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DocAve ジョブ モニター for SharePoint について 

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。 

また、ジョブ モニターは他の DocAve 製品に統合されています。製品自体のみに関連する追加機能で、対応

するモジュール内のジョブを管理することができますこのような追加の機能は、スタンドアロンのジョブ モニター モジ

ュールでも使用することができます。 

始める前に 

DocAve ジョブ モニター for SharePoint をインストールして使用する前に、システム要件およびファーム要件

について、次のセクションを参照してください。 

構成 

DocAve ジョブ モニター for SharePoint を使用するには、お使いのファーム内で DocAve 6 プラットフォー

ムが正常にインストール･構成されている必要があります。DocAve 6 がインストールされていない場合、ジョブ 

モニターは使用できません。 

エージェント 

DocAve エージェントは、 DocAve ジョブの実行を担当し、SharePoint オブジェクト モデルと相互にやり取

りします。DocAve エージェントにより DocAve マネージャーは該当サーバーと正常に通信を実行し、ジョブ モ

ニター コマンドは正常に機能することができます。   

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

バー パフォーマンスに影響を与えることがあります。サーバーにインストールしたエージェントを使用しなければ、シ

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

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

6 インストール ガイド を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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はじめに 

モジュールの起動、インターフェイスの理解、ビューの構成、ジョブの検索などのジョブ モニターの起動に関する重

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。 

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。 

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

2. [DocAve] タブの [ジョブ モニター] をクリックしてモジュールを起動します。  

または、DocAve ソフトウェア上から画面左上のジョブ モニター アイコン (  ) をクリックすることもでき

ます。 

 

図 1: DocAve モジュールの起動ウィンドウ 
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ジョブ モニターについて 

ジョブ モニターにはジョブの表示方法をカスタマイズするためのいくつかの方法が用意されているため、ジョブをより

効率的に管理することができます。以下の 2 つのセクションでは、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 つ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 ジョブ モニター インターフェイスの間を切り替えます。 

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 - 構成するフィルターに従って表示するジョブを一覧表示します。 

 

図2: ジョブ モニター 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 ジョブ 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 つのタブがあります。 

 ジョブ モニター - 現在および以前のジョブにアクセスできます。 

 スケジュール ジョブ モニター - スケジュールしたジョブに限り、アクセスできます。 

*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) と定期的なジョブを区別しま

す。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 2 つのタブ

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。

これらを使用して、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 つ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。[ ] アイコンをクリックして、列を追加または削除してビュ

ーをカスタマイズすることができます。ドロップダウン メニューで、列名の横にあるチェックボックスをオンにし

て、このビューの希望の列を選択します。[OK] をクリックして選択を保存するか、または、[キャンセル] 

をクリックして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。右上隅にあるそれぞれのボタンをクリックして、

[日]、[週]、または [月] の形式で表示するカレンダービューを構成することができます。ジョブの詳細

情報を表示するには、マウス カーソルを時間帯の上に置きます。  

ジョブの情報で表示するオプションを 1 つ指定して、ツールバーの タイム ゾーン  を構成することもできます。  

 既定 - 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 タブの既定タイム ゾーンは、夫々のスケジュールについて構成されたタイム ゾーンに基

づきます。 

 ローカル – DocAve にアクセスするために Internet Explorer (IE) ブラウザが使用したタイム ゾー

ンを表示します。  
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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。なお、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 ゾーンを変更するには、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 で表示ペインに表示するジョブをフィルターします。  

 期間 – 期間を指定して、表示されるジョブを制限することができます。 

 モジュール – ジョブを実行するモジュールを指定して、表示されるジョブを制限することができます。 

ジョブの検索 

ジョブ モニターでは、カスタマイズするジョブを検索することもできます。検索フィールドはツールバー リボンの下に

あります。該当するラジオ ボタンをオンにして [すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択

します。検索テキスト ボックスの上にカーソルを置くと、ツールヒントが表示されます。  

*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 にはジョブの開始時刻が含まれるため、開始時刻でジョブを検索できます。数値列に時間をテキスト 

ボックスに入力し、  を選択します (例えば、2011-01-01 17:05:10 ならば、20110101170510 と入

力します)。 
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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 セットがあり、多種多様なジョブをより適

切に管理することができます。 

*注意: ツールが指定した製品の選択したジョブではサポートされていない場合、このツールの対応するボタンは

淡色表示され、クリックできません。 

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。  

*注意: ここでは、ジョブ モニターの全般ツールだけを説明します。DocAve 製品に固有のツールにアクセスする

には、DocAve 各製品の統合ジョブ モニターにアクセスします。また、ウェルカム ページからジョブ モニターにアク

セスし、[モジュール] ボタンをクリックし、該当するチェックボックスをオンにして適切なモジュールを選択すると、そ

のモジュールで実行されるジョブから選択することができます。DocAve 各製品に固有のツールについては、本ガ

イドの 統合ジョブ モニター を参照してください。 

管理ツールバー 

このツールバーには次の機能があります。 

 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からオンにして、

ジョブを選択します。リボンの [詳細の表示] をクリックします。ジョブの詳細 タブでは、サマリー タブが

選択されて、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。詳細情報については、表示パネルで [詳細] タブをクリックします。[ダウンロード] をクリッ

クしてジョブ レポートをダウンロードすることができます。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。[OK] 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。 

 ダウンロード - 選択したジョブのジョブ レポートを指定した場所にダウンロードすることができます。レポ

ート形式 で TXT、CSV または XLS 形式を設定して、レポートをダウンロードします。ここでは、[詳

細] タブから すべての列 をダウンロードするように選択できます。 
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*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し

ます。 

1. [Internet Explorer] > [ツール] > [インターネット オプション] の順に進みます。 

2. [セキュリティ] タブに切り替えて、ゾーンを選択します。 

3. [このゾーンのセキュリティのレベル] フィールドの [レベルのカスタマイズ] ボタンをクリック

します。 

4. 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。 

5. 以下のスクリーンショットに従い、詳細設定を変更してください。 

 

   図3： IE セキュリティ設定 

アクション ツールバー  

このツールバーには、選択したジョブについて、以下のオプションが表示されます。 

 停止 – 選択した進行中のジョブをただちに停止します。ジョブの状態は 停止 に変わりますが、ジョブの

情報およびジョブに集計されたデータはすべて保持されます。  

*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] タブをクリックし、チェックボックスでプラン

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。 

 削除 - 通知を送信せずにジョブ情報を削除します。[削除] を選択し、次にドロップダウン メニューから 

[ジョブの削除] を選択します。 

 一時停止 - 必要に応じて実行中のジョブを一時停止します。 

 再開 - 一時停止するジョブを再開して実行に続行します。 
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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は、ジョブ レポートは既定のエクスポート先 (...

\AvePoint\DocAve6\Manager\work) に保存されます。 

ネットワークシェアでジョブ レポートを保存するには、以下の手順を実行します。 

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] の隣にあるチェックボックスをオンにしま

す。 

2. UNC パス を入力します。 

3. ユーザー名 を入力します。 

4. パスワード を入力します。 

5. [OK] をクリックします。 
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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 つのツールバーがあり、後で実行するようにスケジュールしたジョブに対す

るアクションを実行することができます。これらのツールの機能を説明します。 

*注意: ここでは、メインの  ジョブ モニター モジュールのツールだけを説明します。他の DocAve の製品に統

合されたジョブ モニター に固有のツールの詳細については、本ガイドの 統合ジョブ モニター を参照してください。 

アクション ツールバー  

このツールバーには、以下のスケジュール ジョブの操作が用意されています。 

 有効化 –  選択したジョブの状態が無効の場合に、このボタンをクリックしてその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な場合に、このボタンをクリックしてそのジョブを無効にします。 

フィルター ツールバー 

このツールバーには、以下のスケジュール ジョブのフィルター オプションが用意されています。 

 期間 – 期間を指定して、表示されるジョブを制限することができます。 

 モジュール – ジョブを実行するモジュールを指定して、表示されるジョブを制限することができます。 
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統合ジョブ モニター 

ジョブ モニターは、異なる DocAve 製品の間でのジョブにアクセスしたり、ジョブを管理することができます。一方

で、各製品とそれぞれのモジュールに備えられた機能に簡単にアクセスできるように、DocAveの各製品にジョブ 

モニターが統合されています。ジョブ モニターに、特定の製品モジュールのインターフェイスからアクセスする場合、

そのモジュールで実行されたジョブのみが表示され、現在のインターフェイスを離れずに、関連するジョブにアクセス

することができます。統合されたジョブ モニター モジュールには、スタンドアロン ジョブ モニター モジュールのすべて

の同じ機能が含まれています。以下のモジュールには統合ジョブ モニターが含まれています。 

製品 モジュール 

データ保護 プラットフォーム バックアップ & リストア 

運用管理 

管理者 

コンテンツ マネージャー 

展開マネージャー 

レプリケーター 

レポート ポイント 

利用状況レポート 

インフラストラクチャ レポート 

管理レポート 

DocAve レポート 

コンプライアンス レポート 

コンプライアンス eDiscovery 

ストレージ最適化 アーカイバ 

プラットフォーム バックアップ & リストアの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターでは、プラットフォーム バックアップ & リストアの特定のプラットフォーム バックアップ ジョブは、ジョブ

実行後にメンテナンス設定を構成することができます。適切なプラットフォーム バックアップ ジョブを選択し、リボン

の [メンテナンス] をクリックします。メンテナンス タブが開き、以下の設定を構成することができます。 

 メンテナンス アクション – 以下のチェックボックスのいずれかをオンにしてこのジョブのメンテナンス アクシ

ョンを選択します。 

o InstaMount マッピングを生成する 

o インデックス マッピングを生成する 
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o スナップショット データをコピーする 

 ステージング SQL サーバー – [バックアップ用 SQL サーバー] を使用するか、または、[カスタム 

SQL サーバー] を選択して、ステージング SQL サーバーとしてカスタム SQL サーバーを使用します。 

 メンテナンス通知 – このジョブの通知設定を構成します。[アドレスのみのプロファイルの選択] ドロッ

プダウン リストから構成済みの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] 

リンクをクリックして、新しい通知プロファイルを作成します。[表示] をクリックすると、選択した通知プロフ

ァイルの詳細構成が表示されます。 

[メンテナンス] タブで設定の構成が終了したら、[OK] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] 

をクリックして、変更を保存せずに メンテナンス タブを閉じます。 

レプリケーターの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターには、管理センターについて、次の追加ジョブ タイプが用意されています: 管理検索 / セキュリテ

ィ検索、孤立したサイトの削除、AD 削除済みアカウントの整理、構成ファイルのインポート、Web パーツの検

索。追加機能の詳細については、以下のセクションを参照してください。 

管理検索 / セキュリティ検索ジョブ 

ジョブ モニターで管理検索ジョブまたはセキュリティ検索ジョブを選択すると、リボンの[検索結果] をクリックでき

るようになります。このボタンをクリックすると、管理センターの検索結果ツールに移動します。ここで検索結果に

対して、以下のアクションを実行することができます。 

 ユーザー権限の編集 

 ユーザー権限の削除 

 レポートのダウンロード 

 権限編集用にエクスポート 

 構成ファイルのインポート 

これらのアクションの詳細については、DocAve 6 管理センター ユーザー ガイド を参照してください。 

http://www.avepoint.com/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Administrator_User_Guide.pdf
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孤立したサイトの削除ジョブ 

ジョブ モニターで孤立したサイトの削除ジョブを選択すると、リボンの [孤立したサイトの削除] をクリックできるよ

うになります。このボタンをクリックすると、ジョブ モニターの 孤立したサイトの削除 タブが表示されます。ここで削

除された孤立したサイトを表示したり、管理することができます。タブを閉じるには、リボンの [閉じる] をクリックし

ます。 

表示パネルでは、以下の方法で、削除された孤立したサイトの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して表示されたサイトをフィルターすることができます。キーワードには列の値に

含まれているものを使用する必要があります。[孤立したサイトの削除] の表示パネルの右上に、表示

したいプランのキーワードを入力します。すべてのページを検索するか、または、現在のページを検索する

ように選択することができます。[すべてのページを検索] または [現在のページを検索] を選択するこ

とができます。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  - リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示するようにします。[+] をクリックし、

列名の隣にあるチェックボックスをオンにして、リストに表示する列を選択します。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターする列の [ ] をクリックし、アイテム名の隣に

あるチェックボックスをオンにして、リストに表示するアイテムを選択します。 

孤立したサイトのジョブを削除するには、削除する孤立したサイトを選択して、[次へ] をクリックします。この削

除ジョブの [スケジュール] 設定および [通知] 設定を構成して、[次へ] をクリックします。概要 ページで構成

をレビューし、[完了] をクリックしてこれらの構成を保存するか、または、[完了して実行] をクリックして構成を

保存してジョブをただちに実行するか、あるいは、[キャンセル] をクリックして、構成を保存せずに 孤立したサイ

トの削除 タブを閉じます。 

AD 削除済みアカウントの整理ジョブ 

ジョブ モニターでAD 削除済みアカウントの整理ジョブを選択すると、リボンの [AD 削除済みアカウントの削

除] をクリックできるようになります。このボタンをクリックすると、ジョブ モニターの AD 削除済みアカウントの削

除 タブが表示されます。ここで AD 削除済みアカウントの権限を別のユーザーにクローンすることができます。タ

ブを閉じるには、リボンの [閉じる] をクリックします。 
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表示パネルでは、以下の方法で AD 削除済みアカウントの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して表示されたサイトをフィルターすることができます。キーワードには列の値に

含まれているものを使用する必要があります。[AD 削除済みアカウントの削除] の表示パネルの右

上に、表示したいアカウントのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペー

ジを検索] を選択することができます。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  - リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示するようにします。[+] をクリックし、

列名の隣にあるチェックボックスをオンにして、リストに表示する列を選択します。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターする列の [ ] をクリックし、アイテム名の隣に

あるチェックボックスをオンにして、リストに表示するアイテムを選択します。 

AD 削除済みアカウントを選択してユーザー権限のクローンを有効にして、以下の構成を行います。 

1. それぞれのアカウントの [ユーザー権限のクローン作成] テキストボックスに、権限をクローン作成する

ユーザーの名前を入力します。[ ] をクリックして名前を確認するか、または、[ ] をクリックして権限

をクローン作成するユーザーを探します。 

2. [次へ] をクリックしてこれらの構成を保存し、[権限転送のオプション] を構成します。 

3. [権限オプション] で [追加する] を選択してクローン元の権限をクローン先に追加するか、または、

[置き換える] を選択してクローン先の権限をクローン元の権限に置き換えます。 

4. [通知を含む] では、[はい] または [いいえ] を選択して、クローン元のユーザー通知をクローン先ユ

ーザーに送信するかどうかを指定します。 

5. [メタデータの変更] では、[はい] または [いいえ] を選択して、該当するクローン元のメタデータをク

ローン先ユーザーに転送するかどうかを指定します。 

6. [権限ルール] では、適用するルールを選択します。[グループから継承した権限を含む] を選択する

と、[クローン先でユーザーを同じグループに追加する] が有効になります。 

7. [OK] をクリックして構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに AD 削

除済みアカウントの削除 タブを閉じます。 
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構成ファイルのインポートジョブ 

ジョブ モニターで構成ファイルのインポートジョブを選択すると、リボンの [変更のロールバック] をクリックできるよ

うになります。この機能を使用して、選択したジョブを実行する前の状態に権限を戻すことができます。 

Web パーツの検索ジョブ 

ジョブ モニターで Web パーツの検索ジョブを選択すると、リボンの [Web パーツの管理] をクリックできるよう

になります。このボタンをクリックすると、ジョブ モニターの Web パーツの管理 タブが表示されます。ここで選択

したジョブ内の Web パーツの情報を表示することができますタブを閉じるには、リボンの [閉じる] をクリックしま

す。 

既定では、表示パネルで 検索結果 タブが選択されています。[] タブをクリックすると、使用状況の情報によっ

て Web パーツが表示されます。表示パネルでは、以下の方法で AD 削除済みアカウントの表示方法をカス

タマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して表示された Web パーツをフィルターすることができます。キーワードには

列の値に含まれているものを使用する必要があります。[Web パーツの管理] の表示パネルの右上

に、表示したい Web パーツのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のペ

ージを検索] を選択することができます。 

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  - リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示するようにします。[+] をクリックし、

列名の隣にあるチェックボックスをオンにして、リストに表示する列を選択します。 

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターする列の [ ] をクリックし、アイテム名の隣に

あるチェックボックスをオンにして、リストに表示するアイテムを選択します。 

Web パーツを選択し、[Web パーツの削除]、[Web パーツのリセット]、または [Web パーツを閉じる] 

をクリックして選択した Web パーツに対してアクションを実行します。操作を確認するポップアップ ウィンドウが表

示されます。[OK] をクリックしてアクションを続行するか、または、[キャンセル] をクリックして Web パーツの管

理 タブに戻ります。 
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コンテンツ マネージャーの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターで特定のタイプのコンテンツ マネージャー ジョブを選択すると、追加機能が表示されます。 

コンテンツ マネージャー ジョブ 

ジョブ モニターでコンテンツ マネージャー ジョブを選択すると、リボンの [ロールバック] をクリックできるようになり

ます。このボタンをクリックすると、ジョブ モニターの ロールバック ウィンドウが表示されます。 

[OK] をクリックすると、実行したプラン内のサイトをジョブ実行前の状態にロールバックします。 

コンテンツ マネージャーの移動ジョブ 

ジョブ モニターでコンテンツ マネージャーの移動ジョブを選択すると、リボンの [コンテンツの削除] をクリックでき

るようになります。移動ジョブの実行は、移動元ノードから移動先ノードにコンテンツをコピーしてから、移動元ノ

ードからコンテンツを削除します。いくつかの移動ジョブはコピー プロセスのみを実行し、移動元ノードからコンテン

ツを手動で削除するように構成することができます。コピー処理が正常終了したことを確認した後にのみ、このオ

プションを使用します。 

展開マネージャーの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターでは、展開マネージャー ジョブを選択し、[詳細の表示] をクリックします。ジョブ モニターの プラ

ンの詳細 タブが表示されます。表示パネルでは サマリー タブが選択されています。ここでは、展開マネージャー 

プランに関する全般情報をレビューすることができます。表示パネルの [キュー] タブをクリックすると、キュー内の

ジョブの状態が表示されます。  

[ロールバック] をクリックすると、実行したプラン内の展開したコンテンツをジョブ実行前の状態にロールバックしま

す。 
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レプリケーターの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターでレプリケーター ジョブを選択すると、リボンの [マッピングの表示] をクリックできるようになります。

このボタンをクリックすると、ジョブ モニターの マッピングの表示 タブが表示され、選択したジョブ内のレプリケータ

ー プランに関する情報が表示されます。タブを閉じるには、リボンの [閉じる] をクリックします。 

表示パネルでは、以下の方法でレプリケーター プランの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを指定して表示されたレプリケーター プランをフィルターすることができます。キーワー

ドに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。[マッピングの表示] の表示パネルの右

上に、表示したいプロセスのキーワードを入力します。[すべてのページを検索] または [現在のページ

を検索] を選択することができます。  

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  - リストに表示する列を指定して、表示させたい情報だけを表示するようにします。[+] をクリックし、

列名の隣にあるチェックボックスをオンにして、リストに表示する列を選択します。  

  – リストに表示されるアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、

任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターしたい列の  アイコンをクリックし、アイテム名

の隣のチェックボックスをオンにすると、選択したアイテムがリストに表示されます。 

レプリケーター プランを選択して、以下のアクションを選択します。 

 [詳細の表示] をクリックしてレプリケーター プランの実行に関する詳細情報を表示します。[マッピング

の表示] ページの [サマリー]  タブでプランの実行に関する全般情報を表示するか、または、[詳細] 

をクリックしてプラン内のアイテムに関する情報を表示することができます。[ダウンロード] をクリックして

ジョブ レポートをダウンロードすることができます。レポートの形式として [TXT]、[CSV] または [XL

S] を選択し、[詳細] タブで [現在の列] または [すべての列] をダウンロードするかどうかを選択し、

[OK] をクリックしてレポートをダウンロードするか、あるいは、[キャンセル] をクリックして マッピングの詳

細 ページに戻ります。 

 [ダウンロード] をクリックしてジョブ レポートをダウンロードすることができます。レポートの形式として、[T

XT]、[CSV] または [XLS] を選択し、[詳細] タブで [現在の列] または [すべての列] をダウン

ロードするかどうかを選択し、[OK] をクリック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

クリックして マッピングの詳細 ページに戻ります。 

 [ロールバック] をクリックして、レプリケーター元およびレプリケーター先ノードをバックアップの状態にロー

ルバックします。バックアップはレプリケーター プランの構成で構成され、レプリケーション プロセスの前に

実行されます。 
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レポート ポイントの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターで特定のレポート ポイント ジョブを選択すると、追加オプションが表示されます。 

使用状況レポートからのワークフロー状態ジョブ 

ジョブ モニターでワークフロー状態レポート ジョブを選択し、リボンの [ワークフロー状態レポートの表示] をクリ

ックします。レポート ポイントの 利用状況レポート タブに、選択したジョブのワークフロー状態レポートが表示さ

れます。 

インフラストラクチャ レポートからのストレージ分析ジョブ 

ジョブ:モニターで、ストレージ分析レポート ジョブを選択し、リボンの [ストレージ分析レポートの表示] をクリッ

クします。レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブが表示され、選択したプランの SharePoint 

データベースや外部デバイスに保存されているデータのサイズおよび場所をレビューすることができます。 

コンプライアンス レポート 

ジョブ モニターでコンプライアンス レポート ジョブを選択すると、実行されたコンプライアンス レポート ジョブのタイ

プに応じて、以下の追加オプションが表示されます。以下のレポート タイプのいずれかを選択します。 

 ユーザー ライフサイクル レポート – ジョブを選択し、[ユーザー ライフの表示] をクリックします。レポ

ート ポイントの コンプライアンス レポート タブが表示され、選択したジョブ内のユーザーのアクション レ

ポートをレビューすることができます。 

 リスト アクセス レポート – ジョブを選択し、[リスト アクセスの表示] をクリックします。レポート ポイン

トの コンプライアンス レポート タブが表示され、選択したジョブ内のリストの利用状況情報レポートを

レビューすることができます。 

 アイテム ライフ レポート – ジョブを選択し、[アイテム ライフの表示] をクリックします。レポート ポイン

トの コンプライアンス レポート タブが表示され、選択したジョブ内のアイテムの全アイテム ライフ レポー

トをレビューすることができます。 

 サイト アクセス レポート – ジョブを選択し、[サイト アクセスの表示] をクリックします。レポート ポイ

ントの コンプライアンス レポート タブが表示され、選択したジョブ内のサイトの利用状況情報レポート

をレビューすることができます。 
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 リスト削除レポート – ジョブを選択し、[リスト削除の表示] をクリックします。レポート ポイントの コン

プライアンス レポート タブが表示され、選択したジョブ内のリストの削除状況レポートをレビューするこ

とができます。 

 カスタム レポート – ジョブを選択し、 をクリックします。レポート ポイントの コンプライアンス レポート 

タブが表示され、構成したカスタム レポートをレビューすることができます。  

リーガル ホールドの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターには、リーガル ホールドについて、以下の追加ジョブ タイプが用意されています。SharePoint 検

索 / アーカイバ検索ジョブ。追加機能の詳細説明については、以下のセクションを参照してください。 

SharePoint 検索 / アーカイバ検索ジョブ 

ジョブ モニターで管理検索ジョブまたはセキュリティ検索ジョブを選択すると、リボンの[検索結果] をクリックでき

るようになります。このボタンをクリックすると、リーガル ホールドの 検索結果ツール タブが表示されます。ここで検

索結果に対して、以下のアクションを実行することができます。 

 リーガル ホールドの適用 

 検索結果のエクスポート 

アーカイバの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターで、アーカイバからインデックスのマージ ジョブを選択し、[開始] をクリックして選択したジョブを開

始します。 
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ホット キー モードへのアクセス 

効率的な作業および生産性の向上を目的として、キーボードのみを使用して迅速なアクションを実行できるよう

に DocAve ではホット キー モードがサポートされています。  

DocAve インターフェイスからホット キー モードにアクセスするには、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押しま

す。  

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。例えば、4 を押し続けると、ジョブ モニター ページに入ります。

下位レベルのインターフェイスにアクセスした後にトップ レベルに戻るには、Ctrl + Alt + Z キーを押します。  

操作インターフェイス ホット キー 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

ジョブ モニター ページ 

次の表は、ジョブ モニター ページのリボンの機能のホット キーのリストです。例えば、キーボードの M を押し続け

ると、モジュール インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

リスト ビュー LV 

カレンダー ビュー CV 

タイム ゾーン TZ 

 

詳細の表示 VD 
ジョブの詳

細ページ 

V 

 

ダウンロード 
D OK O 

キャンセル C 

閉じる X 

ダウンロード DL 
OK O 

キャンセル C 

一時停止 P 

再開 RE 

停止 SP 
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機能名とホット キー 

開始 ST 

削除 DE 通知せずに削除 D 

期間 DR 

モジュール M 

レポートのエクスポ

ート先 

RL OK O 

キャンセル  B 

スケジュール ジョブ モニター ページ 

ジョブ モニター インターフェイスからホット キーでスケジュール モニター ページにアクセスするには Ctrl +Alt + 

Z キーを押し、ホット キー モードに入り、S キーを続けて押して、スケジュール モニター  ページに入ります。  

次の表は、スケジュール ジョブ モニター ページのリボンの機能のホット キーのリストです。例えば、L を押し続け

ると、リスト ビュー インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

リスト ビュー L 

カレンダー ビュー C 

タイム ゾーン TZ 

有効化 E 

無効化 D 

期間 R 

モジュール M 

製品の特別なホット キー 

次の DocAve 製品には、各インターフェイスに固有の特別なホット キーがあります: プラットフォーム バックアッ

プ ＆ リストア、管理センター、コンテンツ マネージャー、展開マネージャー、レプリケーター、レポート ポイント、リ

ーガル ホールド。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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プラットフォーム バックアップ & リストア 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページにアクセスするには、プラット

フォーム バックアップ ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスし

ます。リボンに追加のボタンが表示されます。  

次の表は、ジョブ モニター ページのリボンの機能のホット キーのリストです。例えば、N を押し続けると、メンテナ

ンス インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

メンテナンス 
N メンテナンス ページ N OK O 

キャンセル C 

管理センター 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページへアクセスするには、管理セ

ンター ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスします。リボンに

追加のボタンが表示されます。  

次のは、ジョブ モニター ページのリボンの機能のホット キーのリストです。例えば、SR を押し続けると、検索結

果インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

検索結果  SR 

重複ファイルの検索 
H ダウンロード L 

閉じる X 

変更のロールバック 
RB 構成ファイルのインポートのロー

ルバック 

I ロールバック R 

キャンセル C 

AD 削除済みアカウントの

削除 

DE キャンセル B 

次へ N 

OK O 

キャンセル C 

孤立したサイトの削除 

O キャンセル B 

次へ N 

OK O 
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機能名とホット キー 

キャンセル C 

Web パーツの管理  

W Web パーツの削除 RM 

Web パーツのリセット RS 

Web パーツを閉じる W 

閉じる X 

コンテンツ マネージャー 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページへアクセスするには、コンテン

ツ マネージャー ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスします。

リボンに追加のボタンが表示されます。  

プラン設定の [移動先環境をバックアップする] チェックボックスをオンにすると、RB を押し続けることができます。

ロールバック インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

ロールバック RB 

展開マネージャー 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページへアクセスするには、展開マ

ネージャー ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスします。リボ

ンに追加のボタンが表示されます。  

プラン設定の [移動先環境をバックアップする] チェックボックスをオンにすると、RB を押し続けることができます。

ロールバック インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

ロールバック RB 
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レプリケーター 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページへアクセスするには、レプリケ

ーター ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスします。リボンに

追加のボタンが表示されます。  

VM を押し続けると、マッピングの表示インターフェイスに移動します。プロファイルの詳細オプションで [レプリケ

ーション前にバックアップする] チェックボックスをオンにすると、RB を押し続けることができます。ロールバック イ

ンターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

マッピングの表示 VM 

ロールバック RB 

レポート ポイント 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページへアクセスするには、レポート 

ポイント ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスします。リボン

に追加のボタンが表示されます。  

次の表は、ジョブ モニター ページのリボンの機能のホット キーのリストです。例えば、BP を押し続けると、ベスト 

プラクティス レポート インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

ベスト プラクティス レポートの表示 BP 

ストレージ分析レポートの表示 B 

ワークフロー状態レポートの表示 W 

カスタム レポートの表示 CR 

ユーザー ライフサイクル レポートの表示 UL 

リスト アクセス レポートの表示 LA 

アイテム ライフサイクル レポートの表示 IL 

サイト アクセス レポートの表示 SA 

リスト削除レポートの表示 LD 

権限変更レポートの表示 UP 

コンテンツ タイプ変更レポートの表示 CC 
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機能名とホット キー 

用語ストア変更レポートの表示 MC 

コンテンツ タイプ変更レポートの表示 CU 

リーガル ホールド 

ジョブ モニター インターフェイスの中からホット キーを使用してジョブ モニター ページへアクセスするには、リーガル 

ホールド ジョブを選択し、キーボードの Ctrl+Alt+Z キーを押して、ホット キー モードにアクセスします。リボン

に追加のボタンが表示されます。  

例えば、SR を押し続けると、検索結果インターフェイスに移動します。 

機能名とホット キー 

検索結果 SR 

 

  



 29 

 
DocAve 6: ジョブ モニター 

 

通知 

この発行に含まれている資料はAvePoint, Incに所有または提供され、AvePoint およびそのライセンス提供会社のプロ

パティであり、著作権、登録商標ならびに他の知的所有権に関する法律によって保護されています。この発行内の登録

商標または著作権はいずれも削除または変更することができません。 

著作権 

Copyright © 2013 AvePoint Japan K.K. All rights reserved. 本書の著作権は AvePoint Japan 株式会

社に帰属します。本書に掲載されている情報はすべて日本著作権法において保護されており、内容の無断複製、更新、

転載を禁じます。本書のいかなる部分、いかなる書式および電子通信、機械的送信、複写、記録などのいかなる方法、

あるいは AvePoint Japan 株式会社 (〒 108-0075 東京都港区港南 2 丁目 4-15 品川サンケイ ビル 2 階)、

ならびに本書に掲載する情報がサード パーティに所有される場合サード パーティによる事前の文書による許諾なしに複製、

保存、送信を禁じます。 

登録商標 

AvePoint®、DocAve®、AvePoint ロゴおよび AvePoint ピラミッド ロゴは AvePoint Japan 株式会社による日本

特許庁登録済みの商標です。これらの登録商標および本書に使用されている他の商標はすべて AvePoint の専有プロ

パティであり、文書による許諾なしには使用できません。 

Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Microsoft Office SharePoint Servers 2007/2010、SharePoi

nt Portal Server 2003、Windows SharePoint Services、Windows SQL server、および Windows はマイ

クロソフト株式会社の商標または登録商標です。 

Adobe Acrobat、および Acrobat Reader はAdobe Systems, Incの商標です。 

その他本書に掲載されている商標はすべて該当の所有者のプロパティであり、許諾なしに使用することを禁じます。 

 

変更 

本書は情報の提供のみを目的とし、通知なしに変更または更新される場合があります。当社では最新、そして正確な情

報を提供するよう努力しておりますが、あらゆるコンテンツの誤りもしくは脱落に起因する間接的、派生的に生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく記載内容を変更する権利

を所有します。 

 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 108-0075 東京都港区港南 2 丁目 4-15 

品川サンケイビル 2 階 

V:06252013_JP_1.0 


