NAResult 

を選択すると、指定したエレメントが発見できない場合、テスト済みファイルの状態は Not Appli

cable となります。この結果は Compliance Guardian レポートに表示されます。この結果は 

Compliance Guardian レポートに表示されます。エレメントのいずれも発見できない場合は結

果に Not Applicable を設定するように指定することができます。 

 AttrName – テスト対象の属性名を指定します。 

 ValidWhen – 条件が以下の 2 つのいずれかである場合、結果が有効であるかどうかを決定し

ます。条件には True もしくは False があります。 

Elements  

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 Scope – この属性には 2 つの値、All および One が存在します。One を選択する場合、イ

ンスタンスが 1 件検知された時点でスキャンを停止します (スキャン時間を節約するため)。All を

選択する場合、すべてのインスタンスが検知された時点のみでスキャンが停止します。 
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ListLoc  

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 Type – この属性には 2 つの値 (Valid および Invalid) が存在します。Vaild もしくは Inv

alid と定義されるすべてのエレメントは、データベース (場所) に保存されます。 

 Status – エレメントの処理および重要度ユーザーが選択した重要度を示します。ReportTex

t 手順で、True Result または False Result の状態を Failed に設定する場合、Statu

s 属性の値は Fail になり、変更できないことに注意してください。 

DomainExclude   

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 Value – ここで入力したドメインに属しているリンクはチェックされません (複数入力可能)。複数

入力する場合は、指定済みの区切り記号を使用します。 

FindFile タイプ チェックの作成 

FindFile タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、FindFile タイプ チェックの属性の作成 を参照してく

ださい。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

FindFile タイプ チェックの属性の作成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  
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 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

FindFile 

 TrueIf – チェック結果が True である場合の条件を指定します。TrueIf 属性の下のドロップ

ダウン リストから Yes を選択すると、インスタンスが発見された場合、このチェックの結果は True 

になります。TrueIf 属性の下のドロップダウン リストから No を選択すると、インスタンスが発見さ

れた場合、このチェックの結果は False になります。 

 Path – ファイルの相対パスまたは完全なパスを入力します。 

LinkValidation タイプ チェックの作成 

LinkValidation タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、LinkValidation タイプ チェックの属性の作成 を参

照してください。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。  

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 
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LinkValidation タイプ チェックの属性の作成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

LinkValidation 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 ValidWhen – 条件が以下の 2 つのいずれかである場合、結果が有効であるかどうかを決定

します。条件には True もしくは False があります。 

 TrueIf – この属性には 2 つの値、All および One が存在します。One を選択する場合、イ

ンスタンスが 1 件検知された時点でスキャンを停止します (スキャン時間を節約するため)。All 

を選択する場合、すべてのインスタンスが検知された時点のみでスキャンが停止します。 

 ResultNA – リンクが発見できない場合の結果を指定します。TrueResult を選択すると、リ

ンクが発見できない場合、True result を返します。FalseResult を選択すると、リンクが発

見できない場合、False result を返します。NAResult を選択すると、リンクが発見できない

場合、テスト済みファイルの状態は Not Applicable になります。この結果は Compliance 

Guardian レポートに表示されます。つまり、リンクのいずれも発見できない場合は結果に Not 

Applicable と表示されるよう設定することができます。 
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 ValidateBookmarks – True または False を選択します。True を選択すると、チェック

はブックマークが有効であるかを確認します。False を選択すると、チェックはブックマークを確認し

ません。 

 GetAllowCallHead – True または False を選択します。True を選択すると、リンクは 

HEAD メソッドを使用してチェックされます。該当サーバーが HEAD メソッドをサポートしていない

場合は GET メソッドが使用されます。False を選択すると、リンクは HEAD メソッドを使用して

チェックされますが、該当サーバーが HEAD メソッドをサポートしていない場合でも、GET メソッド

は使用されません。 

ListLoc 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 Type – この属性には 2 つの値 (Valid および Invalid) が存在します。Vaild もしくは Inv

alid と定義されるすべてのエレメントは、データベース (場所) に保存されます。 

 Status – エレメントの処理および重要度ユーザーが選択した重要度を示します。ReportTe

xt 手順で、True result または False result の状態を Failed に設定する場合、Stat

us 属性の値は Fail になり、変更できないことに注意してください。 

TextCompare 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は MustContain、

MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、MustMatch、MustNotMatc

h です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 CaseSensitive – 属性名のテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定します。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複数入力する場合

は、指定した区切り記号を使用します。 

Attributes 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 Node – テストするノードを入力します。 

 Value – 該当ノード値を入力します。 
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FileProperty タイプ チェックの作成 

FileProperty タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。属性の詳細については、FileProperty タイプ チェックの属性の構成 を参照

してください。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

FileProperty タイプ チェックの属性の構成 

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

全般設定 

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

ReportText 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 
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FileProperty 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 ValidWhen – 条件が以下の 2 つのいずれかである場合、結果が有効であるかどうかを決定

します。条件には True もしくは False があります。 

ListLoc 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 Type – この属性には 2 つの値 (Valid および Invalid) が存在します。Vaild もしくは Inv

alid と定義されるすべてのエレメントは、データベース (場所) に保存されます。 

 Status – エレメントの処理および重要度ユーザーが選択した重要度を示します。ReportTe

xt 手順で、True result または False result の状態を Failed に設定すると、Status 

属性の値は Fail になり、変更できないことに注意してください。 

Size 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 MaxValue – 最小サイズの値を指定して、ドロップダウン リストから単位を選択します。 

Type 

このセクションでは、以下の属性を構成します。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は MustContain、

MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、MustMatch、MustNotMatc

h です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 CaseSensitive – エレメントのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定しま

す。 

 Value –テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複数入力する場合

は、指定した区切り記号を使用します。 
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Filter 

このフィールドは必須ではありません。Filter の前にあるチェックボックスを選択し、次の属性を構成します。 

 CompareType – 比較タイプを指定します。CompareType の属性は MustContain、

MustNotContain、MustEqual、MustNotEqual、MustMatch、MustNotMatc

h です。 

 Separator – 複数の値を入力する際に使用する区切り記号を指定します。 

 CaseSensitive – エレメントのテストの際に大文字と小文字を区別するかどうかを指定しま

す。 

 Value – テストの値を定義します (複数の値を定義することも可能です)。複数入力する場合

は、指定した区切り記号を使用します。 

CustomScan タイプ チェックの作成 

CustomScan タイプを選択する場合は、以下の手順を実行します。 

1. [次へ] を選択します。 

2. XML でプレビュー 手順で、チェック ファイルの詳細設定を表示し、チェックの属性を編集することができま

す。属性を編集する方法については、Combo-Proximity タイプ チェックの作成 を参照してください。 

チェックの属性を構成します。  

 ConfidenceLevel – 確実性の数値を入力します。 

 SeverityLevel – 重要度の数値を入力します。  

 PerformanceLevel – パフォーマンス レベル (チェック スピード) の数値を入力します。 

 Name – チェックの名前です。Compliance Guardian Online チェック マネージャーでチェック

名を変更することはできません。 

 PolicyURL – このリンクは、チェックのファイルのテスト方法を指定する法則に使用される規則や

法律など、チェックに関する追加情報を提供できます。 

 True result – チェック結果が True である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 

 メッセージ – チェック結果が True である場合のメッセージを定義します。 

 False result – チェック結果が False である場合の返却状態を定義します。チェック ロジック

は、チェック結果が True であるか、False であるかを決定します。 
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 メッセージ – チェック結果が False である場合のメッセージを定義します。 

CustomTDF ノードで、構成する必要があるのは属性 Class のみです。Class 属性フィールド内に、N

amespace.Class および AssemblyName を入力します。区切り記号としてコンマ (,) を使用してくだ

さい。詳細については、付録 A: Compliance Guardian での CustomScan の使用 を参照してくださ

い。 

3. [完了] を選択すると、作成を完了します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択すると変更をキャンセルし

ます。 

ファイルのリスク スコアの計算方法 

チェックのスコア = (情報の危険性)*(違反数)*(検出したインスタンス問題がある確実性) = (重要度)*(違反

数)*(確実性) 

テスト パッケージのスコア = テスト パッケージ内のすべてのチェックの合計テスト スコア (check 1+ check 2 + c

heck 3...) 

ファイルの総スコア = ファイルのスキャンに使用するすべてのテスト パッケージの総リスト スコア (test suite 1 + te

st suite 2 + test suite 3...) 

チェックのアップロード  

[アップロード] を選択すると、ポップアップ ウィンドウが表示され、希望のチェックを選択することができます。アップロー

ド済みチェックが、チェック マネージャー インターフェイスのチェック リストに表示されます。複数のチェックを同時にアップ

ロードすることができます。アップロードの前に、チェックは 1 件のファイルに圧縮されている必要があります。その後、Zi

p ファイルを選択して Compliance Guardian にアップロードします。 

チェックのダウンロード 

チェックを 1 件または複数選択して、[ダウンロード] を選択すると、チェックをダウンロードします。 
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チェックの編集 

チェック マネージャー インターフェイスで編集するチェックを選択し、リボン上で [編集] を選択します。設定の構成の

詳細については、チェックの作成 を参照してください。 

チェック名の変更 

名前を変更するチェックを選択して、[名前の変更] を選択します。ポップアップ ウィンドウで、新しい名前を入力し、

[OK] を選択します。 

チェックの詳細の表示 

チェックの隣にあるチェックボックスを選択して、[詳細の表示] を選択するか、またはチェックを直接選択すると チェッ

クの詳細の表示 インターフェイスが表示されます。設定の任意の手順で、[編集] を選択すると、設定が編集可能

となります。その後、設定を編集することができます。 

チェックの削除 

構成済みチェックのリストからチェックを選択して、[削除] を選択します。削除の続行を確認するポップアップ ウィンド

ウが表示されます。[OK] を選択すると、削除を実行します。[キャンセル] を選択すると、チェックを削除せずに戻り

ます。 

チェックの履歴バージョンの表示 

チェック マネージャー インターフェイスでは、最新のチェックのバージョンが バージョン 列に表示されます。チェックの詳

細なバージョン履歴を表示するには、チェックを選択して、[履歴の表示] を選択すると、チェック履歴の表示 インタ

ーフェイスが表示されます。ここでは、チェックの以前のバージョンがすべて表示されます。チェック バージョンに対して、

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 – バージョンを選択して、[詳細の表示] を選択すると、詳細な設定が表示されま

す。設定の任意の手順で、[編集] を選択すると、設定が編集可能となります。その後、設定を

編集することができます。 

 削除 – バージョンを 1 件または複数選択して、[削除] を選択します。削除の続行を確認する

ポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、削除を実行します。[キャンセル] を

選択すると、チェック履歴バージョンを削除せずに戻ります。 
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 ダウンロード – バージョンを選択して、[ダウンロード] を選択すると、バージョンをダウンロードしま

す。 

フィルター ポリシー 

フィルター ポリシー では、フィルター ルールを設定することにより、表示するオブジェクトおよびデータを決定することが

できます。これにより、より正確なコンテンツの表示が可能になります。フィルター ポリシーを設定して保存すると、毎回

フィルター ポリシーを再作成することなく異なるプランに適用することができます。 

コントロール パネル インターフェイスで 共通設定 セクション配下の [フィルター ポリシー] を選択すると、フィルター 

ポリシー ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、フィルター ポリシー インターフェイスを閉じます。 

フィルター ポリシーの管理 

フィルター ポリシーでは、新しいフィルター ポリシーの作成および詳細表示や、構成済みフィルター ポリシーの編集お

よび削除などを実行することができます。  

フィルター ポリシーの作成の詳細については、フィルター ポリシーの構成 を参照してください。  

フィルター ポリシー構成の編集の詳細については、フィルター ポリシーの編集 を参照してください。 

構成済みフィルター ポリシーのリストからフィルター ポリシーを選択し、リボン上で [詳細の表示] を選択すると、Co

mpliance Guardian フィルター ポリシーが表示されます。構成済みフィルター ポリシーのリストからフィルター ポリシ

ーを選択し、リボン上で [削除] を選択すると、フィルター ポリシーを削除します。削除の続行を確認するポップアップ 

ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、選択したフィルター ポリシーを削除します。[キャンセル] を選択する

と、削除せずに戻ります。 

*注意: ここでは、4 種類の既定フィルター ポリシーが事前に構成されています。(共通ファイル タイプとアイテムは、S

harePoint 用リアルタイム スキャナーおよびスケジュール スキャナーで使用されます。ファイル システム用共通ファイ

ル タイプは、ファイル システム用リアルタイム スキャナーおよびスケジュール スキャナーで使用されます。共通 Web サ

イト コンテンツは、Web サイト用スケジュール スキャナーで使用されます。Lync コンテンツは、Lync 用スケジュール 

スキャナーで使用されます。)フィルター ポリシーを構成していない場合、既定フィルター ポリシーが使用されます。 



 

 177 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

フィルター ポリシーの構成 

リボン上で [作成] を選択すると、新しいフィルター ポリシーを作成することができます。フィルター ポリシーの作成 

インターフェイスで、次の設定を構成します。 

 名前 – フィルター ポリシーの 名前 を入力します。  

 説明 – 説明 を入力します (必須ではありません)。 

 タイプ – フィルター ポリシーのタイプを選択します。フィルター ポリシーには、SharePoint、ファイル システ

ム、Web サイト、Lync の 4 タイプが存在します。 

 SharePoint – このタイプのフィルター ポリシーは SharePoint 用リアルタイム スキャナーおよび

スケジュール スキャナーで使用されます。このタイプを選択する場合、各 SharePoint レベル (サ

イト コレクションから添付ファイルまで) 内のオブジェクトまたはデータを選択してください。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。 

 ファイル システム – このタイプのフィルター ポリシーはファイル システム用リアルタイム スキャナーおよ

びスケジュール スキャナーで使用されます。このタイプを選択する場合、レベルを選択してください。

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。 

 Web サイト – このタイプのフィルター ポリシーは Web サイト用スケジュール スキャナーで使用さ

れます。 

 Lync – このタイプのフィルター ポリシーは Lync 用スケジュール スキャナーで使用されます。 

フィルター ポリシー タイプを選択した後、以下の設定を構成します。 

a. 条件を選択してから、[フィルター レベル グループの追加] を選択して、レベルのルールを新しく追

加します。削除ボタン ( ) を選択すると、不要なルールを削除します。 

o ルール – ドロップダウン リストから新規に作成するルールを選択します。 

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。 

*注意: SharePoint タイプのフィルター ポリシーとファイル システム タイプのフィルター ポリシーの 

ファイル コンテンツ 条件は、HTML ファイルのみに使用されます。フィルター ポリシーを使用する

と、このスキャンで除外されている行または列を指定することができます。 

b. フィルター ポリシーに複数のフィルターを追加する場合は、前の手順を繰り返します。  
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*注意: 入力したフィルターごとに、フィルター ルールの論理関係を変更することができます。現在、

論理関係はAND および OR の 2 種類から選択できます。既定のロジックは AND です。論理

関係を変更する場合は、論理関係リンクを選択します。AND 論理関係はすべてのルールを満た

すコンテンツがフィルターされ、結果に含まれることを意味します。OR 論理関係はルールのいずれ

かを満たすコンテンツがフィルターされ、結果に含まれることを意味します。 

基本フィルター条件 エリアで、フィルター ルール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 AND 2) OR 3) となる場合は、フィルター ルール 

1 とフィルター ルール 2 両方を満たすか、フィルター ルール 3 を満たすコンテンツがフィルターされ、結果に

含まれます。 

[保存] を選択すると、構成を保存して フィルター ポリシー インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択する

と、変更を保存せずに フィルター ポリシー インターフェイスに戻ります。 

フィルター ポリシーの編集 

フィルター ポリシーを選択し、リボン上で [編集] を選択すると、構成済みフィルター ポリシーを編集します。フィルタ

ー ポリシーの編集 インターフェイスでは、必要に応じて関連する設定を編集します。詳細については、フィルター ポリ

シーの構成 を参照してください。 

選択したフィルター ポリシー設定の編集の完了後、[保存] を選択すると、構成を保存して フィルター ポリシー イ

ンターフェイスに戻ります。または、[名前を付けて保存] を選択し、フィルター ポリシー名を入力して別のフィルター ポ

リシーとして保存します。[キャンセル]  を選択すると、変更を保存せずに フィルター ポリシー インターフェイスに戻り

ます。 

通知設定 

Compliance Guardian のコントロール パネルの 通知設定 セクションでは、メール テンプレート、メール受信者プ

ロファイル、サブスクリプションの機能を表示・管理することができます。 

メール テンプレート 

メール テンプレート セクションでは、アラート メールを送信する際に使用するメール テンプレートを構成することがで

きます。 
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コントロール パネル インターフェイスで 通知設定 セクション配下の [メール テンプレート] を選択すると、メール テ

ンプレート設定 ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、メール テンプレート設定 インターフェイス

を閉じます。 

すべての作成済みテンプレートが メール テンプレート設定 インターフェイスに表示されます。テンプレートを管理する

には、以下のアクションを実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいメール テンプレートを作成します。作成 インターフェイスが表

示されます。以下の設定を構成します。 

o メール テンプレート名 – このテンプレートの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) 

を入力します。 

o メール テンプレート – メール テンプレートの 件名 および 本文 を入力します。メールの

件名には、アイテム URL、スキャン開始日時、インシデント ID、オブジェクト名の 4 種類

の列を追加することができます。メールの本文には、ジョブ名、プラン名、ジョブ タイプ、アイ

テム URL、スキャン開始日時、理由、作成者、更新者、インシデント ID、オブジェクト

名、割り当て先、作成日時、ワークフローの状態、ネットワーク名、投稿先、ハイライトの

各列を追加することができます。列がメール テンプレートに追加されると、メールでこれらの

列の値が表示されます。または、メール テンプレートの件名および本文のコンテンツをカス

タマイズすることもできます。 

[保存] を選択すると、変更を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずにインタ

ーフェイスを終了します。  

 詳細の表示 – テンプレートを選択して、[詳細の表示] を選択すると詳細情報を表示します。 

 編集 – テンプレートを選択して、[編集] を選択するとテンプレートを編集します。 

 削除 – メール テンプレートを削除するには、該当のチェックボックスから削除するテンプレートを選

択し、[削除] を選択します。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選

択すると、選択したテンプレートを削除します。[キャンセル] を選択すると、テンプレートを削除せず

に戻ります。 
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メール受信者プロファイル 

メール通知の受信プロファイルでは、Compliance Guardian プランおよびサービスからのレポートを受信するための

メール アドレスを指定することができます。  

コントロール パネル インターフェイスで 通知設定 セクション配下の [メール受信者プロファイル] を選択すると、メー

ルの受信設定 ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、メールの受信設定 インターフェイスを閉じ

ます。 

作成済みプロファイルに対して、以下の設定を実行することができます。 

 作成 – リボン上で [作成] を選択すると、新しい受信者プロファイルを作成します。詳細について

は、メール受信者プロファイルの構成 を参照してください。 

 詳細の表示 – プロファイルを選択して、[詳細の表示] を選択すると、詳細情報を表示します。 

 編集 – プロファイルを選択して、[編集] を選択するとプロファイルを編集します。 

 削除 – 構成済みプロファイルを削除するには、該当のチェックボックスから削除するプロファイルを選

択し、[削除] を選択します。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選

択すると、選択したプロファイルを削除します。[キャンセル] を選択すると、プロファイルを削除せず

に戻ります。 

 既定プロファイルとして設定 – プロファイルを選択し、このオプションを選択すると、プロファイルを既

定プロファイルとして設定します。 

メール受信者プロファイルの構成  

リボン上で [作成] を選択すると、メール通知の受信プロファイルを構成することができます。 

 タイプ – 作成するプロファイルのタイプを選択します。 

o アラート – ファイルのスキャンが不可能であった場合、または、アクション ルールに従って操

作が行われた場合、通知を送信します。 

o 通知 – ジョブの完了後にジョブ レポートを送信します。 

アラート を選択した場合、次の設定を構成します。 

 名前と説明 – メール通知の受信プロファイルの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入

力します。 
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 アラート アドレス– アラートの受取人を構成します。  

o メール アドレス – メール アドレス ラジオ ボタンを選択した場合、[アラート アドレスの

追加] を選択して、受取人 列に受取人のメール アドレスを入力します。複数の受取人

を追加する場合は、[アラート アドレスの追加] を選択します。削除ボタン ( ) を選

択すると、受取人を削除します。 

o SharePoint グループ – SharePoint グループ ボタンを選択した場合、[ShareP

oint グループの追加] を選択して、受取人 列に SharePoint グループ名を入力しま

す。複数のグループを追加する場合は、[SharePoint グループの追加] を選択しま

す。削除ボタン ( ) を選択すると、グループを削除します。 

o 範囲マッピング – 範囲マッピング ボタンを選択した場合、[範囲マッピング プロファイル

の追加] を選択して、範囲マッピング プロファイルを選択します。複数のグループを追加す

る場合は、[SharePoint グループの追加] を選択します。削除ボタン ( ) を選択

すると、範囲マッピング プロファイルを削除します。 

通知 を選択した場合、次の設定を構成します。 

 名前と説明 – メール通知の受信プロファイルの 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入

力します。 

 通知アドレス – 通知の受取人を構成します。[通知アドレスの追加] を選択し、以下の設定を

構成して受取人を追加します。 

o レポート 列のドロップダウン メニューから通知の詳細レベルを選択します。要約レポートの

受取人 もしくは 詳細レポートの受取人 を選択します。 

o 受取人 列に通知の受取人のメール アドレスを入力します。  

o 複数の受取人を追加する場合は、上記の手順を繰り返します。 

 レポート設定 – レポート レベルに含める情報タイプを選択します。レポート レベルを構成する前

に、該当するレポート タイプの受取人が存在している必要があります。通知 を選択した場合、次

の設定を構成することができます。 

o 要約レポート レベル - 要約レポートの送信条件を設定します。既定では、成功、失

敗、警告 の条件がすべて選択されています。ジョブが完了、失敗、完了 (実行中に例

外あり) である場合、要約レポートが受取人に送信されます。  

o 詳細レポート レベル - 詳細レポートの送信条件を設定します。既定では、成功、失

敗、警告 の条件がすべて選択されています。ジョブが完了、失敗、完了 (実行中に例

外あり) である場合、詳細レポートが受取人に送信されます。  
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o 状態に合わせてすべてのログを受取人に送信 - 受取人へ送信するログの種類を選択

します。ここでは、成功、失敗、警告 の選択肢から選択することができます。既定では 

失敗 が選択されています。 

o メッセージ形式 - メッセージの送信形式を選択します。送信形式は HTML もしくは テ

キスト です。  

リボン上で [保存] を選択すると、設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、プロファイルを保存せずに メール

の受信設定 インターフェイスに戻ります。  
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サブスクリプション 

サブスクリプションでは、指定したユーザーにスキャン レポートを送信することができます。 

コントロール パネルで 通知設定 セクション配下の [サブスクリプション] を選択すると、サブスクリプション ページに

移動します。 

スキャン結果 フィールドで、指定したユーザーにスキャン結果を送信するように構成します。 

 スキャン レコード サマリーを送信する – このオプションを選択して、指定したユーザーにスキャン レ

コード サマリーを送信します。表が表示されます。  

o 範囲マッピング プロファイル ドロップダウン リストから範囲マッピング プロファイルを選択し

ます。 

o スキャン結果の状態を選択して、選択したスキャンの状態を持つ結果が送信されます。  

o [構成] リンクを選択すると、スケジュールを構成します。構成 ウィンドウが表示されます。

開始日時を選択し、スキャン結果を送信する頻度を選択します。[OK] を選択すると、

変更を保存します。 

複数の行を追加する場合は、[範囲マッピング プロファイルの追加] を選択します。削除ボタン 

( ) を選択すると行を削除します。 

 インシデント サマリーを送信する – このオプションを選択して、指定したユーザーにインシデント サ

マリーを送信すします。 

o インシデント割り当て先 – このオプションを選択すると、インシデント割り当て先にインシデ

ント サマリーが送信されます。インシデントの状態を選択して、選択した状態を持つインシ

デント サマリーが送信されます。[構成] リンクを選択すると、スケジュールを構成します。

構成 ウィンドウが表示されます。開始日時を選択し、スキャン結果を送信する頻度を選

択します。[OK] を選択すると、変更を保存します。 

o 範囲マッピング プロファイル – このオプションを選択して、指定したユーザーにスキャン レ

コード サマリーを送信します。表が表示されます。範囲マッピング プロファイル ドロップダ

ウン リストから範囲マッピング プロファイルを選択します。スキャン結果の状態を選択して、

選択したスキャンの状態を持つ結果が送信されます。次に、[構成] を選択するとスケジ

ュールを構成します。 

複数の行を追加する場合は、[範囲マッピング プロファイルの追加] を選択します。削

除ボタン ( ) を選択すると、行を削除します。 
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フォローアップ フィールドで、不合格ファイルに対して一定の期間アクションを実行していない指定のユーザーに通知

を送信するように構成します。 

 インシデント割り当て先 – このオプションを選択します。期限 フィールドに値を入力して、単位を

選択します。次に、[構成] を選択するとスケジュールを構成します。不合格ファイルに対して、指

定した期間 (期間値) 内にアクションを実行していない場合、インシデント割り当て先に通知メー

ルが送信されます。 

 範囲マッピング プロファイル – このオプションを選択すると、ウィンドウが表示されます。範囲マッピ

ング プロファイル ドロップダウン リストから範囲マッピング プロファイルを選択し、期限 フィールドに

値を入力して、単位を選択します。次に、[構成] を選択するとスケジュールを構成します。不合

格ファイルに対して、指定した期間 (期間値) 内にアクションを実行していない場合、ユーザーに通

知メールが送信されます。 

複数の行を追加する場合は、[範囲マッピング プロファイルの追加] を選択します。削除ボタン 

( ) を選択すると行を削除します。 

展開 

Compliance Guardian のコントロール パネルの 展開 セクションでは、データベース マネージャー、接続マネージャ

ー、ソリューション マネージャー、許可された場所、エクスポート先の機能を表示・管理することができます。 

データベース マネージャー 

データベース マネージャーでは、スキャン結果や各データ ソースからのデータを保存するためのデータベースを作成する

ことができます。データベース マネージャーで、インシデント管理センター内のレポートを表示するための設定を構成す

ることもできます。 

コントロール パネル インターフェイスで 展開 セクション配下の [データベース マネージャー] を選択すると、データベ

ース マネージャー ページに移動します。  

データベースの管理 

データベース マネージャーでは、新しいデータベースの作成やデータベースの詳細表示、構成済みデータベースの編

集および削除などを実行することができます。データベースの作成･編集の詳細については、データベースの作成 を参

照してください。 
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データベースの詳細を表示するには、データベースのリストからデータベースを選択して、[詳細の表示] を選択して、

ドロップダウン メニューから データベース を選択すると、選択されたデータベースの構成済み設定が表示されます。 

[編集] を選択すると、このデータベースの構成を変更します。詳細については、データベースの作成 を参照してくだ

さい。 

Compliance Guardian からデータベースを削除する場合は、データベースのリストからデータベースを選択し、[削

除] を選択すると、削除の続行を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、選択したデ

ータベースを削除します。[キャンセル] を選択すると、削除せずに戻ります。 

データベースの作成 

データベースを作成するには、以下の手順に従ってください。 

 [作成] を選択します。作成 インターフェイスが表示されます。 

 以下の設定を構成します。 

 データベースの構成 – 標準 もしくは 接続文字列を指定する を選択します。接続文字列を指

定する を選択すると、接続文字列 テキスト フィールドが表示されます。表示される例を参考にし

て接続文字列を入力します。[検証テスト] を選択して、文字列が正しいかどうかをテストします。 

標準 を選択する場合は、次の設定を完了します。 

o データベース サーバー – データベース サーバーを入力します。 

o データベース名 – データベース名を入力します。 

o データベースの認証 -  データベースの認証モードを選択します。 

Windows 認証 を選択する場合、アプリケーション プール アカウントおよび Complian

ce Guardian エージェント アカウントがデータベースに対する db_owner 権限を持っ

ている必要があります。データベースが存在せず、作成する必要がある場合は、アプリケー

ション プール アカウントおよび Compliance Guardian エージェント アカウントが、デー

タベースに対する dbcreator 権限を持っている必要があります。[検証テスト] ボタンを

選択すると、データベース アカウントを確認することができます。検証テスト が実行される

のは、アプリケーション プール アカウントがデータベースに対する十分な権限を持っている

場合に限ります。 
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SQL 認証 を選択する場合、アカウント および パスワード フィールドに必要な情報を

指定する必要があります。[検証テスト] ボタンを選択すると、データベース アカウントを確

認することができます。 

o フェールオーバー データベース サーバーの構成 – フェールオーバー データベース サー

バーの構成 を選択して、フェールオーバー データベース サーバーを指定します。指定した

データベースが使用不可能になると、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。 

 データベース保持ポリシー – データベース保持ポリシーを有効にする を選択すると、保持ポリシ

ーを有効にします。最新 _ 日 / ヶ月 / 年分を保持する に整数を入力します。 

 [保存] を選択すると、設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずにインターフェイス

を終了します。 

データ ソースの構成 

データベース マネージャー インターフェイスの データ ソースの構成 タブを選択すると、データベース ソースをデータベ

ースに関連付けます。データ ソースの関連するスキャン データは、関連付けられたデータベースに保存できます。 

このインターフェイスには、構成済みデータ ソースやデータ ソース接続がすべて表示されます。データ ソースを選択し

て、[構成] を選択すると、構成 インターフェイスが表示されます。データベース ドロップダウン リストからデータベース

を選択して、[保存] を選択します。データ ソースはこのデータベースに関連付けられます。[キャンセル] を選択する

と、変更を保存せずに前のインターフェイスに戻ります。 

インシデント管理センターの設定の構成 

データベース マネージャー インターフェイスの インシデント管理の構成 タブを選択すると、インシデント管理センター

内のレポートを表示するための設定を構成します。  

データベースを選択して、インシデント管理センターに使用されるデータが選択したデータベースに集計・保存されま

す。_ 分 / 時間毎 フィールドに値を入力して、データを集計する間隔を定義します。[ただちに集計] を選択する

と、データをただちに集計します。データの最終集計日時および状態を表示することができます。データを集計する次

回の開始日時も表示されます。[更新] を選択すると、最新の集計日時情報を表示します。 

[合格] 状態のレコードの詳細を含めますか 配下から はい または いいえ を選択します。はい を選択すると、す

べてのデータを保存します。不合格データのレポートのみを表示する場合、いいえ を選択します。 
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DocAve 環境に接続して、SharePoint コンテンツの監査履歴をレビューするかどうかを選択します。はい、次の S

harePoint 環境を管理する DocAve 環境に接続します を選択すると、DocAve 監査データベースからの情

報を取得するため、DocAve 環境への接続に使用する DocAve ホスト、コントロール サービス ポート、ユーザー

名、パスワードを入力します。  

インシデント管理センター内のデータをエクスポートする機能を有効にするかどうかを選択します。はい、レポートの保

存先を選択します を選択すると、エクスポートされたデータの保存先となるエクスポート先を選択します。プルーニング 

ルールを構成することもできます。 

 プルーニングなし – プルーニング ルールを構成しません。 

 最新 _ 件のレポートを保持する – このオプションを選択すると、レポートの保存先内の最新レポ

ートを、指定した数の分だけ保持します。テキスト ボックスに数値を入力して、保持するレポート数

を設定します。例えば、テキスト ボックスに "5" と入力すると、このレポートの保存先の最新の 5 

件のレポートが保持され、他のレポートはすべて削除されます。 

 過去 _ 日 / ヶ月分のレポートを保持する - このオプションを選択すると、指定の期間内のレポ

ートのみを保持します。テキスト ボックスに数値を入力し、ドロップダウン メニューから 日、ヶ月 を選

択して保持するレポートの期間を設定します。例えば、テキスト ボックスに "7" と入力して 日 を

選択すると、このモジュールで過去 7 日間以内に実行したレポートのみが保持され、それ以前の

レポートは削除されます。 

[保存] を選択すると、設定を保存します。[リセット] を選択すると、設定を消去して再構成します。 

接続マネージャー 

接続マネージャーでは、関連データのスキャンのために希望のデータ ソースへの接続を構成することができます。スキャ

ンする前に、SharePoint Online、ファイル システム、データベース、Yammer の 4 種類のデータ ソースに接続す

る必要があります。 

すべての作成済み接続が 接続マネージャー インターフェイスに表示されます。ここでは、作成済み接続に対して次

のアクションを実行することができます。 

 名前の変更 – 接続を選択して、[名前の変更] を選択します。ポップアップ ウィンドウで、接続の

名前を編集し、説明 (説明は必須ではありません) を入力します。[保存] を選択すると、設定を

保存します。 

 詳細の表示 – [詳細の表示] を選択すると、接続の詳細情報を表示します。 

 編集 – [編集] を選択して、接続の設定を編集します。 
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 削除 – [削除] を選択すると、選択した接続を削除します。 

SharePoint Online 接続の作成 

SharePoint Online 接続を作成するには、以下の情報を参照してください。 

 [作成] > [SharePoint Online] を選択します。 

 SharePoint Online 接続の作成 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

a. 該当のタブ 手動入力、自動スキャン、構成ファイルのインポート を選択すると、サイト コレクショ

ン リストに SharePoint サイト コレクションを追加する方法を選択します。 

手動入力 を選択した場合、以下の設定を構成します。 

 アカウント プロファイルの選択 – アカウント プロファイルを選択します。  

 Office 365 アカウントで管理されているサイト コレクションを入力してください – Sh

arePoint Online サイト コレクションを入力します。複数の SharePoint Online サイ

ト コレクション URL を追加する場合は、[サイト コレクションの追加] を選択します。選

択したアカウント プロファイル内のアカウントは、入力したサイト コレクションへのアクセス権

限を持っている必要があります。削除ボタン ( ) を選択すると、入力したサイト コレクシ

ョンを削除します。 

[アカウント プロファイルの追加] を選択すると別のアカウント プロファイルを追加して、追

加済みアカウントがアクセス権限を持っている別のサイト コレクションを定義することができ

ます。 

[リストに追加] を選択すると、入力した SharePoint Online サイト コレクションを サ

イト コレクション リストの追加 表に追加します。 

自動スキャン を選択した場合、アカウント プロファイルを選択します。[スキャン] を選択すると、選

択したアカウント プロファイルがアクセス権限を持っているすべての SharePoint Online サイト コ

レクションをスキャンします。すべてのサイト コレクションが表示されます。サイト コレクション チェックボ

ックスを選択して、[リストに追加] を選択すると、入力した SharePoint Online サイト コレクシ

ョンを サイト コレクション リストの追加 表に追加します。 

構成ファイルのインポート を選択した場合、提供されたテンプレートを使用してサイト コレクション

を一括でインポートすることができます。 



 

 189 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 アカウント プロファイルの選択 – アカウント プロファイルを選択します。  

 構成ファイルをアップロードしてください – 変更された構成ファイル テンプレートをアップロ

ードします。 

[テンプレートをダウンロードしてください] を選択すると、構成ファイル テンプレートをダウ

ンロードします。ダウンロード済みテンプレートを変更して、テンプレートに追加するサイト コ

レクションの URL を入力します。変更を保存して、テンプレートを閉じます。ファイル パス 

テキスト ボックスの隣の [参照] を選択すると、変更済みテンプレートをアップロードしま

す。  

[スキャン] を選択すると、アップロード済み構成ファイル内のサイト コレクション URL がこ

のインターフェイスに表示されます。  

[リストに追加] を選択すると、入力した SharePoint Online サイト コレクションを サ

イト コレクション リストの追加 表に追加します。 

b. 追加済み SharePoint Online サイト コレクションが サイト コレクション リストの追加 表に表

示されます。  

リアルタイム スキャナー ルールを使用して SharePoint Online サイト コレクションをスキャンする

には、リアルタイム スキャナー用アプリをアクティブにする必要があります。詳細については、Compli

ance Guardian リアルタイム スキャナー用アプリのインストール を参照してください。アプリのインス

トール後、リアルタイム スキャナーを使用してスキャンするサイト コレクションに対して、アプリをアクテ

ィブにする必要があります。アプリをアクティブにするには、以下の手順に従ってください。 

i. サイト コレクション リストの追加 表の アクティブ化の状態 列で [トークンなし] を選

択すると、リアルタイム アプリのアクティブ化 インターフェイスが表示されます。以下の設

定を構成します。 

 SharePoint Online サイトにアクセス - [SharePoint Online サイト

にアクセス] を選択して、Office 365 との信頼関係を構築するためのトークン

を取得します。Office 365 ログイン インターフェイスが表示されます。ユーザー

名およびパスワードを入力します。Office 365 が表示されます。[Trust it] 

ボタンを選択します。リアルタイム アプリのアクティブ化 インターフェイスの状態

が アクティブ になります。 
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 メール プロファイルを選択してください - トークンの失効の通知に使用する通

知プロファイルを選択します。値を入力して、トークン失効前にメールを送信する

日時を定義します。 

ii. [保存] を選択すると、設定を保存し、SharePoint Online 接続の作成 インターフ

ァイルに戻ります。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずにインターフェイスを終了し

ます。 

[削除] を選択すると、選択した追加済みサイト コレクションを削除します。表の上にある [状態

の取得] を選択すると、選択したサイト コレクションの状態を取得します。 

c. データベースを選択してください の下のドロップダウン リストから、SharePoint Online のスキャ

ン結果を保存するデータベースを選択します。データベースを選択した後、データベースは接続に関

連付けられます。情報がデータベース マネージャーの データ ソースの構成 タブの下に表示されま

す。 

d. 既定のエージェントを使用するかどうかを選択します。Compliance Guardian スキャンに使

用されるサーバーを制限しますか の下の いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してス

キャンします。はい、新しいエージェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リスト

からエージェント グループを選択します。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新

します。 

 [保存] を選択すると、設定を保存し、表示されるウィンドウで接続の名前と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに 接続マネージャー インターフェイスに

戻ります。 

ファイル システム接続の作成 

ファイル システム接続を作成するには、以下の情報を参照してください。 

 [作成] > [ファイル システム] を選択します。 

 ファイル システム接続の作成 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 タイプ – Net Share を選択します。 

 UNC パス – \\admin-PC\c$\data もしくは \\admin-PC\shared folder のいず

れかの形式でパスを指定します。指定された場所のファイルがスキャン対象となります。 

 アカウント プロファイルの選択 – UNC パスにアクセスするアカウント プロファイルを選択します。 
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*注意: 指定するアカウントは、以下の権限を持っている必要があります。 

パスが \\admin-PC\c$\data 形式で指定された場合: 

 ユーザーは、接続されたサーバーの ローカル管理者 権限を持っている必要があります。 

パスが \\admin-PC\shared folder 形式で指定された場合:  

 指定したユーザーは、接続されたサーバーの バッチ ジョブとしてのログオン 権限を持って

いるか、接続されたサーバーの Backup Operators グループのメンバーである必要が

あります。  

 指定したユーザーは共有フォルダーへの 読み取り および 変更 権限を持っている必要が

あります。  

[検証テスト] を選択して、入力した情報が正しいかどうかをテストします。 

データベースを選択してください の下のドロップダウン リストから、ファイル システムのスキャン結果を保存す

るデータベースを選択します。データベースを選択した後、データベースは接続に関連付けられます。情報が

データベース マネージャーの データ ソースの構成 タブの下に表示されます。 

既定のエージェントを使用するかどうかを選択します。Compliance Guardian スキャンに使用されるサ

ーバーを制限しますか の下の いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してスキャンします。はい、

新しいエージェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リストからエージェント グループを選

択します。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新します。 

 [保存] を選択すると、設定を保存し、表示されるウィンドウで接続の名前と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに 接続マネージャー インターフェイスに

戻ります。 

データベース接続の作成 

データベース接続を作成するには、以下の情報を参照してください。 

 [作成] > [データベース] を選択します。 

 データベース接続の作成 インターフェイスで、次の設定を構成します。 

 データベース タイプ – 接続のデータベース タイプを選択します。 

Compliance Guardian でのスキャンがサポートされる Oracle データベースのバージョンは以下

のとおりです。 
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 Oracle Database 9i 

 Oracle Database 10g 

 Oracle Database 11g 

 Oracle Database 12c 

*注意: Oracle データベースに接続するには、Compliance Guardian エージェントが存在する

マシン上で ODP.NET_Managed ファイルをインストールする必要があります。 

Compliance Guardian でのスキャンがサポートされる SQL Server のバージョンは以下のとお

りです。 

 Microsoft SQL Server 2005 

 Microsoft SQL Server 2008 

 Microsoft SQL Server 2008 R2 

 Microsoft SQL Server 2012 

 Microsoft SQL Server 2012 R2 

 Microsoft SQL Server 2014 

 データベース サーバー - データベース サーバーの IP・ホスト名・IP\インスタンス名のいずれかを

入力します。 

 データベース名 – 接続されたデータベース名を入力します。 

 認証 - データベース接続の認証モード、データベース資格情報およびフェールオーバー データベー

ス サーバーを指定します。フェールオーバー データベース サーバーは必須ではありません。 

o Windows 認証 または SQL 認証 を選択して、選択した認証モードの資格情報を指

定します。[検証テスト] を選択すると、指定したアカウントを検証することができます。 

 Windows 認証 – Windows を利用してユーザーに対する認証を実行した

い場合は、この方法を使用します。 

 SQL 認証 – 入力されたアカウントおよびパスワードに従って、SQL Server が

直接ユーザー ID を確認します。  

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 サーバーを指定します。指定したデータベースが使用不可

能になると、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。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/topics/dotnet/downloads/index.html
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データベースを選択してください の下のドロップダウン リストから、データベースのスキャン結果を保

存するデータベースを選択します。データベースを選択後、データベースは接続に関連付けられま

す。情報がデータベース マネージャーの データ ソースの構成 タブの下に表示されます。 

既定のエージェントを使用するかどうかを選択します。Compliance Guardian スキャンに使

用されるサーバーを制限しますか の下の いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してス

キャンします。はい、新しいエージェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リスト

からエージェント グループを選択します。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新

します。 

 [保存] を選択すると、設定を保存し、表示されるウィンドウで接続の名前と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに 接続マネージャー インターフェイスに

戻ります。 

Yammer 接続の作成 

Yammer 接続を作成するには、以下の情報を参照してください。 

 [作成] > [Yammer] を選択します。 

 Yammer 接続の作成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 クライアント ID – クライアント ID を入力します。 

 クライアント シークレット – クライアント シークレットを入力します。 

クライアント ID とクライアント シークレットは、アプリケーションを Yammer で登録すると入手でき

ます。 

*注意: クライアント ID とクライアント シークレットの取得のために Yammer 内にアプリケーション

を登録する際に、リダイレクト先の URI として Compliance Guardian マネージャー URL を

入力する必要があります。形式は https://hostname:port number/ControlPanel

/ConnectionManager/SocialConnection/ConnectToYammer です。例: htt

ps://johnsp13:14400/ControlPanel/ConnectionManager/SocialConnec

tion/ConnectToYammer  

URL の ホスト名 は、Compliance Guardian エージェントをインストールした際の 通信構成 

手順で コントロール サービス ホスト フィールドに入力した値と同じである必要があります。Comp
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liance Guardian エージェントのインストール を参照してください。ホスト名 は小文字にする必

要があります。 

 Yammer への接続 – [Yammer への接続] ボタンを選択すると、Yammer ログイン インタ

ーフェイスが表示されます。管理者アカウント ユーザー名およびパスワードを入力して Yammer へ

ログインし、Yammer のすべてのメッセージをスキャンする、および特定のアクションを実行する権

限を取得します。 

ユーザーが Yammer で複数のネットワークに接続している場合 (例えば、ユーザーが 1 件のネッ

トワークの管理者であると同時に、もう 1 件のネットワークの外部ユーザーでもある場合)、関連す

るすべてのネットワークが読み込まれます。その中から、Compliance Guardian マネージャーに

登録するネットワークを選択する必要があります。接続の保存後に、選択したネットワークを変更す

ることはできません。別のネットワークに接続する場合は、新しい接続を作成する必要があります。 

 データベースを選択してください の下のドロップダウン リストから、Yammer のスキャン結果を保

存するデータベースを選択します。データベースを選択後、データベースは接続に関連付けられま

す。情報がデータベース マネージャーの データ ソースの構成 タブの下に表示されます。 

 既定のエージェントを使用するかどうかを選択します。Compliance Guardian スキャンに使

用されるサーバーを制限しますか の下の いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してス

キャンします。はい、新しいエージェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リスト

からエージェント グループを選択します。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新

します。 

 [保存] を選択すると、設定を保存し、表示されるウィンドウで接続の名前と説明 (説明は必須ではありま

せん) を入力します。[キャンセル] を選択すると、変更を保存せずに 接続マネージャー インターフェイスに

戻ります。 

ソリューション マネージャー 

ソリューション マネージャーは、すべての Compliance Guardian ソリューションを管理するインターフェイスを提供し

ます。コントロール パネル インターフェイスで 展開 セクション配下の [ソリューション マネージャー] を選択すると、ソ

リューション マネージャー ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、ソリューション マネージャー イン

ターフェイスを閉じます。 

ソリューションの管理 

情報の表示やソリューションに対する操作の詳細については、以下のセクションを参照してください。 
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ファームの選択 

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。選択したファームの次の情報が表に表示されます。 

 フロントエンド Web サーバーおよび SharePoint サーバーの全体管理サーバー数 - Micro

soft SharePoint Foundation Web Application サービスを有効にしているサーバー数で

す。 

 使用可能エージェント数 – Compliance Guardian エージェント数です。  

 展開方法 - 現行バージョンでは、ソリューションはローカルでの展開のみ可能です。展開ソリューシ

ョンがインストールされている Compliance Guardian のエージェント サーバーに対してのみソリュ

ーション ファイルが展開されます。 

ソリューションの情報の表示 

該当する表に、以下のソリューションの情報が表示されます。 

 ソリューション – Compliance Guardian ソリューション名です。 

 モジュール - このソリューションの対象モジュールの名前です。 

 言語 – ソリューションの言語です。 

 バージョン – ソリューションのバージョンです。 

 状態 - ソリューション ファイルの展開状態です。  

o 該当なし – ソリューションがインストールされていません。 

o 未展開 – ソリューションはインストールされていますが、展開されていません。 

o 展開済み - ソリューションがすべてのエージェント サーバーに展開されています。 

o 部分的に展開済み - ソリューションが一部のエージェント サーバーに展開されています。 

 最終更新日時 - 該当するソリューションの最終更新日時です。 

 メッセージ - ソリューション展開の詳細情報を表示します。 
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ソリューションに対する操作 

該当するチェックボックスをオンにして、表内のソリューションを選択します。ここでは次のアクションを実行することができ

ます。 

 インストール – リボン上で [インストール] を選択すると、ファーム構成データベース内のファームの

ソリューション ストアにソリューション パッケージを追加します。ソリューションを指定のファームに追加

するのみで、展開したくない場合にこのボタンを使用します。 

 展開 – リボン上で [展開] を選択すると、ソリューション パッケージを解凍してエレメントを指定の

場所へコピーします。ソリューションが指定のファームにインストールされていない場合にもこのボタン

を使用することができます。この場合、ソリューションは指定のファームにインストールされてから展開

されます。 

 取り消し – ファーム ソリューションのコンポーネントの展開を取り消します。ソリューションはソリューシ

ョン ストアに保管され、後で再展開することができます。 

 削除 - ソリューション ストアからソリューション パッケージを削除します。ソリューションが指定のファー

ムから取り消されていない場合にもこのボタンを使用することができます。この場合、ソリューションは

指定のファームで取り消されてから削除されます。 

ソリューションのインストール完了後にソリューションの情報を表示するには、該当するチェックボックスからソリューション

を選択し、リボン上で [ソリューション プロパティ] を選択すると、ソリューション プロパティ ページに移動します。既定

では、サマリー タブが表示されています。このタブには、指定のソリューションの概要が表示されています。詳細 タブを

選択すると、各 Web アプリケーション上のソリューションの展開状態および他の詳細情報を表示することができま

す。詳細 タブでは、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することもできます。[展開] ま

たは [取り消し] を選択するとソリューションの展開または取り消しを実行することができます。終了したら、リボン上で 

[キャンセル] を選択すると、ソリューション マネージャー インターフェイスに戻ります。 

ソリューションの管理 

Compliance Guardian ソリューションのバージョンを最新状態に保持するため、ソリューション マネージャーではソリ

ューション バージョンの確認、既存ソリューションのアップグレード、展開済みソリューションの修復などを実行できるツー

ルが提供されています。これらのアクションを実行するには、該当のチェックボックスからソリューションを選択します。 

 リボン上で [バージョン取得] を選択し、選択したソリューションに関するバージョン情報を取得しま

す。バージョン、状態、メッセージ の各列に表示される情報が更新されます。 
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 リボン上で [アップグレード] を選択すると、選択したソリューションを最新バージョンにアップグレード

します。ソリューションをアップグレードできるのは、ソリューション バージョンが現在のエージェント バー

ジョンより低い場合のみです。 

 リボン上で [修復] を選択すると、選択したソリューションを修復します。ソリューションが現在のエー

ジェント バージョンと異なる場合、修復を実行することができます。 

ソリューションの説明 

全体的な Compliance Guardian ソリューションの概要については、以下の説明を参照してください。 

SP2007QuarantineManager4.wsp/SP2010QuarantineManager4.wsp/SP2013Quara

ntineManager4.wsp – このソリューションはリアルタイム スキャナーとスケジュール スキャナーで使用されます。こ

のソリューションを展開すると、SharePoint で Compliance Guardian 検疫マネージャーが使用可能になりま

す。  

SP2007InstallEventReceiver4.wsp/SP2010InstallEventReceiver4.wsp – このソリューション

はリアルタイム スキャナー モジュールのみで使用されます。このソリューションを展開すると、Web アプリケーションで C

ompliance Guardian 新規作成サイト リアルタイム スキャン 機能が自動的に有効になります。また、新規作

成サイトに対応する Compliance Guardian リアルタイム スキャン 機能も有効になります。この場合、新規サ

イトでは親のリアルタイム ルールが適用されます (新規作成サイトの親サイトがルールを適用している場合)。 

SP2010CustomUploadPage4.wsp/SP2013CustomUploadPage4.wsp  – このソリューションは

リアルタイム スキャナー モジュールのみで使用されます。これにより、ユーザーが SharePoint へファイルをアップロード

する際に Compliance Guardian アップロード ページに移動することができます。 

YammerConnector4.wsp – このソリューションはリアルタイム スキャナー モジュールで使用されます。この機能

を有効にし、リアルタイム スキャナーで関連設定を構成すると、Compliance Guardian は SharePoint Web 

パーツを使用して Yammer に投稿したコンテンツをスキャンします。 

許可された場所 

許可された場所 では、スキャン済みファイルの移動先を構成します。コントロール パネル インターフェイスで 展開 セ

クション配下の [許可された場所] を選択すると、許可された場所 ページに移動します。  
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許可された場所の構成 

許可された場所 では新しい許可された場所の作成、許可された場所の編集、許可された場所の詳細の表示を実

行できます。  

許可された場所を新しく作成する場合は、範囲 (サイト レベルまたはリスト レベルの許可された場所を構成できま

す) を選択します。構成 を選択すると、構成 ウィンドウが表示されます。ファーム ツリーまたは 個人用登録済みサイ

ト を展開して、ファイルの移動先となるライブラリまたはフォルダーを選択します。[OK] を選択すると、設定を保存し

ます。 

同一ファーム内のサイト間でファイルの移動、SharePoint 2010 ファームから別の SharePoint 2010 ファームへ

のファイルの移動、SharePoint 2013 ファームから別の SharePoint 2013 ファームへのファイルの移動、Share

Point 2013 オンプレミスと SharePoint Online の間のファイルの移動を構成することができます。 

継承の状態 

サイト レベルの継承の状態のタイプは、該当なし および 未継承 の 2 種類です。リスト レベルの継承の状態のタイ

プは、該当なし、未継承、継承 の 3 種類です。 

 サイトに構成済みの許可された場所が存在しない場合、サイトの継承状態は 該当なし です。サイトから

継承されたリストの継承状態は 該当なしです。サイトから継承されないリストの継承状態は 未継承 で

す。 

 サイトに構成済みの許可された場所が存在する場合、サイトの継承状態は 未継承 です。サイトから継承

されたリストの継承状態は 継承です。サイトから継承されないリストの継承状態は 未継承 です。 

継承 / 未継承 

サイト内に許可された場所を構成すると、そのサイトの配下のリストは、サイトから移動先フォルダーを自動的に継承

します。そのサイト配下のリストに別の許可された場所を構成する場合、リストはサイトからの継承を中止します。アク

ション ポリシーに基づいてスキャンした後にファイルを移動する場合、リスト内のファイルがリスト移動先フォルダーに移

動し、このサイト内のその他のリスト内のファイルがサイト移動先フォルダーに移動します。 

リストに許可された場所が構成されており、かつサイトに許可された場所が構成されていない場合、アクション ポリシ

ーに従って、リスト内のファイルはリスト移動先フォルダーへ移動しますが、サイト内のその他のリスト内のファイルは移動

しません。 

サイトにもリストにも許可された場所が構成されていない場合、ファイルは移動しません。 
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参考 

許可された場所の構成については、次の説明を参考してください。 

 既定では、サイト レベルで構成した許可された場所は、リスト レベルに継承されます。 

 リスト レベルで新しい移動先フォルダーを構成した場合、サイト レベルからの継承は解除されま

す。  

 未継承 の場合、リスト レベルとサイト レベルの移動先フォルダーは区別されます。 

 移動先フォルダーを初めて構成する場合、サイト レベル、リスト レベルどちらでも、移動先フォルダ

ーを直接構成することができます。リスト レベルで移動先フォルダーを構成した後、サイト レベルで

移動先フォルダーを直接構成することもできます。 

 継承された移動先フォルダーの設定を削除することはできません。編集のみ可能です。 

許可された場所には、移動元ファイルのコンテンツ タイプと一致するコンテンツ タイプを含む必要があります。または一

致するコンテンツ タイプにはすべての移動元ファイルの列を含む必要があります。 

エクスポート先 

エクスポート先 ページを使用すると、SharePoint データを指定したエクスポート先へエクスポートすることができま

す。コントロール パネル インターフェイスで 展開 セクション配下の [エクスポート先] を選択すると、エクスポート先 

ページに移動します。リボン上で [閉じる] を選択すると、エクスポート先 インターフェイスを閉じます。 

エクスポート先の管理 

エクスポート先では、新しいエクスポート先の作成、エクスポート先の詳細の表示、構成済みエクスポート先の編集、

エクスポート先の削除などを実行することができます。詳細については、エクスポート先の構成 を参照してください。 

構成済みエクスポート先のリストからエクスポート先を選択し、リボン上で [詳細の表示] を選択すると、エクスポート

先の設定が表示されます。 

リボン上で [編集] を選択すると、このエクスポート先の構成を変更できます。詳細については、エクスポート先の構

成 を参照してください。 

構成済みエクスポート先のリストからエクスポート先を選択し、リボン上で [削除] を選択すると、削除の続行を確認

するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、選択したエクスポート先を削除します。[キャンセ

ル] を選択すると、削除せずに戻ります。 
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エクスポート先の構成 

リボン上で [作成] を選択すると、新しいエクスポート先を作成することができます。エクスポート先を選択し、リボン上

で [編集] を選択すると、構成済みのエクスポート先を編集します。エクスポート先の作成、または、エクスポート先

の編集 インターフェイスでは、次の設定を構成します。 

1. 名前と説明 – エクスポート先の 名前 と 説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 

2. パス – エクスポート先はファイルシェア、SAN、NAS などを使用することができます。  

 UNC パス を、以下の形式で入力してください。\\admin-PC\c$\data または \\admi

n-PC\c$\shared folder 

*注意: 指定するパスは既存のものを使用する必要があります。 

 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 を入力して、[検証テスト] を選択し

ます。パスおよびユーザー情報をテストしてすべての情報の有効性を確認します。 

3. [OK]  を選択すると、構成を保存して エクスポート先 インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択す

ると、変更を保存せずに エクスポート先 インターフェイスに戻ります。 

アーカイブと検索 

Compliance Guardian のコントロール パネルの アーカイブと検索 セクションでは、アーカイブおよび検索の機能

を表示・管理することができます。 

アーカイブ 

アーカイブでは、Lync サーバーから Lync コンテンツをアーカイブする際に使用するプランを構成することができます。

プランを使用することにより、スケジュール スキャナー内のコンテンツをスキャンすることができます。  

コントロール パネル インターフェイスで アーカイブと検索 セクション配下の [アーカイブ] を選択すると、アーカイブ 

ページに移動します。 

作成済みアーカイブ プランが アーカイブ インターフェイスに表示されます。ここでは、プラン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 - 新しいアーカイブ プランを作成します。プランの作成の詳細については、アーカイブ プランの

作成および編集 を参照してください。 
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 詳細の表示 - 選択したアーカイブ プランの詳細情報を表示します。 

 編集 - 選択したアーカイブ プランの設定を編集します。プランの編集の詳細については、アーカイ

ブ プランの作成および編集 を参照してください。 

 削除 – 選択したアーカイブ プランを削除します。 

 有効化 – 選択したアーカイブ プランを有効にします。 

 無効化 – 選択したアーカイブ プランを無効にします。 

 ただちに実行 - 選択したアーカイブ プランをただちに実行します。リボン上で [ジョブ モニター] を

選択すると、ジョブの詳細を表示することができます。 

アーカイブ プランの作成および編集 

アーカイブ プランの作成および編集については、次の手順に従ってください。 

 [作成] を選択します。既存のプランを選択し、[編集] を選択すると、既存のプランを編集します。 

 範囲の選択 手順で、Lync サーバーを選択します。Lync サーバーをプール ノードまで展開します。アーカ

イブするプールを選択します。 

[次へ] を選択します。 

 アーカイブ設定 手順で、次の設定を構成することができます。 

 アーカイブ データを保存する場所 – ドロップダウン リストから、アーカイブ データを保存するエクス

ポート先を選択します。 

 アーカイブ データの検索用インデックス構築 – ユーザーが Lync コンテンツを検索する際、全文

インデックスを有効にするかどうかを選択します。はい、次のグループ内のユーザーは検索を実行

することができます を選択すると、使用可能なドロップダウン リストからグループを選択します。グル

ープを 検索グループ として指定すると、指定したグループ内のすべてのユーザーが、検索機能を

使用してアーカイブ済みコンテンツを検索することが可能になります。  

*注意: この 検索グループ に所属しないユーザーは、アーカイブ済みコンテンツを検索することがで

きません。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、ジョブのスケジュールを構成するかどうかを選択します。スケジュールを構成する

場合、はい、スケジュールを設定します を選択します。次に [スケジュールの追加] を選択すると、スケジ

ュールの追加 ウィンドウが表示されます。ここで設定を構成します。 
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 スキャンするコンテンツの範囲 – 完全スキャンまたは増分スキャンを選択します。 

 完全スキャン – 指定した範囲内すべてのドキュメントとアイテムをスキャンします。増分ス

キャンと異なり、完全スキャンは、それぞれ独立しており、他のスキャン結果に依存しませ

ん。ただし、完全スキャンは総合的なスキャンであるため、実行に最も長い時間を要しま

す。 

 前回のスキャン以降に更新されたオブジェクトのみを対象に、増分スキャンを実行する 

– 部分的なスキャンを実行します。増分スキャンでは、最後に行った完全スキャンまたは

増分スキャンの後に更新されたドキュメントおよびアイテムのみをスキャンします。増分スキ

ャンでは、完全スキャンよりも必要とするストレージ量が少ないため、スキャン ジョブの実行

時間が短くなります。ただし、増分スキャンを実行する際には、完全スキャン サイクルのう

ち、最新の完全スキャン ジョブが利用できる状態であることが必要なことに留意してくださ

い。以前の増分スキャン ジョブに基づいて増分スキャンを実行する場合、前の増分スキャ

ン ジョブも使用できる状態である必要があります。 

増分スキャンを選択する場合、特定の間隔で作成または変更されたコンテンツをスキャン

するかどうかを選択します。参照時間を使用する場合、作成または変更されたコンテンツ

をスキャンする時間を指定します。テキスト ボックスに整数を入力して、分間、時間、日

間、ヶ月間、週間 を選択します。 

 この範囲を確認する頻度 – スケジュール コンプライアンス スキャナー ジョブの頻度を設定します。  

 1 回のみ – コンプライアンス スキャナー プランを開始する時刻を設定し、タイム ゾーンを

変更します。ジョブは、ここで構成した日時に従って実行されます。 

 定期的 – 以下の定期的な設定を構成します。 

 間隔 – 分間、時間、日間、週間、ヶ月間 から時間単位を選択して、間隔 テ

キスト ボックスに整数を入力します。スケジュール コンプライアンス スキャナー ジョ

ブは、ここで指定した時間間隔に従って実行されます。  

 開始日時 – コンプライアンス スキャナー プランを開始する日時を設定し、タイム 

ゾーンを変更します。 

*注意: 開始日時を現在の日時より前に設定することはできません。 

終了時刻 を構成します。 

 終了時刻なし – このオプションを選択すると、プランは手動で終了されるまで、

構成済みスケジュール通りに実行され続けます。 
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 _ 回後に終了 – ここで構成した回数に達すると、プランの実行は自動的に停

止されます。 

 終了時刻 – スケジュール コンプライアンス スキャナー プランの再実行を終了す

る時刻を設定します。 

[保存] を選択すると、スケジュールの追加 ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、

変更をキャンセルします。 

[詳細設定] を選択すると、詳細設定を構成することができます。 

 アーカイブ データの暗号化 – アーカイブ データを暗号化するかどうかを選択します。データを暗

号化する場合は、はい、このセキュリティ プロファイルを使用します を選択し、ドロップダウン リス

トからセキュリティ プロファイルを選択します。[セキュリティ プロファイルの新規作成] を選択して、

新しいセキュリティ プロファイルを作成することもできます。  

 アーカイブ データの圧縮 – アーカイブ データを圧縮するかどうかを選択します。データを圧縮する

場合は、はい、データの圧縮を有効にします を選択し、スライド バーで圧縮レベルを選択しま

す。低圧縮レベルを使用する場合、圧縮速度は向上しますが、データ セットが大きくなります。高

圧縮レベルを使用すると、圧縮速度は低下しますが、データ セットは小さくなり、また高品質となり

ます。 

 アーカイブ データの保持期間 – データの保持期間を定義します。データを永久に保持するか、

[最新 _ _ のアーカイブ データのみを保持します] を選択することができます。数値を入力し、

単位を選択して、保持するアーカイブ データの範囲を定義します。 

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後、通知を送信するかどうかを選択します。はい、通知を送信してください を選択する

場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。[更新] を選択すると、通知プロファイル リストを更新しま

す。 

 スキャンで使用するサーバーの数を制限しますか – 既定のエージェントを使用するかどうかを選

択します。いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してスキャンします。はい、新しいエージ

ェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リストからエージェント グループを選択し

ます。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新します。 

 [完了] を選択すると、表示されるウィンドウでこのプランの名前と説明 (説明は必須ではありません) を入

力します。次に、ウィンドウで [保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行

します。プランを編集する場合は、[名前を付けて保存] を選択すると別のプランとして保存します。 

[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャンセルします。  
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検索 

検索では、アーカイブ プランでアーカイブされた Lync コンテンツを検索することができます。 

コントロール パネル インターフェイスで アーカイブと検索 セクション配下の [検索] を選択すると、検索 ページに移

動します。 

Lync コンテンツの検索については、以下の手順に従ってください。 

 画面左側で検索するアーカイブ プランを選択します。 

 画面右側の検索ボックスにキーワードを入力して、[検索] を選択します。  

 [詳細設定] を選択すると、詳細検索を使用することができます。詳細検索設定の構成ウィンドウが表示

されます。 

[条件の追加] を選択すると、選択したカテゴリー レベルのルールを新しく追加します。ルールおよび条件を

構成してから、値を入力します。 

フィルター ルールには、以下のカテゴリー レベルが含まれています。 

 作成者 – Lync 会話の開始者でフィルターします。作成者 を選択する場合、ルール・条件・値を

指定することでユーザーをフィルターすることができます。[保存] を選択すると、構成を保存します。 

 参加者 – Lync 会話の参加者でフィルターします。参加者 を選択する場合、ルール・条件・値を

指定することでユーザーをフィルターすることができます。[保存] を選択すると、構成を保存します。 

 件名 – Lync 会話の件名でフィルターします。 

 開始日時 – Lync 会話の開始日時でフィルターします。 

 終了日時 – Lync 会話の終了日時でフィルターします。 

 会話タイプ – Lync 会話タイプでフィルターします。 

 モード – Lync 会話モードでフィルターします。 

 添付ファイル名 – Lync 会話で送信した添付ファイルの名前でフィルターします。 

 添付ファイルのサイズ – Lync 会話で送信した添付ファイルのサイズでフィルターします。 

 添付ファイルの作成者 – 添付ファイルの作成者でフィルターします。添付ファイルの作成者 を選

択する場合、ルール・条件・値を指定することでユーザーをフィルターすることができます。[保存] を

選択すると、構成を保存します。 
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複数のルールを追加する場合は、[条件の追加] を選択します。 

条件配下に [条件の追加] を選択し、複数の条件を追加することができます。 

*注意: ルール間の論理関係は変更することができます。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。論理関係を変更する場合は、AND/OR リンクを選

択します。AND 論理関係はすべてのルールを満たすコンテンツがフィルターされ、結果に含まれることを意

味します。OR ロジック関係はルールのいずれかを満たすコンテンツがフィルターされ、結果に含まれることを

意味します。 

詳細検索設定の構成ウィンドウで [検索] を選択して、希望の Lync コンテンツを検索します。 

検索結果が 検索 インターフェイスの右側に表示されます。  

会話を選択して、[詳細の表示] を選択すると、詳細の表示 ウィンドウが表示されます。会話の関連情報、表示

名、および SIP アドレスが表示されます。会話を EDRM ファイル・Concordance ファイル･HTML ファイルにエクス

ポートすることができます。 

Lync データのエクスポート 

検索した Lync コンテンツは、EDRM ファイル・Concordance ファイル・HTML ファイルとして別の場所にエクスポ

ートすることができます。エクスポート先の構成の詳細については、エクスポート設定の構成 を参照してください。  

Lync コンテンツ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。 

 エクスポートする検索済み Lync コンテンツを選択すると、[エクスポート] ボタンが有効になります。  

 [エクスポート] を選択すると、エクスポート ウィンドウが表示されます。EDRM へのエクスポート・Conco

rdance へのエクスポート・HTML へのエクスポート から選択し、要求名を入力して、[OK] を選択し

ます。エクスポート要求の詳細については、エクスポート要求 を参照してください。 

エクスポート設定の構成 

[エクスポート設定の構成] を選択すると、場所を構成します。場所を選択してから、表示されたウィンドウで [OK] 

を選択します。 
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エクスポート要求 

リボン上で [エクスポート要求] を選択します。エクスポート要求 ウィンドウに、すべてのエクスポート要求が表示さ

れています。 

次の情報が表示されます。 

 要求 ID - 要求の ID です。 

 要求名 - レポート ダウンロード要求の名前です。 

 カテゴリー - エクスポートするファイルのタイプです。 

 進行状況 - エクスポート プロセスの進行状況です。 

 状態 - レポート要求の状態です。 

 開始日時 - レポート エクスポート プロセスの開始日時です。 

 終了日時 - レポート エクスポート プロセスの終了日時です。 

エクスポート要求ページでは、次の操作を実行することができます。 

 ダウンロード – 要求を選択して、[ダウンロード] を選択すると、ファイルをダウンロードします。 

 削除 - 要求を選択して [削除] を選択すると、要求リストから要求を削除します。 

 停止 - 要求を選択して [停止] を選択すると、実行中のレポート生成プロセスを停止します。 

 再起動 - 要求を選択して [再起動] を選択すると、レポート生成プロセスを再起動します。 

Web スキャナー プロファイル 

Compliance Guardian のコントロール パネルの Web サイト スキャナー プロファイル セクションでは、認証プロ

ファイルおよびユーザー エージェント プロファイルの機能を表示・管理することができます。 

認証プロファイルの構成 

認証プロファイルは、Web サイトへの接続に使用されます。コントロール パネル インターフェイスで Web サイト ス

キャナー プロファイル セクション配下の [認証プロファイル] を選択すると、承認プロファイルを構成することができま

す。リボン上で [閉じる] を選択すると、認証プロファイル インターフェイスを閉じます。 
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認証プロファイルの管理 

認証プロファイル インターフェイスには、構成済み認証プロファイルのリストが表示されます。  

認証プロファイル インターフェイスでは、新しい認証プロファイルの作成、認証プロファイルの詳細の表示、構成済み

認証プロファイルの編集、構成済み認証プロファイルの削除などを実行することができます。詳細については、認証プ

ロファイルの作成および編集 を参照してください。 

リボン上で [編集] を選択すると、選択した認証プロファイルの構成を変更できます。詳細については、認証プロファ

イルの作成および編集 を参照してください。 

構成済みプロファイルのリストから認証プロファイルを選択し、リボン上で [詳細の表示] を選択すると、認証プロファ

イルが表示されます。構成済みプロファイルのリストから認証プロファイルを選択し、リボン上で [削除] を選択すると、

認証プロファイルが削除されます。削除の続行を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択する

と、選択した認証プロファイルを削除します。[キャンセル] を選択すると、削除せずに戻ります。 

認証プロファイルの作成および編集 

新しい認証プロファイルを作成するには、認証プロファイル ページで 管理 グループの [作成] を選択します。認証プ

ロファイルを選択し、リボン上で [編集] を選択すると、構成済みの認証プロファイルを編集します。認証プロファイル

の作成 および 認証プロファイルの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成します。 

 名前と説明 – このプロファイルの名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 

 認証方法 – 認証方法として選択できるのは、ユーザー名とパスワードのみ、証明書、フォーム 

ベース認証 です。 

 ユーザー名とパスワードのみ - この方法を選択する場合、Web サイトへのアクセス用の

アカウント プロファイルを入力します。Compliance Guardian では、基本認証、ダイジ

ェスト認証、NTLM 認証、ネゴシエート認証を使用可能です。 

*注意: Gmail コンテンツのスキャン用の認証ファイルを構成する場合は、ユーザー名と

パスワードのみ を選択する必要があります。Gmail コンテンツをスキャンするプランの作

成の詳細については、Gmail のスキャン を参照してください。 

 証明書 - この方法を選択する場合、証明書をアップロードして、Web サイトへのアクセ

ス用のユーザー名およびパスワードを入力します。 
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 フォーム ベース認証 - この方法はフォーム送信後にログインできる Web サイトのスキャ

ンに使用されます。フォーム ベース認証 を選択する場合、以下の情報を入力する必要

があります。 

 ログイン URL - フォーム URL を入力します。 

 ユーザー名クラスまたは ID - ログイン ユーザー名クラスまたは ID を入力しま

す。 

 ユーザー名 - ログイン ユーザー名を入力します。 

 パスワード クラスまたは ID - ログイン パスワード クラスまたは ID を入力しま

す。 

 パスワード – ログイン パスワードを入力します。 

 ログイン ボタン クラスまたは ID - ログイン ボタン クラスまたは ID を入力しま

す。 

[OK] を選択して構成を保存し、認証プロファイル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を選択すると、変更を

保存せずに 認証プロファイル インターフェイスに戻ります。 

ユーザー エージェント プロファイルの構成 

ユーザー エージェント プロファイルは Web サイトをスキャンする際に、バックエンド Web サーバーによって使用される

ものです。コントロール パネル インターフェイスで Web サイト スキャナー プロファイル セクション配下の [ユーザー 

エージェント プロファイル] を選択すると、ユーザー エージェント プロファイルを構成することができます。リボン上で 

[閉じる] を選択すると、ユーザー エージェント プロファイル インターフェイスを閉じます。 

ユーザー エージェント プロファイルの管理 

ユーザー エージェント プロファイル インターフェイスには、構成済みのユーザー エージェント プロファイルのリストが表

示されます。  

ユーザー エージェント プロファイル インターフェイスでは、新しいユーザー エージェント プロファイルの作成、ユーザー 

エージェント プロファイルの詳細の表示、構成済みユーザー エージェント プロファイルの編集、構成済みユーザー エー

ジェント プロファイルの削除などを実行することができます。詳細については、ユーザー エージェント プロファイルの作成

および編集 を参照してください。 
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リボン上で [編集] を選択すると、選択したユーザー エージェント プロファイルの構成を変更できます。詳細について

は、ユーザー エージェント プロファイルの作成および編集 を参照してください。 

構成済みプロファイルのリストからユーザー エージェント プロファイルを選択し、リボン上で [詳細の表示] を選択する

と、ユーザー エージェント プロファイルが表示されます。構成済みプロファイルのリストからユーザー エージェント プロファ

イルを選択し、リボン上で [削除] を選択すると、ユーザー エージェント プロファイルが削除されます。削除の続行を

確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、選択したユーザー エージェント プロファイルを

削除します。[キャンセル] を選択すると、削除せずに戻ります。 

ユーザー エージェント プロファイルの作成および編集 

ユーザー エージェント プロファイル ページで 管理 グループの [作成] を選択すると、ユーザー エージェント プロファイ

ルを新規作成します。ユーザー エージェント プロファイルを選択し、リボン上で [編集] を選択すると、構成済みユー

ザー エージェント プロファイルを編集します。ユーザー エージェント プロファイルの作成 または ユーザー エージェン

ト プロファイルの編集 インターフェイスでは、以下の設定を構成することができます。 

 名前と説明 – このプロファイルの名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力します。 

 ユーザー エージェント文字列 – ユーザー エージェント文字列を入力します。 

[OK] を選択して構成を保存し、ユーザー エージェント プロファイル インターフェイスに戻ります。[キャンセル] を

選択すると、変更を保存せずに ユーザー エージェント プロファイル インターフェイスに戻ります。 
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スキャナー マネージャー  

コンプライアンス スキャナー マネージャーでは、スキャナー ジョブの実行によるまたはリアルタイムで、指定した範囲内の

すべてのデータについてのコンプライアンス情報を取得することができます。複数の種類のコンプライアンス レポートでス

キャン結果を表示することにより、ユーザーは指定した範囲内のファイルのコンプライアンス状態を簡単に確認できま

す。検出されたコンテンツに対して、指定したアクションを実行するように構成することができます。 

*注意: Compliance Guardian では、iFilter で 2003 またはそれより古い形式の Microsoft Office ファイル

をスキャンすることが可能です。古いバージョンの Compliance Guardian を使用しているか、古いバージョンの Co

mpliance Guardian から Compliance Guardian 3 SP 3 に更新した場合、Microsoft Office ファイルを

スキャンするには、互換機能パック をダウンロードする必要があります (ファイルのアクセシビリティ属性を保持できま

す)。iFilter ではなく、互換機能パックのインストールを通じてこれらのファイルをスキャンする場合は、Word、Exce

l、および PowerPoint ファイル形式用の Microsoft Office 互換機能パック および Microsoft Office 互換機

能パック Service Pack 3 (SP3) をインストールして、構成ファイル ContentComplianceConfig.xml (...

\Compliance Guardian 4\Agent\Bin 配下に存在する) 内の OfficeFileMapping ノード配下で次のノ

ードを追加します。 

<NeedConvert> 

       <Extension>.xls</Extension> 

 </NeedConvert> 

https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2687447
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=3
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=3
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=27836
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=27836
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図11: NeedConvert ノード 

Extension 属性の値は、互換機能パックでスキャンするファイルの拡張子です。 

スキャナー マネージャーの起動 

スキャナーの起動および使用については、以下の手順に従ってください。 

1. Compliance Guardian の ホーム インターフェイスには、スキャナー マネージャー フィールドを表示するこ

とができます。[スケジュール スキャナー プランの管理] または [リアルタイム スキャナー ルールの管理] リ

ンクを選択すると、スケジュール スキャナーまたはリアルタイム スキャナー インターフェイスを直接起動します。

このフィールドには、最後に更新された 3 件のプランが表示されます。 



 

212  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 

図12: スキャナー マネージャーの起動 

2. 既にログインしている場合は、画面上部の [スキャナー マネージャー] を選択します。 

概要 

スキャナー マネージャー インターフェイスには、2 種類のタブが存在しています。 

 スケジュール スキャナー – このタブを選択して、スケジュール スキャナー プランを作成・管理しま

す。 

ここでは、選択したスケジュール スキャナー プランに対し、次のアクションを実行することができます。 

 名前の変更 – プランの名前を変更します。[名前を変更] を選択すると、ウィンドウが表

示されます。このウィンドウに新しい名前と説明 (説明は必須ではありません) を入力しま

す。  

 詳細の表示 – [詳細の表示] を選択すると、選択したプランの詳細を表示します。  

 編集 – [編集] を選択すると、選択したプランの設定を変更します。  

 削除 – 選択したプランを削除すると、削除アクション確認のポップアップ ウィンドウが表示

されます。[OK] を選択すると、選択したプランを削除します。[キャンセル] を選択する

と、選択したプランを削除せずに戻ります。 

 ただちに実行 – [ただちに実行] を選択すると、プランをただちに実行します。[ただちに

実行] を選択すると、ポップアップ ウィンドウが表示され、このウィンドウで完全ジョブもしく
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は増分ジョブを選択することができます。増分スキャンを選択する場合、参照時間を使用

するかどうかを選択します。 

参照時間を使用する場合、作成または変更されたコンテンツをスキャンする時間を指定

します。テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン リストから ヶ月間、週間、日

間、時間、分間 を選択します。 

ジョブ モニターでは、プランの実行に関する詳細を表示することができます。 

 テストを実行 – 選択したプランのテスト ジョブを実行します。完全テスト ジョブまたは増

分テスト ジョブを選択することができます。 

 リアルタイム スキャナー – このタブを選択して、リアルタイム スキャナー ルールの作成、ルールが適

用されているノードの管理を実行することができます。継承したルールを持つノードがこのフィールドに

表示されません。 

ここでは、選択したノードに対し、次のアクションを実行することができます。 

 詳細の表示 – [詳細の表示] を選択すると、選択したノードに適用されたルールの詳細

を表示します。 

 編集 – [編集] を選択すると、選択したノードに適用されたルールを変更します。 

 削除 – 選択したノードを削除します。 

プランまたはルールの作成モードの選択 

スケジュール スキャナー または リアルタイム スキャナー タブ配下で、[作成] を選択すると、ドロップダウン リストが

表示されます。該当するモードをドロップダウン リストのSharePoint、ファイル システム、Lync、Web サイト、デ

ータベース、Yammer から選択します。該当するプランまたはルールの作成インターフェイスに移動し、プランまたは

ルールを構成して、SharePoint、ファイル システム、Lync、Web サイト、データベース、Yammer 内のオブジェク

トをスキャンすることができます。 

スケジュール スキャナー 

スケジュール スキャナーでは、スキャナー ジョブを実行することにより、SharePoint、ファイル システム、Web サイト、

データベース、Lync、Yammer 内のコンテンツをスキャンすることができます。 
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SharePoint プラン用スケジュール スキャナーの構成 

スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ配下のリボン上で [作成] を選択すると、ド

ロップダウン リストが表示されます。ドロップダウン リストから SharePoint を選択すると、SharePoint プランの

作成 インターフェイスに移動します。以下の設定を構成します。 

 範囲の定義 手順で、スキャンの対象場所 配下のオプションを選択します。 

 環境を参照してデータを検索する必要があります – このオプションを選択すると、SharePoint 

ファームを選択してツリーを展開することができます。ツリーから、スキャン ジョブを実行するノードを選

択します。 

Compliance Guardian では、ユーザー プロファイルのユーザー プロパティおよびソーシャル メモ

のスキャンを実行することができます。Compliance Guardian は個人用サイトを経由してユーザ

ー プロファイルにアクセスします。ファーム ツリーで関連する個人用サイト ノードを選択すると、該当

するユーザー プロファイル内のユーザー プロパティをスキャンします。ただし、個人用サイトが作成さ

れていない場合、ツリーには個人用サイト ノードが存在しないため、該当するユーザー プロファイル

をスキャンすることはできません。Compliance Guardian コンプライアンス スキャナーには、個人

用サイトが作成されていない場合であっても、ユーザー プロファイルをスキャンする方法が存在しま

す。User Profile Service ノードは、ComplianceSetting.config ファイル内の UserPr

ofile Used="false"  ノードの変更 (値を false から true に変更してください) により、ファ

ームに読み込まれます。詳細については ユーザー プロファイルのスキャンの構成 を参照して、該当

の User Profile Service ノードを選択し、関連のプラン設定を構成してユーザー プロパティお

よびメモをスキャンしてください。 

 ファイル パスを使用して場所を指定します – このオプションを選択すると、テキスト フィールドが表

示されます。フィールドの上部にある ファーム の隣にファームを選択して、スキャン ジョブを実行する

範囲 URL を入力します。Enter キーを押すと、別の URL を改行に入力します。[確認] を選

択して、この URL が正しいかどうかをテストします。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、次の質問に対する希望のオプションを選択して設定を構成します。 

 すべてのバージョンをスキャンしますか – いいえ、現在の最新バージョンのみをスキャンします を

選択すると、現在のバージョンのみをスキャンします。はい、すべてのバージョンをスキャンします を

選択すると、すべてのバージョンをスキャンします。このオプションを選択する場合、各ファイル / アイ

テム バージョンのスキャン結果を元にレポートが個別に作成されます。 
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 スキャン対象コンテンツを定義するフィルター ポリシーを指定しますか – いいえ、範囲内のすべ

てをスキャンします を選択すると、すべてのコンテンツがスキャンされます。別のオプションを選択して

フィルター ポリシーを使用すると、希望のコンテンツを定義することができます。フィルター ポリシー ド

ロップダウン リストが表示されます。既定では、Compliance Guardian でサポートされているド

キュメント / アイテムのタイプを含む既定のフィルター ポリシーが使用されます。新しいフィルター ポリ

シーを設定する場合は、ドロップダウン リストから [フィルター ポリシーの新規作成] リンクを選択

します。詳細については フィルター ポリシーの構成 を参照してください。[更新] を選択すると、フィ

ルター ポリシー リストを更新します。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、テスト パッケージを使用してファイルをスキャンするかどうかを選択します。 

テスト パッケージを使用するには、はい。テスト パッケージを使用して、ファイルのコンテンツおよび属性を

分析します を選択し、表内のテスト パッケージを選択します。テスト パッケージの表では、次のアクションを

実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成 

インターフェイスが表示されます。詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドには、テスト パッケ

ージに含まれているチェックの説明が表示されます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 

 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 アクション ルールの構成 手順で、Compliance Guardian で違反が検出された場合、オブジェクトに対

してアクションを実行するかどうかを選択します。 

オブジェクトに対してアクションを実行する場合、[はい。違反が検出された場合、Compliance Guardi

an が自動的にアクションを実行します] を選択して、アクションを構成します。詳細については、アクション 

ルールの構成 を参照してください。 

*注意: プランに対して、スキャン ルールまたはアクション ルールを構成する必要があります。 
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[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、ジョブのスケジュールを構成するかどうかを選択します。スケジュールを構成する

場合、[はい、スケジュールを設定します] を選択します。次に [スケジュールの追加] を選択すると、スケ

ジュールの追加 ウィンドウが表示されます。ここで設定を構成します。 

 スキャンするコンテンツの範囲 – 完全スキャンまたは増分スキャンを選択します。 

 完全スキャン – 指定した範囲内すべてのドキュメントとアイテムをスキャンします。増分ス

キャンと異なり、完全スキャンは、それぞれ独立しており、他のスキャン結果に依存しませ

ん。ただし、完全スキャンは総合的なスキャンであるため、実行に最も長い時間を要しま

す。 

 前回のスキャン以降に更新されたオブジェクトのみを対象に、増分スキャンを実行する 

– 部分的なスキャンを実行します。増分スキャンでは、最後に行った完全スキャンまたは

増分スキャンの後に更新されたドキュメントおよびアイテムのみをスキャンします。増分スキ

ャンでは、完全スキャンよりも必要とするストレージ量が少ないため、スキャン ジョブの実行

時間が短くなります。ただし、増分スキャンを実行する際には、完全スキャン サイクルのう

ち、最新の完全スキャン ジョブが利用できる状態であることが必要なことに留意してくださ

い。以前の増分スキャン ジョブに基づいて増分スキャンを実行する場合、前の増分スキャ

ン ジョブも使用できる状態である必要があります。 

増分スキャンを選択する場合、参照時間を使用するかどうかを選択します。参照時間を

使用する場合、作成または変更されたコンテンツをスキャンする時間を指定します。テキス

ト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン リストから ヶ月間、週間、日間、時間、分間 

を選択します。 

 この範囲を確認する頻度 – スケジュール コンプライアンス スキャナー ジョブの頻度を設定します。  

 1 回のみ – コンプライアンス スキャナー プランを開始する日時を設定し、タイム ゾーンを

変更します。ジョブは、ここで構成した日時に従って実行されます。 

 定期的 – 以下の定期的な設定を構成します。 

 間隔 – 分間、時間、日間、週間、ヶ月間 から時間単位を選択して、間隔 テ

キスト ボックスに整数を入力します。スケジュール コンプライアンス スキャナー ジョ

ブは、ここで指定した時間間隔に従って実行されます。  

 開始日時 – コンプライアンス スキャナー プランを開始する日時を設定し、タイム 

ゾーンを変更します。 
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*注意: 開始日時を現在の日時より前に設定することはできません。 

終了 を構成します。 

 終了日時なし – このオプションを選択すると、プランは手動で終了されるまで、

構成済みスケジュール通りに実行され続けます。 

 _ 回後に終了 – ここで構成した回数に達すると、プランの実行は自動的に停

止されます。 

 終了日時 – スケジュール コンプライアンス スキャナー プランの再実行を終了す

る日時を設定します。 

[保存] を選択すると、スケジュールの追加 ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、

変更をキャンセルします。 

[詳細設定] を選択すると、詳細設定を構成することができます。 

 SharePoint システム コンテンツとユーザー コンテンツのいずれか、または両方をスキャンしま

すか – システム コンテンツとユーザー コンテンツのいずれか、または両方をスキャンするかを選択し

ます。 

 ユーザー コンテンツをスキャンする - このチェックボックスを選択すると、指定した範囲内

でエンドユーザーにより作成されたドキュメントおよびアイテムのみをスキャンします。 

 システム コンテンツをスキャンする - このチェックボックスを選択すると、指定した範囲内の

システム built-in コンテンツをスキャンします。 

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後に通知を送信するかどうかを選択します。[はい、通知を送信してください] を選択す

る場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。 

 ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合、メールを送信しますか – ファイルのスキャン中にエ

ラーが発生した場合、アラート メールを送信するかどうかを選択します。[はい、メールを受信する

ユーザーを指定します] を選択する場合、該当のチェックボックスをオンにして、受信者を構成しま

す。  

o 作成者メール テンプレート - このチェックボックスをオンにすると、指定したファイルの作成

者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当するドロップダウン 

リストからメール テンプレートを選択する必要があります。  
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o 更新者メール テンプレート - このチェックボックスをオンにすると、指定したファイルの最新

更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当するドロップ

ダウン リストからメール テンプレートを選択する必要があります。 

o 選択した通知プロファイル内のユーザー - このチェックボックスを選択すると、選択したア

ラート通知プロファイル内で構成した受取人にアラート メールを送信します。このオプション

を選択する場合、表示するドロップダウン リストからアラート通知プロファイルを選択する必

要があります。[通知プロファイルの新規作成] リンクを選択することで、新しい通知プロ

ファイルを作成することもできます。次にメール テンプレートを選択します。 

 スキャンで使用するサーバーの数を制限しますか – 既定のエージェントを使用するかどうかを選

択します。[いいえ] を選択すると、既定のエージェントを使用してスキャンします。[はい、新しいエ

ージェント グループを使用します] を選択すると、ドロップダウン リストからエージェント グループを

選択します。ドロップダウン リストから [エージェント グループの新規作成] を選択すると、新しい

エージェント グループを作成することができます。詳細については、エージェント グループの管理 を

参照してください。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新します。 

 ユーザー プロファイルをフィルターしますか – このオプションはツリーで User Profile Service ノ

ードを選択する場合に表示されます。ユーザー プロファイルをフィルターする場合、[はい] を選択し

ます。[テンプレートのダウンロード] を選択し、ユーザー プロファイルをフィルタリングするためのテン

プレート ファイルをダウンロードします。必要に応じてファイルを編集し、[アップロード] を選択して、

構成ファイルをアップロードします。テンプレート ファイルの編集の詳細については、ユーザー プロファ

イルをフィルターするテンプレート ファイルの編集 を参照してください。 

 [完了] を選択すると、プランの作成を完了します。ポップアップ ウィンドウで、プラン名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力し、[保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行す

ることもできます。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャ

ンセルします。 

プランの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。 

アクション ルールの構成 

アクション ルールの構成 手順で、ルール フィールドにルールの説明 (必須ではありません) を入力します。次に、以

下の条件が満たされた場合 配下のオプションを選択して、希望のコンテンツをフィルターするかどうかを指定します。 
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すべてのファイル を選択する場合、アクションの追加 を選択して、ドロップダウン リストからアクションを選択します。

アクションは、アクション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの

設定を構成します。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクションの

詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 

条件を指定する を選択する場合、定義した条件に従ってスキャン済みファイルがフィルターされます。条件を満たすフ

ァイルは、アクションによって影響を受けます。以下の条件を構成します。 

 これらの条件の _ が _ である場合 で すべて / いずれか および True / False を選択します。 

 すべて – すべての条件を満たすファイルが True / False と見なされます。 

 いずれか – 条件のいずれかを満たすファイルが True / False と見なされます。 

 True – 条件を満たすスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けます。 

 False – 条件を満たしていないスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けま

す。 

 [条件の追加] を選択して、設定を構成します。 

 1 件目のリンクから ファイルの、アイテムの、サマリー結果 を選択して、2 件目のリンクから値を選

択します。 

 ファイルの – ここで指定した SharePoint ドキュメント プロパティの値に基づき、指定し

たアクションに影響される不適切なファイルを含む範囲を定義します。 

 アイテムの – ここで指定した SharePoint アイテム プロパティの値に基づき、指定したア

クションに影響されるアイテムを含む範囲を定義します。 

 サマリー結果 – サマリー結果を生成できるテスト パッケージを選択した場合、このオプショ

ンが表示されます。これはファイルによって返されるサマリー結果に基づきます。 

 条件を選択します。 

 ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。 

複数の条件を追加する場合は、手順 2 を繰り返します。 

条件の後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

 [グループの追加] を選択すると、条件グループを追加します。手順 2 で構成した条件を満たし、かつ条

件グループ内の条件を満たすファイルはアクションによって影響を受けます。 

複数の条件グループを追加する場合は、手順 3 を繰り返します。 
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条件グループの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件グループを削除します。 

 条件の構成後、[アクションの追加] を選択してドロップリストからアクションを選択します。アクションは、アク

ション 配下に表示されます。[構成] オプションを選択するとアクションの設定を構成します。 

複数のアクションを追加する場合は、手順 4 を繰り返してアクションを追加します。アクションの構成の順序

を変更する場合は、アクションの前方にあるテキスト ボックスを選択すると、優先順位を決定することができ

ます。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクションの詳細に

ついては、スキャナー アクション を参照してください。 

 上記の条件およびアクションの構成後、[上記以外の場合の条件追加] を選択すると、手順 2 と手順 3 

で構成した条件を満たしていないスキャン済みファイルに対してアクションを定義することができます。条件お

よびアクションの構成の詳細については、手順 2 と手順 3 を参照してください。 

 [ルールの追加] を選択すると別のルールを追加します。[XML ファイルへエクスポート] を選択すると、ア

クション ルールの関連設定を XML ファイルにエクスポートして、他の用途にも使用することができます。[X

ML ファイルのインポート] を選択すると、XML ファイルをインポートすることができます。 

スキャナー アクション  

各スキャナー アクションの詳細については、次のセクションを参照してください。 

暗号化 

ファイルは暗号化されます。暗号化 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイ

スで、以下の設定を構成します。 

 ファイルを暗号化するセキュリティ プロファイル _ を選択します – ファイルを暗号化するセキュリ

ティ プロファイルを選択します。[セキュリティ プロファイルの新規作成] を選択して、新しいセキュ

リティ プロファイルを作成することもできます。詳細については、セキュリティ プロファイル を参照してく

ださい。 

 暗号化を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 
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 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

検疫 

ファイルは検疫されます。検疫 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、

以下の設定を構成します。 
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 ファイルを SharePoint で検疫するか、エクスポート先へ検疫するかを選択します。 

 不合格ファイルを SharePoint で検疫する – ファイルは検疫されますが、SharePoi

nt 内に残ります。 

 不合格ファイルはエクスポート先へ検疫されます – ファイルは指定したエクスポート先へ

検疫されます。[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからエクスポート先を選択し

ます。[エクスポート先の新規作成] を選択すると、新しいエクスポート先を作成すること

ができます。 

 検疫を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 
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 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。  

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

墨消し 

ファイルが墨消しされます。墨消し アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイス

で、以下の設定を構成します。 

 検出されたコンテンツの処理方法を選択します。 

 不合格コンテンツをただちに削除します – このオプションを選択すると、検出されたコンテ

ンツは直接削除されます。 

 一致するコンテンツを置き換えます – このオプションを選択すると、検出されたコンテンツ

は以下の設定で指定した値に置き換えられます。 

 対象コンテンツを指定するには、以下の設定を構成します。 

 キーワードを定義します。次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツは墨消

しされます – を含む または と完全に一致する を選択します。その後、キーワードを入力

し、テキストは大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。入力したキーワードを含

む / と完全に一致するコンテンツは検出されます。複数のキーワードを追加する場合は、

コンマ (,) で区切ります。 

 正規表現を定義します。次の正規表現に一致するコンテンツが墨消しされます – 正

規表現を入力し、正規表現は大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。ここで

指定された正規表現に一致するコンテンツは検出されます。複数の正規表現を追加す

る場合は、コンマ (,) で区切ります。 

次のコンテンツを墨消しの対象から除外する を選択すると、上記の正規表現に一致す

るコンテンツから希望のコンテンツを除外するための設定を構成することができます。除外さ

れるコンテンツに対して墨消しを実行しません。 
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 次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツ – を含む または と完全

に一致する を選択します。その後、キーワードを入力して、テキストは大文字と

小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコンテン

ツが、ここで入力したキーワードを含む / と完全に一致する場合、このコンテンツ

は除外され、墨消しされません。複数のキーワードを追加する場合は、コンマ (,) 

で区切ります。 

 次の正規表現に一致するコンテンツ – 正規表現を入力し、正規表現は大文

字と小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコン

テンツが、ここで入力した正規表現に一致する場合、このコンテンツは除外され、

墨消しされません。複数の正規表現を追加する場合は、コンマ (,) で区切りま

す。 

 検出されたコンテンツを置き換える値および関連設定を構成します。一致するコンテンツを置き換

えます オプションを選択する場合のみ、これらの設定が表示されます。 

 セクション / 単語を入力して上記のコンテンツを置き換えます で セクション または 単

語 を選択すると、単語に置き換えるか、セクションに置き換えるかを定義します。 

単語 を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。 

セクション を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。その後、

上記のコンテンツの前の _ 文字、およびコンテンツに続く _ 文字が墨消しされます に

数値を入力します。指定した数値の範囲にある文字が墨消しされます。 

 文字を繰り返し、墨消しの長さを元の値に一致させる – 指定した値を繰り返すかどうか

を選択します。繰り返しを実行することにより、元のコンテンツと同じ長さになるかどうかを検

証します。 

 墨消しを実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ
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ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。  

墨消しの前に検疫 

墨消しの前にファイルは検疫されます。墨消しの前に検疫 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示され

る 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 
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 墨消しの前に、ファイルはエクスポート先へ検疫されます – エクスポート先を選択します。墨消し

の前に、ファイルは選択したエクスポート先へバックアップ・検疫されます。 

 検出されたコンテンツの処理方法を選択します。 

 不合格コンテンツをただちに削除します – このオプションを選択すると、検出されたコンテ

ンツは直接削除されます。 

 一致するコンテンツを置き換えます – このオプションを選択すると、検出されたコンテンツ

は、以下の設定で指定した値に置き換えられます。 

 対象コンテンツを指定するには、以下の設定を構成します。 

 キーワードを定義します。次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツは墨消

しされます – を含む または と完全に一致する を選択します。その後、キーワードを入力

して、テキストは大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。入力したキーワードを

含む / と完全に一致するコンテンツは検出されます。複数のキーワードを追加する場合

は、コンマ (,) で区切ります。 

 正規表現を定義します。次の正規表現に一致するコンテンツが墨消しされます – 正

規表現を入力し、正規表現は大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。ここで

指定された正規表現に一致するコンテンツは検出されます。複数の正規表現を追加す

る場合は、コンマ (,) で区切ります。 

次のコンテンツを墨消しの対象から除外する を選択すると、上記の正規表現に一致す

るコンテンツから希望のコンテンツを除外するための設定を構成することができます。除外さ

れるコンテンツに対して墨消しを実行しません。 

 次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツ – を含む または と完全

に一致する を選択します。その後、キーワードを入力して、テキストは大文字と

小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコンテン

ツが、ここで入力したキーワードを含む / と完全に一致する場合、このコンテンツ

は除外され、墨消しされません。複数のキーワードを追加する場合は、コンマ (,) 

で区切ります。 

 次の正規表現に一致するコンテンツ – 正規表現を入力して、正規表現は大

文字と小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコ

ンテンツが、ここで入力した正規表現にも一致する場合、このコンテンツは除外さ

れ、墨消しされません。複数の正規表現を追加する場合は、コンマ (,) で区切

ります。 



 

 227 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 検出されたコンテンツを置き換える値および関連設定を構成します。一致するコンテンツを置き換

えます オプションを選択する場合のみ、これらの設定が表示されます。 

 セクション / 単語を入力して上記のコンテンツを置き換えます で セクション または 単

語 を選択すると、単語に置き換えるか、セクションに置き換えるかを定義します。 

単語 を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。 

セクション を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。その後、

上記のコンテンツの前の _ 文字、およびコンテンツに続く _ 文字が墨消しされます に

数値を入力します。指定した数値の範囲にある文字が墨消しされます。 

 文字を繰り返し、墨消しの長さを元の値に一致させる – 指定した値を繰り返すかどうか

を選択します。繰り返しを実行することにより、元のコンテンツと同じ長さになるかどうかを検

証します。 

 墨消しの前に検疫を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成し

ます。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 
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 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

移動 

検出されたファイルは、構成済み指定の許可された場所へ移動されます。移動 アクションの後方にある [構成] を

選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 不合格ファイルを次の場所に移動します – 不合格ファイルの移動先を選択します。 

 許可された場所 – [参照] を選択すると、コントロール パネル > 許可された場所 ペ

ージへ移動します。詳細については、許可された場所の構成 を参照してください。 

 ライブラリ・フォルダーの相対パスまたは完全パス – このオプション ボタンを選択し、次に

ライブラリ・フォルダーの相対パスまたは完全パスを入力すると、同じサイト内でファイルを移

動します。ライブラリ・フォルダーの完全パスを入力すると、ファイルを同じファーム内の別の

サイトへ移動します。 

 ファイルの移動に失敗した場合 – ファイルの移動に失敗した場合、ファイルの処理方法を選択し

ます。 
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 不合格ファイルを SharePoint で検疫する – 不合格ファイルは SharePoint で検

疫されます。 

 不合格ファイルは次の場所で検疫されます – 場所を選択します。不合格ファイルは選

択した場所で検疫されます。 

 移動を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 
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 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

*注意: 移動することができるのは、ドキュメント ライブラリ内のファイルのみです。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

暗号化と検疫 

ファイルは暗号化され、検疫されます。暗号化と検疫 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 

構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 ファイルを暗号化するセキュリティ プロファイル _ を選択します – ファイルを暗号化するセキュリ

ティ プロファイルを選択します。 

 不合格ファイルまたはアイテムの処理方法を選択します。 

 不合格ファイルを SharePoint で検疫する – 不合格ファイルは SharePoint で検

疫されます。 

 不合格ファイルは次の場所で検疫されます – 場所を選択します。不合格ファイルは選

択した場所で検疫されます。 

 暗号化および検疫を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成

します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ
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ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

権限の変更 

ファイルの権限は、このセクションの設定を構成することで変更できます。権限の変更 アクションの後方にある [構

成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 
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 グループ: _ のみに共有するよう、ファイル / アイテムの権限を変更する – SharePoint グル

ープを入力して、ファイルまたはアイテムはこのグループのユーザーのみに共有されます。 

 グループが SharePoint に存在しない場合、Compliance Guardian はこのグループを

自動的に作成して、次の権限をこれらのファイル / アイテムのグループ ユーザーに付与します 

– 入力したグループが存在しない場合は自動的に作成されます。作成されたグループに付与する

グループ権限を入力します。コンマ (,) を使用して各権限を区切ります。 

 権限の変更を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 
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 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

削除 

ファイルは削除されます。削除 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、

以下の設定を構成します。 

 削除を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 
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 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

ロック 

不合格ニュースフィードはロックされます。ユーザーはロックされたニュース フィードに返信することはできません。ロック 

アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 ロックを実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ
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ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

通知のみ 

構成した条件に合致するファイルはメールに記録され、ユーザーに送信されます。通知のみ アクションの後方にある 

[構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 受信者および対応するメール テンプレートを選択します。 
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 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、アクション

の対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する

場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択しま

す。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレート - こ

のチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイルの更新者にアラ

ート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロッ

プダウン リストからメール テンプレートを選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェックボック

スを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラート メールを送信し

ます。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを選択して、ドロップダウン リス

トからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレートを選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 

 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 
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タグの追加 

タグを追加するための設定を構成します。タグの追加 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 

構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 _ に _ タグを追加します –  1 件目のリンクを選択して、タグの追加先となる場所を定義します。 

 ファイル – タグをファイルのみに追加します。 

 ファイルおよび SharePoint – タグをファイルと SharePoint に追加します。 

 SharePoint – タグを SharePoint のみに追加します。 

 2 件目のリンクを選択して、タグ タイプを定義します。 

 静的 – このタイプを選択すると、タグ値として使用される特定の値を指定します。 

 動的 – このタイプを選択すると、タグ値として使用される、該当の値を検索するためのマク

ロ式を指定します。 

タグ名およびタグ値を入力します。タグ タイプとして 静的 を選択する場合、タグ値を指定します。

タグ タイプとして 動的 を選択する場合、該当のプロパティを検索するためのマクロ式を入力しま

す。結果がファイル / SharePoint に追加されます。ここでマクロ式の使用方法は、Context チェ

ックの ソース ノードで指定したマクロ式の使用方法と同じです。詳細については、Context チェッ

ク セクションの Condition を参照してください。 

さらに詳細な設定を構成する場合は、[詳細設定] を選択します。 

静的 タグ タイプを選択する場合:  

 タグ値が既にターゲット環境に存在する場合のアクションを選択します – タグ値が既に

追加先に存在する場合の処理方法を選択します。 

 既存の値を上書きします – 既存の値はここで指定した値に置き換えられます。 

 既存の値をスキップして保持します – 既存の値が保持されます。 

動的 タグ タイプを選択する場合:  

 動的な値が検出されず、かつタグ フィールドが既にターゲット環境に存在する場合の

アクションを選択します – 動的な値が検出されず、かつタグ フィールドが既に追加先に

存在する場合、次のオプションを選択します。 
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 既存のタグ フィールドを削除する – 既存のタグ値とタグ フィールドが削除され

ます。 

 既存のタグ フィールドを保持する – 既存のタグ値とタグ フィールドが保持され

ます。 

 タグ値が既にターゲット環境に存在する場合のアクションを選択します – タグ値が既に

追加先に存在する場合の処理方法を選択します。 

 既存の値を上書きします – 既存の値はここで指定した値に置き換えられます。 

 既存の値をスキップして保持します – 既存の値が保持されます。 

 タグの追加を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 ドキュメント作成者のメール テンプレート - このチェックボックスを選択すると、ア

クションの対象となるファイルの作成者にアラート メールを送信します。このオプシ

ョンを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テ

ンプレートを選択します。 

 前回のユーザーがこのドキュメントを編集するために使用したメール テンプレ

ート - このチェックボックスを選択すると、アクションの対象となる、指定したファイ

ルの更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、[な

し] リンクを選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。  

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 コンテンツ作成者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの作成者に

割り当てられます。 
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 コンテンツ更新者 – インシデントは、アクションによって影響を受けたファイルの更新者に

割り当てられます。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると入力したユーザーまたはグループが有効であるか

どうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

ユーザー プロファイルをフィルターするテンプレート ファイルの編集 

以下は、ユーザー プロファイルをフィルターするテンプレートです。 

 

図13: ユーザー プロファイルをフィルターするテンプレート ファイル 

テンプレート ファイルを編集するには、以下の手順に従ってください。 

 テンプレート ファイルをメモ帳で開きます。 

 必要に応じて、次のノードを編集します。 

 <includelist> ノードの値を編集します。domain\username の形式でユーザー名を指

定します。関連するユーザー プロファイルがスキャンされます。複数のユーザー名を追加する場合

は、セミコロン (;) で区切ります。 
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 <excludelist> ノードの値を編集します。domain\username の形式でユーザー名を指

定します。関連するユーザー プロファイルがスキャンされます。複数のユーザー名を追加する場合

は、セミコロン (;) で区切ります。 

 ファイルを保存します。 

SharePoint で Compliance Guardian 検疫マネージャーを使用

する 

Compliance Guardian 検疫マネージャーでは検疫済みファイルを管理できます。この機能を使用する前に、SP

2007QuarantineManager4.wsp、SP2010QuarantineManager4.wsp、SP2013Quaranti

neManager4.wsp のいずれかが展開されていることを確認してください。詳細については、ソリューション マネージ

ャー を参照してください。この機能は SharePoint 2007、SharePoint 2010、および SharePoint 2013 で

使用可能です。 

SharePoint 2007 でこの機能を使用するには、以下の手順に従ってください。 

 該当する SharePoint サイト > サイト設定 > サイト機能 に移動して、Compliance Guardian 

検疫マネージャー 機能を有効にします。 

 サイト設定 に戻り、Compliance Guardian 4 ツール・サービス グループで [Compliance Guar

dian 4 検疫マネージャー 2007] を選択すると、Compliance Guardian マネージャー > インシ

デント マネージャー インターフェイスに移動します。インシデント マネージャーで関連するアクションを実行す

ることができます。詳細については、Compliance Guardian ユーザー ガイド を参照してください。 

SharePoint 2010、SharePoint 2013 でこの機能を使用する場合は、以下の手順に従ってください。 

 該当する SharePoint サイト コレクション > サイト設定 > サイト機能の管理 に移動して、Complian

ce Guardian 検疫マネージャー 機能を有効にします。 

 サイト設定 に戻り、Compliance Guardian 4 ツール・サービス グループで [Compliance Guar

dian 4 検疫マネージャー 2010 / Compliance Guardian 4 検疫マネージャー 2013] を選択

すると、Compliance Guardian マネージャー > インシデント マネージャー インターフェイスに移動し

ます。インシデント マネージャーで関連するアクションを実行することができます。詳細については、Complia

nce Guardian ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_User_Guide.pdf
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ファイル システム プラン用スケジュール スキャナーの構成 

スキャナー マネージャー インターフェイスのリボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ド

ロップダウン リストから ファイル システム を選択すると、ファイル システム プランの作成 インターフェイスに移動しま

す。以下の設定を構成します。 

 範囲の選択 手順で、スキャンの対象場所 配下のオプションを選択します。 

 接続を通じてデータを検索します – このオプションを選択すると、ファイル システム接続を選択す

ることができます。希望のフォルダーへの接続を参照することもできます。データのスキャン範囲とし

て、接続中の接続またはフォルダーを選択します。 

[ファイル システム接続の作成] を選択すると、新しい接続を作成します。ファイル システム接続

の作成の詳細については、ファイル システム接続の作成 を参照してください。 

[更新] を選択すると、接続を更新します。 

 ファイル パスを使用して場所を指定します – このオプションを選択すると、テキスト フィールドが表

示されます。スキャン ジョブを実行するフォルダー URL を入力します。Enter キーを押すと、別の 

URL を改行に入力します。[確認] を選択して、この URL が正しいかどうかをテストします。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 を完了します。 

 ファイル システム内の隠しファイルをスキャンしますか - ファイル システム内の隠しファイルをスキャ

ンするかどうかを選択します。 

 スキャン対象コンテンツを定義するフィルター ポリシーを指定しますか – [いいえ、範囲内のすべ

てをスキャンします] を選択すると、すべてのコンテンツがスキャンされます。別のオプションを選択す

ると、フィルター ポリシーを使用して希望のコンテンツを定義することができます。フィルター ポリシー 

ドロップダウン リストが表示されます。既定では、Compliance Guardian でサポートされているフ

ァイルのタイプを含む既定のフィルター ポリシーが使用されます。新しいフィルター ポリシーを設定す

る場合は、ドロップダウン リストから [フィルター ポリシーの新規作成] リンクを選択します。詳細

については フィルター ポリシーの構成 を参照してください。[更新] を選択すると、フィルター ポリシ

ー リストを更新します。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、テスト パッケージを使用してファイルをスキャンするかどうかを選択します。 
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テスト パッケージを使用するには、はい。テスト パッケージを使用して、ファイルのコンテンツおよび属性を

分析します を選択し、表内のテスト パッケージを選択します。テスト パッケージの表では、次のアクションを

実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成 

インターフェイスが表示されます。テスト パッケージの作成の詳細については、テスト パッケージの作

成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドには、テスト パッケ

ージに含まれているチェックの説明が表示されます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 

 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 アクション ルールの構成 手順で、Compliance Guardian で違反が検出された場合、オブジェクトに対

してアクションを実行するかどうかを選択します。 

オブジェクトに対してアクションを実行する場合、[はい。違反が検出された場合、Compliance Guardi

an が自動的にアクションを実行します] を選択して、アクションを構成します。各アクションの構成の詳細

については、アクション ルールの構成 を参照してください。 

*注意: プランに対して、スキャン ルールまたはアクション ルールを構成する必要があります。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、ジョブのスケジュールを構成するかどうかを選択します。スケジュールを構成する

場合、[はい、スケジュールを設定します] を選択します。次に [スケジュールの追加] を選択すると、スケ

ジュールの追加 ウィンドウが表示されます。ここで設定を構成します。 

 スキャンするコンテンツの範囲 – 完全スキャンまたは増分スキャンを選択します。 

 完全スキャン – 指定した範囲内すべてのドキュメントとアイテムをスキャンします。増分ス

キャンと異なり、完全スキャンは、それぞれ独立しており、他のスキャン結果に依存しませ
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ん。ただし、完全スキャンは総合的なスキャンであるため、実行に最も長い時間を要しま

す。 

 前回のスキャン以降に更新されたオブジェクトのみに対して、増分スキャンを実行します 

– 部分的なスキャンを実行します。増分スキャンでは、最後に行った完全スキャンまたは

増分スキャンの後に更新されたドキュメントおよびアイテムのみをスキャンします。増分スキ

ャンでは、完全スキャンよりも必要とするストレージ量が少ないため、スキャン ジョブの実行

時間が短くなります。ただし、増分スキャンを実行する際には、完全スキャン サイクルのう

ち、最新の完全スキャン ジョブが利用できる状態であることが必要なことに留意してくださ

い。以前の増分スキャン ジョブに基づいて増分スキャンを実行する場合、前の増分スキャ

ン ジョブも使用できる状態である必要があります。 

増分スキャンを選択する場合、参照時間を使用するかどうかを選択します。参照時間を

使用する場合、作成または変更されたコンテンツをスキャンする時間を指定します。テキス

ト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン リストから ヶ月間、週間、日間、時間、分間 

を選択します。 

 この範囲を確認する頻度 – スケジュール コンプライアンス スキャナー ジョブの頻度を設定します。  

 1 回のみ – コンプライアンス スキャナー プランを開始する時刻を設定し、タイム ゾーンを

変更します。ジョブは、ここで構成した日時に従って実行されます。 

 定期的 – 以下の定期的な設定を構成します。 

 間隔 – 分間、時間、日間、週間、ヶ月間 から時間単位を選択して、間隔 テ

キスト ボックスに整数を入力します。スケジュール コンプライアンス スキャナー ジョ

ブは、ここで指定した時間間隔に従って実行されます。  

 開始日時 – コンプライアンス スキャナー プランを開始する日時を設定し、タイム 

ゾーンを変更します。 

*注意: 開始日時を現在の日時より前に設定することはできません。 

終了 を構成します。 

 終了時刻なし – このオプションを選択すると、プランは手動で終了されるまで、

構成済みスケジュール通りに実行され続けます。 

 _ 回後に終了 – ここで構成した回数に達すると、プランの実行は自動的に停

止されます。 

 終了日時 – スケジュール コンプライアンス スキャナー プランの再実行を終了す

る時刻を設定します。 
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[保存] を選択すると、スケジュールの追加 ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、

変更をキャンセルします。 

[詳細設定] を選択すると、詳細設定を構成することができます。 

 スキャン中にエラーが発生した場合、Compliance Guardian から指定のユーザーにメール

を送信しますか – ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合、アラート メールを送信するかどう

かを選択します。エラー発生時にアラート メールを送信する場合、アラート プロファイルおよびメール 

テンプレートを選択する必要があります。  

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後、通知を送信するかどうかを選択します。[はい、通知を送信してください] を選択す

る場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。[更新] を選択すると、通知プロファイル リストを更新しま

す。 

 [完了] を選択すると、プランの作成を完了します。ポップアップ ウィンドウで、プラン名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力し、[保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行す

ることもできます。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャ

ンセルします。 

プランの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。 

アクション ルールの構成 

アクション ルールの構成 手順で、ルール フィールドにルールの説明 (必須ではありません) を入力します。次に、以

下の条件が満たされた場合 配下のオプションを選択して、希望のコンテンツをフィルターするかどうかを指定します。 

すべてのファイル を選択する場合、アクションの追加 を選択して、ドロップダウン リストからアクションを選択します。

アクションは、アクション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの

設定を構成します。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクションの

詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 

条件を指定する を選択する場合、定義した条件に従ってスキャン済みファイルがフィルターされます。条件を満たすフ

ァイルは、アクションによって影響を受けます。以下の条件を構成します。 
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 これらの条件の _ が _ である場合 で すべて / いずれか および True / False を選択します。 

 すべて – すべての条件を満たすファイルが True / False と見なされます。 

 いずれか – 条件のいずれかを満たすファイルが True / False と見なされます。 

 True – 条件を満たすスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けます。 

 False – 条件を満たしていないスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けま

す。 

 [条件の追加] を選択して、設定を構成します。 

 1 件目のリンクから ファイルの または サマリー結果 を選択して、2 件目のリンクから値を選択しま

す。 

 ファイルの – ここで指定した SharePoint ドキュメント プロパティの値に基づき、指定し

たアクションに影響される不適切なファイルを含む範囲を定義します。 

 サマリー結果 – サマリー結果を生成できるテスト パッケージを選択した場合、このオプショ

ンが表示されます。これはファイルによって返されるサマリー結果に基づきます。 

 条件を選択します。 

 ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。 

複数の条件を追加する場合は、手順 2 を繰り返します。 

条件の後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

 [グループの追加] を選択すると、条件グループを追加します。手順 2 で構成した条件を満たし、かつ条

件グループ内の条件を満たすファイルがアクションによって影響を受けます。 

複数の条件グループを追加する場合は、手順 3 を繰り返します。 

条件グループの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件グループを削除します。 

 条件の構成後、[アクションの追加] を選択してドロップリストからアクションを選択します。アクションは、アク

ション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの設定を

構成します。  

複数のアクションを追加する場合は、手順 4 を繰り返してアクションを追加します。アクションの構成の順序

を変更する場合は、追加されるアクションの前方にあるテキスト ボックスを選択すると、優先順位を決定す

ることができます。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクショ

ンの詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 
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 上記の条件およびアクションの構成後、[上記以外の場合の条件追加] を選択すると、手順 2 と手順 3 

で構成した条件を満たしていないスキャン済みファイルに対してアクションを定義することができます。条件お

よびアクションの構成の詳細については、手順 2 と手順 3 を参照してください。 

 [ルールの追加] を選択すると別のルールを追加します。[XML ファイルへエクスポート] を選択すると、設

定を XML ファイルにエクスポートすることができます。[XML ファイルのインポート] を選択すると、XML フ

ァイルをインポートすることもできます。 

スキャナー アクション  

各スキャナー アクションの詳細については、次のセクションを参照してください。 

暗号化 

ファイルは暗号化されます。暗号化 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイ

スで、以下の設定を構成します。 

 ファイルを暗号化するセキュリティ プロファイル _ を選択します – 不適切なファイルまたはアイテ

ムを暗号化するセキュリティ プロファイルを選択します。[セキュリティ プロファイルの新規作成] を

選択して、新しいセキュリティ プロファイルを作成することもできます。詳細については、セキュリティ 

プロファイル を参照してください。 

 暗号化を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 
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 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

検疫 

ファイルは検疫されます。検疫 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、

以下の設定を構成します。 

 不合格ファイルはエクスポート先へ検疫されます の後方からエクスポート先を選択します。ファイル

は選択した場所へ検疫されます。[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからエクスポート先

を選択します。[エクスポート先の新規作成] を選択すると、新しいエクスポート先を作成すること

もできます。 

 検疫を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 
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 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

墨消し 

ファイルが墨消しされます。墨消し アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイス

で、以下の設定を構成します。 

 検出されたコンテンツの処理方法を選択します。 

 不合格コンテンツをただちに削除します – このオプションを選択すると、検出されたコンテ

ンツは直接削除されます。 

 一致するコンテンツを置き換えます – このオプションを選択すると、検出されたコンテンツ

は以下の設定で指定した値に置き換えられます。 

 対象コンテンツを指定するには、以下の設定を構成します。 

 キーワードを定義します。次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツは墨消

しされます – を含む または と完全に一致する を選択します。その後、キーワードを入力

して、テキストは大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。入力したキーワードを

含む / と完全に一致するコンテンツは検出されます。複数のキーワードを追加する場合

は、コンマ (,) で区切ります。 

 正規表現を定義します。次の正規表現に一致するコンテンツが墨消しされます – 正

規表現を入力して、正規表現は大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。ここ

で指定された正規表現に一致するコンテンツは検出されます。複数の正規表現を追加

する場合は、コンマ (,) で区切ります。 
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次のコンテンツを墨消しの対象から除外する を選択すると、上記の正規表現に一致す

るコンテンツから希望のコンテンツを除外するための設定を構成することができます。除外さ

れるコンテンツに対して墨消しを実行しません。 

 次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツ – を含む または と完全

に一致する を選択します。その後、キーワードを入力して、テキストは大文字と

小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコンテン

ツが、ここで入力したキーワードを含む / と完全に一致する場合、このコンテンツ

は除外され、墨消しされません。複数のキーワードを追加する場合は、コンマ (,) 

で区切ります。 

 次の正規表現に一致するコンテンツ – 正規表現を入力して、正規表現は大

文字と小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコ

ンテンツが、ここで入力した正規表現にも一致する場合、このコンテンツは除外さ

れ、墨消しされません。複数の正規表現を追加する場合は、コンマ (,) で区切

ります。 

 検出されたコンテンツを置き換える値および関連設定を構成します。一致するコンテンツを置き換

えます オプションを選択する場合のみ、これらの設定が表示されます。 

 セクション / 単語を入力して上記のコンテンツを置き換えます で セクション または 単

語 を選択すると、単語に置き換えるか、セクションに置き換えるかを定義します。 

単語 を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。 

セクション を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。その後、

上記のコンテンツの前の _ 文字、およびコンテンツに続く _ 文字が墨消しされます に

数値を入力します。指定した数値の範囲にある文字が墨消しされます。 

 文字を繰り返し、墨消しの長さを元の値に一致させる – 指定した値を繰り返すかどうか

を選択します。繰り返しを実行することにより、元のコンテンツと同じ長さになるかどうかを検

証します。 

 墨消しを実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを
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選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。  

墨消しの前に検疫 

墨消しの前にファイルは検疫されます。墨消しの前に検疫 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示され

る 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 墨消しの前に、ファイルはエクスポート先へ検疫されます の後方からエクスポート先を選択しま

す。ファイルは選択した場所へ検疫されます。[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストからエク

スポート先を選択します。[エクスポート先の新規作成] を選択すると、新しいエクスポート先を作

成することもできます。 

 検出されたコンテンツの処理方法を選択します。 

 不合格コンテンツをただちに削除します – このオプションを選択すると、検出されたコンテ

ンツは直接削除されます。 

 一致するコンテンツを置き換えます – このオプションを選択すると、検出されたコンテンツ

は以下の設定で指定した値に置き換えられます。 

 対象コンテンツを指定するには、以下の設定を構成します。 
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 キーワードを定義します。次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツは墨消

しされます – を含む または と完全に一致する を選択します。その後、キーワードを入力

して、テキストは大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。入力したキーワードを

含む / と完全に一致するコンテンツは検出されます。複数のキーワードを追加する場合

は、コンマ (,) で区切ります。 

 正規表現を定義します。次の正規表現に一致するコンテンツが墨消しされます – 正

規表現を入力し、正規表現は大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。ここで

指定された正規表現に一致するコンテンツは検出されます。複数の正規表現を追加す

る場合は、コンマ (,) で区切ります。 

次のコンテンツを墨消しの対象から除外する を選択すると、上記の正規表現に一致す

るコンテンツから希望のコンテンツを除外するための設定を構成することができます。除外さ

れるコンテンツに対して墨消しを実行しません。 

 次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツ – を含む または と完全

に一致する を選択します。その後、キーワードを入力して、テキストは大文字と

小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコンテン

ツが、ここで入力したキーワードを含む / と完全に一致する場合、このコンテンツ

は除外され、墨消しされません。複数のキーワードを追加する場合は、コンマ (,) 

で区切ります。 

 次の正規表現に一致するコンテンツ – 正規表現を入力して、正規表現は大

文字と小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコ

ンテンツが、ここで入力した正規表現にも一致する場合、このコンテンツは除外さ

れ、墨消しされません。複数の正規表現を追加する場合は、コンマ (,) で区切

ります。 

 検出されたコンテンツを置き換える値および関連設定を構成します。一致するコンテンツを置き換

えます オプションを選択する場合のみ、これらの設定が表示されます。 

 セクション / 単語を入力して上記のコンテンツを置き換えます で セクション または 単

語 を選択すると、単語に置き換えるか、セクションに置き換えるかを定義します。 

単語 を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。 

セクション を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。その後、

上記のコンテンツの前の _ 文字、およびコンテンツに続く _ 文字が墨消しされます に

数値を入力します。指定した数値の範囲にある文字が墨消しされます。 
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 文字を繰り返し、墨消しの長さを元の値に一致させる – 指定した値を繰り返すかどうか

を選択します。繰り返しを実行することにより、元のコンテンツと同じ長さになるかどうかを検

証します。 

 墨消しの前に検疫を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成し

ます。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

移動 

検出されたファイルは、指定した場所へ移動されます。移動 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示さ

れる 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 
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 不合格ファイルの移動先を指定します – 移動先パスを \\admin-PC\c$\data または \\a

dmin-PC\shared folder 形式で指定します。 

パスが \\admin-PC\c$\data 形式で指定された場合: 

 指定したユーザーは指定の場所が存在するサーバーへの ローカル管理者 権限を持って

いる必要があります。 

パスが \\admin-PC\shared folder 形式で指定された場合:  

 指定したユーザーは指定の場所が存在するサーバーで バッチ ジョブとしてのログオン 権

限を持っているか、指定の場所が存在するサーバーの Backup Operators グループ

のメンバーである必要があります。  

 指定したユーザーは共有フォルダーへの フル コントロール 権限を持っている必要がありま

す。  

 移動を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 



 

254  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

暗号化と検疫 

ファイルは暗号化され、検疫されます。暗号化と検疫 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 

構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 ファイルを暗号化するセキュリティ プロファイル _ を選択します – ファイルまたはアイテムを暗号

化するセキュリティ プロファイルを選択します。 

 不合格ファイルまたはアイテムの処理方法を選択します。 

 不合格ファイルは次の場所で検疫されます – 場所を選択します。不合格ファイルは選

択した場所で検疫されます。 

 暗号化および検疫を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成

します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent
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er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

通知のみ 

構成した条件に合致するファイルはメールに記録され、ユーザーに送信されます。通知のみ アクションの後方にある 

[構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 受信者および対応するメール テンプレートを選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェックボック

スを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラート メールを送信し

ます。このオプションを選択する場合、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよ

びメール テンプレートを選択する必要があります。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 



 

256  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

タグの追加 

タグを追加するための設定を構成します。タグの追加 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 

構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 ファイルに _ タグを追加します – 2 件目のリンクを選択して、タグ タイプを定義します。 

 静的 – このタイプを選択すると、タグ値として使用される特定の値を指定します。 

 動的 – このタイプを選択すると、タグ値として使用される、該当の値を検索するためのマク

ロ式を指定します。 

タグ名およびタグ値を入力します。タグ タイプとして 静的 を選択する場合、タグ値を指定します。

タグ タイプとして 動的 を選択する場合、該当のプロパティを検索するためのマクロ式を入力しま

す。結果がファイルに追加されます。ここでマクロ式の使用方法は、Context チェックの ソース ノー

ドで指定したマクロ式の使用方法と同じです。詳細については、Context チェック セクションの Co

ndition を参照してください。 

さらに詳細な設定を構成する場合は、[詳細設定] を選択します。 

タグ タイプとして 静的 を選択する場合:  

 タグ値が既にターゲット環境に存在する場合のアクションを選択します – タグ値が既に

追加先に存在する場合の処理方法を選択します。 

 既存の値を上書きします – 既存の値はここで指定した値に置き換えられます。 

 既存の値をスキップして保持します – 既存の値が保持されます。 

タグ タイプとして 動的 を選択する場合:  

 動的な値が検出されず、かつタグ フィールドが既にターゲット環境に存在する場合の

アクションを選択します – 動的な値が検出されず、かつタグ フィールドが既に追加先に

存在する場合、次のオプションを選択します。 

 既存のタグ フィールドを削除する – タグ フィールドが削除されます。 

 既存のタグ フィールドを保持する – タグ フィールドが保持されます。 

 タグ値が既にターゲット環境に存在する場合のアクションを選択します – タグ値が既に

追加先に存在する場合の処理方法を選択します。 

 既存の値を上書きします – 既存の値はここで指定した値に置き換えられます。 

 既存の値をスキップして保持します – 既存の値が保持されます。 
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 ファイル システム コンテンツへのタグ付け実行後、メタデータ インデックス Excel ファイルを生

成する – このオプションを選択すると、アクションの実行後、追加されたタグ情報を含む Excel ファ

イルが接続されているファイル システムのフォルダーに生成されます。 

 タグの追加を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する – インシデントが割り当てられる際に、割り当て先に

通知を送信します。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウ

ン リストからメール テンプレートを選択します。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

Web サイト プラン用スケジュール スキャナーの構成 

スキャナー マネージャー インターフェイスのリボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ド

ロップダウン リストから Web サイト を選択すると、Web サイト プランの作成 インターフェイスに移動します。以下

の設定を構成します。 
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 範囲の選択 手順で、スキャン対象 配下のオプションを選択します。 

 この URL からのオブジェクトを Compliance Guardian でスキャンする – URL を入力す

ると、Compliance Guardian はこの URL からのオブジェクトをスキャンします。 

 スキャン必要のあるレコード済み URL をすべて含むトランザクション ファイルをインポートします 

– Compliance Guardian トランザクション キャプチャ ツールを使用してトランザクション ファイル

を保存します。このインターフェイスの [参照] ボタンを選択して、トランザクション ファイルをインポー

トします。トランザクション ファイルに記録された URL は、Compliance Guardian スキャンで使

用される開始 URL となります。詳細については、Compliance Guardian トランザクション キャ

プチャの使用 を参照してください。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、次の質問に対する希望のオプションを選択して設定を構成します。 

 スキャン対象コンテンツを定義するフィルター ポリシーを指定しますか – スキャン ジョブの範囲を

制限する定義済みフィルター ポリシーを使用するかどうかを選択します。フィルター ポリシーを使用

する場合は、[はい、以下のフィルター ポリシーを使用してコンテンツをスキャンします] を選択し

ます。フィルター ポリシーを選択します。[フィルター ポリシーの新規作成] を選択すると、新しいフ

ィルター ポリシーを作成することができます。 

*注意: フィルター ポリシーは、トランザクション ファイルに記録されている結果のスキャンにも反映さ

れます。 

 クロールするサイトの深さを指定する – クロールの深さレベルを指定します。以下は例です。例え

ば、1 と入力すると、指定した開始 URL のみをクロールし、この URL 内のオブジェクトをスキャン

します。3 と入力すると、指定した開始 URL、開始 URL ページでリンクされているページ、及びそ

の下のレベルでリンクされているページがクロールされます。 

 クロールするページ数を制限しますか – すべてのページをスキャンするかどうかを選択します。[は

い、ジョブの _ ページをクロールします] を選択すると、1 件のジョブでクロール可能な最大ペー

ジ数を指定します。-1 は制限なしを意味します。例えば 100 と入力すると、100 ページの We

b ページをスキャンした後、ジョブを停止します。 

*注意: 既定では、クロール モードは深さ優先に設定されています。Compliance Guardian マ

ネージャーがインストールされるマシンに移動し、...\Compliance Guardian 4\Manager\C

ontrol\Config ディレクトリを開き、ComplianceSetting.config ファイルを指定すると、ク

ロール モードを変更することができます。構成ファイルで、DepthFirst="true" ノードを確認し

ます。True は深さ優先 (現在のノードから子ノードをスキャンする) を意味します。False は幅
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優先 (現在のノードから兄弟ノードをスキャンし、1 つのレベルのページのスキャンが完了してから下

位レベルに移行する) を意味します。 

 Compliance Guardian で、リダイレクト先をクロールしますか – リダイレクトのクロールを許

可するかどうかを選択します。リダイレクトのクロールを許可するには、[はい、1 ページ毎に最大 _ 

件のリダイレクトを許可します] を選択し、1 ページにリダイレクトの最大制限値を入力します。既

定では、リダイレクトの最大制限値が 10 です。 

[次へ] を選択します。  

 スキャン ルールの構成 手順で、表からファイルのスキャンに使用するテスト パッケージを選択します。テスト 

パッケージの表では、次のアクションを実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成の

詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドに説明が表示され

ます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 

 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、設定を構成します。 

 これらの Web サイトをスキャンする既定のユーザー エージェント プロファイルを変更しますか – 

Web サイトをスキャンする際に使用するバックエンド Web サーバーのユーザー エージェントを選択

します。[いいえ] を選択すると、既定のユーザー エージェント プロファイルを使用します。[はい、

既定のユーザー エージェント プロファイルを変更します] を選択すると、ドロップダウン リストから

別のユーザー エージェント プロファイルを選択して使用します。 

 この Web サイトへの接続には認証プロファイルが必要ですか?(一般的には、パブリック ネット

ワークに公開されていないサイトに使用されます) – Web サイトへの接続用の認証プロファイル

を使用するかどうかを選択します。プロファイルを使用するには、[はい、認証プロファイルを使用し

ます] を選択して、ドロップダウン リストからプロファイルを選択します。 
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 このプランにスケジュールを設定しますか – ジョブのスケジュールを構成するかどうかを選択しま

す。スケジュールの構成の詳細については、SharePoint プラン用スケジュール スキャナーの構成 

の手順 5 を参照してください。 

[詳細設定] を選択すると、詳細設定を構成することができます。 

 スキャン中の最大同時スレッド数 (/ サーバー) – スキャンのクロール ジョブ中に使用できる同時

にアクセスできるスレッドの最大数を指定することができます。既定の値は 3 です。 

 スキャン ジョブの全実行時間の最大値 – 1 回の全体スキャン ジョブの最大時間を指定します。

既定の値は 24 時間 です。 

 クロール時のリンク先スキップまでの最長応答待機時間 – クロールの実行中、スキップする前に

リンクからの応答を待つ最大時間を指定します。既定の値は 100 秒 です。 

 Robot.txt で禁止されているリンクを Compliance Guardian でクロールしますか – Ro

bot.txt で禁止されているリンクを Compliance Guardian でクロールするかどうかを選択しま

す。 

 JavaScript によって動的にロードされたデータをクロールしますか – JavaScript によって動

的にロードされたデータをクロールするかどうかを選択します。はい を選択すると、スキャン時のペー

ジ読み込み最長待機時間 に値を入力し、単位を選択します。 

 スキャンで使用するサーバーの数を制限しますか – 既定のエージェントを使用するかどうかを選

択します。いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してスキャンします。はい、新しいエージ

ェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リストからエージェント グループを選択し

ます。 

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後に通知を送信するかどうかを選択します。はい、通知を送信してください を選択する

場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。 

 [完了] を選択すると、プランの作成を完了します。ポップアップ ウィンドウで、プラン名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力し、[保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行す

ることもできます。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャ

ンセルします。 

プランの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。 
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Gmail のスキャン 

Compliance Guardian では、Web サイト用 Compliance Guardian スキャナーを使用して Gmail のコンテ

ンツをスキャンすることができます。 

Gmail のコンテンツをスキャンするプランの作成には、以下の設定を構成する必要があります。 

 この URL からのオブジェクトを Compliance Guardian でスキャンする – 次の URL を入

力して、Gmail のコンテンツをスキャンします。 

 https://mail.google.com/mail/h/?&s=a – この URL を入力すると、Gmail 内の

すべてのメール コンテンツをスキャンします。  

 https://mail.google.com/mail/h/?&s=s – この URL を入力すると、Gm

ail 内のすべての送信済みメール コンテンツをスキャンします。 

 https://mail.google.com/mail/h/?&– この URL を入力すると、Gmail の

受信トレイ内のメール コンテンツをすべてスキャンします。 

 https://mail.google.com/mail/h/?&d=a – この URL を入力すると、Gm

ail 内のすべての下書きをスキャンします。 

 https://mail.google.com/mail/h/?&m=a – この URL を入力すると、G

mail 内のすべての迷惑メールをスキャンします。 

 https://mail.google.com/mail/h/?&t=a – この URL を入力すると、Gm

ail 内のすべての削除済みメールをスキャンします。 

 すべてのページをクロールしますか – 1 件のジョブでクロール可能な最大メール数を指定します。

-1 は制限なしを意味します。例えば、100 と入力すると、100 件のメールおよび関連するインデ

ックス ページをスキャンした後、ジョブを停止します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、テスト パッケージを選択します。  

*注意: 次のチェック タイプは Gmail のスキャンに対応していません。 

 LinkValidation 

 FileProperty 

 FindFile 

 Cookie 

 SSL 
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 これらの Web サイトをスキャンする既定のユーザー エージェント プロファイルを変更しますか – 

Gmail コンテンツをスキャンする際に使用するバックエンド Web サーバーのユーザー エージェントと

なる保存済みユーザー エージェント プロファイルを選択します。Compliance Guardian では、

既定のユーザー エージェント プロファイルの使用が推奨されます。 

 JavaScript によって動的にロードされたデータをクロールしますか – はい ラジオ ボタンを選択

して Gmail のコンテンツをスキャンする必要があります。 

プラン作成の他の設定の詳細については、Web サイト プラン用スケジュール スキャナーの構成 を参照してください。 

データベース プラン用スケジュール スキャナーの構成 

スキャナー マネージャー インターフェイスのリボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ド

ロップダウン リストから データベース を選択すると、データベース プランの作成 インターフェイスに移動します。以下

の設定を構成します。 

 範囲の選択 手順で、データベース接続を選択すると、接続したデータベース内の表が読み込まれます。表

またはデータベース接続を選択する場合、表内のコンテンツがスキャンされます。[データベース接続の作

成] を選択すると、新しいデータベース接続を作成することができます。データベース接続の作成の詳細につ

いては、データベース接続の作成 を参照してください。[更新] を選択すると、データベースを更新します。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、スキャンする表の行数を制限するかどうかを選択します。[はい、各表の _ 行

をスキャンします] を選択すると、数値を入力し、各表で指定した行数がスキャンされます。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、データのスキャンに使用するテスト パッケージを選択します。テスト パッケー

ジの表では、次のアクションを実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成の

詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドに説明が表示され

ます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 
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 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、次の質問に対する希望のオプションを選択して設定を完了します。 

 このプランにスケジュールを設定しますか – スキャンのスケジュールを構成するかどうかを選択しま

す。スケジュールの構成の詳細については、SharePoint プラン用スケジュール スキャナーの構成 

の手順 5 を参照してください。 

 スキャン中にエラーが発生した場合、Compliance Guardian から指定のユーザーにメール

を送信しますか – ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合、アラート メールを送信するかどう

かを選択します。エラー発生時にアラート メールを送信する場合、アラート プロファイルおよびメール 

テンプレートを選択する必要があります。[更新] を選択すると、アラート メール プロファイル リスト

およびメール テンプレート リストを更新します。 

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後、通知を送信するかどうかを選択します。はい、通知を送信してください を選択する

場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。[更新] を選択すると、通知プロファイル リストを更新しま

す。 

 [完了] を選択すると、プランの作成を完了します。ポップアップ ウィンドウで、プラン名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力し、[保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行す

ることもできます。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャ

ンセルします。 

プランの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。 

Lync プラン用スケジュール スキャナーの構成 

スキャナー マネージャー インターフェイスのリボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ド

ロップダウン リストから Lync を選択すると、Lync プランの作成 インターフェイスに移動します。以下の設定を構成

します。 

 範囲の選択 手順で、アーカイブ済み Lync データのスキャンに使用するアーカイブ プランを選択します。

[アーカイブ プランの作成] を選択すると、新しいアーカイブ プランを作成することができます。アーカイブ プ
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ランの作成の詳細については、アーカイブ プランの作成および編集 を参照してください。[更新] を選択する

と、プランを更新します。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、スキャン対象コンテンツを定義するフィルター ポリシーを指定するかどうかを選択

します。いいえ、範囲内のすべてをスキャンします を選択すると、すべてのコンテンツがスキャンされます。別

のオプションを選択すると、フィルター ポリシーを使用して希望のコンテンツを定義します。フィルター ポリシー 

ドロップダウン リストが表示されます。ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択します。新しいフィルタ

ー ポリシーを設定する場合は、ドロップダウン リストから [フィルター ポリシーの新規作成] リンクを選択し

ます。詳細については フィルター ポリシーの構成 を参照してください。[更新] を選択すると、フィルター ポリ

シー リストを更新します。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、表からデータのスキャンに使用するテスト パッケージを選択します。テスト 

パッケージの表では、次のアクションを実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成の

詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドに説明が表示され

ます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 

 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、次の質問に対する希望のオプションを選択して設定を完了します。 

 このプランにスケジュールを設定しますか – スキャンのスケジュールを構成するかどうかを選択しま

す。スケジュールの構成の詳細については、SharePoint プラン用スケジュール スキャナーの構成 

の手順 5 を参照してください。 

 スキャン中にエラーが発生した場合、Compliance Guardian から指定のユーザーにメール

を送信しますか – ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合、アラート メールを送信するかどう
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かを選択します。エラー発生時にアラート メールを送信する場合、アラート プロファイルおよびメール 

テンプレートを選択する必要があります。[更新] を選択すると、アラート メール プロファイル リスト

およびメール テンプレート リストを更新します。 

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後、通知を送信するかどうかを選択します。はい、通知を送信してください を選択する

場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。[更新] を選択すると、通知プロファイル リストを更新しま

す。 

 スキャンで使用するサーバーの数を制限しますか – 既定のエージェントを使用するかどうかを選

択します。いいえ を選択すると、既定のエージェントを使用してスキャンします。はい、新しいエージ

ェント グループを使用します を選択すると、ドロップダウン リストからエージェント グループを選択し

ます。[更新] を選択すると、エージェント グループ リストを更新します。 

 [完了] を選択すると、プランの作成を完了します。ポップアップ ウィンドウで、プラン名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力し、[保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行す

ることもできます。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャ

ンセルします。 

プランの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。 

Yammer プラン用スケジュール スキャナーの構成 

スキャナー マネージャー インターフェイスのリボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ド

ロップダウン リストから Yammer を選択すると、Yammer プランの作成 インターフェイスに移動します。以下の

設定を構成します。 

 範囲の選択 手順で、Yammer 内のコンテンツをスキャンする Yammer 接続を選択します。[Yamme

r 接続の作成] を選択すると、新しい Yammer 接続を作成することができます。Yammer 接続の作

成の詳細については、Yammer 接続の作成 を参照してください。[更新] を選択すると、接続を更新しま

す。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、次の質問に対する希望のオプションを選択して設定を構成します。 
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 ファイル / メモ バージョンをスキャンしますか – ファイル / メモの現在のバージョンをスキャンする

か、またはすべてのバージョンをスキャンするかを選択します。 

 特定のユーザーに投稿されているコンテンツをスキャンしますか – 特定のユーザーに投稿されてい

るコンテンツをスキャンするかどうかを選択します。 

 すべての投稿をスキャンする – このオプションを選択すると、すべての投稿をスキャンしま

す。 

 指定のユーザーを含むファイルをインポートする – このオプションを選択すると、追加済

みユーザーを含むファイルをインポートします。[テンプレートのダウンロード] を選択し、テ

ンプレート ファイルを保存することができます。テンプレート ファイルを編集してユーザーを追

加してから、[インポート] を選択するとファイルをインポートします。 

 投稿をスキャン対象とするユーザーを指定する – テキスト フィールドにユーザーを入力

し、[ユーザーの確認] を選択すると、入力したユーザーが正しいかどうかを確認します。

複数のユーザー名を追加する場合は、セミコロン (;) で区切ります。 

[高度検索] を選択すると、希望のユーザーを検索することもできます。高度検索 ウィン

ドウが表示されます。検索ボックスにキーワードを入力すると、ネットワークに関連付けられ

ている関連ユーザーの名前とメール アドレスがこの表に表示されます。 

[詳細設定] ボタンを選択すると、ユーザーまたはグループによって結果をフィルターすること

もできます。  

これらの条件の _ に一致する場合 で、すべて または いずれか を選択します。 

 すべて を選択する場合 – 構成した条件のすべてに一致するグループまたはユー

ザーの投稿がスキャン対象となります。 

 いずれか を選択する場合 – 構成した条件のいずれかに一致するグループまた

はユーザーの投稿がスキャン対象となります。 

[条件の追加] を選択します。グループ名 または ユーザー名 を選択し、に次の値を含

む または が次の値に等しい を選択します。値を入力します フィールドに値を追加しま

す。 

複数の条件を追加する場合は、[条件の追加] を選択します。  

削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

複数の条件グループを追加する場合は、[グループの追加] を選択します。 
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フィルター ルールを構成した後、[検索] を選択すると関連するユーザーを検索します。検

出されたユーザーまたは検出されたグループ内のユーザーがこの表に表示されます。 

ユーザーのチェックボックスを選択してから、[追加] ボタンを選択します。選択したユーザー

は、投稿をスキャン対象とするユーザーを指定する 配下のテキスト フィールドに追加され

ます。 

 投稿がスキャンされる希望のユーザーをフィルターする条件を指定する – 希望のユーザ

ーをフィルターする条件を構成します。  

これらの条件の _ に一致する場合 で、すべて または いずれか を選択します。 

 すべて を選択する場合 – 構成した条件のすべてに一致するグループまたはユー

ザーの投稿がスキャン対象となります。 

 いずれか を選択する場合 – 構成した条件のいずれかに一致するグループまた

はユーザーの投稿がスキャン対象となります。 

[条件の追加] を選択します。グループ名 または ユーザー名 を選択し、に次の値を含

む または が次の値に等しい を選択します。値を入力します フィールドに値を追加しま

す。 

複数の条件を追加する場合は、[条件の追加] を選択します。  

削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、テスト パッケージを使用してファイルをスキャンするかどうかを選択します。 

テスト パッケージを使用するには、はい。テスト パッケージを使用して、ファイルのコンテンツおよび属性を

分析します を選択し、表内のテスト パッケージを選択します。テスト パッケージの表では、次のアクションを

実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成の

詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドに説明が表示され

ます。 
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 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 

 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 アクション ルールの構成 手順で、Compliance Guardian で違反が検出された場合、オブジェクトに対

してアクションを実行するかどうかを選択します。 

オブジェクトに対してアクションを実行する場合、はい。違反が検出された場合、Compliance Guardi

an が自動的にアクションを実行します を選択して、アクションを構成します。各アクションの構成の詳細に

ついては、アクション ルールの構成 を参照してください。 

*注意: プランに対して、スキャン ルールまたはアクション ルールを構成する必要があります。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、スキャンのスケジュールを構成するかどうかを選択します。スケジュールの構成の

詳細については、SharePoint プラン用スケジュール スキャナーの構成 の手順 5 を参照してください。 

[詳細設定] を選択すると、詳細設定を構成することができます。 

 スキャン中にエラーが発生した場合、Compliance Guardian から指定のユーザーにメール

を送信しますか – ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合、アラート メールを送信するかどう

かを選択します。エラー発生時にアラート メールを送信する場合、アラート プロファイルおよびメール 

テンプレートを選択する必要があります。[更新] を選択すると、アラート メール プロファイル リスト

およびメール テンプレート リストを更新します。 

 スキャン ジョブの完了後に Compliance Guardian から通知を送信しますか – スキャン ジ

ョブの完了後、通知を送信するかどうかを選択します。はい、通知を送信してください を選択する

場合、通知プロファイルを選択します。[通知プロファイルの新規作成] を選択すると、新しい通

知プロファイルを作成することもできます。[更新] を選択すると、通知プロファイル リストを更新しま

す。 

 [完了] を選択すると、プランの作成を完了します。ポップアップ ウィンドウで、プラン名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力し、[保存] を選択します。[保存して実行] を選択すると、プランをただちに実行す

ることもできます。 
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任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとプランの作成をキャ

ンセルします。 

プランの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの スケジュール スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。  

アクション ルールの構成 

アクション ルールの構成 手順で、ルール フィールドにルールの説明 (必須ではありません) を入力します。以下の

条件が満たされた場合 配下のオプションを選択して、希望のコンテンツをフィルターするかどうかを指定します。 

すべてのファイル を選択する場合、[アクションの追加] を選択し、ドロップダウン リストからアクションを選択します。

アクションは、アクション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの

設定を構成します。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクションの

詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 

[条件を指定する] を選択する場合、定義した条件に従ってスキャン済みファイルがフィルターされます。条件を満た

すファイルは、アクションによって影響を受けます。以下の条件を構成します。 

 これらの条件の _ が _ である場合 で すべて / いずれか および True / False を選択します。 

 すべて – すべての条件を満たすファイルが True / False と見なされます。 

 いずれか – 条件のいずれかを満たすファイルが True / False と見なされます。 

 True – 条件を満たすスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けます。 

 False – 条件を満たしていないスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けま

す。 

 [条件の追加] を選択して、設定を構成します。 

 1 件目のリンクから メッセージ または サマリー結果 を選択し、2 件目のリンクから値を選択しま

す。 

 メッセージ – ここで指定したメッセージ情報に基づき、指定したアクションに影響される不

適切なファイルを含む範囲を定義します。 

 サマリー結果 – サマリー結果を生成できるテスト パッケージを選択した場合、このオプショ

ンが表示されます。これはファイルによって返されるサマリー結果に基づきます。 

 条件を選択します。 



 

270  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。 

複数の条件を追加する場合は、手順 2 を繰り返します。 

条件の後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

 [グループの追加] を選択すると、条件グループを追加します。手順 2 で構成した条件を満たし、かつ条

件グループ内の条件を満たすファイルがアクションによって影響を受けます。 

複数の条件グループを追加する場合は、手順 3 を繰り返します。 

条件グループの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件グループを削除します。 

 条件の構成後、[アクションの追加] を選択してドロップリストからアクションを選択します。アクションは、アク

ション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの設定を

構成します。  

複数のアクションを追加する場合は、手順 4 を繰り返してアクションを追加します。アクションの構成の順序

を変更する場合は、追加されるアクションの前方にあるテキスト ボックスを選択すると、優先順位を決定す

ることができます。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクショ

ンの詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 

 上記の条件およびアクションの構成後、[上記以外の場合の条件追加] を選択すると、手順 2 と手順 3 

で構成した条件を満たしていないスキャン済みファイルに対してアクションを定義することができます。条件お

よびアクションの構成の詳細については、手順 2 と手順 3 を参照してください。 

 [ルールの追加] を選択すると別のルールを追加します。[XML ファイルへエクスポート] を選択すると、設

定を XML ファイルにエクスポートすることができます。[XML ファイルのインポート] を選択すると、XML フ

ァイルをインポートすることもできます。 

スキャナー アクション  

各スキャナー アクションの詳細については、次のセクションを参照してください。 

削除 

条件に一致する投稿は削除されます。削除 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 イン

ターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 削除の前に、選択した場所にコンテンツが保存されます – 削除するコンテンツの保存先を選択

します。 



 

 271 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 削除を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する オプションを選択する場合、ユーザーに通知を送信

します。[なし] リンクを選択してテンプレートを選択します。[メール テンプレートの新規

作成] を選択すると、新しいテンプレートを作成することもできます。 

通知のみ 

構成した条件に合致する投稿はメールに記録され、ユーザーに送信されます。通知のみ アクションの後方にある 

[構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 受信者および対応するメール テンプレートを選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェックボック

スを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内で構成した受取人にアラート メール

を送信します。このオプションを選択する場合、アラート通知プロファイルおよびメール テン

プレートを選択する必要があります。 
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 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する オプションを選択する場合、ユーザーに通知を送信

します。[なし] リンクを選択してテンプレートを選択します。[メール テンプレートの新規

作成] を選択すると、新しいテンプレートを作成することもできます。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

タグの追加 

タグを追加するための設定を構成します。タグの追加 アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 

構成 インターフェイスで、以下の設定を構成します。 

 投稿に _ タグを追加します –  2 件目のリンクを選択して、タグ タイプを定義します。 

 静的 – このタイプを選択すると、タグ値として使用される特定の値を指定します。 

 動的 – このタイプを選択すると、タグ値として使用される、該当の値を検索するためのマク

ロ式を指定します。 

タグ名およびタグ値を入力します。タグ タイプとして 静的 を選択する場合、タグ値を指定します。

タグ タイプとして 動的 を選択する場合、該当のプロパティを検索するためのマクロ式を入力しま

す。結果がファイルに追加されます。ここでマクロ式の使用方法は、Context チェックの ソース ノー

ドで指定したマクロ式の使用方法と同じです。詳細については、Context チェック セクションの Co

ndition を参照してください。 

さらに詳細な設定を構成する場合は、[詳細設定] を選択します。 

タグ タイプとして 静的 を選択する場合:  
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 タグ値が既にターゲット環境に存在する場合のアクションを選択します – タグ値が既に

追加先に存在する場合の処理方法を選択します。 

 既存の値を上書きします – 既存の値はここで指定した値に置き換えられます。 

 既存の値をスキップして保持します – 既存の値が保持されます。 

タグ タイプとして 動的 を選択する場合:  

 動的な値が検出されず、かつタグ フィールドが既にターゲット環境に存在する場合の

アクションを選択します – 動的な値が検出されず、かつタグ フィールドが既に追加先に

存在する場合、次のオプションを選択します。 

 既存のタグ フィールドを削除する – タグ フィールドが削除されます。 

 既存のタグ フィールドを保持する – タグ フィールドが保持されます。 

 タグ値が既にターゲット環境に存在する場合のアクションを選択します – タグ値が既に

追加先に存在する場合の処理方法を選択します。 

 既存の値を上書きします – 既存の値はここで指定した値に置き換えられます。 

 既存の値をスキップして保持します – 既存の値が保持されます。 

 タグの追加を実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 
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 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する オプションを選択する場合、ユーザーに通知を送信

します。次に、[なし] リンクを選択してテンプレートを選択します。[メール テンプレートの

新規作成] を選択すると、新しいテンプレートを作成することもできます。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 

リアルタイム スキャナー 

リアルタイム スキャナーでは、SharePoint または Yammer 内のコンテンツをリアルタイムでスキャンすることができま

す。 

SharePoint 用リアルタイム スキャナー ルールの作成 

スキャナー マネージャー インターフェイスで、リアルタイム スキャナー タブを選択します。  

リボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ドロップダウン リストから SharePoint を選

択すると、SharePoint ルールの作成 インターフェイスに移動します。以下の設定を構成します。 

 範囲の定義 手順で、スキャンの対象場所 配下のオプションを選択します。 

 環境を参照してデータを検索する必要があります – このオプションを選択すると、SharePoint 

ファームを選択してツリーを展開することができます。ツリーから、スキャン ジョブを実行するノードを選

択します。 

リアルタイム スキャナー ルールが適用されているノードをすべて非表示にする を選択すると、ツリ

ーからノードを非表示にします。 

ルールが適用されているノードを選択する場合、関連のルール設定が、画面右側の 既存のリアル

タイム スキャナー ルール設定 フィールド配下に表示されます。オプションを選択して、ルールを変

更する方法を決定します。 

 ルール設定を変更する – このオプションを選択すると、既存のルール設定を変更します。

[次へ] を選択すると、次の手順で設定を編集することができます。 
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 既存のリアルタイム ルールの使用を停止する – このオプションを選択して [適用] を選

択すると、ルールはこのノードから削除されます。 

 ファイル パスを使用して場所を指定します – このオプションを選択すると、テキスト フィールドが表

示されます。フィールドの上部にあるファームを選択して、スキャン ジョブを実行する範囲 URL を入

力します。Enter キーを押すと、別の URL を改行に入力します。[確認] を選択して、この UR

L が正しいかどうかをテストします。 

[有効な場所の情報の表示] を選択すると、入力したノード URL のルール情報が表示されま

す。ポップアップ ウィンドウで、各 URL のルールの状態を表示することができます。ルールが適用さ

れている URL を選択すると、関連のルール設定が表示されます。 

ルールの作成方法を選択します。 

 表示されているすべてのデータのソース ノードに対して新しいルールを作成する – この

オプションを選択すると、表示されているすべてのノードに対してルールが作成されます。ノ

ードに適用されたルールがある場合、以前のルールは削除され、新しいルールに置き換え

られます。 

 リアルタイム スキャナー ルールが適用されていないデータ ソース ノードのルールを作

成する – このオプションを選択すると、表示されているノード内の、ルールを適用していな

いノードのみに対してルールが作成されます。 

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、スキャン対象コンテンツを定義するフィルター ポリシーを指定するかどうかを選択

します。いいえ、範囲内のすべてをスキャンします を選択すると、すべてのコンテンツがスキャンされます。別

のオプションを選択すると、フィルター ポリシーを使用して希望のコンテンツを定義することができます。フィルタ

ー ポリシー ドロップダウン リストが表示されます。ドロップダウン リストからフィルター ポリシーを選択します。新

しいフィルター ポリシーを設定する場合、ドロップダウン リストから [フィルター ポリシーの新規作成] リンク

を選択します。詳細については フィルター ポリシーの構成 を参照してください。[更新] を選択すると、フィル

ター ポリシー リストを更新します。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、テスト パッケージを使用してファイルをスキャンするかどうかを選択します。 

テスト パッケージを使用するには、はい。テスト パッケージを使用して、ファイルのコンテンツおよび属性を

分析します を選択し、表内のテスト パッケージを選択します。テスト パッケージの表では、次のアクションを

実行することができます。 
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 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成の

詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドに説明が表示され

ます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 

 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 アクション ルールの構成 手順で、Compliance Guardian で違反が検出された場合、オブジェクトに対

してアクションを実行するかどうかを選択します。 

オブジェクトに対してアクションを実行する場合、[はい。違反が検出された場合、Compliance Guardi

an が自動的にアクションを実行します] を選択して、アクションを構成します。各アクションの構成の詳細

については、アクション ルールの構成 を参照してください。 

*注意: リアルタイム ルールに対して、スキャン ルールまたはアクション ルールを構成する必要があります。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、以下の設定を構成します。 

 ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合、メールを送信しますか – ファイルのスキャン中にエ

ラーが発生した場合、アラート メールを送信するかどうかを選択します。はい、メールを受信するユ

ーザーを指定します を選択する場合、該当のチェックボックスをオンにして受信者を構成します。 

o 作成者メール テンプレート - このチェックボックスをオンにすると、指定したファイルの作成

者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当するドロップダウン 

リストからメール テンプレートを選択する必要があります。  

o 更新者メール テンプレート - このチェックボックスをオンにすると、指定したファイルの最新

更新者にアラート メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当するドロップ

ダウン リストからメール テンプレートを選択する必要があります。 
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o 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェックボック

スを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内で構成した受取人にアラート メール

を送信します。このオプションを選択する場合、表示するドロップダウン リストからアラート

通知プロファイルを選択する必要があります。[通知プロファイルの新規作成] リンクを選

択することで、新しい通知プロファイルを作成することもできます。詳細については、メール

受信者プロファイル を参照してください。メール テンプレートを選択します。 

[メール テンプレートの新規作成] リンクを選択すると、新しいメール テンプレートを作成

することができます。詳細については、メール テンプレート を参照してください。 

 カスタム アップロード ページの設定 – この機能を有効にします。この機能を使用すると、ユーザ

ーは SharePoint にファイルをアップロードする際、Compliance Guardian アップロード ページ

に移動することができます。詳細については、カスタム アップロード ページの有効化 を参照してくだ

さい。この機能は SharePoint 2013 および SharePoint 2010 オンプレミスで使用可能で

す。SharePoint Online には対応していません。 

*注意: この機能を使用する前に、SP2013CustomUploadPage4.wsp または SP201

0CustomUploadPage4.wsp が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、ソリューション マネージャー を参照してください。 

 [完了] を選択してルールを適用します。  

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとルールの作成をキャ

ンセルします。 

ルールの作成の完了後、ルールが適用されるノードは、スキャナー マネージャー インターフェイスの リアルタ

イム スキャナー タブ配下に一覧表示されます。 

アクション ルールの構成 

詳細については、アクション ルールの構成 を参照してください。 

*注意: リアルタイム アクション ポリシーが予想どおりにトリガーされない場合、ここで表示されているチェック リストによ

り問題を確認・解決することができます。 

 SharePoint ファームのすべての Web フロンド エンド サーバー上で、すべての Compliance Guardian 

エージェントがインストールされており、かつ SharePoint 用リアル タイム スキャナー エージェント タイプが選

択されていることを確認します。次に、Windows タスク マネージャーを開き、リアルタイム プロセスが存在す
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ることを確認します。SharePoint 2013 のプロセス名が RTSv4.exe で、SharePoint 2010 のプロセ

ス名が RTSv2.exe です。 

 SharePoint サーバーの全体管理の ID アカウントが十分な権限を持っていることを確認します。Compli

ance Guardian 3.2 と CG 3.1 の場合、このアカウントは、Compliance Guardian エージェント イン

ストール パス配下の "temp" と "bin" フォルダーに対する読み取り、書き込み権限を持っている必要があ

ります。Compliance Guardian 3.3 の場合、このアカウントはシステム レジストリ内にパス HKEY_LO

CAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\ComplianceGuardian に対する読み取り権限を持っ

ている必要があります。 

 リアルタイム ルールが Compliance Guardian リアルタイム プランで正しく構成されていることを再度確認

します。 

 Compliance Guardian エージェント アカウントのユーザー パスワードが変更されている場合は、パスワー

ドの変更後に Compliance Guardian エージェント モニターでパスワードが更新されており、リアルタイム 

プロセスが再開されていることを確認します。 

*注意: 通常、アップロード済みファイルが Compliance Guardian リアルタイム ルールのトリガーによって削除 / 

移動されると、SharePoint でユーザーに通知するポップアップ ウィンドウが表示されます。メッセージが表示されない

場合、次のリストを確認してください。 

 既存のファイルの代わりに新しいファイルをアップロードして、アクションが正しくトリガーできるかどうかをテストし

ます。 

 アクションが正常にトリガーできる場合、Compliance Guardian エージェント インストール パス ...AveP

oint\Compliance Guardian\Agent\Logs 配下の RTSv2.exe または RTSv4.exe で始まるロ

グ ファイルを検索してメモ帳で開き、ログ ファイルに以下の内容を存在することができるかどうかを確認してく

ださい。 

a. Begin to handle adding or updating event 

The EventHandler service status :True;The sync model status :True 

このコンテンツは、同期モードが有効になっていることを意味します。 

b. Failed to take upload action 

このコンテンツは、ファイルのアップロードに失敗したことを意味します。 

c. The license has expired 

このコンテンツは、使用可能な Compliance Guardian ライセンスがないことを意味します。 

d. Failed to scan the current event 
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Failed to scan the event handler event. 

このコンテンツは、原因が不明で、さらにログ ファイルに例外の詳細を確認する必要があることを意

味します。 

e.  Failed to return message to SharePoint 

このコンテンツは、WCF がイベント ハンドラーの呼び戻しに失敗したことを意味します。 

 すべての Web フロント エンド サーバー上でリアルタイム アクションがトリガーできるため、ログを確認する場

合、Compliance Guardian エージェントをインストールしたすべての Web フロント エンド サーバーで検

索する必要があります。問題を修正する場合、テストのために特定の Web フロント エンド URL にアクセ

スできます。これにより、この Web フロント エンド サーバー上のログのみを確認する必要があります。 

カスタム アップロード ページの有効化 

この機能を使用するには、SP2013CustomUploadPage4.wsp または SP2013CustomUploadPag

e4.wsp ソリューションを展開してから、適用したリアルタイム スキャナー ルールでカスタム アップロード ページを有効

にする必要があります。SharePoint にファイルをアップロードすると、Compliance Guardian のアップロード ペー

ジが表示されます。Compliance Guardian がリアルタイム スキャナー ルールをただちに実行します。ファイルにルー

ルに基づいたアクションが実行された場合、関連するアクション情報を含むページが表示されます。このページはカスタ

マイズすることができます。SharePoint ページのカスタマイズの詳細については、SharePoint ページおよびメッセー

ジのカスタマイズ を参照してください。ファイルのアップロードに成功した場合、Compliance Guardian のプロパティ

の編集ページが表示され、アップロードしたファイルのプロパティを編集することができます。 

*注意: 墨消しアクションについては、ユーザーは ...\AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin 内の 

RTS4v2.exe.config (SharePoint 2007 または SharePoint 2010 に適用) または RTS4v4.exe.co

nfig (SharePoint 2013 に適用) の key="FilterRedactResult" ノードを構成することができます。このノ

ードの値が True である場合、ファイルのアップロードおよび墨消し後に、ファイルの墨消し情報を含むページが表示

されません。ノードの値が False である場合、ファイルの墨消し情報を含むページが表示されます。 

*注意: SharePoint 2013 の場合、このソリューションではファイルを SharePoint にドラッグしてアップロードするこ

とはできません。SharePoint 2010 および SharePoint 2013 の場合、このソリューションではファイルの一括アッ

プロードが使用できません。  
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このソリューションは、新規作成されたサイトまたはライブラリに対して反映されません。親サイトから継承している新規

作成されたサイトにカスタム アップロード ページ機能を適用するには、SP2007InstallEventReceiver4.ws

p または SP2010InstallEventReceiver4.wsp ソリューションを展開する必要があります。  

Compliance Guardian では、ファイルをライブラリにアップロードする際に SharePoint のネイティブ ページを使用

することができます。ライブラリの設定を編集するには、以下の設定を完了します。 

 該当のライブラリに移動して、ライブラリの設定 を選択します。 

 Compliance Guardian ページ設定 for SharePoint 2010 または Compliance Guardia

n ページ設定 for SharePoint 2013 設定が表示されます。  

 設定を選択して、Compliance Guardian アップロード ページまたはプロパティの編集ページを使用する

かどうかを選択します。 

 [OK] を選択して、設定を保存します。ファイルが該当のライブラリにアップロードされると、SharePoint の

ネイティブ ページが表示されます。 

*注意: SP2013CustomUploadPage4.wsp は SharePoint 2013 ファームへの展開に使用さ

れます。SP2010CustomUploadPage4.wsp は SharePoint 2010 ファームへの展開に使用さ

れます。SharePoint 2013 で、2010 エクスペリエンス バージョンを使用して作成されたサイト コレクショ

ン内のライブラリ設定を編集する場合は、SP2010CustomUploadPage4.wsp を SharePoint 2

013 ファームに展開する必要があります。 

SharePoint ページおよびメッセージのカスタマイズ 

Compliance Guardian では、ページおよびリアルタイム アクションがトリガーされる際に表示されるエラー メッセー

ジをカスタマイズすることが可能です。これは SharePoint の動作に影響しません。ユーザーがエラー メッセージまた

はページをカスタマイズした場合であっても、SharePoint 本体の作動方法によってエラーが発生する場合、Share

Point built-in エラー ページが表示されます。 

基本カスタマイズ 

基本カスタマイズ 機能では、自分のページをカスタマイズすることができます。Visual Studio を使用して ShareP

oint ソリューションを作成し、SharePoint ページを作成します。作成されたページのコードを使用して、エラー メッセ

ージ文字列にアクセス用の HttpContext.Current.Items[“ErrorText”] プロパティを呼び出します。 
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以下の手順に従い、RTS プロセスを構成します。 

 ...\AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin で RTS4v2.exe.config (SharePoint 

2007 または SharePoint 2010 に適用) または RTS4v4.exe.config (SharePoint 2013 に適

用) を開きます。 

 ノード: <configuration><appSettings><add key="ErrorPagePath"> を確認しま

す。値をカスタマイズする値に変更します。ページ パスの取得方法 を参照してください。 

ページ パスの取得方法 

カスタマイズされたファイルを管理する方法については、以下の方法に従ってください。 

 IIS マネージャーを開きます。 

 IIS マネージャーの画面左側の _layouts ノードを検索します。 

 _layouts ノードを右クリックすると、ドロップダウン リストが表示されます。  

 [エクスプローラー] を選択します。カスタマイズ ページを確認します。 

 ページを開きます。 

 ページ URL の "layouts/" または "layouts/15/" に続く部分をコピーして、<configuration><a

ppSettings><add key="ErrorPagePath"> ノードに貼り付けます。 

詳細カスタマイズ 

詳細カスタマイズ 機能では、ポップアップ メッセージをカスタマイズすることができます。 

DLL ファイルを書き込みます。Content.Compliance.Scanner.PAL.IMailFormatter,CCS.PAL, Ve

rsion=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=fffb45e56dd478e3 のインターフェイスを

使用して、ActionScope (アクション情報を保存する)、および文字列テンプレート パラメーターを受信できます。

データ構造を読み取って取得し、希望の文字列に変換します。文字列が変換された後、RTS プロセスが文字列を 

SharePoint built-in エラー ページに送信します。もしくは、文字列をカスタマイズ ページに送信します。 

詳細カスタマイズでは、メッセージを作成する形式を複数の方式から選択することができます。例えば、メッセージをテ

キスト形式や HTML テキストでフォーマットすることができます。以下の手順を参照してください。 

 DLL ファイルを構成した後、\AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin 内の Share.con

fig ファイルを開いて、次のノードを検索します。 

<SharedConfig> 
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  <config name="IMailFormatter" type="default"/> 

</SharedConfig> 

 タイプ値をユーザー自身のクラスに更新します。  

 アセンブリー修飾名 を入力します。 

DLL ファイルを GAC にインストールするか、... \AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin に入力

します。 

*注意: DLL ファイルは RTS4v2.exe または RTS4v4.exe に読み込まれるため、DLL ファイルでは削除、チェ

ック、追加、編集などの操作を実行しないことを推奨します。 

Yammer 用リアルタイム スキャナー ルールの作成 

スキャナー マネージャー インターフェイスで、リアルタイム スキャナー タブを選択します。  

リボン上で [作成] を選択すると、ドロップダウン リストが表示されます。ドロップダウン リストから Yammer を選択

すると、Yammer プランの作成 インターフェイスに移動します。以下の設定を構成します。 

 範囲の選択 手順で、Yammer 内のコンテンツをスキャンする Yammer 接続を選択します。[Yamme

r 接続の作成] を選択すると、新しい Yammer 接続を作成することができます。Yammer 接続の作

成の詳細については、Yammer 接続の作成 を参照してください。[更新] を選択すると、接続を更新しま

す。 

ルールが適用されているノードを選択する場合、関連のルール設定が画面右側に表示されます。オプション

を選択して、ルールを変更する方法を決定します。 

 ルール設定を変更する – このオプションを選択すると、既存のルール設定を変更します。[次へ] 

を選択すると、次の手順で設定を編集することができます。 

 既存のリアルタイム ルールの使用を停止する – このオプションを選択して、[適用] を選択する

と、ルールはこのノードから削除されます。  

[次へ] を選択します。 

 範囲設定の構成 手順で、次の質問に対する希望のオプションを選択して設定を構成します。 

 特定のユーザーに投稿されているコンテンツをスキャンしますか – 特定のユーザーに投稿されてい

るコンテンツをスキャンするかどうかを選択します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.type.assemblyqualifiedname(v=vs.110).aspx
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 すべての投稿をスキャンする – このオプションを選択すると、すべての投稿をスキャンしま

す。 

 指定のユーザーを含むファイルをインポートする – このオプションを選択すると、追加済

みユーザーを含むファイルをインポートします。[テンプレートのダウンロード] を選択し、テ

ンプレート ファイルを保存することができます。テンプレート ファイルを編集してユーザーを追

加してから、[インポート] を選択するとファイルをインポートします。 

 投稿をスキャン対象とするユーザーを指定する – テキスト フィールドにユーザーを入力

し、[ユーザーの確認] を選択すると、入力したユーザーが正しいかどうかを確認します。

複数のユーザー名を追加する場合は、セミコロン (;) で区切ります。 

[高度検索] を選択すると、希望のユーザーを検索することもできます。高度検索 ウィン

ドウが表示されます。検索ボックスにキーワードを入力すると、ネットワークに関連付けられ

ている関連ユーザーの名前とメール アドレスがこの表に表示されます。 

[詳細設定] ボタンを選択すると、ユーザーまたはグループによって結果をフィルターすること

もできます。  

これらの条件の _ に一致する場合 で、すべて または いずれか を選択します。 

 すべて を選択する場合 – 構成した条件のすべてに一致するグループまたはユー

ザーの投稿がスキャン対象となります。 

 いずれか を選択する場合 – 構成した条件のいずれかに一致するグループまた

はユーザーの投稿がスキャン対象となります。 

[条件の追加] を選択します。グループ名 または ユーザー名 を選択し、に次の値を含

む または が次の値に等しい を選択します。値を入力します フィールドに値を追加しま

す。 

複数の条件を追加する場合は、[条件の追加] を選択します。  

削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

複数の条件グループを追加する場合は、[グループの追加] を選択します。 

フィルター ルールを構成した後、[検索] を選択すると関連するユーザーを検索します。検

出されたユーザーまたは検出されたグループ内のユーザーがこの表に表示されます。 
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ユーザーのチェックボックスを選択してから、[追加] ボタンを選択します。選択したユーザー

は、投稿をスキャン対象とするユーザーを指定する 配下のテキスト フィールドに追加され

ます。 

 投稿がスキャンされる希望のユーザーをフィルターする条件を指定する – 希望のユーザ

ーをフィルターする条件を構成します。  

これらの条件の _ に一致する場合 で、すべて または いずれか を選択します。 

 すべて を選択する場合 – 構成した条件のすべてに一致するグループまたはユー

ザーの投稿がスキャン対象となります。 

 いずれか を選択する場合 – 構成した条件のいずれかに一致するグループまた

はユーザーの投稿がスキャン対象となります。 

[条件の追加] を選択します。グループ名 または ユーザー名 を選択し、に次の値を含

む または が次の値に等しい を選択します。値を入力します フィールドに値を追加しま

す。 

複数の条件を追加する場合は、[条件の追加] を選択します。  

削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

[次へ] を選択します。 

 スキャン ルールの構成 手順で、テスト パッケージを使用してファイルをスキャンするかどうかを選択します。 

テスト パッケージを使用するには、はい。テスト パッケージを使用して、ファイルのコンテンツおよび属性を

分析します を選択し、表内のテスト パッケージを選択します。テスト パッケージの表では、次のアクションを

実行することができます。 

 作成 – [作成] を選択すると、新しいテスト パッケージを作成します。テスト パッケージの作成の

詳細については、テスト パッケージの作成 を参照してください。 

 更新 – [更新] を選択すると、テスト パッケージ リストを更新します。 

 説明の表示 – テスト パッケージ名を選択すると、画面右側の 説明 フィールドに説明が表示され

ます。 

 検索 – 検索フィールドにキーワードを入力すると、希望のテスト パッケージを検索します。 

 指定のページへ移動するには、下部右側の ページ ... / テキスト ボックスにページ数を入力し

て、キーボードの Enter キーを押します。 
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 下部右側の [>] ボタンを選択すると次のページへ、下部右側の [<] ボタンを選択すると前のペ

ージへ移動します。 

[次へ] を選択します。 

 アクション ルールの構成 手順で、Compliance Guardian で違反が検出された場合、オブジェクトに対

してアクションを実行するかどうかを選択します。 

オブジェクトに対してアクションを実行する場合、[はい。違反が検出された場合、Compliance Guardi

an が自動的にアクションを実行します] を選択して、アクションを構成します。各アクションの構成の詳細

については、アクション ルールの構成 を参照してください。 

*注意: リアルタイム ルールに対して、スキャン ルールまたはアクション ルールを構成する必要があります。 

[次へ] を選択します。 

 全般設定の構成 手順で、ファイルのスキャン中にエラーが発生した場合にアラート メールを送信するかどう

かを指定します。はい、Compliance Guardian から指定のユーザーにメールを送信します を選択す

る場合、アラート プロファイおよびメール テンプレートを選択する必要があります。  

 [完了] を選択してルールを適用します。 

任意の手順で、[戻る] を選択すると前の手順に戻ります。[キャンセル] を選択するとルールの作成をキャ

ンセルします。 

ルールの作成の完了後、プランは スキャナー マネージャー インターフェイスの リアルタイム スキャナー タブ

配下に一覧表示されます。 

アクション ルールの構成 

アクション ルールの構成 手順で、ルール フィールドにルールの説明 (必須ではありません) を入力します。次の場

所から内容を監視する 配下のオプションを選択して、リアルタイム スキャナーを実現する方法を定義します。 

 イベント レシーバー – SharePoint に依存しないイベント レシーバーを Yammer サーバーに

登録します。ユーザーが Yammer にメッセージを投稿すると、レシーバーは Yammer サーバー

からイベントを受信し、Compliance Guardian エージェントにメッセージを送信します。これによ

り、スキャンやアクションが実行されます。 

 Web パーツ – AvePoint Yammer コネクタ Web パーツを SharePoint に追加しておく必

要があります。ユーザーがこの Web パーツ経由でメッセージを投稿する際、Compliance Guar
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dian がキャプチャしてスキャンし、特定のアクションを実行します。詳細については、AvePoint Ya

mmer コネクタ Web パーツを使用した Yammer へのメッセージ投稿 を参照してください。 

*注意: Yammer 用リアルタイム スキャナーを使用する場合は、YammerConnector4.ws

p ソリューションを SharePoint へ展開する必要があります。 

以下の条件が満たされた場合 配下のオプションを選択して、希望のコンテンツをフィルターするかどうかを指定しま

す。 

すべてのファイル を選択する場合、アクションの追加 を選択し、ドロップダウン リストからアクションを選択します。ア

クションは、アクション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの

設定を構成します。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各アクションの

詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 

条件を指定する を選択する場合、定義した条件に従ってスキャン済みファイルがフィルターされます。条件を満たすフ

ァイルは、アクションによって影響を受けます。以下の条件を構成します。 

 これらの条件の _ が _ である場合 で すべて / いずれか および True / False を選択します。 

 すべて – すべての条件を満たすファイルが True / False と見なされます。 

 いずれか – 条件のいずれかを満たすファイルが True / False と見なされます。 

 True – 条件を満たすスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けます。 

 False – 条件を満たしていないスキャン済みファイルは、構成したアクションによって影響を受けま

す。 

 [条件の追加] を選択して、設定を構成します。 

 1 件目のリンクから メッセージ または サマリー結果 を選択し、2 件目のリンクから値を選択しま

す。 

 メッセージ – ここで指定したメッセージ情報に基づき、指定したアクションに影響される不

適切なコンテンツを含む範囲を定義します。 

 サマリー結果 – サマリー結果を生成できるテスト パッケージを選択した場合、このオプショ

ンが表示されます。これはファイルによって返されるサマリー結果に基づきます。 

 条件を選択します。 

 ルールに使用する値をテキスト ボックスに入力します。 

複数の条件を追加する場合は、手順 2 を繰り返します。 
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条件の後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件を削除します。 

 [グループの追加] を選択すると、条件グループを追加します。手順 2 で構成した条件を満たし、かつ条

件グループ内の条件を満たすファイルがアクションによって影響を受けます。 

複数の条件グループを追加する場合は、手順 3 を繰り返します。 

条件グループの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、条件グループを削除します。 

 条件の構成後、[アクションの追加] を選択してドロップリストからアクションを選択します。アクションは、アク

ション 配下に表示されます。追加されるアクションの後方にある [構成] を選択すると、アクションの設定を

構成します。 

複数のアクションを追加する場合は、上記の手順を繰り返してアクションを追加します。アクションの構成の

順序を変更する場合は、追加されるアクションの前方にあるテキスト ボックスを選択すると、優先順位を決

定することができます。アクションの後方にある削除ボタン ( ) を選択すると、アクションを削除します。各ア

クションの詳細については、スキャナー アクション を参照してください。 

 上記の条件およびアクションの構成後、[上記以外の場合の条件追加] を選択すると、手順 2 と手順 3 

で構成した条件を満たしていないスキャン済みファイルに対してアクションを定義することができます。条件お

よびアクションの構成の詳細については、手順 2 と手順 3 を参照してください。 

 [ルールの追加] を選択すると別のルールを追加します。[XML ファイルへエクスポート] を選択すると、設

定を XML ファイルにエクスポートすることができます。[XML ファイルのインポート] を選択すると、XML フ

ァイルをインポートすることもできます。 

スキャナー アクション 

各スキャナー アクションの詳細については、次のセクションを参照してください。 

墨消し 

リアルタイム スキャナーを実現するために Web パーツを選択すると、このアクションが表示されます。アクション ポリシ

ーで構成した条件に合致する投稿は墨消しされます。 

墨消し アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成し

ます。 

 墨消しの前に、選択した場所にコンテンツが保存されます – 墨消しするコンテンツの保存先を選

択します。 
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 検索されたコンテンツの処理方法を選択します。 

 不合格コンテンツをただちに削除します – このオプションを選択すると、検出されたコンテ

ンツは直接削除されます。 

 一致するコンテンツを置き換えます – このオプションを選択すると、検出されたコンテンツ

は以下の設定で指定した値に置き換えられます。 

 対象コンテンツを指定するには、以下の設定を構成します。 

 キーワードを定義します。次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツは墨消

しされます – を含む または と完全に一致する を選択します。その後、キーワードを入力

して、テキストは大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。入力したキーワードを

含む / と完全に一致するコンテンツは検出されます。複数のキーワードを追加する場合

は、コンマ (,) で区切ります。 

 正規表現を定義します。次の正規表現に一致するコンテンツが墨消しされます – 正

規表現を入力し、正規表現は大文字と小文字を区別するかどうかを選択します。ここで

指定された正規表現に一致するコンテンツは検出されます。複数の正規表現を追加す

る場合は、コンマ (,) で区切ります。 

次のコンテンツを墨消しの対象から除外する を選択すると、上記の正規表現に一致す

るコンテンツから希望のコンテンツを除外するための設定を構成することができます。除外さ

れるコンテンツに対して墨消しを実行しません。 

 次のキーワードを含む / と完全に一致するコンテンツ – を含む または と完全

に一致する を選択します。その後、キーワードを入力して、テキストは大文字と

小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコンテン

ツが、ここで入力したキーワードを含む / と完全に一致する場合、このコンテンツ

は除外され、墨消しされません。 

 次の正規表現に一致するコンテンツ – 正規表現を入力して、正規表現は大

文字と小文字を区別するかどうかを選択します。上記の正規表現に一致するコ

ンテンツが、ここで入力した正規表現にも一致する場合、このコンテンツは除外さ

れ、墨消しされません。 

 検出されたコンテンツを置き換える値および関連設定を構成します。一致するコンテンツを置き換

えます オプションを選択する場合のみ、これらの設定が表示されます。 

 セクション / 単語を入力して上記のコンテンツを置き換えます で セクション または 単

語 を選択すると、単語に置き換えるか、セクションに置き換えるかを定義します。 

単語 を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。 
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セクション を選択する場合、検出されたコンテンツを置き換える値を入力します。その後、

上記のコンテンツの前の _ 文字、およびコンテンツに続く _ 文字が墨消しされます に

数値を入力します。指定した数値の範囲にある文字が墨消しされます。 

 文字を繰り返し、墨消しの長さを元の値に一致させる – 指定した値を繰り返すかどうか

を選択します。繰り返しを実行することにより、元のコンテンツと同じ長さになるかどうかを検

証します。 

 墨消しを実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する オプションを選択する場合、ユーザーに通知を送信

します。[なし] リンクを選択してテンプレートを選択します。[メール テンプレートの新規

作成] を選択すると、新しいテンプレートを作成することもできます。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 
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ブロック 

リアルタイム スキャナーを実現するために Web パーツを選択すると、このアクションが表示されます。アクション ポリシ

ーで構成した条件に合致する投稿はブロックされます。 

ブロック アクションの後方にある [構成] を選択した後、表示される 構成 インターフェイスで、以下の設定を構成し

ます。 

 ブロックの前に、選択した場所にコンテンツが保存されます – ブロックするコンテンツの保存先を

選択します。 

 ブロックを実行し、通知を送信する – このオプションを選択すると、通知設定を構成します。 

 アクションの正常な実行後、次のユーザーにメールを送信する – アクションが成功した

場合のアラート受信者を選択します。 

 選択した通知プロファイル _ 内のユーザー、メール テンプレート: _ - このチェ

ックボックスを選択すると、選択したアラート通知プロファイル内の受取人にアラー

ト メールを送信します。このオプションを選択する場合、該当の [なし] リンクを

選択して、ドロップダウン リストからアラート通知プロファイルおよびメール テンプレ

ートを選択します。 

 アクションの失敗が発生した場合、次のユーザーにメールを送信する – アクションの失

敗が発生した場合のアラート受信者を選択します。 

 アクションが実行されると [インシデント マネージャー] でインシデントを開始します。インシデン

トを以下のユーザーに割り当てます – このオプションを選択すると、アクションが実行される際にイ

ンシデント マネージャーでインシデントを開始します。割り当て先を選択します。 

 範囲マッピング内のユーザー – インシデントは範囲マッピング内のユーザーに割り当てら

れます。このオプションを選択する場合、[なし] リンクを選択して、ドロップダウン リストから

範囲マッピングを選択します。 

 指定したユーザー / グループ – インシデントは指定したユーザーに割り当てられます。表

示されるテキスト フィールドにユーザー名またはグループ名を入力して、キーボードの Ent

er キーを押すか、[検証] を選択すると、入力したユーザーまたはグループが有効である

かどうかをテストします。複数のユーザーまたはグループを追加することができます。 

 テンプレート _ を使用して通知する オプションを選択する場合、ユーザーに通知を送信

します。[なし] リンクを選択してテンプレートを選択します。[メール テンプレートの新規

作成] を選択すると、新しいテンプレートを作成することもできます。 

[保存] を選択すると、ウィンドウでの設定を保存します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。 
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削除 

リアルタイム スキャナーを実現するために Web パーツを選択すると、このアクションが表示されます。詳細について

は、削除 を参照してください。 

通知のみ 

詳細については、通知のみ を参照してください。 

タグの追加 

詳細については、タグの追加 を参照してください。 

AvePoint Yammer コネクタ Web パーツを使用した Yammer へ

のメッセージ投稿 

AvePoint Yammer コネクタ Web パーツは、SharePoint に追加され、Yammer のコンテンツ投稿をスキャン

するために使用されます。コンテンツ投稿をスキャンする前に、リアルタイム スキャナー ルールを構成する必要がありま

す。Compliance Guardian はこのルールに基づき、コンテンツをスキャンします。この機能を使用する前に Yam

merConnector4.wsp が展開されていることを確認してください。詳細については、ソリューション マネージャー を

参照してください。 

*注意: この機能は SharePoint 2010 および SharePoint 2013 で使用可能です。 

AvePoint Yammer コネクタ機能の有効化 

AvePoint Yammer コネクタ Web パーツ を追加したいサイトの [サイト設定] > [サイトの機能] に移動し

て、AvePoint Yammer コネクタ機能をアクティブにします。 

AvePoint Yammer コネクタ Web パーツの追加 

以下の手順に従って、AvePoint Yammer コネクタ Web パーツを追加します。 

 SharePoint ページに移動し、ページ タブを選択します。 

 リボン上で [編集] を選択します。ドロップダウン リストから 編集 を選択すると、挿入 タブが表示されます。 

 挿入 タブを選択します。リボン上で [Web パーツ] を選択します。 

 画面左側の カテゴリ フィールドで [カスタム] を選択します。AvePoint Yammer コネクタ Web パーツ

が表示されます。 
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 画面右側の [追加] を選択すると、AvePoint Yammer コネクタ Web パーツが追加されます。 

AvePoint Yammer コネクタ Web パーツ経由の Yammer へのメッセージの

投稿 

AvePoint Yammer コネクタ Web パーツを SharePoint ページに追加した後、次の手順に従って Yammer 

にログインしてください。 

 [Yammer にログイン] を選択します。 

 接続を選択します。[ログイン] を選択します。 

 Yammer のログイン アカウントを入力して、[ログイン] を選択します。 

このログイン アカウントを使用してメッセージを投稿、データを更新、またはメッセージを取得する際、メッセージは Co

mpliance Guardian で構成したリアルタイム スキャナー ルールに基づいてスキャンされます。 

*注意: Web パーツを使用する場合、一度にメッセージを投稿することができるのは 1 グループに対してのみです。 
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図14: AvePoint Yammer コネクタ Web パーツ 
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インシデント管理センター 

インシデント管理センターでは、スキャン レコードおよびレポートを表示すること、およびスキャン後にこれらのファイルに

対して追跡またはアクションを実行することができます。ユーザー権限の構成により、ユーザーがインシデント管理セン

ターでアクセス・利用可能な機能またはアクションを制限することができます。詳細については、Compliance Guard

ian ユーザー ガイド を参照してください。 

インシデント管理センター内のモジュールの起動 

インシデント管理センター 内のモジュールを起動するには、以下の手順に従ってください。 

 Compliance Guardian にログインします。インシデント管理センター 内のモジュールを選択します。 

 既にログインしている場合は、画面上部の [インシデント管理センター] を選択します。インシデント管理セ

ンターの 開始 インターフェイスが表示されます。開始 インターフェイスには、以下の 4 つの部分が存在しま

す。 

 個人用タスク - 現在ログインしているユーザーに割り当てられた最新 5 件分のタスクを表示しま

す。[すべて表示] を選択すると、すべてのタスクを表示します。 

 ヒートマップ - テスト パッケージ ヒートマップ および プラットフォーム ヒートマップ が含まれてい

ます。リンクを選択すると、各ヒートマップ インターフェイスに移動します。 

 トレンド レポート - チェック トレンド レポート および テスト パッケージ トレンド レポート が含ま

れています。リンクを選択すると、各レポートに移動します。 

 ダッシュボード - [ダッシュボードに移動] を選択すると、ダッシュボード インターフェイスに移動し、

各タイプのレポートを表示します。 

 画面の上部に表示されるナビゲーション バーからモジュールを選択することで、各モジュールを起動することも

できます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_User_Guide.pdf
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図15: インシデント管理センターの開始インターフェイス 

*注意: Compliance Guardian では、範囲マッピング データの管理に使用するクラスおよび方法を含む CCSSc

opeMapping.dll が使用可能です。カスタム進行状況を使用して DLL ファイルを参照すると、範囲マッピング デ

ータをデータベースに保存してから、データの更新、クエリ、および削除などを実行することができます。 
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ジョブ モニター 

ジョブ モニターでは、ジョブの状態と詳細情報の表示、レポートのダウンロード、ジョブの管理を集中管理インターフェイ

スから行うことができます。 

ジョブ モニターは、Compliance Guardian 内の他の機能に統合させて使用することができます。各モジュールのジ

ョブ モニターを表示した場合、対象モジュールのジョブだけがフィルタリングされた状態で表示されます。追加の機能

は、スタンドアロンのジョブ モニターでも使用可能です。 

はじめに 

ジョブ モニターを開始する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

ジョブ モニターの起動 

ジョブ モニターの起動および使用については、以下の手順に従ってください。 

 Compliance Guardian にログインします。Compliance Guardian の ホーム インターフェイスには、ジ

ョブ モニター フィールドが表示されます。  

 画面の上部にある [ジョブ モニター] を選択すると、ジョブ モニターを起動します。 

 

図16: ジョブ モニターの起動 
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ジョブ モニターについて 

ジョブ モニターでは、ジョブの表示方法をカスタマイズできるため、ジョブを効率的に管理することができます。以下の 2 

セクションでは、様々な表示オプションについて説明します。  

ジョブ モニター インターフェイス 

ジョブ モニター インターフェイスには、4 種類のエリアがあります。 

1. タブ – ジョブ モニター インターフェイスと スケジュール モニター インターフェイスを切り替えることができま

す。 

2. リボン - 表示のカスタマイズ、選択したジョブに対するアクションの実行、レポートの保存場所設定の構成な

どを行うツールバーです。 

3. 検索 - ジョブをフィルターする検索ツールです。 

4. 表示ペイン - 構成したフィルターに従ってジョブを一覧表示します。 

 

図17: ジョブ モニター ユーザー インターフェイス 
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ジョブ モニター VS スケジュール モニター 

ジョブ モニター モジュール インターフェイスには、2 種類のタブが存在しています。 

 ジョブ モニター – 現在および以前のジョブへアクセスできます。 

 スケジュール ジョブ モニター – 後で実行するようにスケジュールされているジョブに限り、アクセス

することができます。 

*注意: スケジュール ジョブ (後で実行されるようにスケジュールされているジョブ) と定期的なジョブは区別してくださ

い。スケジュール ジョブは、スケジュール ジョブ モニター タブにのみ表示されます。定期的なジョブは両方のタブに表示

されます。 

表示ペインの構成 

ジョブ モニター タブと スケジュール ジョブ モニター タブには、リボンの表示ツールバーとフィルター ツールバーがありま

す。これらを使用すると、現在のジョブや以前のジョブを効率的に管理することができます。  

表示ツールバー 

このツールバーでは、リスト ビュー と カレンダー ビュー の 2 種類のジョブの表示方法を選択することができます。 

 リスト ビュー – 表形式でジョブを表示します。列の管理ボタン ( ) を選択して列の追加や削

除、表示のカスタマイズを実行することができます。ドロップダウン メニューからチェックボックスをオンに

して、表示する列を選択します。[OK] を選択すると、選択を保存します。[キャンセル] を選択す

ると、選択を保存せずにドロップダウン メニューを閉じます。 

 カレンダー ビュー – カレンダー形式でジョブを表示します。右上にある [日]、[週]、[月] を選択

すると、ビューを切り替えることができます。マウス カーソルを各アイテムの上に置くと、ジョブの詳細

情報が表示されます。  

このツールバーでは、タイム ゾーンを構成することもできます。以下のオプションから選択します。  

 既定 - コントロール サービスをインストールするマシンのタイム ゾーンを表示します。スケジュール ジ

ョブ モニター タブでは、既定のタイム ゾーンは各スケジュールで設定されたタイム ゾーンです。 

 ローカル – Compliance Guardian にアクセスする際に Internet Explorer (IE) ブラウザー

が使用したタイム ゾーンを表示します。  

既定では、ジョブの情報のタイム ゾーンは 既定 のタイム ゾーンに設定されます。  
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*注意: カレンダー ビュー では、タイム ゾーンはローカルに設定され、変更できません。タイム ゾーンを変更する場合

は、ドロップダウン メニューから ローカル を選択します。 

フィルター ツールバー 

このツールバーでは、期間 または モジュール を使用して、表示ペインに表示するジョブをフィルターします。  

 期間 – 表示されるジョブを、期間を入力することによって絞り込みます。 

 モジュール – 表示されるジョブを、ジョブを実行するモジュールによって絞り込みます。 

ジョブの検索 

ジョブ モニターでは、表示されるジョブを絞り込むカスタマイズを実行することができます。検索フィールドはツールバー 

リボンの下に位置しています。該当するラジオ ボタンを選択して すべてのページを検索 もしくは 現在のページを検

索 を選択します。検索テキスト ボックスの上にカーソルを置くと、検索可能なパラメーターに関する説明が表示されま

す。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

ジョブ ID にはジョブの開始日時が含まれるため、開始日時でジョブを検索できます。数値列で時間をテキスト ボック

スに入力し、虫眼鏡アイコン ( ) を選択します (例えば、2011-01-01 17:05:10 を検索する場合、20110

101170510 と入力します)。 

ジョブの管理 

ジョブ モニター タブと スケジュール モニター タブには、様々なツール セットが存在します。使用すると、ジョブの多く

の種類をより適切に管理することができます。 

*注意: 特定の製品のジョブに対してサポートされていないツールがある場合、対応するボタンはグレーアウトされ、選

択することはできません。 

ジョブ モニター タブでの操作 

ジョブ モニターには多くのツールがあり、実行中のジョブ、または過去に実行したジョブに対してアクションを実行すること

ができます。  
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管理ツールバー 

このツールバーには以下の機能が存在します。 

 詳細の表示 – 選択したジョブのジョブ レポートを表示します。該当するチェックボックスをオンにし

て、ジョブを選択します。リボン上で [詳細の表示] を選択すると、ジョブの詳細 タブが出現し、サ

マリー タブの表示ペインにジョブ レポートが表示されます。サマリー タブには、ジョブの基本情報が

表示されます。表示パネルで [詳細] タブを選択すると、詳細情報を確認することができます。[ダ

ウンロード] を選択すると、ジョブ レポートをダウンロードします。レポート形式 (TXT、CSV および 

XLS) を選択して、現在の列 または すべての列 を選択します。[保存] を選択してレポートをダ

ウンロードするか、または [キャンセル] を選択してジョブの詳細タブに戻ります。 

 削除 – 通知を送信せずにジョブ情報を削除します。ジョブの前のチェックボックスを選択して、[削

除] を選択します。削除操作を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択す

ると、ジョブを削除します。[キャンセル] を選択すると、ジョブを削除せずにインターフェイスに戻りま

す。 

 ダウンロード – 選択したジョブのジョブ レポートを指定の場所にダウンロードすることができます。レ

ポート形式 は TXT、CSV、XLS から選択可能です。 

*注意: ジョブ レポートをダウンロードする前に、Internet Explorer (IE) のダウンロードの設定

が正しく構成されていることを確認してください。  

以下の手順に従って、IE のダウンロードの設定を構成することができます。 

 [Internet Explorer] > [ツール] > [インターネット オプション] に移動します。 

 セキュリティ タブに移動し、ゾーンを選択します。 

 このゾーンのセキュリティのレベル フィールドで レベルのカスタマイズ を選択します。 

 ダウンロード 設定が表示されるまで、下にスクロールします。 

 以下のスクリーンショットに従って詳細設定を変更します。 

 

図18: IE のセキュリティ設定 
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アクション ツールバー  

ジョブを選択すると、ツールバーが表示されます。ツールバーで 停止 アクションを使用すると、選択した進行中のジョブ

をただちに停止することができます。ジョブの状態は 停止 になりますが、ジョブの情報と、そのジョブが集計したデータ

は保持されます。[一時停止] を選択するとジョブを停止することもできます。[再開] を選択すると、ジョブの実行が

続行されます。 

*注意: ジョブが停止された場合、そのジョブを再実行するためには、そのジョブを実行する際に使用したモジュールを

起動する必要があります。プラン マネージャー タブを選択し、プランのチェックボックスを選択して [ただちに実行] を

選択します。同じジョブを再度実行すると、新しいジョブと見なされるため、以前のデータは保持されます。 

設定ツールバー 

このツールバーから レポートのエクスポート先 ツールにアクセスし、ジョブの実行後に生成されたレポートの保存場所

を指定することができます。このツールを構成しない場合、ジョブ レポートは既定の保存場所 (...\AvePoint\Co

mpliance Guardian 4\Manager\work) に保存されます。 

以下の手順を実行すると、ネットワークシェアでジョブ レポートを保存します。 

1. レポートのエクスポート先としてネットシェア パスを使用する チェックボックスを選択します。 

2. UNC パス を入力します。 

3. AD アカウント プロジェクトを選択します。[アカウント プロジェクトの新規作成] を選択すると、新しいアカ

ウント プロジェクトを作成することができます。 

4.  [OK] を選択します。 

詳細設定ツールバー 

このツールバーでは、ジョブ パフォーマンス通知 にアクセスし、応答しないジョブのジョブ パフォーマンス通知の設定を

構成することができます。ジョブが構成した時間内に応答しない場合、この問題に関する通知メールが送信されま

す。 

ジョブ パフォーマンス通知 セクションを参照してください。 
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スケジュール トリガーおよび自動トリガー 

スケジュール スキャナー プランのジョブが スケジュール トリガー 配下に一覧表示されます。リアルタイム スキャナーの

ジョブが 自動トリガー 配下に一覧表示されます。自動トリガー 配下で、ジョブ フィルターの構成 を選択するとジョ

ブをフィルターすることができます。 

 データ ソース – SharePoint または Yammer を選択します。次に SharePoint 範囲また

は Yammer 接続を選択します。 

 期間 – すべて を選択する場合、選択した範囲内のジョブがすべて表示されます。または、次の期

間内のトリガー ルール を選択して、過去 7 日間、過去 14 日間、過去 30 日間、カスタム 

のいずれかを選択します。カスタム を選択する場合、カレンダーから日付を選択して期間を指定し

ます。 

 スキャン状態 – スキャン状態を選択します。 

 アクション状態 – アクション状態を選択します。 

[クリア] を選択すると、すべての設定をクリアします。[結果の表示] を選択すると、フィルター設定を満たしているジ

ョブが表示されます。[ジョブ レポートのダウンロード] を選択すると、レポートをダウンロードします。 

スケジュール ジョブ モニター タブでの操作 

スケジュール ジョブ モニター タブには 2 種類のツールバーが存在します。スケジュールを設定し、ジョブに対するアクシ

ョンを実行することができます。以下のセクションでは、これらのツールの機能を説明します。 

アクション ツールバー  

このツールバーから、スケジュールしたジョブに対し、次のアクションを実行することができます。 

 有効化 –選択したジョブの状態が無効である場合、選択するとジョブを有効にします。 

 無効化 –選択したジョブの状態が有効である場合、選択するとジョブを無効にします。 

フィルター ツールバー 

このツールバーから、スケジュールしたジョブに対し、次のフィルター オプションを使用することができます。 

 期間 – 表示されるジョブを、期間を入力することによって絞り込みます。 

 モジュール – 表示されるジョブを、ジョブを実行するモジュールによって絞り込みます。 
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チェック検証ツールの使用 

Check Validator ツールは、Compliance Guardian を使用して作成したカスタム チェックが正しいかどうか、ス

キャン結果のタイプを取得することができるかどうかを確認するために使用されます。 

Check Validator を使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. Compliance Guardian エージェントをインストールしたコンピューターに移動して、...\AvePoint\Com

pliance Guardian 4\Agent\bin ディレクトリを開き、CCE.TDFValidator.exe ファイルを確認し

ます。 

2. CCE.TDFValidator.exe を開き、ツールを開始します。 

 

 図19: Check Validator インターフェイス 

3. [Check/Test Suite (T)] ボタン (またはキーボードの T) を選択すると、ポップアップ ウィンドウが表示

されます。検証するチェックもしくはテスト パッケージを選択して、ポップアップ ウィンドウで [開く] を選択しま

す。ツール インターフェイスには、選択したチェック / テスト パッケージの完全パスが表示されます。 
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4. [Test File (F)] ボタンを選択する (またはキーボードの F を押す) と、ポップアップ ウィンドウが表示され

ます。テストするファイルを選択して、ポップアップ ウィンドウで [開く] を選択します。ツール インターフェイスに

は選択したファイルの完全パスが表示されます。 

5. [Scan] ボタンを選択して、選択したチェックまたはテスト パッケージで定義したルールに従ってファイルをテス

トします。 

6. スキャン結果は、ツールの Scan Result フィールドに表示されます。Scan Result フィールドには、チェッ

ク ID、チェック名、発見されたインスタンスの数、各チェックの状態が表示されます。チェックの状態のいずれ

かが Failed である場合、スキャン結果は Failed になります。スキャンの所要時間も表示されます。 

 

 図20: Check Validator のスキャン結果 

7. [Export Report] を選択してスキャン結果を生成します。[Export Report] ボタンを選択すると、

ポップアップ ウィンドウが表示されます。レポートを保存する場所を選択して、ポップアップ ウィンドウで [OK] 

を選択します。詳細スキャン結果は、指定した場所に保存されます。スキャン結果が予想と異なっていない

か確認することができます。 
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8. 選択したファイルをスキャンする前に、まずチェックもしくはテスト パッケージが正しいかどうかを検証します。正

しくない場合は、[Scan] ボタンを選択した後、エラー メッセージがツール インターフェイスに表示されます。

詳細情報については、ログを参照してください。 

9. スキャン ジョブの完了後、レポートが ...\AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin\TDFV

alidatorReport に生成されます。レポートには、以下の 3 種類のファイルが含まれています。 

 Check Validator によってスキャンされたファイル 

 スキャン済みファイルの HTML 形式 

 スキャンしたファイルの違反および違反の場所をすべて含むレポート 

 

  図21: Check Validation レポート 

関連する構成ファイル 

このツールには、関連する構成ファイル CCE.TDFValidator.exe.config が存在します。このファイルは ...\Av

ePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin ディレクトリ配下に位置しています。 

 

図22: CCE.TDFValidator.exe.config ファイルの概要 

Value 属性を構成すると、最大スキャン時間を指定することができます。スキャンにかかる時間が指定したスキャン

時間を超える場合、エラー メッセージがツール インターフェイスに表示され、スキャンが停止します。既定では、Valu

e 属性の値は 180 秒に設定されています。 
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Compliance Guardian トランザクション キャプ

チャの使用 

Compliance Guardian トランザクション キャプチャを使用すると、ユーザーがアクセスする Web ページを記録する

ことができます。また、Compliance Guardian Web サイト スキャナーで使用するトランザクション ファイルとして、

記録された結果を保存することができます。トランザクション ファイルに記録された URL は、Compliance Guardi

an スキャンで使用される開始 URL です。 

*注意: Compliance Guardian トランザクション キャプチャを使用する前に、Microsoft Visual C++ 2010 x

86 Redistributable および Microsoft .NET Framework 3.5 以上のバージョンをインストールしておく必要

があります。  

Compliance Guardian トランザクション キャプチャの

使用のシステム要件 

Compliance Guardian トランザクション キャプチャには、AgentToolWebSiteRecorder_.NETv2.msi およ

び AgentToolWebSiteRecorder_.NETv4.msi が存在します。 

2 種類のバージョンのシステム要件については、次のテーブルを参照してください。 

Compliance Guardian トランザクション キャプチャのインストール フ

ァイル バージョン 

要件 

AgentToolWebSiteRecorder_.NETv2.msi Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows Vista 

Windows Server 2008 

Windows 7 

Windows Server 2008 

R2 

Windows Thin PC 

AgentToolWebSiteRecorder_.NETv4.msi Windows 8 

Windows Server 2012 
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Compliance Guardian トランザクション キャプチャのインストール フ

ァイル バージョン 

要件 

Windows 8.1 

Windows Server 2012 

R2 

Compliance Guardian トランザクション キャプチャの

インストール 

Compliance Guardian トランザクション キャプチャをインストールする方法については、以下の手順に従ってくださ

い。 

 ...\Compliance Guardian 4\Agent\bin\WebSiteRecorderInstallFiles で AgentToolW

ebSiteRecorder_.NETv2.msi または AgentToolWebSiteRecorder_.NETv4.msi ファ

イルを確認します。 

 AgentToolWebSiteRecorder_.NETv2.msi または AgentToolWebSiteRecorder_.N

ETv4.msi を開きます。 

*注意: どちらのバージョンをインストールするかは、お使いのシステムに応じて決定してください。Complian

ce Guardian 必要要件・システム要件 を参照してください。 

 表示されるドロップダウン メニューから インストール を選択すると、Compliance Guardian Transac

tion Script Recorder Setups ウィザードが表示されます。このウィザードを利用して Compliance 

Guardian トランザクション キャプチャをインストールすることができます。 

 ウィザードのウェルカム ページで [Next] を選択します。 

 このツールの関連するファイルを保存する場所となるフォルダーを選択します。既定の展開先は、C:\Progr

am Files (x86)\AvePoint\CG Transaction Script Recorder\ です。[Browse] を選択する

と、別の場所を選択することができます。 

[Browse] の下の [Disk Cost...] ボタンを選択すると、ツールをインストール可能なドライブが表示さ

れます。また、各ドライブの使用可能なディスク容量およびツールの必要なディスク容量も表示されます。  

[Next] を選択します。 

 Confirm Installation ページでインストールを確認して、[Next] を選択します。 
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 ツールのインストールが開始します。  

 インストールが終了したら、[Close] を選択し、インストール ウィザードを終了します。 

ツールの使用 

Compliance Guardian トランザクション キャプチャ ...\Program Files (x86)\Internet Explorer から Wi

ndows Internet Explorer (x86) を開き、メニュー バー の [表示] を選択して、[エクスプローラー バー] を

選択します。表示されるドロップダウン メニューから Compliance Guardian トランザクション キャプチャを指定しま

す。Compliance Guardian Transaction Capture を選択して、このツールを開きます。ツールのインター

フェイスは、現在の Web ページの下部に表示されます。以下のスクリーンショットを参照してください。 

 

図23: Compliance Guardian トランザクション キャプチャ インターフェイス 

 操作フィールド – このフィールドでは、次の操作を実行することができます。 

o 記録 – 記録する Web ページで [記録] ボタンを選択します。Compliance Guardi

an トランザクション キャプチャは、現在の Web ページからアクセスする Web ページの記

録を開始します。記録した URL は 記録済み情報フィールド に表示されます。 

o 停止 – Web ページの記録を停止します。 

o 再生 – 選択すると、記録済み Web ページがアクセス順序に従って自動的に再生され

ます。 

o リセット – すべての記録済み結果がクリアされます。 

o 保存 – 一連の操作結果がトランザクション ファイルとして保存されます。[保存] ボタンを

選択すると、Save As のウィンドウがポップアップ表示されます。場所を選択し、[保存] 

を選択して Compliance Guardian Web サイト スキャナー用のトランザクション ファイ

ルを保存します。 

o オプション – ポップアップ ウィンドウが表示されます。AJAX 要求のキャプチャ (XMLHt

tpRequest) の前にあるチェックボックスを選択します。これにより、Compliance Gua
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rdian トランザクション キャプチャが AJAX 要求を使用する Web ページを記録すること

ができます。 

o 削除 – 記録済み情報フィールド 内の記録を選択して [削除] を選択します。 

o インポート –  保存済みトランザクション ファイルをインポートします。[再生] を選択する

と、トランザクション ファイル記録の結果を表示することができます。 

o ヘルプ – ヘルプ情報を表示します。 

 記録済み情報フィールド – 記録済みの結果はこのフィールドに表示されます。 

o URL – 記録された Web ページの URL です。 

o 状態 – Web ページの状態コードです。 

o ドメイン – URL のドメインです。 

o スキャン – この列の下のチェックボックスを選択します。対応する URL が割り当てられま

す。Compliance Guardian Web サイト スキャナーの関連するトランザクション ファイ

ルを保存した後、スキャンする開始 URL として使用することができるのは、ここで割り当て

た URL のみです。選択・スキャンすることができるのは、対応するステータス コードが 20

0 である URL のチェックボックスのみです。 

画面左上の閉じるボタン ( ) を選択して、Compliance Guardian トランザクション キャプチャ ツールを閉じま

す。 
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パフォーマンス モニターでの Compliance Guard

ian ジョブ パフォーマンスの監査 

Compliance Guardian では、パフォーマンス モニターでジョブ パフォーマンスを監査することができます。  

 Compliance Guardian エージェントがインストールされているマシンで、スタート > 管理ツール > パフ

ォーマンス モニター の順に移動します。 

 画面左側の パフォーマンス モニター を選択して、画面中央で [追加] ボタン ( ) を選択します。カウ

ンターの追加 ウィンドウが表示されます。 

 Compliance Guardian カテゴリーを確認し、該当のカウンターを追加します。  

 この操作により、Compliance Guardian ジョブ パフォーマンスを監査することができます。  

 新しいデータ セットを作成して、Compliance Guardian ジョブ パフォーマンス レポートを表示することが

できます。以下の手順を参照してください。 

a. 画面左側の データ コレクター セット を展開します。 

b. データ コレクター セット 配下の ユーザー定義 を右クリックします。ドロップダウン リストから [新規

作成] を選択して、[データ コレクター セット] を選択します。 

c. 手動で作成する (詳細) ラジオ ボタンを選択して、名前を入力します。[次へ] を選択します。 

d. [パフォーマンス カウンター] チェックボックスを選択してから、[次へ] を選択します。 

e. [追加] を選択します。表示されるウィンドウで Compliance Guardian カテゴリー カウンター

を追加してから、[OK] を選択します。データ収集の間隔および単位を指定します。[次へ] を選

択します。 

f. レポートの保存ディレクトリを選択します。[次へ] を選択します。 

g. [完了] を選択します。新しいデータ セットが作成されます。ユーザー定義 配下のこのデータ セッ

トを右クリックして [開始] を選択すると、データの収集を開始します。データ セットを選択して [停

止] を選択すると、データの収集を停止します。この操作の完了後、レポートを表示することができ

ます。 
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Fingerprinting Tool の使用 

Fingerprinting Tool を使用すると、ファイルを比較し、フィンガープリント タイプのチェックで使用することのできるフ

ァイルの類似性に関する情報を収集することができます。 

このツールの機能は以下のとおりです。 

 フィンガープリント タイプのチェックにファイルを数種類追加し、テンプレートとして保存する 

 ファイルをフォルダー内の他のファイルと比較する 

 フォルダー内のファイルを比較し、ファイルの類似性を報告するマトリックス ファイルを生成する 

 機能 3 で生成されたマトリックス ファイルに基づき、指定した類似性しきい値よりも近似性の高いファイルの

グループ化レポートを生成する  

以上の機能を使用するには、CCE.FingerPrintingTool.exe ファイルをコマンド ラインで実行する必要があり

ます。Compliance Guardian エージェントをインストールしたコンピューターに移動して、...\AvePoint\Compli

ance Guardian 4\Agent\bin ディレクトリを開き、CCE.FingerPrintingTool.exe ファイルを確認します。 

コンピューターで、スタート > すべてのプログラム > アクセサリ > コマンド プロンプト に移動します。コマンドライン 

インターフェイスにディレクトリを入力します。例えば、C:\Program Files\AvePoint\Compliance Guard

ian 4\Agent\bin\ CCE.FingerPrintingTool.exe と入力して、Enter キーを押します。 

フィンガープリント タイプのチェック内のテンプレートとしてのファイルを追加する方法については、以下の説明を参照し

てください。 

 –o registerfile コマンドを入力します。 

 –file コマンドを入力し、テンプレート ファイルのパスを入力します。ファイル名には * を使用することができ

ます。例えば、C:\12*.docx を入力する場合、ディスク C 内で 12 で開始するすべての DOCX ファイ

ルがテンプレート ファイルとして使用されます。 

 –tdf コマンドを入力し、チェック ファイルのパスを入力します。テンプレート ファイルはこのチェックで使用され

ます。 

 Enter キーを押します。 



 

312  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

 

 

 図24: –o registerfile コマンドの使用 

ファイルをフォルダー内の他のファイルと比較する方法については、以下の説明を参照してください。 

 –o comparefile コマンドを入力します。 

 –file コマンドを入力し、ファイル パスを入力します。 

 ファイル パスの後に –folder コマンドを入力し、フォルダー パスを入力します。フォルダーの直下のファイル

は指定したファイルと比較されますが、フォルダーのサブフォルダー内のファイルは指定したファイルと比較されま

せん。 

 –type コマンドを入力し、RAW、TEXT、EXACT のいずれかを入力して一致の形式を指定します。一

致の形式の詳細については、Fingerprinting タイプ チェックの作成 を参照してください。 

 –output コマンドを入力し、生成された CSV レポートの完全パスを入力します。 

 Enter キーを押します。指定した CSV レポートが指定のパスに生成されます。 

 

 図25: –o comparefile コマンドの使用 

フォルダー内のファイルを比較し、ファイルの類似性を報告するマトリックス ファイル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。 

 –o buildcomparematrix コマンドを入力します。 

 –folder コマンドを入力して、フォルダー パスを入力します。このフォルダー内のファイルが相互に比較されま

す。 

 –type コマンドを入力し、RAW、TEXT、EXACT のいずれかを入力して一致の形式を指定します。 

 –output コマンドを入力し、生成された CSV レポートの完全パスを入力します。 

 Enter キーを押します。マトリックス CSV レポートが指定のパスに生成されます。 
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 図26: –o comparefile コマンドの使用 

機能 3 で生成したマトリックス ファイルに基づいて、指定した類似性しきい値より大きい類似性を持つファイルをグル

ープ化したレポート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。 

 –o reportcluster コマンドを入力します。 

 –matrix コマンドを入力し、マトリックス CSV レポートの完全パスを入力します。 

 –threshold コマンドを入力して、類似性しきい値を入力します。 

 –output コマンドを入力し、生成したレポートの完全パスを入力します。 

 Enter キーを押します。レポートは指定のパス配下に生成されます。類似性が指定したしきい値以上に達

するファイルが、CSV ファイルの 1 行にまとめられます。 

 

 図27: –o reportcluster コマンドの使用 
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Performance Matrix Tool の使用 

Performance Matrix Tool を使用すると、お使いの環境内のファイルをスキャンする時間を推定することができま

す。  

...\AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin ディレクトリに移動して、CCE.ScanEstimate.ex

e ファイルを確認します。ファイルを右クリックして、[管理者として実行] を選択してツールを開きます。 

スキャン時間を推定するには、ツール上で次の手順を実行してください。 

 スキャンの平均速度の生成 

 ターゲット環境の情報の提供 

 スキャン時間の予測 

スキャンの平均速度の生成 

ツールの Step 1 フィールドでは、Built-in オプションが選択されており、平均速度が表示されます。これは、ツール

が built-in マトリックス ファイル CCE.ScanEstimateBuildinMatrix.xml (...\AvePoint\Compliance 

Guardian 4\Agent\bin に存在する) を使用して、平均速度を予測することを意味します。 
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図28: Performance Matrix Tool インターフェイス 

built-in マトリックス ファイルを使用しない場合は、[Generate a new one] を選択することができます。ファイ

ルのスキャンに使用するテスト パッケージを選択し、選択したテスト パッケージによってスキャンされるファイルのフォルダ

ーを選択します。[Create Matrix] を選択し、生成したファイルの保存場所を選択します。選択したテスト パッケ

ージによってスキャンされるファイルの平均時間の予測用のマトリックス ファイルが生成されます。必要に応じて、生成

したマトリックス ファイルを編集することもできます。 
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[Select one] を選択し、希望のマトリックス ファイルを選択します。平均速度が表示されます。 

ターゲット環境の情報の提供 

ツールの Step 2 フィールドでは、ファイルの合計スキャン時間を予測するために、お使いの環境のデータ サイズ情報

を提供する必要があります。 

 Specify total data size – このオプションを選択する場合、The total data is about 

フィールドに合計データ サイズを入力して単位を選択します。  

 Specify the size of each file type – このオプションを選択すると、マトリックス ファイル (S

tep 1 で平均速度の予測用) 内に存在するファイル タイプが表示されます。各ファイル タイプの

合計データ サイズを入力します。これは、[Specify total data size] オプションを選択して合

計データ サイズを入力するよりスキャン時間の推定がもっと正確です。 

 Import discovery result file – 検出結果ファイルを直接インポートします。検出機能を

使用すると、検出結果ファイルを生成することができます。機能の詳細については、付録 H: 検出

機能の使用 を参照してください。 

スキャン時間の予測 

Step 1 で平均速度を生成し、Step 2 でデータ サイズを指定した後、Step 3 で [Estimate] を選択すると、

データのスキャン時間が生成・表示されます。[Export details to excel] を選択し、エクスポートされた Excel 

の保存場所を選択します。エクスポートされた Excel には、3 件のシートがあります。 

 Summary – スキャン設定のサマリー、スキャンされたデータ サイズ、合計スキャン時間を表示し

ます。 

 File Conversion – スキャンされたファイル タイプおよびファイル コンテンツの解凍時間を表示し

ます。このシートには、ファイル サイズおよび解凍時間を表示するグラフもあります。 

 File Scan – スキャンされたファイル タイプおよび解凍済みファイル コンテンツのスキャン時間を表

示します。このシートには、ファイル サイズおよびスキャン時間を表示するグラフもあります。 
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図29: エクスポートされた Excel 
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付録 A: Compliance Guardian での Custo

mScan の使用 

CustomScan タイプ チェックを使用すると、チェック レベルにカスタマイズしたチェックを実装し、現在のチェック タイプ

を拡張することができます。他のチェックと併用することにより、ファイル内の情報の検索および対処を実行することがで

きます。 

メソッド 

CCE でインターフェイス ICustomTDF を定義します。すべての実装クラスは、インターフェイスを実装する必要があ

ります。このインターフェイスは、既定では次のように定義されています。 

    public interface ICustomTDF 

    { 

        ReportResult TrueResult { get; set; } 

        ReportResult FalseResult { get; set; } 

        TDFContentType ContentType { get; set; } 

        TestResult Scan(ScanContext context, ScanContent content); 

    } 

ScanContext および ScanContent には、built-in チェックがスキャンに必要とするすべての要素が含まれて

います。 

    public class ScanContent 

    { 

 // ファイル拡張子 

        public string FileType; 

 public string Url; 

// 元のファイル パス 
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        public string FilePath; 

// cookie、SSL レベル、SharePoint メタデータなどを含みます。 

        public IDictionary<string, object> Metadata; 

} 

次のコードはチェックです。 

<Tdf TdfID="CustomTDFID"> 

  <ReportText> 

    <Name>CustomTDF</Name> 

    <PolicyURL>http://www.avepoint.com</PolicyURL> 

    <Description>CustomTDF definition</Description> 

    <True result="Pass">Passed</True> 

    <False result="Fail">Failed</False> 

  </ReportText> 

  <CustomTDF Class="Namespace.Class, DllName" /> 

</Tdf> 

以下の点にご注意ください:  

 カスタム DLL は、上記のように定義されたインターフェイスを実装する必要があります。 

 スキャンの際、CCE は、コンストラクタを呼び出し、XML のコンテンツをパラメーターとしてパスしま

す。その後、CCE は、インターフェイスで定義された scan() メソッドを呼び出します。 

 scan() メソッドによって返される結果は、通常のチェック結果として扱う必要があります。 

以下は、通常のチェック結果の例です。 

public class TestResult 

{ 

    public string TdfId;   

    public ReportResult Status; //チェック結果 
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    // すべての違反のリスト 

    public List<TestResultUnit> ResultList; 

} 

public class TestResultUnit 

{ 

        public string TdfId;  

        public int Line;  // 違反の場所 (違反の表示を行にする) 

        public int Column;     // 違反の場所 (違反の表示を列にする) 

        public int StartIndex; //  開始インデックスによる位置決め 

        public int Length;  //開始インデックスと長さは、実際の結果を定義するために一緒に使用されま

す。 

        public ListLocStatus Result; // 注意、警告、失敗 

        public string MatchResult; // 実際に一致する値 

} 

チェック DLL ファイルの書き込み後、...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin に移動すると、CustomSca

n チェックが使用できます。 

CustomCheck  

CustomCheck は正規表現の結果のチェック デジットを計算する目的で使用されます。使用することにより、結

果を検証します。 

CustomCheck の使用 

CustomCheck 機能を使用するには、次のセクションを参照してください。 
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メソッド 

Interface IValidation を定義します。CCE での使用には、すべての実装クラスは、インターフェイスを実装し、パ

ブリック メソッド "Validate" を公開する必要があります。このインターフェイスは、既定では次のように定義されていま

す。 

    public interface IValidation 

    { 

        string Parameters { get; set; } 

        bool Validate(string id); 

} 

構成 

DLL およびクラス構成ファイル "ContentComplianceConfig.xml" を定義します。"Class" の値は、クラスの

完全名と DLL の完全名をコンマ (,) で区切ったものである必要があります。名前は、checksum アルゴリズムの

名前を意味します。Regex がこの値からアルゴリズムを呼び出します。ノード <Parameters> は、特定のアルゴリ

ズムに必要となるパラメーターです。すべてのコンテンツは文字列として内部で通過されます。 

<!-- CustomCheck Node --> 

<CustomCheck Name="Credit Card Number" Class="DocAve.ContentCompliance.Engine.Checksum, CommonChecksu

m"> 

       <Parameters> 

       <![CDATA[ Parameter as string ]]> 

       </Parameters> 

</CustomCheck> 

*注意: 外部 DLL を読み込むには、agent\bin フォルダー内または GAC 内のいずれかに配置される必要があり

ます。 

例 

<!-- Canadian SIN & Credit Card Number--> 
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<RegEx CaseSensitive="No" ListLocStatus="Fail" ListLoc="Yes" SearchAll="True" TrueIf="NotFound" CustomCheck="

Credit Card Number"> 

<![CDATA[(?<=^|\b)\d{3}([- ])\d{3}(\1)\d{3}(?=$|\b)]]> 

</RegEx>これは、Checksum がチェック内で定義される例です。なお、RegEx のチェックサム アルゴリズムは C

ustomCheck="Credit Card Number" によって定義されます。以下は、インターフェイスを実装するクラスの例

です。 

public class LuhnAlgorithm :IValidation 

{ 

    public string Parameters { get; set; } 

    public LuhnAlgorithm(string parameters) 

   { 

        this.Parameters = parameters; 

    } 

    public bool Validate(string number) 

    { 

        if (string.IsNullOrEmpty(this.Parameters)) 

        { 

            return ValidateInternal(number); 

        } 

        else 

        { 

            return ValidateInternal(number, this.Parameters); 

        } 

    } 

    public bool ValidateInternal(string number) 

    { 
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        //  Method without parameter 

    } 

    public bool ValidateInternal(string number, string parameters) 

    { 

        //  Method with parameter 

    } 

} 

関連する構成ファイル 

構成ファイル ContentComplianceConfig.xml は、数種類の built-in CustomCheck メソッドを提供しま

す。構成ファイルは ...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin に存在します。構成ファイルに、カスタマイズした 

CustomCheck メソッドを追加することができます。  
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付録 B: Compliance Guardian で使用可能な

ファイル タイプ 

条件 ファイル タイプ 

スキャン可能なファイル DOC 

DOCX 

XLS 

XLSX 

PPT 

PPTX 

PDF 

ASP 

ASPX 

HTM 

HTML 

TXT 

XML 

ZIP 

JSP 

PHP 

タグの追加可能 DOCX 

XLSX 

PDF 

HTM 

HTML 

ASPX 

PPTX 

PPT 

DOC 

XLS 
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*注意: XLS ファイルおよび XLSX ファイルでは、Visible プロパティが 2 – xlSheetVeryHidden に設定さ

れている非表示のシートのスキャンは可能です。 

*注意: Compliance Guardian では、非構造のテキスト コンテンツを含む PDF をスキャンすることはできませ

ん。 
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付録 C: スキャン エンジン用 API の使用 

スキャン エンジン用 API を使用するには、以下の説明を参照してください。 

ScanEngine クラスの初期化 

スキャン エンジン用 API を使用する場合は、Compliance Guardian のライセンスのサポートが必要です。サード 

パーティのプロジェクトは、Compliance Guardian エージェントがインストールされているオペレーティング システムで

コンパイルする必要があります。また、サード パーティのプロジェクトは Compliance Guardian エージェント インス

トール パスの bin フォルダー内の CCE.Engine.dll を参照する必要があります。 

現在、スキャン エンジンではシングル スレッド スキャンの実行が可能です。ScanEngine クラスを初期化する場合、

コンストラクタは ScanSetting クラスで 1 つの引数を取る必要があります。次のコード サンプルはコンストラクタを示

します。 

 

図30: コード サンプル 1 

ScanEngine.Scan メソッドのパラメーター 

以下のパラメーターは、スキャン プロセスを完成する際に使用するメソッドに使用されます。 

 

図31: ScanEngine.Scan メソッドで使用するパラメーター 

 List<string> xmls – 複数のテスト パッケージ文字列で構成されたリストです。文字列は、

XML 形式であり、チェック XML 文字列を持つテスト パッケージ XML 文字列に組み合わされ

ています。  

 string url – スキャンされるファイルの元の URL です。 

 string filePath – スキャンされるファイルの物理ストレージ パスまたはファイルのスキャン先とな

るフォルダー パスです。 
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 IDictionary<string, object> metadata –スキャン済みファイルの関連するメタデータ

情報を保持する定義ファイルです。 

 Guid corelationId – 既定値を使用し、値を割り当てる必要はありません。 

使用例 

テスト パッケージ (コンプライアンス スキャナーで使用するテスト パッケージの構成ファイル) を使用してファイルをスキ

ャンする方法を理解するには、次の例を参照してください。 

テスト パッケージを使用してファイルのスキャン 

テスト パッケージを使用してファイルを統合するには、以下の手順に従ってください。 

 テスト パッケージ XML ファイルに基づいてチェックを組み合わせます。 

 

 図32: テスト パッケージ XML ファイル 
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 図33: 関連するチェック - 508.office.a.1.xml 

 

図34: 関連するチェック - 508.office.j.xml    

テスト パッケージ XML ファイルおよびチェックが使用可能である場合、ContentComplianceCollecti

onDefinitionUtility クラスの GetC3sDefinition メソッドを使用して、ScanEngine.Scan が

要求する引数 string xml を返すことができます。  
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 図35: コード サンプル 2   

 スキャンされるファイルの元の URL を設定します。 

 

 図36: 元の URL の設定 

 スキャンされるファイルの物理ストレージ パスを設定します。 

 

 図37: 物理ストレージ パスの設定 

 スキャン済みファイルの関連するメタデータ情報を設定します。 

 

 図38: スキャン済みファイルの関連するメタデータ情報の設定 

 ScanEngine.Scan メソッドを呼び出します。 

 

 図39: ScanEngine.Scan メソッドの呼び出し 

結果の説明 

このスクリーンショット は、代替テキストなしでピクチャを含むサンプル Word 文書を示しています。これはチェック 50

8.office.a.1.xml で定義したスキャン言語に違反します。 
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図40: サンプル Microsoft Word 文書 1 のスクリーンショット 3 

このスクリーンショット は、ページ番号を設定したサンプル Word 文書のページです。これはチェック 508.office.j.

xml を満たすものです。 

 

図41: サンプル Microsoft Word 文書 2 のスクリーンショット 3 
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このサンプル文書の設定に従って、この Word 文書のスキャン結果は Fail (このスクリーンショット内の GetStatu

s 値) となります。また、チェック 508.office.a.1.xml の状態 (TestResultList で) は Fail であり、チェック 

508.office.j.xml の状態は Pass です。  

 

図42: スキャン結果 1 

 

図43: スキャン結果 2 
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図44: スキャン結果 3 

メタデータのスキャン 

ユーザーは、チェック言語を使用し、カスタム チェックを定義して、自分の要件に従ってカスタム スキャンを実行すること

ができます。サポートされているチェック タイプの全種類の中では、SSL および Cookie Validation タイプのチェック

は、SSL レベルまたは Cookie ドメインと有効期限をテストするために、スキャン エンジンが必要になります。Compl

iance Guardian SharePoint メタデータ テストはインストール パッケージでサポートされています。  

Scan Engine API に対応する SSL/Cookie/Metadata チェックがテスト パッケージで定義、使用される場合

は、ソース ドキュメントの SSL レベル、Cookie 情報、または SharePoint メタデータが引数 metadata を介し

て合格する必要となります。 

Dictionary<string, object> metadata = new Dictionary<string, object>(); 

SSL レベル情報では、ソース サイトが HTTPS プロトコルの下にある場合、かつ SSL レベル確認チェックが使用さ

れている場合は、ソース サイトの SSL レベルはメタデータで設定される必要があります。SSL 情報を認識するスキャ

ン エンジンのキーは PublicKeySize です。セキュリティ レベルの値は 整数 である必要があります。  

 

図45: SSL レベル情報のキーおよび値 
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Cookie 情報では、テスト パッケージで Cookie 検証チェックを使用する場合、Cookie コレクションは metadat

a ディクショナリによって合格となる必要があります。キーは Cookie である必要があります。値は、ソース環境から取

得したすべての cookie オブジェクトを含む System.Net.CookieCollection オブジェクトである必要がありま

す。 

 

図46: Cookie 情報のキーおよび値 

SharePoint メタデータ情報に対する キー は Metadata である必要があります。Value オブジェクトは、キーと

して SharePoint 列名を使用する別の Dictionary<string, ColumnObject> インスタンスである必要が

あります。オブジェクト ColumnObject は、CommonContract.dll で定義されます。  

*注意: SharePoint build-in 列では、ColumnObject の属性 public bool IsBuildIn { get; se

t; } は True である場合、列の表示名はスキャン進行中のスキャン エンジンに無視されます。 

 

図47: SharePoint メタデータのキーおよび値 
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CCE.EngineWorker4.exe モード 

ScanSetting のオブジェクトのパラメーターを使用して、CCE.EngineWorker4.exe を開始するメソッドを変更

します。ScanSetting のオブジェクト setting を作成した後、ScanSetting のオブジェクトの Communicati

onSetting 属性を使用して、CCE.EngineWorker4.exe を開始するメソッドを構成します。 

 

図48: ScanSetting のオブジェクト setting を作成した後の条件 

 IsSingleProcess – この属性は、単一プロセスを使用して CCE.EngineWorker4.exe 

を開始するかどうかを構成するために使用されます。既定の値は False です。 

o この属性の値を False に設定すると、engine オブジェクトを作成した後、ScanEngi

ne.Scan メソッドが呼び出され、CCE.EngineWorker4.exe を開始してファイルをス

キャンします。 

 

   図49: CCE.EngineWorker4.exe が開始されます 

o この属性の値を true に設定すると、ファイルをスキャンする CCE.EngineWorker4.e

xe を開始しません。 

 IsRemote – IsSingleProcess の値が false に設定される場合、この属性は反映され

ます。これは、engine オブジェクトを作成する CCE.EngineWorker4.exe プロセスおよび

ユーザー プロセスが、対応するエージェントをインストールする同じマシン上で実行されるかどうかを

構成するために使用されます。 



 

 335 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

o この属性の値が true に設定される場合、CCE.EngineWorker4.exe プロセス

は、別のエージェント (このエージェントと engine オブジェクトを作成するために使用され

るエージェントは、同じサーバーに接続する必要があります) がインストールされている別の

マシン上で実行されます。また、RemoteIp ノードおよび RemotePort ノードの値を

指定する必要があります。既定の値は engine オブジェクトを作成するエージェントがイ

ンストールされているマシンの IP およびポートです。CCE.EngineWorker4.exe プロ

セスは、指定したマシン (RemoteIp ノードおよび RemotePort ノードに指定した

値に従います) で実行されます。 

o この属性の値が false に設定される場合、CCE.EngineWorker4.exe プロセス

は、engine オブジェクトを作成するエージェントがインストールされているマシン上で実行

されます。RemoteIp ノードおよび RemotePort ノードの値は無効になるため、指

定する必要はありません。 

 ScanTimeOut – IsSingleProcess 属性の値が false に設定される場合、値が反映さ

れます。これは、タイムアウト期間を構成するために使用されるものです。既定の値は 180 で、

単位は 秒 です。 

 RetryTimes – IsSingleProcess 属性の値が false に設定される場合、値が反映され

ます。これは、ファイルのスキャン中にエラーが発生する場合、再試行の回数を定義するために使

用されるものです。既定の値は 3 です。 

 CheckInterval – IsSingleProcess 属性の値が false に設定される場合、値が反映

されます。これは、Keepalive スレッドを確認する間隔を定義するために使用されます。既定の

値は 60 で、単位は 秒 です。  
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付録 D: ComplianceSetting.config ファイルの使用 

ComplianceSetting.config ファイルでは、次の作業を実行することができます。 

ユーザー プロファイルのスキャンの構成 

Compliance Guardian では、ユーザー プロファイルのユーザー プロパティおよびソーシャル メモのスキャンを実行す

ることができます。Compliance Guardian は個人用サイトを経由してユーザー プロファイルにアクセスします。ただ

し、個人用サイトが作成されていない場合、ツリーには個人用サイト ノードが存在しないため、該当するユーザー プ

ロファイルをスキャンすることはできません。Compliance Guardian では、個人用サイトが作成されていない場合、

コンプライアンス スキャナーおよびスケジュール スキャナー内のユーザー プロファイルをスキャンする方法が存在します。

User Profile Service ノードは、ComplianceSetting.config ファイル内の UserProfile Used="false" 

ノードの変更によって、ファームに読み込まれます。  

ツリーで User Profile Service ノードを表示するノードを選択するには、以下の手順に従ってください。 

 Compliance Guardian マネージャーをインストールするマシンへ移動します。 

 ...\Compliance Guardian 4\Manager\Control\Config ディレクトリを開き、ComplianceSet

ting.config ファイルを指定します。 

 ComplianceSetting.config ファイルを開きます。 

 UserProfile ノードを指定します。 

 Used 属性の値を true に変更します。  

 ファイルを保存します。User Profile Service ノードはコンプライアンス スキャナーおよびスケジュール スキャ

ナーのファーム ツリーで表示されます。 

制限された添付ファイル タイプの構成およびアップロード添付フ

ァイルの最大サイズの変更 

インシデント マネージャーでは、検疫済み・暗号化済み・墨消し済みのファイルにコメントを追加する際、添付ファイル

をアップロードすることができます。ComplianceSetting.config ファイルを構成することで、添付ファイルとして 

分類レポート > インシデント マネージャー へのアップロードが制限されるファイル タイプを構成し、アップロードしたフ

ァイルの最大サイズを編集することができます。 
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以下の手順を参照してください。 

 Compliance Guardian マネージャーをインストールするマシンへ移動します。 

 ...\Compliance Guardian 4\Manager\Control\Config ディレクトリを開き、ComplianceSet

ting.config ファイルを指定します。 

 ComplianceSetting.config ファイルを開きます。 

 fileUploadSettingConfiguration ノードの場所を確認します。 

  fileSizeLimit– 値は現在アップロードするファイルの最大サイズです。size の値を希望のサイ

ズに変更することができます。unit の値を変更すると、サイズの単位を変更することができます。 

 fileExensionLimit – 値は Compliance Guardian へのアップロードが制限されるファイル

です。コンマ (,) で区切ってください。 

 

 図50: 構成ファイル内の fileUploadSettingConfiguration ノード 

 ファイルを保存します。 

チェックまたはテスト パッケージの ZIP ファイルの一時的に解凍

先となるディレクトリのカスタマイズ  

チェックまたはテスト パッケージを Compliance Guardian にアップロードする場合、チェックまたはテスト パッケージ

の ZIP ファイルは一時的に既定のディレクトリに解凍されます。既定のディレクトリは ...\Compliance Guardian 

4\Manager\Work です。アップロードするチェックまたはテストパッケージの完全パスは ...\Compliance Guar

dian 4\Manager\Work\Test Suite Name\Check Name または ...\Compliance Guardian 4\M

anager\Work\Test Suite Name です。Microsoft Windows の制限のため、チェックまたはテストパッケージ

の完全パスで指定できる文字数は最大 260 文字となります。制限を超える場合、チェックまたはテストパッケージを 

Compliance Guardian にアップロードすることができません。 

ComplianceSetting.config ファイルを使用して、チェックまたはテストパッケージを一時的に解凍するディレクト

リをカスタマイズすることができます。カスタム ディレクトリを使用することで、チェックまたはテストパッケージの完全パスを

短くすることができます。  



 

338  

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

チェックまたはテストパッケージを一時的に解凍する既定のディレクトリを変更するには、以下の手順に従ってください。 

1. Compliance Guardian マネージャーをインストールしたコンピューターに移動して、...\Compliance G

uardian 4\Manager\Control\Config ディレクトリを開き、ComplianceSetting.config ファイ

ルを指定します。 

2. ComplianceSetting.config ファイルを開き、ConfigureFilePath ノードを指定します。 

3. IsConfigured 属性の値を True に変更します。path 属性にパスを指定します。Compliance Gu

ardian タイマー サービスを再起動します。チェックまたはテストパッケージは指定したパスに一時的に解凍さ

れます。 

*注意: path 属性に指定したパスが存在する必要があります。  
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付録 E: 負荷分散を使用するための構成 

ネットワーク負荷分散を使用するための構成 

Compliance Guardian ではネットワーク負荷分散が使用できます。 

ワーク プロセス 

エージェント グループ内に存在する Compliance Guardian エージェントの場合:  

 ユーザーはまず Compliance Guardian エージェント サーバーに、複数のファイル共有の場所を

構成します。 

 エージェントは Compliance Guardian マネージャーからジョブを実行します。 

 エージェントはファイル共有の場所へスキャンするファイルを発信して、ファイル共有の場所の一時フ

ァイルの UNC パスを Compliance Guardian エンジン ワーカー (クラスターに追加される Co

mpliance Guardian エージェントは Compliance Guardian エンジン ワーカーとして使用さ

れる) に渡します。 

NLB クラスター内の Compliance Guardian エージェントの場合:  

 Compliance Guardian エージェントは Compliance Guardian エンジン ワーカーとして使用

されます。これらのエージェントは、Compliance Guardian マネージャーからジョブを割り当てられ

ません。 

 Compliance Guardian エージェントはファイル共有の場所内のファイルをスキャンします。 

ネットワーク負荷分散のインストール 

ネットワーク負荷分散は、Compliance Guardian エンジン ワーカーとして使用される Compliance Guardian 

エージェント サーバー にインストールする必要があります。機能をインストールする前に、ネットワーク インターフェイス 

カードをマシンにインストールしておく必要があります。 

ネットワーク負荷分散の機能を管理するには、以下の手順に従ってください。 

 管理者ツール > サーバー マネージャー に移動します。 
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 画面左側の [機能] を選択します。  

 画面右側の [機能の追加] を選択します。 

 機能の追加ウィザード の画面中央部の 機能 フィールドで ネットワーク負荷分散の前にあるチェックボック

スを選択します。 

 [インストール] を選択します。 

ネットワーク負荷分散のクラスター プロパティの編集  

ネットワーク負荷分散機能のインストール後、ネットワーク負荷分散マネージャーを開き、クラスターを追加します。クラ

スターの Compliance Guardian エンジン ワーカーとして使用したい Compliance Guardian エージェント サ

ーバーを追加します。クラスターのプロパティを編集する必要があります。  

クラスター プロパティを管理するには、以下の手順に従ってください。 

 クラスターをダブルクリックします。 

 ドロップダウン リストから クラスター プロパティ を選択します。クラスター プロパティ ウィンドウが表示されま

す。 

 クラスターのパラメーター タブを選択し、ユニキャスト モードが選択されることを確認します。 

 ポート ルール タブを選択します。 

 [編集...] を選択します。ポート ルールの追加・ポート ルールの編集 ウィンドウが表示されます。 

 ポート ルールの追加・ポート ルールの編集 ウィンドウ内の次の設定を編集します。 

  クラスター IP アドレス フィールドで すべて の前にあるチェックボックスを選択します。  

 プロトコル フィールドで [TCP] を選択します。 

 フィルター モード フィールドで アフィニティ に [なし] を選択します。 

 ポート ルールの追加・ポート ルールの編集 ウィンドウで、[OK] を選択します。 

 クラスターのプロパティ ウィンドウで、[OK] を選択します。 

ファイル共有の場所の構成 

一時的にスキャンするファイルを保存するためには、ファイル共有の場所を構成する必要があります。すべての Comp

liance Guardian エージェントはファイル共有の場所を構成する必要があります。 
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Compliance Guardian エージェントでファイル共有の場所を構成するには、以下の手順に従ってください。 

 パス ...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin の下にある ContentComplianceConfig.xm

l ファイルを検索します。 

 ContentComplianceConfig.xml ファイルをメモ帳で開きます。 

 <FileShares> ノードを検索します。  

 ファイル共有の場所にアクセスのユーザー名とパスワードを入力します。  

 ファイル共有パスを指定します。以下は例です。 

<FileShares> 

  <FS> 

    <User>bj\administrator</User> 

    <Password>encrypted password</Password> 

    <Path>\\BJ\shared</Path> 

  </FS> 

</FileShares>  

複数の <FS> ノードを追加することにより、複数のファイル共有の場所を構成して、パフォーマンスを増強

することができます。CCE.EngineWorker4.exe ファイル経由で、ノードを追加、編集、削除することもで

きます。<FS> ノードでの操作 を参照してください。 

セキュリティ強化のため、パスワードは暗号化される必要があります。ファイル共有場所にアクセスするパスワ

ードの暗号化 を参照してください。 

 ContentComplianceConfig.xml ファイルを保存します。 

*注意: 各 Compliance Guardian エージェント サーバーで構成されたファイル共有設定は同じである必要があり

ます。 
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CCE.EngineService.exe ファイルを使用してパスワードの暗

号化および <FS> ノードでの操作を実行する 

CCE.EngineService.exe ファイルを使用してパスワードを暗号化し、および <FileShares> ノードで操作を

実行するには、次のセクションを参照してください。 

ファイル共有場所にアクセスするパスワードの暗号化 

セキュリティ強化のため、ファイル共有の場所にアクセスするパスワードは暗号化される必要があります。パスワードを

暗号化するには、次の手順に従ってください。 

 Compliance Guardian エージェント (エージェント グループに追加される) をインストールするサーバーで 

cmd.exe を検索します。  

 cmd.exe を選択して、[管理者として実行] を選択します。コマンド ライン インターフェイスが表示されま

す。 

 cd および CCE.EngineWorker4.exe のパス: ...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin を

入力します。ファイルがディスク C に存在しない場合、パスの前に \disk を追加する必要があります。この

場合、cd /d d:\AvePoint\Compliance Guardian 4\Agent\bin のような形式になります。Ent

er キーを押します。 

 ...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin\CCE.EngineWorker4.exe を入力して、コマンド 

–encrypt と入力します。Enter キーを押すと、パスワードが暗号化されます。 

 

 図51: CCE.EngineWorker4.exe およびコマンド –encrypt の使用でパスワードの暗号化 

*注意: CCE.EngineWorker4.exe およびコマンド –encrypt を使用して Compliance Guardian エー

ジェント (エージェント グループに追加される) をインストールするサーバーのパスワードを暗号化します。 
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<FS> ノードでの操作 

CCE.EngineWorker4.exe ファイルを使用すると、<FS> ノードを追加、編集、削除できます。 

パスワードの暗号化後 (ファイル共有場所にアクセスするパスワードの暗号化を参照してください)、メッセージ Pleas

e select the operation <A=Add; M=Modified; D=Delete; L=List; E=Exit; H=Help> が

コマンドラインに表示されます。 

 A=Add – A を入力すると、<FS> ノードが追加されます。 

 M=Modified – M を入力すると、<FS> ノードを編集します。 

 D=Delete – D  を入力すると、<FS> ノードを削除します。 

 L=List – L を入力すると、すべての <FS> ノードを削除します。 

 E=Exit – E を入力すると、コマンド ライン インターフェイスを閉じます。 

 H=Help – H を入力すると、ヘルプ情報を取得します。 

 

図52: <FS> ノードでの操作 

通信設定の構成 

すべての Compliance Guardian エージェントで、ネットワーク負荷分散を使用するための通信設定を構成する

必要があります。  

以下の手順に従って構成を実行してください。 
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 パス ...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin の下にある ContentComplianceConfig.xm

l ファイルを検索します。 

 ContentComplianceConfig.xml ファイルをメモ帳で開きます。 

 <Communication> ノードを検索します。 

クラスターに追加されるエージェント サーバーでは、第一行のノードは以下のとおりです。<Communication IsS

ingleProcess="False" IsRemote="False" InCluster="True"> 

エージェント グループに追加されるエージェント サーバーでは、第一行のノードは以下のとおりです。 

<Communication IsSingleProcess="False" IsRemote="True" InCluster="False"> 

以下の <Communication> ノードの属性を構成して、ネットワーク負荷分散をサポートします。 

 RemoteIP – クラスター IP アドレスを属性の値として入力します。 

 RemotePort – クラスター IP アドレスの該当のポートを入力します。 

 ScanTimeOut – スキャンのタイムアウト値を入力します。このセクションは必須ではありません。

既定の値は 180 秒です。 

 RetryTimes – 再実行スキャンの回数の値を入力します。このセクションは必須ではありませ

ん。既定の値は 3 回です。 

 CheckInterval – スキャン ジョブのチェックの間隔を入力します。このセクションは必須ではあり

ません。既定の値は 60 秒です。 

*注意: 各サーバーのために構成された RemoteIP 属性の値および RemotePort 属性の値は同じである必

要があります。 

コントロール サービスの負荷分散 

Compliance Guardian コントロール サービス負荷分散については、次のセクションに従ってください。 



 

 345 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

Compliance Guardian マネージャー コントロール サ

ービス負荷分散環境のインストール 

Compliance Guardian マネージャー コントロール サービス負荷分散環境をインストールするには、以下の手順に

従ってください。 

 環境を準備します。 

a. Windows ネットワーク負荷分散を構成します。環境内には、ノード A とノード B の 2 件のノー

ドがあります。ノード A の IP アドレスは IP02 であり、ノード B の IP アドレスは IP03 です。 

b. パブリック IP アドレスは IP01:10.1.4.207 です。 

c. ノード A の IP アドレス IP02 は 10.1.4.203、ホスト名は PerfA7 です。 

d. ノード A の IP アドレス IP03 は 10.1.4.204、ホスト名は PerfB7 です。 

 Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスの Control01 は独自の IP02/Hostna

me を使用してノード A にインストールされます。 
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 図53: コントロール サービスの構成 

 Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスの Control02 は独自の IP03/Hostna

me を使用してノード B にインストールされます。 

*注意: コントロール データベース サーバー および コントロール サービス データベース名 フィールドで入

力したデータベース サーバーおよびコントロール サービス データベース名が Compliance Guardian マネ

ージャー コントロール サービス Control01 をインストールする際に使用されるデータベース サーバーおよび

コントロール サービス データベース名と同一であり、パスフレーズは Compliance Guardian マネージャー 

サービス Control01 をインストールする際に使用されるパスフレーズと同一であることを確認してください。 
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 図54: コントロール サービスの構成 

 Compliance Guardian エージェントをコントロール サービス ホストへ接続する場合、パブリック IP IP0

1 を コントロール サービス ホスト として使用する必要があります。 
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 図55: 通信の構成 

インストールした Compliance Guardian マネージャー コントロール サービス負荷分散環境は、Windows ネット

ワーク負荷分散環境の負荷分散に基づきます。 

Compliance Guardian マネージャー コントロール サービス負荷分散環境は、負荷分散とコントロール サービス 

スタンバイ センターを実現します。 

Compliance Guardian マネージャー コントロール サービス負荷分散では、パブリック IP アドレス IP01 を使用

して Compliance Guardian マネージャーへアクセスおよび Compliance Guardian マネージャーを使用するこ

とができます。Windows ネットワーク負荷分散は、自動的に取得する要求を処理して、最適なノードに送信しま

す。Windows ネットワーク負荷分散によって選択されるノードの Compliance Guardian マネージャー コントロ

ール サービスは要求を処理します。 

Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスをインストールされたノードのネットワークを無効にする

と、別のコントロール サービスが平常通り作動します。 
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*注意: Compliance Guardian マネージャー コントロール サービス負荷分散環境では、すべてのコントロール サ

ービスは連携して作業し、エンドユーザーに対して 1 つのコントロール サービスと見なされます。このため、ローカル ファ

イルおよびローカル マシンのメモリ状態が関係する問題が発生する可能性があります。そのため、ジョブを実行する前

に UNC パスを ジョブ レポート パス として構成することを推奨します。 
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付録 F: Compliance Guardian コントロール サ

ービスの障害復旧 

 Compliance Guardian コントロール サービス障害復旧の詳細については、次のセクションを参照してください。 

準備と構成 

以下のセクションでは、Compliance Guardian コントロール サービス障害復旧のソリューションを提供します。 

前提条件 

業務 (PROD) 環境および障害復旧 (DR) 環境を準備すると、お使いのテスト環境でコントロール サービス障害

復旧プロセスをシミュレートすることができます。  

PROD で Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスをインストールしたマシンの DNS エイリアス 

レコードは、お使いの DNS サーバー上で作成される必要があります。  

SQL Express は Compliance Guardian マネージャー コントロール サービス障害復旧で使用できません。 

Compliance Guardian のインストール 

SQL データベース を使用して PROD および DR 環境に Compliance Guardian プラットフォームをインストー

ルします。 

 Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスを PROD および DR 環境でインス

トールします。 

 PROD および DR 環境で、Compliance Guardian マネージャー データベースの名前が同一

であることを確認してください。 

o コントロール データベース名: ComplianceGuardian_ControlDB 

*注意: Compliance Guardian コントロール データベースは PROD および DR 環境で同じパ

スフレーズを持っている必要があります。 

 PROD 環境のコンプライアンス レポート データベースを作成します。 



 

 351 

 
Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド 

 

o レポート データベース名: ComplianceGuardian_ReportDB 

 Compliance Guardian エージェントを PROD および DR 環境でインストールし、PROD でイ

ンストールしたすべての Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスに接続する

必要があります。 

 

  図56: Compliance Guardian エージェント構成 

*注意: すべての Compliance Guardian エージェントが PROD で Compliance Guardia

n マネージャー コントロール サービスをインストールするマシンの同一の DNS エイリアス レコードに

接続していることを確認してください。 

データベースを PROD 環境から DR 環境へ同期する 

データベースを PROD 環境から DR 環境へ同期する詳細については、次のセクションを参照してください。 

DR 側の SQL インスタンスから指定のデータベースを削除する 

SQL ミラーリングもしくはログ配布の設定を実行するには、DR 環境での空きデータベースを削除する必要がありま

す。DR 側で Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスを停止し、コントロール データベース: C

omplianceGuardian_ControlDB を削除します。コントロール データベースComplianceGuardian_C

ontrolDB  

*注意: ここでは、業務 Compliance Guardian マネージャー データベースの DR 側の SQL インスタンスへの同

期を準備します。 

データベース同期の設定 

PROD SQL インスタンス  
 

DR SQL インスタンス 

ComplianceGuardian_ControlDB ComplianceGuardian_ControlDB 

ComplianceGuardian_ReportDB ComplianceGuardian_ReportDB 

データベース同期は、以下の 3 種類の方法で実行することができます。データベース SQL ログ配布、SQL ミラーリ

ング、可用性グループ (SQL 2012 の場合) です。 
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*注意: 同期を設定する前に、Compliance Guardian データベースの 復旧モード を フル に変更します。 

障害復旧プロセスのシミュレート 

障害復旧プロセスをシミュレートするには、以下の手順に従ってください。 

 PROD 環境をシャットダウン (テスト用) します。 

 DR 環境でデータベースを開始します。 

 DR 側で Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスを開始します。DR 環境

ですべての Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスを開始します。次のステ

ップに進む前に、すべての Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスが開始し

ていることを確認してください。 

 DNS エイリアス レコード で DR Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスに

切り替えます。DNS サーバーに移動して、DNS エイリアス レコードの IP アドレスを変更します。

DR 環境で Compliance Guardian マネージャー コントロール サービスをインストールする 1 つ

のマシンに IP アドレスを変更します。 
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付録 G: Oracle データベースと SQL サーバーのス

キャンの制限 

Oracle データベースのスキャンの前提条件と制限 

Compliance Guardian では、Oracle データベースをスキャンすることができます。Oracle データベースのスキャン

を開始する前に、前提条件を完成する必要があります。また、一部制限があります。  

前提条件 

Oracle データベースのスキャンを実行する前に、4.0 以上の .Net Framework および ODF.NET プロバイダー

がインストール済みであることを確認してください。 

ODP.NET プロバイダーのインストール 

ODP.NET プロバイダーをインストールする方法については、以下の説明を参照してください。 

*注意: ODP.NET プロバイダーをインストールするには、ローカル管理者権限を持っている必要があります。 

 ハイパーリンク http://www.oracle.com/technetwork/jp/topics/dotnet/downloads/index.

html を開きます。開いた Web ページで、お使いのコンピューターが 32 ビットである場合、32-bit ODA

C Xcopy ダウンロード を選択します。64 ビットの場合、64-bit ODAC ダウンロード を選択します。 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/topics/dotnet/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/topics/dotnet/downloads/index.html
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 図57: Oracle Data Access Components (ODAC) for Windows ダウンロード インターフェイス 

 32-bit ODAC Xcopy ダウンロード または 64-bit ODAC ダウンロード を選択すると、ダウンロード 

インターフェイスが表示されます。ODP.NET_ManagedSerialNumber.zip を選択してダウンロード

します。 

 

 図58: 32-bit Oracle Data Access Components (ODAC) ダウンロード インターフェイス 
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 図59: 64-bit Oracle Data Access Components (ODAC) ダウンロード インターフェイス 

 Zip ファイルのダウンロード後、場所を指定してファイルを解凍します。例: C:\ODP.NET_Managed12

1012 

 解凍されたフォルダー ODP.NET_ManagedSerialNumber\odp.net\managed\64 または OD

P.NET_Managedxxx\odp.net\managed\32 を開き、configure.bat を確認します。config

ure.bat を右クリックし、[管理者として実行] を選択して ODP.NET Provider をインストールします。 

 

 図60: configure.bat の確認 

Oracle データベースのスキャンの制限 

Oracle データベースのスキャンには、一部制限があります。 
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 テーブルには、Compliance Guardian でスキャンする主キーまたはインデックスが含まれている

必要があります。主キーまたはインデックスが含まれていないテーブルはスキャンされません。  

 機能に基づくインデックスはサポートされていません。 

 オブジェクト タイプ内のフィールドはインデックスとして定義することができません。 

 増分スキャン ジョブを実行する場合は、Change Data Capture を有効にする必要がありま

す。Change Data Capture の有効化および関連する操作の詳細については、http://docs.

oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28313/cdc.htm#i1025455 を参照して

ください。Oracle 9i では同期 Change Data Capture のみが使用できることに注意してくださ

い。 

o 取得した列には、完全一意なインデックスのリスト、または主キーの列が含まれている必要

があります。 

o Change Data Capture を有効にする前に、データベースのタイム ゾーンが、データベ

ース サービスの存在するホストと同じであることを確認してください。 

o Change Data Capture を有効にする際、パラメーター "timestamp=>'Y'" を 

DBMS_CDC_PUBLISH.CREATE_CHANGE_TABLE にパスして timestamp 

列を生成します。 

o Change Data Capture を有効にした後、ユーザー (例えば、ユーザー 1) を使用して 

Oracle データベースに接続するが、Change Data Capture 発行者は別のユーザー 

(例えば、ユーザー 2) である場合、以下のコマンドを実行してユーザー 1 に取得された

テーブルへの 選択 権限を付与する必要があります。ユーザー 1 にこの権限を付与しな

い場合、テーブルのクエリ結果が返されません。 

GRANT SELECT ON "発行者ユーザー名"."取得したテーブル名" to Oracle データ

ベースに接続するユーザー 

例: GRANT SELECT ON "user2"."table1" to user2 

SQL サーバーのスキャンの制限 

Compliance Guardian で実行できる SQL サーバーのスキャンには一部制限があります。テーブルには、Compli

ance Guardian でスキャンする主キーまたは一意なインデックスが含まれている必要があります。 

 タイプが CLR の列はサポートされていません。  

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28313/cdc.htm#i1025455
http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28313/cdc.htm#i1025455
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 テーブルに複数の一意なインデックス、および主キーが含まれている場合、テーブルの行の確認にキ

ーが優先に拾われます。テーブルにキーがない場合、Compliance Guardian ではサイズがもっと

も小さいインデックスを選択してテーブルの行を確認します。 

 増分スキャン ジョブを実行する場合は、Change Data Capture を有効にする必要がありま

す。Change Data Capture の有効化の詳細については、https://msdn.microsoft.com

/ja-jp/library/cc627369.aspx を参照してください。Change Data Capture の有効化

後の操作の詳細については、http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd26639

6%28v=SQL.100%29.aspx を参照してください。ディスクの空き容量の増加については、htt

p://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510627.aspx 内の 説明 セクションを参照

してください。 

o 取得した列には、完全一意なインデックスのリスト、または主キーの列が含まれている必要

があります。 

o Change Data Capture のクリーンアップ ジョブのスケジュール、および Compliance 

Guardian の増分ジョブ スケジュールを調整する必要があります。Change Data Cap

ture のクリーンアップ ジョブ スケジュールの詳細については、http://technet.microso

ft.com/ja-jp/library/cc645885%28v=sql.105%29.aspx を参照してくださ

い。 

o テーブルで複数の Change Data Capture インスタンスを有効にした (1 件のテーブル

に最大 2 件の Change Data Capture インスタンスが有効化可能) 場合、Compli

ance Guardian では一意なインデックスを含めている (もっともサイズが小さい) Chang

e Data Capture インスタンスを優先に選択します。2 件の Change Data Captur

e インスタンス両方に一意なインデックスを含めている場合、より多くの列を取得したインス

タンスが使用されます。 

 SQL Server 2005 では Change Data Capture がサポートされていません。Compliance 

Guardian が SQL Server 2005 データベースをスキャンすると、増分スキャン ジョブが失敗しま

す。 

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc627369.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc627369.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd266396(v=SQL.100).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd266396(v=SQL.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510627.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb510627.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645885(v=sql.105).aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc645885(v=sql.105).aspx
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付録 H: 検出機能の使用 

Compliance Guardian では、検出機能がサポートされています。 

以下の要件を実現するには、EXE ファイルと BAT ファイルを使用することができます。 

 SharePoint 範囲内 (サイト コレクション・サイト・リスト) のファイルまたはアイテムの数を検出しま

す。 

 ファイル タイプ数、および各ファイル タイプのファイル数を計算します。 

 Compliance Guardian エンジンでスキャンされたファイル数、および iFilter でスキャンされたファ

イル数を検出します。 

 各 SharePoint 範囲内 (サイト コレクション・サイト・リスト) のファイルまたはアイテムの合計サイ

ズを計算します。 

 各ファイル タイプのファイルのサイズを計算します。 

詳細については、EXE ファイルの使用 および BAT ファイルの使用 を参照してください。 

検出機能を実現するには、スクリプトを使用することができます。詳細については、スクリプトの使用 を参照してくださ

い。 

EXE ファイルの使用 

 Compliance Guardian エージェントがインストールされているマシンに移動して、...\Compliance Gu

ardian 4\Agent\Bin ディレクトリを開き、CCS.Toolkit.v2.exe または CCS.Toolkit.v4.exe フ

ァイルを確認します。 

 SharePoint 2007 または SharePoint 2010 環境の場合、CCS.Toolkit.v2.exe を選択します。

SharePoint 2013 環境の場合、CCS.Toolkit.v4.exe を選択します。  

 [管理者として実行] を選択します。コマンド ライン インターフェイスが表示されます。 

 spd を入力して Discovery SharePoint 機能を選択します。 

 ジョブ モードを入力します。 

 1 – 1 を入力して、検出するサイト コレクション･サイト・リストの URL を入力します。範囲レベル

を入力します。 
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 2 – 2 を入力して、検出する URL を含む CSV ファイルのパスを入力します。2 を入力すると、

複数のサイト コレクション・サイト・リストを検出することができます。CSV ファイルの構成の詳細につ

いては、CSV ファイルの構成 を参照してください。 

 

 図61: ジョブ モードの入力 

 検出結果を含むエクスポートされるファイルのフォルダー パスを入力します。 

 ツールはアクションを実行し、検出結果を含むファイルを指定のフォルダー パスにエクスポートします。 

BAT ファイルの使用 

検出機能を実現するための BAT ファイル作成については、次の手順に従ってください。 

 ...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin ディレクトリ配下で XML ファイルを作成します。 

 ファイルを構成します。 

 cd – 呼び出す CCS.Toolkit.v2.exe または CCS.Toolkit.v4.exe ファイルのパスを入力

します。 

 –o – spd を入力して検索機能を使用します。 

 -Location – 範囲 URL を入力するか、検出する URL を含む CSV ファイルのパスを入力しま

す。CSV ファイルの構成の詳細については、CSV ファイルの構成 を参照してください。範囲 URL 

を入力する場合、–scope を入力してから範囲レベルを入力します。 

 -path – 検出結果を含めるエクスポートされるファイルのパスを入力します。 

 

 図62: XML ファイル 
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 ファイルを保存します。  

 ファイルの拡張子を .xml を .bat に変更します。 

 BAT ファイルをダブルクリックします。検出プロセスが開始します。プロセスが終了すると、指定したフォルダー

で結果を確認することができます。 

CSV ファイルの構成 

CSV ファイルで、URL と Type の 2 件の列を指定する必要があります。 

 URL – サイト コレクション・サイト・リストの URL です。 

 Type – 範囲タイプは、サイト コレクション・サイト・リストです。 

 

図63: CSV ファイル 

スクリプトの使用 

検出機能を実現するには、以下のスクリプト ファイルを使用することができます。 

SharePoint 内のデータの検出に使用するスクリプト (...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin\Discove

rScripts\SharePoint に存在する): 

 SPSiteCollectionDiscover.ps1 – 指定したサイト コレクション内のサイト数を検出しま

す。 

 SPSiteCollectionFileTypeAndSizeDiscover.ps1 – 指定したサイト コレクション内の

ファイル タイプ数、各ファイル タイプのファイル数、および各ファイル タイプのサイズを検出します。 

 SPSiteCollectionItemCountAndSizeDiscover.ps1 – 指定したサイト コレクション

内のアイテム・ファイル・添付ファイル・バージョンのサイズおよび件数を検出します。 

 SPSiteCollectionFileSizeChecker.ps1 – 指定したサイト コレクション内で指定したサイ

ズを超えるファイルおよびファイル数を検出します。このスクリプト ファイルを使用する場合は、スクリプ
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ト ファイルを実行する前に編集する必要があります。ファイルを編集するには、以下の手順に従って

ください。 

i. ファイルをメモ帳で開きます。 

ii. $checkSize=30*1024*1024 ノードを検索します。30 を指定した数値に変更

します。既定では、数値は 30 で、単位は 1024*1024 で、30 MB を表します。サ

イズが 30 MB より大きいファイルが検出されます。数値を変更します。単位を、KB を表

す 1024 に変更するか、GB を表す 1024*1024*1024 に変更することもできま

す。 

iii. ファイルを保存します。 

 

   図64: SPSiteCollectionFileSizeChecker.ps1 ファイルのノード 

 SPWebapplicationDiscover.ps1 – 指定した Web アプリケーション内のサイト コレクショ

ン数、各サイト コレクション内のサイト数を検出します。 

 SPWebApplicationFileTypeAndSizeDiscover.ps1 – 指定した Web アプリケーシ

ョン内のファイル タイプ数、各ファイル タイプのファイル数、および各ファイル タイプのサイズを検出し

ます。指定した Web アプリケーション内の各サイト コレクション内のファイル タイプ数、各サイト コ

レクション内の各ファイル タイプのファイル数、および各サイト コレクション内の各ファイル タイプのサイ

ズを検出します。 

 SPWebApplicationItemCountAndSizeDiscover.ps1 – 指定した Web アプリケ

ーション内のアイテム・ファイル・添付ファイル・バージョンのサイズおよび件数を検出します。指定した 

Web アプリケーション内の各サイト コレクション内のアイテム・ファイル・添付ファイル・バージョンのサ

イズおよび件数を検出します。 
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 SPWebApplicationFileSizeChecker.ps1 – 指定した Web アプリケーション内の、指

定したサイズを超えるファイルおよびファイル数を検出します。このスクリプト ファイルを使用する場合

は、スクリプト ファイルを実行する前に編集する必要があります。ファイルを開き、$checkSize=

30*1024*1024 ノードを検索して、サイズを希望のサイズに変更します。 

 

図65: SPWebApplicationFileSizeChecker.ps1 ファイルのノード 

ファイル システム内のデータの検出に使用するスクリプト (...\Compliance Guardian 4\Agent\Bin\Discov

erScripts\FileSystem に存在する): 

 FileSystemFolderDiscover.ps1 – 指定したフォルダー内のサブフォルダー数、およびこのフ

ォルダー内のファイルの合計数を検出します。 

 FileSystemFileTypeAndSizeDiscover.ps1 – 指定したフォルダー内のファイル タイプ

数、各ファイル タイプのファイル数、および各ファイル タイプのサイズを検出します。 

 FileSystemFolderFileSizeChecker.ps1 – 指定したフォルダー内の、指定したサイズを

超えるファイルおよびファイル数を検出します。このスクリプト ファイルを使用する場合は、スクリプト 

ファイルを実行する前に編集する必要があります。ファイルを開き、$checkSize=30*1024*

1024 ノードを検索して、サイズを希望のサイズに変更します。 
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図66: FileSystemFolderFileSizeChecker.ps1 ファイルのノード 

検出結果生成用のスクリプトの実行 

検出結果を生成するためのスクリプトを実行するには、次の手順に従ってください。 

 スタート > 管理ツール > Windows PowerShell モジュール に移動して、[Windows PowerS

hell モジュール] を選択するとコマンド ライン ウィンドウが表示されます。 

 表示されるコマンド ライン ウィンドウに該当のスクリプト ファイルをドラッグし、キーボードの Enter キーを押し

ます。該当の URL を入力します。  

*注意: スクリプト ファイルの URL にはスペースが含まれている場合は、コマンド ウィンドウを開いた後、& を

入力し、キーボードのスペース バーを押すことでスペースを入れます。その後、該当のスクリプト ファイルをドラ

ッグします。スクリプト ファイルの URL にはスペースが含まれていない場合、コマンド ウィンドウを開いた後、

該当のスクリプト ファイルをコマンド ライン ウィンドウに直接ドラッグします。 

 Enter キーを押します。 

 ジョブの完了後、検出結果ファイルおよびログ ファイルが生成されます。レポート パスは、コマンド ライン ウィ

ンドウに表示されます。レポート パスに移動すると、検出結果ファイルおよびログ ファイルを検索することがで

きます。結果ファイル名は script file name_ URL.csv で、ログ ファイル名は script file name_ 

URL.log です。 
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付録 I: Compliance Guardian の分析技術 

Compliance Guardian の分析技術については、次の説明を参照してください。 

サマリー 

Compliance Guardian は別の製品と異なり、ファイル コンテンツを深く掘り下げる必要があります。ファイル コンテ

ンツが一般的に構造化されていないため、コンピューターにとっては分析しづらいです。AvePoint は、このタスクを支

援するためにかなりの数の異なる技術を作成しています。これらの技術は基本的な Compliance Guardian 概

念: チェックにカプセル化されます。  

自宅のツールボックスのようで、1 つのツールですべての問題を解決できません。様々なタスクに対して異なるツールを

使用する必要があります。時にはハンマー、時にはドライバー、時には両方を使用する必要があります。Complianc

e Guardian チェックはそれと類似しており、各チェックにはその利点および制限があります。このドキュメントは各チェッ

クをカバーするために役立ちます。これにより、適切な技術を使用して様々なタイプの問題を解決することができます。 

Compliance Guardian チェックは分析タスクのブロックを構築しています。ユーザーは自分のニーズに合わせて独

自のチェックを微調整または作成することができるため、チェックが柔軟性と拡張性を持っています。予測できないシナ

リオ用のカスタム チェックを使用すると、チェック ロジックを拡張することもできます。  

現在の分析技術 

Compliance Guardian の現在の分析技術は以下のとおりです。 

キーワード 

キーワード マッチングを使用すると、特定のキーワードに対してドキュメント内のテキスト コンテンツを簡単に検索する

ことができます。この機能は、特定の情報 (プロジェクト名 / コード、分類コード、ID など) に関連するファイルを識別

する場合に利用することができます。一般的なキーワードを検索する場合に多くの偽陽性を戻す可能性があるため、

この機能はうまく動作しません。 
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RegEx 

正規表現 (RegEx) は、テキストパターンを検出する強力なツールです。RegEx 自体はチェック対象となる無制限

のパターンを含むプログラミング言語の一種です。これは既知のパターンを含むテキストを検出するためによく使用され

ます。一般的な例としては、社会保障番号、クレジット カード、電話番号、メール アドレス、URL、IP アドレス、

様々な ID または分類コード形式、またはよく表示されるテキスト パターン (レターなど) が挙げられます。通常、Re

gEx チェックには大量の計算が含まれ、速度が複雑さによって変わります。 

語彙 

時には、顧客が関連用語グループ、または統制語彙に基づいてコンテンツを分類できるようにしたい場合があります。

一般的な例は不敬な言葉、対象に固有の用語などです。語彙のソースは、商用製品 (政治、スポーツ、農業、物

理など)、既存の企業ソースから提供されるもの、または一から構築され、時間をかけて進化するものです。語彙が利

用可能になると、簡単に Compliance Guardian で使用するディクショナリ チェックに変換することができます。 

構造 

多くの顧客が既に組織内に分類インフラストラクチャを構築しています。通常、分類情報はマーキング (ヘッダー、フッ

ター、ウォーターマーク) または埋め込みメタデータとしてドキュメントに存在します。Compliance Guardian チェック

は、さらなる処理のためにそれらを認識・使用することができます。 

コンテキスト 

多くの場合、単独のファイル コンテンツはそのリスクを決定するのに十分ではありません。Compliance Guardian 

では、ユーザーがファイル コンテンツおよびファイル コンテキスト情報の両方を同時に分析することもできます。一般的

なコンテキスト情報には、ファイル プロパティ、作成者、更新者、権限、コンテナーなどが含まれています。 

指紋 

指紋技術は、ユーザーが類似性の角度からファイル コンテンツを分析する際に役立ちます。ユーザーが類似性を説

明することは難しいため、この点が上記の技術とは異なっています。これは、機密文書のバージョンまたは特定のテン

プレート (例えば、デザイン テンプレート、財務フォームなど) で作成されたファイルの検出に役立ちます。 
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注意すべきことは、フィンガープリントの目的がシードに対してファイルをチェックすることです。これは、類似性に基づい

て大量の重複排除のためのツールではありません。 

コンボ 

上記のツールボックス アナログで述べたように、時には多くの問題を解決するために複数の技術を併用する場合があ

ります。一例は、クレジット カード番号を検出する RegEx チェックが、検出済み番号パターンと類似している EXP 

または 有効期限 を検索する別のキーワード チェックに洗練されることです。前述したコンテキスト チェックは別の例で

す。  

カスタム 

実際の生活には常に予期せぬことが起こります。これらの予想外のことについては、カスタム チェックを使用すると、顧

客 (または私たち) はプログラミング言語 (例: C#) でニーズに応える複雑なチェック ロジックを実装することができま

す。理論的には、これは市場技術と想像力のみによって制限されています。例としては、API 経由でサードパーティ

製のソフトウェアとの統合; 結果を絞り込む外部ドメイン固有の処理エンジンに接続すること、などが挙げられます。 
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