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DocAve ジョブ モニターについて 

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 製品に統合されており、製品の追加機能を使用することで、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。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。 

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/ 

  

https://www.avepoint.net/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/%20http:/www.avepoint.com/resources/documentation-feedback?flush=1
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前提条件 

DocAve ジョブ モニターをインストールして使用する前に、システムおよびファーム要件セクションを参照してください。 

構成 

DocAve ジョブ モニターを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームにインストールし、正しく構

成しておく必要があります。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 

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

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

モニター コマンドを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 モジュール エージェントのインストールについては、Doc

Ave 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、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 タブから、[ジョブ モニター] をクリックしてコントロール パネルを起動します。  

3. または、 DocAve ソフトウェアの中で、画面左上の ジョブ モニター アイコン  (  ) をクリックして起動する

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 モニターでは、ジョブの表示する方法をカスタマイズして、ジョブを効率的に管理する様々な方法が提供されて

います。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 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. 表示ウィンドウ - 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 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 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へアクセスできます。 

 スケジュール モニター – 後で実行するようスケジュールされているジョブに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されます。

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。 

表示ウィンドウの構成 

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の追加や削除を行ったり、表示を

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 クリックすると、選択を保存します。[キャンセル] をクリックすると、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 タブの既定タイム ゾーンは、ジョブが設定されたタイム ゾーンとなります。 

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

表示します。   



 9 

 
DocAve 6: ジョブ モニター 

 

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 をクリ

ックします。 

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 で表示ウィンドウに表示するジョブをフィルターします。  

 期間 – 指定した期間でジョブの表示を制限できます。 

 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、検索により表示するジョブをカスタマイズ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

下にあります。該当ラジオ 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、検索可能なパラメータ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。数値列で時間をテキスト ボック

スに入力し、  をクリックします (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 ジョブ 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: 特定の製品のジョブについ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、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のみの説明となります。DocAve 製品の固有ツールにアクセスする場

合は、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

ルで実行可能なジョブを選択することができます。DocAve 各製品の固有ツールについては、本ガイド内 統合ジョブ 

モニター セクション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] をクリックします。ジョブの詳細 タブ上で、サマリー タブの表示ウィ

ンドウにジョブ 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] タブをクリック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] をクリックすると、ジョブ 

レポートをダウンロードします。レポート形式を TXT、CSV、XLS から選択し、[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 で TXT、CSV、XLS のいずれかから設定し、レポートをダウンロードすることができます。ここでは、すべて

の列のダウンロードしか選べません。 

*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。 
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1. Internet Explorer > ツール > インターネット オプション に移動します。 

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 フィールドで [レベルのカスタマイズ] を選択します。 

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。 

 

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 
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操作ツールバー  

このツールバーでは、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。  

*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、ドロップダウン メニューから [通知

せずに削除] を選択します。 

*注意: 最小単位・プラットフォーム バックアップ & リストアのバックアップ データおよび停止・失敗したジョブを削除す

るには、バックアップ ジョブを選択して [削除] をクリックし、ドロップダウン メニューから [通知せずに削除] を選択しま

す。 ポップアップ ウィンドウが表示されます。選択したジョブを削除する際には、合わせて [バックアップ データを削

除] チェックボックスを選択してバックアップ データを削除します。  

 一時停止 - 実行中のジョブを一時停止します。 

 再開 - 一時停止中のジョブを再開します。 

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\Com

pliance Guardian\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選択します。 

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。 
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5. [OK] をクリックします。 

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 つのツールバーがあり、後日実行するようスケジュールを設定したジョブを実

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: ここではジョブ モニター モジュールのうち主なもののみの説明となります。他の DocAve の製品に統合され

たジョブ モニター 固有ツールの詳細については、本ガイド内 統合ジョブ モニター セクションを参照してください。 

操作ツールバー  

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、このボタンをクリックすることでジョブを有効化できます。 

 無効化 – 選択したジョブの状態が有効である場合、このボタンをクリックすることでジョブを無効化できます。 

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 – 指定した期間でジョブの表示を制限できます。 

 モジュール- 指定したジョブを実行するモジュールでジョブの表示を制限できます。 

  

https://www.avepoint.net/sites/PM/Documentation/Shared%20Documents/Job_Monitor_Reference_Guide.docx#_Integrated_Job_Monitor
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統合ジョブ モニター 

ジョブ モニターでは、異なる DocAve 製品間でのジョブへのアクセスや管理を実行することができます。また、各製品

とそれぞれのモジュールに特有の機能に簡単にアクセスできるように、DocAveの各製品にはジョブ モニターが統合さ

れています。各製品モジュールのインターフェイスからジョブ モニターにアクセスすると、そのモジュールで実行されたジョブ

のみが表示されるため、現在のインターフェイスから移動することなく関連ジョブにアクセスすることができます。統合ジョ

ブ モニター モジュールでは、スタンドアロン ジョブ モニター モジュールと同様の機能を使用することが可能です。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 

移行 SharePoitn 移行 

ファイル システム移行 

eRoom 移行 

Notes/Domino 移行 

Livelink 移行 

パブリック フォルダー移行 

データ保護 最小単位バックアップ & リストア 

プラットフォーム バックアップ & リストア 

運用管理 

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 

コンプライアンス 

 

リーガル ホールド 

Vault 

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 

コンプライアンス レポート 

DocAve レポート 

ストレージ最適化 

 

 

 

リアルタイム ストレージ マネージャー 

スケジュール ストレージ マネージャー 

コネクタ 

アーカイバ 
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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 & リストアの一部のプラットフォーム バックアップ ジョブで、ジョブの実

行後にメンテナンス設定を構成することができます。プラットフォーム バックアップ ジョブを選択し、リボン上で [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選択して、このジョブのメンテナンス アクション

を指定します。 

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 

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 Server – [バックアップ用 SQL Server] を使用するか [カスタム SQL Serve

r] を選択し、ステージング SQL Server としてカスタム SQL Server を使用します。 

*注意: このフィールドは[インデックス マッピングを生成する] チェックボックスを選択すると表示されます。 

 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、[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、[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。 

管理センターの追加ジョブ モニター機能 

ジョブ モニターでは、 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 パーツの検索および重複ファイルの検索など、管理センターで使用可能な追加ジョブ タイ

プが用意されています。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を選択すると、リボン上で [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 管理 タブが表示されます。ここで [レポートのダウンロード] をクリックすると、選択した

ジョブのレポートをダウンロードすることができます。 
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ジョブ モニターでセキュリティ検索ジョブを選択すると、リボン上で [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 タブに移動します。ここでは、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。 

 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。 

 

孤立したサイト ジョブの削除 

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。ここでは孤立した

サイトを表示・管理することができます。リボンの [閉じる] をクリックするとタブを閉じます。 

表示パネルでは、以下の方法で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 - 指定のキーワードを使用して表示されているサイトをフィルターします。このキーワードは列値に含ま

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] 表示パネル上部のフィールドに、表示し

たい孤立したサイト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。 

  – 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。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターすることができます。検索と異なり、キーワードによる検索は行わ

ず、任意のアイテムをフィルターすることができます。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選択して、リストの表示を指定します。 

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、[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し

ます。[キャンセル] をクリックすると構成を保存せずに 孤立したサイトの削除 タブを閉じます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Administrator_User_Guide.pdf
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AD 削除済みアカウントの整理ジョブ 

ジョブ モニターで削除済みアカウントの整理ジョブを選択すると、リボン上で [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。ここでは 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。リボンの [閉じる] をクリッ

クするとタブを閉じます。 

表示パネルでは、以下の方法で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 - 指定のキーワードを使用して表示されているアカウント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。削除済みアカウントの削除 表示パネル上部のフィールドに、

表示したいアカウント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。 

  – 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。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターすることができます。検索と異なり、キーワードによる検索は行わ

ず、任意のアイテムをフィルターすることができます。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選択して、リストの表示を指定します。 

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化し、以下の構成を行います。 

1. 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先となるユーザーの名

前を入力します。[ ] をクリックして名前を確認するか、[ ] をクリックして権限をクローン作成するユーザ

ーを検索します。 

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、[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、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、クローン元の関連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。[対象ユーザーをクローン元ユーザーのグループに追加

する] 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。 
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7. [OK] をクリックして構成を保存します。[キャンセル] をクリックすると、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。 

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、リボン上で [変更のロールバック] をクリックできる

ようになります。この機能を使用すると、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、リボン上で [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 モニター上で Web パーツの管理 タブが表示されます。ここでは選択した

ジョブの Web パーツ情報を表示することができます。リボンの [閉じる] をクリックするとタブを閉じます。 

既定では、表示パネル上で 検索結果 タブが選択されています。[Web パーツの利用状況] タブをクリックすると、

使用状況の情報ごとに Web パーツが表示されます。表示パネルでは、以下の方法で Web パーツの表示方法を

カスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されている Web パーツをフィルターします。このキーワードは列値

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 表示パネル上部のフィールドに、表示

したい Web パーツ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。 

  – 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。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターすることができます。検索と異なり、キーワードによる検索は行わ

ず、任意のアイテムをフィルターすることができます。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選択して、リストの表示を指定します。 

Web パーツを選択して [Web パーツの削除]、[Web パーツのリセット]、[Web パーツを閉じる] のいずれか

をクリックし、選択した Web パーツに対してアクションを実行します。確認のポップアップ ウィンドウが表示されます。

[OK] をクリックしてアクションを続行するか、[キャンセル] をクリックして Web パーツの管理 タブに戻ります。 
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重複ファイルの検索ジョブ 

ジョブ モニターで 重複ファイルの検索 ジョブを選択すると、リボン上で [重複ファイルの検索] 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 モニター上で 重複ファイル ツール タブが表示されます。ここでは選択した

ジョブの重複ファイル情報を表示することができます。リボンの [閉じる] をクリックするとタブを閉じます。 

ページ左上の [検索条件] をクリックすると、選択したジョブの基本設定を表示することができます。 

表示パネルでは、以下の方法で重複ファイルの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 すべてのグループ – 選択したジョブ内の複数ファイルをすべて表示します。 

 ファイル名 – 選択した複数ファイルの詳細情報を表示します。 

ここでは 重複ファイルの検索 ジョブを選択して以下のアクションを実行することができます。 

 [ダウンロード] をクリックすると、ジョブ レポートをダウンロードします。レポート形式を TXT、CSV、XLS か

ら選択し、[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] を選択して重複ファイル ツール 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 モニターでは、一部のコンテンツ マネージャー ジョブは実行後にロールバック設定を構成することができます。コ

ンテンツ マネージャー ジョブを選択し、リボン上で [ロールバック] をクリックします。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] ポップアップ ウィンドウが表示されます。ここで以下の設定を構成することができます。  

 オプション – このジョブのロールバック方法を以下のオプションから選択します。 

o 上書きする 

o 置き換える 

 環境のロールバック – 以下のチェックボックスを選択すると、移行元環境または移行先環境をロールバック

して、プランの環境をジョブが実行される前の状態に戻します。 

o 移行元環境 

o 移行先環境 

ロールバック ポップアップ ウィンドウ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します。[キャンセル] 

をクリックすると、変更を保存せずに ロールバック ポップアップ ウィンドウを閉じます。  

コンテンツ マネージャーの移動ジョブ 

ジョブ モニターでは、一部の コンテンツ マネージャーの移動 ジョブはリボン上で [コンテンツの削除] を使用すること

ができます。移動ジョブではまず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、その後移動元ノードからコンテ

ンツを削除します。そのため、一部の移動ジョブではコピー プロセスのみを実行し、移動元ノードからコンテンツについ

ては手動で削除するように構成することができます。このオプションは、コピー処理が正常終了したことを確認した後に

のみ使用してください。 
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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 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 タブをクリックしてジョブを選択し、リボン上で [詳細

の表示] をクリックします。ジョブ モニターの ジョブの詳細 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、選択したジョブに関する全般情報をレビューすることができます。[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済み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。 

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、リボン上で [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 モニター上で マッピングの表示 タブが表示されます。ここでは選択したジョブの マッピ

ング情報を表示することができます。リボンの [閉じる] をクリックするとタブを閉じます。 

表示パネルでは、以下の方法で マッピングの表示方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 指定のキーワードを使用して表示されているマッピングをフィルターします。このキーワードは列値に含

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] 表示パネルの上部右側に、表示したいプラ

ン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。 

  – 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。  

  – リストに表示するアイテムをフィルターすることができます。検索と異なり、キーワードによる検索は行わ

ず、任意のアイテムをフィルターすることができます。フィルターする列の  アイコンをクリックし、アイテムの隣

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。 

マッピングを選択して、以下のアクションを選択します。 

 [詳細の表示] をクリックすると、マッピングに関する詳細情報を表示できます。[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、[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します。[ダウンロード] をクリックすると、ジョブ レポートをダウンロードします。レポート

形式を TXT および XLS から選択し、[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、[キャンセル] を選択してマッピングの詳細ページに戻ります。 
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 [ダウンロード] をクリックすると、ジョブ レポートをダウンロードします。レポート形式を TXT および XLS か

ら選択し、[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、[キャンセル] を選択してマッピングの詳細ページに戻ります。 

 [ロールバック] をクリックすると、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

バックできます。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。 

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、リボン上で [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、リボン上で [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、選択したプランについて SharePoint デー

タベースや外部デバイスに保存された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

対応する追加オプションが以下に表示されます。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アイテム ライフ レポート全体をレ

ビューすることができます。 
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 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。 

 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情報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、[カスタム レポートの表示] 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、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 モニターでは、リーガル ホールドで追加可能なジョブ タイプとして、 SharePoint 検索、アーカイバ検索、リー

ガル ホールドの適用、検索結果のエクスポート、データの同期および保持の解除 が用意されています。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 SharePoint 検索ジョブまたはアーカイバ検索ジョブを選択すると、リボン上で [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 タブが表示されます。ここでは、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  
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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 D

ocAve ではホット キー モジュール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、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 を押すと、ジョブ モニター ページに移動します。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 キーを続けて押すと、モ

ジュール インターフェイスに入ります。 

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 

開始 ST 
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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 

戻る  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 ページへアクセスするには 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  ページに移動します。  

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、キーボードの L キー

を続けて押すと、リスト ビュー インターフェイスに入ります。 

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 D 

期間 R 

モジュール M 

 

製品固有のホット キー 

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 ホールドの各 DocAve インターフェイスには、固有の特別なホット キーが用意されています。

詳細については、以下のセクションを参照してください。 

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

新しいボタンが追加されます。   
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次の表は、ジョブ モニター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 N キーを続けて押すと、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 完了 F 

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 ページにアクセスするには、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。リボンに新しいボタンが

追加されます。  

次の表は、ジョブ モニター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 SR キーを続けて押すと、

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 ロールバックのイン

ポート 

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 戻る B 

次へ N 

OK O 

キャンセル C 

孤立したサイトの削除 

O 戻る B 

次へ N 

完了 F 

完了して実行 R 

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 
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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 ページにアクセスするには、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。リボンに新

しいボタンが追加されます。  

プラン設定ページで 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 を押すことができます。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 ページにアクセスするには、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。リボンに新しいボ

タンが追加されます。  

プラン設定ページで 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 を押すことができます。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 

 

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 ページにアクセスするには、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。リボンに新しいボタンが

追加されます。  

キーボードの VM キーを続けて押すと、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 を押すことができます。ロールバック インター

フェイスに移動します。 
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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 ページにアクセスするには、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。リボンに新しいボタ

ンが追加されます。  

次の表は、ジョブ モニター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 BP キーを続けて押すと、

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 

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 
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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 ページにアクセスするには、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。リボンに新しいボ

タンが追加されます。  

例えば、キーボードの SR キーを続けて押すと、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 
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