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DocAve Governance Automation について 

SharePoint では、要件に沿ったコンポーネントの作成や SharePoint データの管理を手動で実行することが

できますが、業務プロセス上の関係者によるやり取りが頻繁に起こる場合、意思決定のスピードと品質が損な

われることがあります。  

Governance Automation はこのような組織に有効な製品です。事前に定義およびカスタム可能なサービ

ス要求を送信することで、プロセスの実現に必要なワークフローやポリシーを実行し、お使いの SharePoint コ

ンポーネントにおけるガバナンスを自動化します。これにより、今まで以上に迅速で効果的なコミュニケーションと、

エラーの削減を同時にはかることができます。  

本マニュアルでは、ビジネス ユーザーが Governance Automation を使用して、要求を申請や各自のタス

ク管理を実行する方法を説明します。Governance Automation 管理者の方は、DocAve Governanc

e Automation ユーザー ガイド (管理者用) を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Governance_Automation_Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/DocAve_Governance_Automation_Administrator_User_Guide.pdf
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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。次の URL 

をクリックして、弊社 Web サイト上から フィードバックを送信 フォームにアクセスしてください。 

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1 

 

  

http://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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はじめに 

Governance Automation の使用に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。 

サービス要求およびタスクについて 

SharePoint 管理者は、組織のルールと規定を遵守する SharePoint の各オペレーションについて構成され

た一連の設定を含むサービスを作成することができます。これらのサービスは、組織の中の様々な部署および目

的のニーズに対応するだけでなく、SharePoint 使用時におけるユーザーのニーズに応じたサービス要求 (例: 

サイトの作成、コンテンツ移動、権限の付与など) を送信することも可能です。サービス要求を送信すると、サー

ビスに関連付けられている承認プロセスによって、要求で指定したユーザー (承認者) に通知が送信されます。

サービスのすべての承認者が要求を承認すると、Governance Automation は必要なオペレーションを実行

し、要求を完了させます。 

ユーザーがサービスの承認者として指定された場合、サービス要求が送信されると、個人用タスク リストにタスク

および要求を承認したすべての承認者が表示されます。 
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インターフェイスについて 

Governance Automation にアクセスするための URL やハイパーリンク、およびログイン方法に関しては、IT 

管理者にお問い合わせください。ビジネス ユーザーとしてログインすると、ビジネス ユーザー向けのランディング ペ

ージが表示されます。 

ランディング ページには、サービス要求およびタスクに関連する必要な情報が表示されます。タイルをクリックする

ことにより、各インターフェイスに移動します。左上隅にある [メニュー] をクリックし、ホームページ を選択すると、

ランディング ページに戻ります。  

*注意: ビジネス ユーザー用のランディング ページに表示されるのは、IT 管理者によってアクティブ化された機

能のみです。 

 

図 1: ビジネス ユーザー用のランディング ページ 
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個人設定の構成 

Governance Automation プラットフォームの表示言語およびタイム ゾーンを構成するには、ナビゲーション 

バー上のログイン ID をクリックして、[個人設定の構成] をクリックします。 

個人設定の構成 インターフェイスで実行できるのは、以下の操作です。 

1. 言語 – 表示言語として設定したい言語をドロップダウン メニュー 言語 から選択します。  

2. タイム ゾーン – Governance Automation インターフェイスの表示タイム ゾーンを選択します。こ

こで選択したタイム ゾーンにより、インターフェイス内データの表示時間が決定されます。 

3. Office 365 アカウント – 現在のログイン ユーザーにマッピングされる Office 365 アカウントを指定

すると、現在のログイン ユーザーは SharePoint Online でコンテンツを管理することができます。 

*注意: Office 365 アカウントは someone@example.com の形式で入力してください。 

4. リボンの [保存] をクリックすると 、ウィンドウが表示されます。 

5. テキスト ボックスに Office 365 アカウントのパスワードを入力します。[OK] をクリックして構成を保存

すると、表示言語および表示タイム ゾーンも自動的に変更されます。[キャンセル] をクリックすると、構

成を保存せずにウィンドウを閉じます。 
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要求の開始 

Governance Automation のランディング ページ上で [要求の開始] をクリックすると、要求の開始 インタ

ーフェイスが表示されます。利用可能なサービスや構成およびアクティブ化された対応フォームは、すべてこのカタ

ログ上に表示されます。 

要求の開始 インターフェイスで実行できる操作は以下のとおりです。 

1. サービス名 をクリックしてサービスを選択します。  

対応フォームを選択する場合は、質問に答え、[送信] をクリックして対応フォームを送信します。利用

可能なサービスが、送信した回答に応じて表示されます。 

2. 構成サービス要求インターフェイスで、必要な情報を入力します。  

3. 以下の選択肢から 1 件を選択します。 

 [下書きとして保存] をクリックすると、要求を下書きとして保存し、構成した設定を保存しま

す。 

 [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 要求の開始 インターフェイスに戻ります。 

 

*注意: URL の入力が必要となるサービスは、常にサービス カタログに表示されます。  

要求の検索およびフィルター 

右上隅にある虫眼鏡マークにカーソルを重ねると、テキスト ボックスが出現します。テキスト ボックスにサービス名

をキーワードとして入力すると、表示されているサービス要求の検索を実行することができます。  

また、言語によってサービスをフィルターすることもできます。画面の上にある言語フィルター アイコンをクリックして、

言語名の隣にあるチェックボックスを選択すると、言語によるフィルターを実行できます。 
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要求の管理 

個人用要求 画面には、承認待ちの送信済み要求、既に承認または却下された、保存済み要求を含むすべ

てのサービス要求が表示されます。 

要求を管理するには、ランディング ページの [個人用要求の表示] をクリックします。個人用要求 ページで、

[送信済み要求] または [保存済み要求] タブを選択し、該当する要求タイプに移動します。 

送信済み要求の表示 

送信済み要求 タブには、送信済みの要求がすべて表示されます。右上隅にある [行の表示] ドロップダウン 

メニューから希望の件数を選択すると、ページ毎の送信済み要求の表示件数を変更します。送信済み要求を

並べ替えるには、[サービス要求]、[状態]、[サービス]、[最終更新日時]、[担当者] などの列見出しに表

示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。  

ここでは、以下の方法でサービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。サービス要求、サービス、

担当者の各列を使用して、希望のサービス要求を検索することができます。検索することができるのは、

現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の隣に表示された  をクリッ

クして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができ

ます。 

 

送信済み要求に対しては、以下の操作を実行することができます。 

 詳細の表示 – 要求名をクリックすると、詳細情報が表示されます。インターフェイスを閉じると、すべて

の要求 のインターフェイスへ戻ります。  

 コピー – 新しいサービス要求として保存する場合は、既存のサービス要求をコピーしてから変更を行い

ます。サービス要求名の前に表示された  をクリックして、希望の送信済み要求を選択します。リボン

の [コピー] をクリックし、修正を加えます。変更の終了後、[保存] をクリックして設定を保存するか、
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[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せ

ずに 要求の開始 インターフェイスに戻ります。 

 要求の取り消し – 取り消す送信済み要求を選択し、リボン上で [要求の取り消し] をクリックします。 

 

保存済み要求の表示 

保存済み要求 タブには、送信されていない保存済みの要求がすべて表示されます。ページ毎の送信済みの

要求の表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を選択し

ます。保存済み要求を並べ替えるには、サービス要求、カテゴリー、サービス、最終更新日時 などの列見出し

に表示されたソート ( ) ボタンをクリックして、昇順 または 降順 を選択します。  

ここでは、以下の方法で、サービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。サービス要求、サービス、

担当者の各列を使用して、希望のサービス要求を検索することができます。検索することができるのは、

現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の隣に表示された  をクリッ

クして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができ

ます。 

 

保存済み要求に対しては、以下の操作を実行することができます。 

 詳細の表示 – 要求名をクリックすると、詳細情報が表示されます。 

 編集 – サービス要求名の前に表示された  をクリックして保存済み要求を選択し、リボン上で [編

集]  をクリックして要求の設定を編集します。構成の編集後、[保存] をクリックして設定を保存する

か、[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、または、[キャンセル] をクリックして構

成を保存せずに 要求の開始 インターフェイスに戻ります。 

 削除 - サービス要求名の前に表示された  をクリックして要求を選択し、リボン上で [削除] をクリッ

クします。削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックして選択したグループを削除します。

[キャンセル] をクリックすると、選択したグループを削除せずに個人用要求  インターフェイスに戻ります。  
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 コピー – 既存のサービス要求をコピーし、修正を加えて新しいサービス要求として送信することができま

す。サービス要求名の前に表示された  をクリックして、コピーしたい送信済み要求を選択します。リボ

ンの [コピー] をクリックし、修正を加えます。変更の終了後、[保存] をクリックして設定を保存するか、

[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、[キャンセル] をクリックして構成を保存せ

ずに 要求の開始 インターフェイスに戻ります。 
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タスク 

サービス要求が送信され、ユーザーが送信されたタスクの承認者となっている場合、ユーザーにはタスクが割り当

てられます。  

ランディング ページの [個人用タスクの表示] をクリックすると、タスクの管理を開始します。 

タスクの管理 

個人用タスク 画面には、ログイン時に使用したユーザーに割り当てられたタスクがすべて表示されます。ページ

毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数

を選択します。タスクを並べ替えるには、[タイトル]、[要求者]、[カテゴリー]、[サービス タイプ]、[最終更

新日時] などの列見出しに表示された   をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。  

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – キーワードを入力して表示したタスクをフィルターします。[タイトル] 列および [要求者] 列を

使用して、希望のタスクを検索することができます。希望のタスクを検索することができます。検索するこ

とができるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の隣に表示された  をクリックし、

アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

 

サイト コレクション タスクの作成、アーカイブ、削除、拡張 

ここでは、サイト コレクションの作成、サイトの作成、サイト コレクション全体のアーカイブ、サイト コレクション全体

の削除、サイト コレクションの拡張サービスに対して、以下のアクションを実行することができます。 

 タスクの表示 – タスク名をクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示ページでは、

以下の操作を実行することができます。 

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 
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o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] 

を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をク

リックして、要求の編集 インターフェイスでこの要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 (対応するサービスで  [すべての承認者によりサービス要求の編集を許

可する] を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリ

ックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 却下 – タスクを選択し、リボン上の [却下] をクリックするとタスクを却下します。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックすると、タスクを完了します。[キャンセル] をクリ

ックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

サイト コレクションのライフサイクル管理タスク 

サイトのライフサイクル管理サービスから、タスクに対して実行できる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク名をクリックすると、詳細の表示 ページに詳細情報が表示されます。 

 アクセス続行 – 該当するサイト コレクションをまだ使用中で、そのサイト コレクションへのユーザー アク

セスを引き続き認めてもらうように要求したい場合は、タスクを選択し、リボン上で [アクセス続行] をク

リックします。ポップアップ ウィンドウから、[OK] をクリックして要求の送信を確認するか、または、[キャ

ンセル] をクリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 拡張 – タスクを選択し、リボン上で [拡張] をクリックして、このタスク内のサイト コレクションのリースを

拡張します。ポップアップ ウィンドウで、以下のオプションを構成してください。 

o 規則契約 - [はい] または [いいえ] を選択することで、規約および使用条件に同意するか

どうかを選択します。[いいえ] を選択する場合、[この要求を送信するには、規約および使用

条件に同意する必要があります。] メッセージがポップアップ表示されます。 

o サイト コレクション リース期間の延長 – 正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから [日

間]、[週間]、[ヶ月間]、[年間] を選択して、サイト コレクションの リースを拡張する期間を

構成します。 [OK] をクリックすると操作を完了します。 [キャンセル] をクリックすると、タスク

を実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 
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 アーカイブ – 該当するサイト コレクションをアーカイブするには、タスクを選択して [アーカイブ] をクリッ

クします。ポップアップ ウィンドウから、[OK] をクリックして要求の送信を確認するか、または、[キャンセ

ル] をクリックしてタスクを実行せずに  個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 削除 – 該当するサイト コレクションを削除するには、タスクを選択してリボン上の [削除] をクリックしま

す。ポップアップ ウィンドウから、[OK] をクリックして要求の送信を確認するか、または、[キャンセル] を

クリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 ポリシーの変更 – タスクを選択して、リボン上の [ポリシーの変更] をクリックし、サイト コレクションに

関連するポリシーを変更します。ポップアップ ウィンドウから、[OK] をクリックして要求の送信を確認す

るか、または、[キャンセル] をクリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 クォータの変更 – タスクを選択して、リボン上の [クォータの変更] をクリックすると、サイト コレクション

のクォータ テンプレートまたはクォータ サイズを変更します。[OK] をクリックすると、構成を保存します。

[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 

サイトのライフサイクル管理タスク 

サイトのライフサイクル管理サービスから、タスクに対して実行することのできる操作は以下のとおりです。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示 ペー

ジでは、以下の操作を実行することができます。 

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 

o 要求の編集 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] 

を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をク

リックして、要求の編集 インターフェイスでこの要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示  (対応するサービスで  [すべての承認者によりサービス要求の編集を許

可する] を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリッ

クすると、タスクを実行せずに個人用タスク インターフェイスに戻ります。 
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 却下 – タスクを選択し、リボン上の [却下] をクリックするとタスクを却下します。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリッ

クすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

ユーザー権限とアーカイブ タスク 

ここでは、ユーザー権限のクローン / 転送、権限の付与、権限の除去、手動アーカイブ サービスに対して以下

のアクションを実行することができます。  

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示 ペー

ジでは、以下の操作を実行することができます。 

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックするとこのタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックするとこのタスクを却下します。  

o 要求の編集 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] 

を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をク

リックして、要求の編集 インターフェイスでこの要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示  (対応するサービスで  [すべての承認者によりサービス要求の編集を許

可する] を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

o このタスクの詳細レポートをレビューするには、リボン上で [レポートのレビュー] をクリックして、

[画面に表示] または [レポートのダウンロード] を選択します。 

 画面に表示 - 直接レポートを開き、画面で詳細を表示します。 

 レポートのダウンロード – レポートをダウンロードして、変更を希望する箇所のデータ

を変更します。ポップアップ ウィンドウで [参照] をクリックすると、変更済みファイルをア

ップロードします。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリッ

クすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 却下 – タスクを選択し、リボン上の [却下] をクリックするとタスクを却下します。ポップアップ ウィンドウ

上でコメントを入力することもできます。[OK] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリッ

クすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 
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アクションの変更、コンテンツ移動、作成タスク 

ここでは、サイト コレクションの連絡先もしくは管理者の変更、サイト コレクション設定の変更、サイト連絡先の

変更、サイト メタデータの変更、コンテンツ移動、ライブラリ / リストの作成、ライブラリ / リスト設定の変更サー

ビスに関連する操作を実行することができます。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示 ペー

ジでは、以下の操作を実行することができます。 

o 承認 – リボン上で [承認] をクリックするとこのタスクを完了します。 

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックするとこのタスクを却下します。 

o 要求の編集 (対応するサービスで [すべての承認者によりサービス要求の編集を許可する] 

を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をク

リックして、要求の編集 インターフェイスでこの要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示  (対応するサービスで  [すべての承認者によりサービス要求の編集を許

可する] を選択する場合のみ、このボタンが承認者に表示されます) – [要求履歴の表示] 

をクリックして、要求履歴の表示 インターフェイスでこの要求のバージョンを表示します。 

 承認 - タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウ

で、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックしてタスクを完了する

か、または [キャンセル] をクリックしてタスクを実行せずに個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

 却下 – タスクを選択し、リボン上の [却下] をクリックするとタスクを却下します。ポップアップ ウィンドウ

で、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックするとタスクを完了し

ます。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク インターフェイスに戻ります。 

権限洗い替えタスク 

権限の洗い替えがサイト コレクション ポリシーで有効になっている状態で、このサイト コレクション ポリシーが Go

vernance Automation で管理するサイト コレクションに適用されている場合、権限洗い替えタスクがポリシ

ーで設定したスケジュールによって生成されます。このタスクには、このサイト コレクションのすべてのユーザーおよ

びグループの権限が含まれます。必要に応じて、承認者が Governance Automation で権限を変更し、

権限の変更を SharePoint に更新することができます。 

権限洗い替えタスクに対して実行することのできるアクションは以下のとおりです。 
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 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 ページでは、

以下の操作を実行することができます。 

o レコードのフィルター - 左上隅にあるドロップダウン リストから [ユーザー ベース] または [オ

ブジェクト ベース] を選択します。既定では、[すべてのアイテム] が選択されています。 

o 送信 – 送信 をリボン上でクリックすると、変更を送信し、SharePoint に変更を適用します。 

o リセット - リボン上の [リセット] をクリックして 個人用変更のリセット または すべての変更の

リセット を選択します。 

 個人用変更のリセット ー 個人のユーザーがこのタスクに対して実行した変更がクリア

されます。 

 すべての変更のリセット ー すべてのユーザーがこのタスクに対して実行した変更がクリ

アされます。 

o レポートのエクスポート - リボン上の レポートのエクスポート をクリックして権限の洗い替えレ

ポートをエクスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、レポートをローカル マシンに

エクスポートするか、エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。エクスポ

ート先へエクスポートする を選択する場合、ドロップダウン リストから構成済みのエクスポート

先を選択し、レポート形式 (CSV もしくは XLS) を選択して、データシートへエクスポート 

をクリックしてレポートをエクスポートします。 

o ユーザーの削除 - ユーザーを選択して省略記号ボタン ( ) をクリックし、[ユーザーの削

除] を選択します。削除確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、

選択したユーザーを削除します。 

o ユーザー権限の編集 - ユーザーを選択して、省略記号ボタン ( ) をクリックし、[ユーザー

権限の編集] を選択します。権限の編集 インターフェイスでは、権限 セクションのアクセス許

可レベルを変更します。リボン上の [保存] をクリックすると、変更を保存して 詳細の表示 ペ

ージに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

o ユーザー権限の削除 – ユーザーを選択して省略記号ボタン ( ) をクリックし、[ユーザー

権限の削除] を選択します。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリ

ックすると、ユーザーの権限を削除します。 

o グループ権限の編集 - グループを選択して省略記号ボタン ( ) をクリックし、[グループ

権限の編集] を選択します。権限の編集 インターフェイスでは、権限 セクションのアクセス許

可レベルを変更します。[保存] をクリックすると、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻り

ます。編集済みレコードがハイライトされます。 
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o グループ権限の削除 – グループを選択し、省略記号ボタン ( ) をクリックして [グループ

権限の削除] を選択します。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリ

ックしてユーザーの権限を削除し、詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイラ

イトされます。 

o ユーザーの削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件

または複数のグループのユーザーを選択して、リボン上の [ユーザーの削除] をクリックします。

削除確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザー

を削除します。 

o グループからユーザーを削除 - グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示さ

れます。1 件または複数のグループのユーザーを選択して、リボン上の [ユーザーの削除] をク

リックします。操作確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択

されたユーザーはグループから削除されます。 

o グループの変更 - グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 件

または複数のグループのユーザーを選択して、リボン上の [ユーザーの削除] をクリックします。  

グループの変更 インターフェイスで、変更を加えたいグループを選択し、グループの変更に使

用する方法を コピー もしくは 移動 から選択します。コピー を選択すると、新しいグループにユ

ーザーをコピーします。移動 を選択すると、以前所属していたグループからユーザーを除去し、

その後新しいグループにユーザーを追加します。[保存] をクリックすると、変更を保存して詳細

の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックすると、タスクに変更を送信します。ポップアップ 

ウィンドウで、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] をクリックするとタスク

を完了します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク インターフェイスに戻り

ます。 

クォータしきい値タスク 

サイト コレクション ポリシーでサイト コレクションのクォータしきい値を有効にし、このサイト コレクション ポリシーを 

Governance Automation によって管理されたサイト コレクションに適用することで、サイト コレクションでスト

レージ クォータしきい値を設定することができます。サイト コレクションのストレージが構成したクォータの割合に達

すると、承認プロセスで定義した承認者にタスクが割り当てられます。承認者はサイト コレクションのクォータを調

整するか、またはクォータしきい値を無視することができます。 

ログインしているユーザーがクォータしきい値タスクの承認者である場合、次のアクションを実行することができます。 
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 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 ページでは、

以下の操作を実行することができます。 

o クォータの変更 – リボン上の [クォータの変更] をクリックすると、ポップアップ ウィンドウが表

示されます。ドロップダウン リストから新しいクォータ テンプレートを選択して、[OK] をクリックす

ると変更を保存します。 

o 無視する - リボン上の [無視する] をクリックすると、サイト コレクションのクォータしきい値を無

視します。ポップアップ ウィンドウで、しきい値を通知する間隔を設定します。指定された期間

の経過後、サイト コレクションのサイズが引き続きクォータしきい値を超えている場合、通知が

送信されます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン リストから [日] または 

[週] を選択します。[OK] をクリックして構成を保存します。 

 クォータの変更 – タスクを選択し、リボン上の [クォータの変更] をクリックすると、ポップアップ ウィンド

ウが表示されます。ドロップダウン リストから新しいクォータ テンプレートを選択して [OK] をクリックする

と、変更を保存します。 

 無視する - タスクを選択し、リボン上の [無視する] をクリックすると、サイト コレクションのクォータしき

い値を無視します。ポップアップ ウィンドウで、しきい値を通知する間隔を設定します。指定された期間

の経過後、サイト コレクションのサイズが引き続きクォータしきい値を超えている場合、通知が送信され

ます。テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン リストから [日] または [週] を選択します。

[OK] をクリックして構成を保存します。 
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コンテンツ データベース ポリシーしきい値警告タスク 

サイト コレクションのクォータ変更要求が承認されると、コンテンツ データベース ポリシーで構成した該当のコンテ

ンツ データベースがデータベース サイズしきい値を超過してしまう場合があります。この場合、データベースの連

絡先に警告タスクおよび推奨ソリューションが割り当てられます。タスク タイトルの名前は コンテンツ データベー

ス [コンテンツ データベース名] はまもなくポリシーのしきい値である [データベース サイズの最大値] GB 

を超えます の形式で設定されます。 

ログインしているユーザーがデータベースの連絡先となっている場合、コンテンツ データベース ポリシーしきい値警

告タスクに対して次のアクションを実行することができます。 

 タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、詳細情報が表示されます。詳細の表示 ページでは、

次のオプションが可能です。 

o 推奨ソリューションを表示する – 推奨されたソリューションが 概要 に提供されています。 

o OK - [OK] をクリックすると、サイト コレクションのクォータ変更要求を承認します。 

o 却下 - [却下] をクリックすると、サイト コレクションのクォータ変更要求を却下します。 

 OK – タスクを選択して、リボン上の [OK] をクリックし、サイト コレクションのクォータ変更要求を承認

します。ポップアップ ウィンドウで、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[OK] 

をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに すべてのタスク 

インターフェイスに戻ります。 

 却下 – タスクを選択して、リボン上の [却下] をクリックし、サイト コレクションのクォータ変更要求を却

下します。ポップアップ ウィンドウで、今後の参考のため、このタスクに関するコメントを入力します。[O

K] をクリックするとタスクを完了します。[キャンセル] をクリックすると、個人用タスク インターフェイスに

戻ります。 
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モニターとレポート 

モニターとレポート をランディング ページでクリックすると、モニターとレポート ページに移動します。このページで

は、適切な権限を持ったビジネス ユーザーが以下の作業を行うことができます。 

 ユーザーによって作成され、割り当てられたすべての要求とタスクの追跡 

 Governance Automation のプロセスのレビュー  

 Governance Automation で作成されたサイト / サイト コレクションの状態の確認 

すべての要求のモニター 

すべての要求 ページでは、ユーザーによって作成された送信済みサービス要求を中央管理します。 

モニターとレポート ページで [すべての要求] をクリックすると、すべての要求 ページに移動します。   

ページ毎の要求の表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件

数を選択します。ページ毎の要求の表示件数を変更するには、[サービス要求]、[状態]、[サービス]、[最終

更新日時]、[担当者] などの列見出しに表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、サービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。サービス要求、サービス、

担当者 の各列を使用して、希望のサービス要求を検索することができます。希望のサービス要求を検

索することができます。検索することができるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみで

す。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の隣に表示された  をクリッ

クして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができ

ます。 

 

要求を選択し、リボンの [詳細の表示] をクリックすると、この要求の詳細構成を表示します。[閉じる] をクリッ

クすると、すべての要求 インターフェイスへ戻ります。  
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すべてのタスクのモニター 

すべてのタスク ページでは、ユーザーに割り当てられたすべてのタスクを中央管理します。 

モニターとレポート ページで [すべてのタスク] をクリックすると、すべてのタスク ページ に移動します。   

ページ毎のタスクの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件

数を選択します。タスクを並べ替えるには、[タイトル]、[カテゴリー]、[サービス]、[要求者]、[担当者]、[最

終更新日時] などの列見出しに表示された   をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。  

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したタスクをフィルターします。[タイトル]、[要求者]、[担当

者] 列を使用して、使用できる列は 要求者 および 担当者 です。検索することができるのは、現在の

ページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の隣に表示された  をクリッ

クして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができ

ます。 

 

タスクのタイトルをクリックすると、構成を閲覧することができます。[閉じる] をクリックすると、すべての要求 インタ

ーフェイスへ戻ります。  

監査レポート 

監査レポートには、管理者、サービス要求、承認プロセスのアクティブ化に関する情報が表示されます。 

 ユーザー アクティビティ レポート –  Governance Automation ユーザー (ユーザーおよびビジネス 

ユーザーを含む) によって実行される操作の詳細が表示されます。この機能を使用すると、ユーザーの

アクションをレビューし、アクションがガイドラインに沿ったものであるかどうかを確認することができます。  

 サービス要求レポート – 送信済みサービス要求の詳細情報が表示されます。サービス要求レポートに

は、サービス要求、サービス名、要求者、状態、送信日時、担当者、最終更新日時など、基本サービ

ス要求情報が表示されます。 
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 承認プロセス レポート – サービス要求が承認されると、すべてのサービス要求承認プロセスのトラック

が表示されます。承認プロセス レポートを活用することにより、サービス要求フローを最適化して、プロセ

スの効率を向上させることができます。  

ユーザー アクティビティ レポート 

モニターとレポート ページ上で [ユーザー アクティビティ レポート] をクリックすると、ユーザー アクティビティ レ

ポート に移動します。   

ユーザー アクティビティ レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには、[オブジェクト]、[オブジェクト タイプ]、[アクション] などの列

見出しに表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、ディレクトリ レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索

することができます。使用できる列は ユーザー および オブジェクト インスタンス名 です。検索すること

ができるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の  をクリックして、ア

イテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターおよび生成 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。オブジェクト、

タイプ、アクション、期間、ユーザー に対して、フィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。 
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b. エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。    

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として CSV もしくは XLS 

のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 

サービス要求レポート 

モニターとレポート ページ上で [ユーザー アクティビティ レポート] をクリックすると、ユーザー アクティビティ レ

ポート に移動します。  

サービス要求レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには、[サービス タイプ]、[カテゴリー]、[部署]、[状態]、[担当

者] などの列見出しに表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索

することができます。使用できる列は サービス名、サービス要求名、要求者、担当者 です。検索する

ことができるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の  をクリックして、ア

イテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

サービス要求レポートのフィルターおよび生成 
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1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。期間 および 

部署 に合わせ、サービス タイプ、サービス名、要求者、担当者、詳細フィルター に対してフィルター

を設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。 

b. エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。    

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として CSV もしくは XLS 

のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

サービス要求レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 

承認プロセス レポート 

モニターとレポート ページで [承認プロセス レポート] をクリックすると、承認プロセス レポート に移動します。 

承認プロセス レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには、[サービス タイプ]、[状態]、[部署] などの列見出しに表示さ

れた  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 
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 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索

することができます。使用できる列は サービス要求名 と ユーザー です。検索することができるのは、現

在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の  をクリックして、ア

イテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

 

承認プロセス レポートのフィルターおよび生成 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。サービス タイ

プ、サービス要求名、状態、期間、部署、ユーザー に対してフィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、レポートをローカル パスにエクスポートするか、エクスポート (ネットワ

ーク) 先にエクスポートするかをポップアップ ウィンドウで選択します。  

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合の操作については、以下の説明を参照して

ください。ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択するか、または [新規場所の追加] 

をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 インターフェイスへリダイレクトされます。ここで

新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として CSV もしくは XLS 

のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

承認プロセス レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 
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管理レポート 

管理レポートには、Governance Automation によって作成されたサイト コレクションとサイトについての基本

情報が表示されます。 

 サイト コレクション レポート - サイト コレクション URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクション 

テンプレート、サイト コレクション管理者、代理のサイト コレクション管理者、サイト コレクション連絡先、

代理のサイト コレクション連絡先などの詳細について、 Governance Automation で作成されたサ

イト コレクションが一覧表示されます。必要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズす

ることができます。 

 サイト レポート - サイト URL、部署、タイトル、サイト テンプレート、サイト連絡先、代理のサイト連

絡先などの詳細について、Governance Automation で作成されたすべてのサイトが一覧表示さ

れます。必要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。  

サイト コレクション レポート 

モニターとレポート ページで [サイト コレクション レポート] をクリックすると、サイト コレクション レポート に移

動します。  

サイト コレクション レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには、[部署]、[ポリシー]、[サイト コレクション テンプレート]、[デ

ィレクトリへ発行]、[クォータ サイズ (GB)]、[サイト コレクション サイズ (GB)]、[状態]、[サイトの深さ

の最大値] などの列見出しに表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。   

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索

することができます。使用できる列は URL、タイトル、説明、サイト コレクションのメイン管理者、サイト 

コレクションのサブ管理者、サイトのメイン連絡先、サイト コレクションのサブ連絡先、メタデータです。検

索することができるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。既定では、URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクショ

ン テンプレート、サイト コレクションのメイン管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクショ

ンのサブ連絡先、ディレクトリへ発行、コンテンツ データベース名、クォータ テンプレート、クォータ サイズ 

(GB)、サイト コレクション サイズ (GB)、アクセスしきい値の有効期限、リース期間の有効期限、状態、
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サイトの深さの最大値が表示されます。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の  をクリックして、ア

イテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

サイト コレクション レポートのフィルターおよび生成 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。部署、ポリシ

ー、サイト コレクション連絡先に従って、URL、サイト テンプレート、サイト コレクション サイズ、状態、

詳細フィルターに対して、フィルターを設定することができます。[有効期限によるフィルター] も使用可

能です。[アクセスしきい値の有効期限] および [リース期間の有効期限] を設定して、フィルター ル

ールを追加します。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。 

b. エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を

選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 イ

ンターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。    

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として CSV もしくは XLS 

のいずれかを選択します。 

d.  [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

サイト コレクション レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 

サイト レポート 

モニターとレポート ページで [サイト レポート] をクリックすると、サイト レポート に移動します。 



30  

 
DocAve Governance Automation 

 

サイト レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには [部署]、[サイト テンプレート]、[サイトのメイン連絡先]、[サ

イトのサブ連絡先] などの列見出しに表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索

することができます。使用できる列は URL および タイトル です。検索することができるのは、現在のペ

ージに表示されている列のコンテンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の  をクリックして、ア

イテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

サイト レポートのフィルターおよび生成 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。URL、サイト 

テンプレート、部署、サイト連絡先 に対してフィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合の操作については、以下の説明を参照して

ください。ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択するか、または [新規場所の追加] 

をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 インターフェイスへリダイレクトされます。ここで

新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として CSV もしくは XLS 

のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 
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サイト レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 

コンテンツ データベース レポート 

モニターとレポート ページで [承認プロセス レポート] をクリックすると、承認プロセス レポート に移動します。  

 

コンテンツ データベース レポートの管理 

ページごとに表示するレポート数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから数字を

選択します。レポートを並べ替えるには 名前、現在のクォータ (GB)、現在のサイズ (GB)、最大サイズ (G

B)、現在のサイト コレクション数、サイト コレクションの最大数 などの列見出しに表示された並べ替えボタン 

( ) をクリックして、[昇順] または [降順] を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。名前 および ポリシー名 列で、

希望のレポートの検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限りま

す。 

 列の管理 ( ) – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができま

す。列の管理ボタン ( ) をクリックし、列名の隣のチェックボックスを選択して列をリストに表示させます。 

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい

列見出し内のアイテムのフィルター ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、

このアイテムをリストに表示させることができます。 

コンテンツ データベース レポートのフィルター 

コンテンツ データベース レポートをフィルターする方法については、以下の説明を参照してください。 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。名前、ポリシ

ー名、データベースの連絡先 のフィルターを設定することができます。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 
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3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。  

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先

を選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 

インターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. レポート形式 のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択しま

す。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

 

コンテンツ データベース レポートのフィルター 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 

個人用サイト レポート 

個人用サイトには、ログイン ユーザーが連絡先または代理の連絡先となっているサイト コレクションおよびサイト

のリストが表示されます。 

管理者のランディング ページで [個人用サイト] をクリックすると、個人用サイト へ移動します。 

個人用サイト レポートの管理 

ページ毎のレポートの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の

件数を選択します。レポートを並べ替えるには、[タイトル]、[部署]、[タイプ]、[ポリシー] などの列見出しに

表示された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 
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 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。タイトル および URL 列で、

希望のレポートの検索が可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限りま

す。 

  – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することができます。既定では、

URL、タイプ、部署、タイトル、ポリシー、メイン連絡先、サブ連絡先、サイト コレクションのメイン

管理者、サイト コレクションのサブ管理者 が表示されます。  をクリックしてから列名の隣のチェックボ

ックスを選択すると、選択した列をリストに表示させることができます。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列見出し内の  をク

リックして、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができま

す。 

個人用サイト レポートのフィルター 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックすると、レポートをカスタマイズすることができます。URL、部署、

ポリシー、メイン連絡先 に対してフィルターを設定することができます。 

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートを保存用にエクスポートします。 

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。 

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先

を選択するか、または [新規場所の追加] をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 

インターフェイスへリダイレクトされます。ここで新しいレポート エクスポート先を作成します。 

c. レポート形式 のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択しま

す。 

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

個人用サイト レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 
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パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポート 

Governance Automation で作成され、管理されている発行済みサイト コレクションの情報は、パブリック 

サイト コレクショント ディレクトリ画面で確認することができます。なお、ディレクトリへ発行 メタデータを含むサイ

ト コレクションは、発行済みサイト コレクションと見なされます。  

ディレクトリへ発行 は、サイト コレクション作成サービスに自動的に追加される定義済みメタデータです。サービ

ス要求を送信する際に、このメタデータを Governance Automation Online で作成したサイト コレクション

に追加するかどうかを選択することができます。ディレクトリへ発行 のメタデータを含むすべてのサイト コレクション

は、パブリック サイト コレクション ディレクトリに表示されます。 

ランディング ページで [パブリック サイト コレクション ディレクトリ] をクリックすると、サイト コレクション ディレク

トリに移動します。 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートの管理 

ページ毎のディレクトリの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希

望の件数を選択します。ディレクトリ レポートを並べ替えるには、[部署]、[ポリシー]、[サイト コレクション テ

ンプレート]、[サイト コレクション サイズ (GB)]、[状態]、[サイトの深さの最大値] などの列見出しに表示

された  をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。 

以下の方法によって、ディレクトリ レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したディレクトリ レポートをフィルターします。ここでは希望のレ

ポートを検索することができます。使用できる列は URL、タイトル、説明、サイト コレクションのメイン

管理者、サイト コレクションのサブ管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクション

のサブ連絡先、メタデータ です。検索することができるのは、現在のページに表示されている列のコン

テンツのみです。 

  – リストに表示される列を管理します。既定では、URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクショ

ン テンプレート、サイト コレクションのメイン管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクショ

ンのサブ連絡先、ディレクトリへ発行、コンテンツ データベース名、クォータ テンプレート、クォータ サイズ 

(GB)、サイト コレクション サイズ (GB)、アクセスしきい値の有効期限、リース期間の有効期限、状態、

サイトの深さの最大値が表示されます。  をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、

選択した列をリストに表示させることができます。 
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  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の  をクリックして、ア

イテム名の隣のチェックボックスを選択すると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのフィルター 

1. リボンの [フィルターの設定] をクリックして、ディレクトリ レポートをカスタマイズします。URL、サイト テ

ンプレート、サイト コレクション サイズ、状態、部署、ポリシー、サイト コレクションのメイン連絡先に対し

てフィルターを設定することができます。[有効期限によるフィルター] も使用可能です。[アクセスしき

い値の有効期限] および [リース期間の有効期限] を設定して、フィルター ルールを追加します。  

2. 新しいフィルター ルールを設定する場合は、[リセット] をクリックします。この操作により、以前のフィルタ

ー ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] 

をクリックして、レポートをストレージにエクスポートします。データシートへエクスポート を選択する場合の

操作については、以下の説明を参照してください。 

a. レポートを保存するには、ポップアップ ウィンドウで、レポートをローカル パスにエクスポートするか、

エクスポート (ネットワーク) 先にエクスポートするかを選択します。  

b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合の操作については、以下の説明を参照して

ください。ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択するか、または [新規場所の追加] 

をクリックすると、新しいレポート エクスポート先 インターフェイスへリダイレクトされます。ここで

新しいレポート エクスポート先を作成します。  

c. [レポート形式] セクションのドロップダウン メニューからレポート形式として CSV もしくは XLS 

のいずれかを選択します。  

d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド

ウを閉じて、1 つ前のインターフェイスに戻ります。 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択

すると、現在表示されているレポートをエクスポートすることができます。 
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