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本バージョンから追加された新機能 

 バージョンアップに伴う編集を行いました。  
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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。 

 

  

https://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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[インシデント管理センター] の使用 

インシデント管理センター では、スキャン レコードとレポートを閲覧することができます。また、スキャンの完了後にユー

ザーが選択したファイルに対する追跡、およびファイルに対するアクションの実行が可能です。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。 

インシデント管理センターには、以下のモジュールがあります。 

 個人用タスク – 個人用タスクの管理 を参照してください。 

 すべてのスキャン レコード – [すべてのスキャン レコード] の表示および管理 を参照してください。 

 インシデント マネージャー – [テスト パッケージ] タブ配下のファイルの管理 

テスト パッケージ タブ配下で、ファイルを選択します。詳細インターフェイスが表示されます。フィルタリング対象 フィー

ルドでスキャン日時、テスト パッケージ、バージョン履歴 (SharePoint アイテム・ファイルを選択する場合にのみ表示

されます)、オブジェクト (SharePoint アイテムを選択する場合にのみ表示されます。アイテムまたはアイテムの添付

ファイルを選択すると、詳細を表示することができます) を選択して、表示される情報をフィルターすることができます。

フィルタリング対象を選択してから、[表示] を選択します。 

[実行されたアクション] タブ配下のファイルの管理 

実行されたアクション タブ配下で、ファイルを選択します。詳細インターフェイスが表示されます。フィルタリング対象 フ

ィールドでスキャン日時を選択して、表示される情報をフィルターすることができます。フィルタリング対象を選択してから、

[表示] を選択します。ファイルがテスト パッケージによって影響を受けている場合は、テスト パッケージ、バージョン履

歴、オブジェクト (SharePoint アイテムを選択する場合にのみ表示されます。アイテムまたはアイテムの添付ファイル

を選択すると、詳細を表示することができます) を選択して、表示される情報をフィルターすることができます。 

情報の表示 

テスト パッケージ または 実行されたアクション タブの配下で、以下の情報を表示することができます。 

 サマリー - サマリーを表示します。  

o テスト パッケージ - レコードのスキャンに使用されたテスト パッケージの名前を表示します。 

o 元の場所 - 選択したレコードの完全な URL です。ダウンロード ボタン ( ) を選択す

ると、ファイルをダウンロードします。 

o データ タイプ - スキャンされたデータのタイプです。 
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o リスク スコア - テスト パッケージのリスク スコアです。テスト パッケージを使用してデータを

スキャンする場合にのみ、このフィールドが表示されます。 

チェックのスコア = (情報の損失度)*(違反の数量)*(発見済みインスタンスに対する確

信度) = (重要度レベル)*(違反の数)*(信頼度) 

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リスク スコアの合計

数 (チェック 1+ チェック 2 + チェック 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 パッケージのリスク スコ

アの合計数 (テスト パッケージ 1+ テスト パッケージ 2 + テスト パッケージ 3...) 

o スキャン状態 – 指定のチェックに関するファイルの状態です。 

 合格 - ファイルは選択した規定 (チェック) に従っています。 

 不合格 - ファイルは選択した規定 (チェック) に従っていません。 

 ユーザー レビュー要 - ユーザーがファイルをレビューして、最終状態を決める必

要があります。  

 適用不可 - ファイルには、選択した規定 (チェック) で定義された要素が含まれ

ていません。 

 テストなし - 指定された規定 (チェック) は、ファイルについて確認されていません。

規定 (チェック) がファイルのスキャンに使用されるスキャン ポリシーのテスト パッケ

ージに含まれているものの、該当のテスト パッケージで有効になっていない場合

に、この状態が表示されます。 

o インシデント ID - レコードのインシデントが開始された場合、インシデント ID が表示さ

れます。 

o スキャン日時 - ファイルがスキャンされた日時です。 

 スキャンの詳細 - テスト パッケージを使用してデータをスキャンする場合にのみ、このタブが表示さ

れます。このタブの配下には、スキャンの詳細が表示されます。ファイルのスキャンに使用したチェック

またはチェック グループが表示されます。 

チェックの状態が テストなし および 適用不可 でない場合、チェックの初期スキャン状態を変更す

ることができます。状態の変更 ( ) ボタンを選択します。状態の変更 ( ) ボタンを選択した後

で、状態の変更 ウィンドウで以下の設定を構成します。 
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 次の状態に変更 ドロップダウン リストから状態を選択します。状態を 不合格 

に変更する場合、このオブジェクトで発見された違反の数 フィールドに数字を入

力する必要があります。状態を 不合格 または ユーザー レビュー要 から 合格 

に変更する場合、このチェックのリスク スコアは 0 に変更されます。  

 必要に応じて、変更の説明を追加します。 

 ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する チェックボックス

を選択すると、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ファイルはスキャン

されません。  

[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、状態の変更 ウィンドウを終

了します。 

コンテンツが FileProperty タイプ チェックによってスキャンされ、チェックの状態が 合格 でない場

合、[すべての違反] リンクがチェックの配下に表示されます。リンクを選択すると、すべての違反 ウ

ィンドウが表示されます。このウィンドウでは、違反情報を表示することができます。 

 

  図 2: すべての違反 ウィンドウ 

コンテンツが LinkValidation タイプ チェックによってスキャンされ、チェックの状態が 合格 でない

場合、[リンク検証レポートの表示] リンクがチェックの配下に表示されます。リンクを選択すると、リ

ンク検証 ウィンドウが表示されます。このページに表示される情報は以下のとおりです。 
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o リンクの詳細フィールド - このフィールドには、4XX Client Error、5XX Server Error、

不明なエラー、リダイレクトのリスト 4 種類の状態が表示されます。 

 4XX Client Error – ファイル内に 4XX 状態コードのリンクがある場合、リン

クがこのフィールドに分類されます。リンクのエラー タイプ、リンク場所、エラー説明

も表示されます。 

 5XX Server Error – ファイル内に 5XX 状態コードのリンクがある場合、リ

ンクがこのフィールドに分類されます。リンクのエラー タイプ、リンク場所、エラー説

明も表示されます。 

 不明なエラー – 不明な例外のために取得できない状態コードのリンクがある場

合、リンクがこのフィールドにリストされます。リンクの場所および該当のエラー メッ

セージもこのフィールドに表示されます。 

 リダイレクトのリスト – 他の URL へリダイレクトされるすべてのリンクが表示され

ます。リンクの場所もこのフィールドに表示されます。 

*注意: ファイルに 4XX Client Error、5XX Server Error、不明なエラー、リダイレク

トのリストが存在しない場合、該当するフィールドは リンク検証 ウィンドウに表示されませ

ん。 

o アンカー – ファイル内のアンカーおよび無効なアンカーがこのフィールドに表示されます。 

*注意: ファイルにアンカーが存在しない場合、このフィールドは リンク検証 ウィンドウに表

示されません。 
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図 3: リンク検証 ウィンドウ 

 実行されたアクション - ファイルがアクションに影響された場合、このタブが表示されます。このタブ

には、ファイルに影響を与えたアクションおよびその関連情報が表示されます。 

 プロパティの表示 - 以下の条件が満たされる場合、このタブが表示されます。 

o 画面の上部で、最新の スキャン日時 が選択されている 

o 選択したレコードが SharePoint アイテムもしくはファイルである 

o アクションに影響された後、アイテムもしくはファイルが SharePoint に存在していない  

このタブの配下で、レコードのプロパティを表示することができます。  

 会話の表示 - データ ソースが Lync または Yammer である場合、このタブが表示されます。こ

のタブには、関連する会話およびメッセージに関連する情報が表示されます。 

 監査 - 以下の条件が満たされる場合、このタブが表示されます。 

o SharePoint アイテム・ファイルを選択しました。 

o 選択した SharePoint アイテム・ファイルは最新のバージョンです。 

構成済み監査データベースから、監査情報を表示します。監査情報を表示するには、DocAve 

監査マネージャーを使用できる DocAve 環境への接続を構成する必要があります。詳細につい

ては、Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド の データベース マネー

ジャー セクションを参照してください。 
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 問題ハイライト レポート - スキャンの状態が 合格 でなく、レコードがテスト パッケージでスキャンさ

れた場合、このタブが表示されます。不適切なコンテンツはすべて黄色でハイライト表示されるため、

問題のある部分の特定とその解決を迅速に行うことができます。このタブの配下には 違反のサマリ

ー および ソースの違反  2 種類のタブがあります。 

o 違反のサマリー - 違反のみを表示します。 

o ソースの違反 - 画面の上部で最新の スキャン日時 を選択した場合、このタブが表示さ

れます。このタブには、すべてのコンテンツが表示されます。 

 権限 - 以下の条件が満たされる場合、このタブが表示されます。 

o SharePoint アイテム・ファイルを選択しました。 

o 選択した SharePoint アイテム・ファイルは最新のバージョンです。 

このタブには、ファイルに対して権限を持つユーザー・グループと、該当する権限が表示されます。 

 コメント - [コメントの追加] を選択して、コメントを追加します。 

 履歴 - ファイルに対して実行したアクションを詳細インターフェイスに記録します。 

画面の右上にある [次へ] または [前へ] を選択して、次のレコードまたは前のレコードを表示します。 

ファイルの処置 

実行されたアクション タブの配下では、暗号化、検疫、墨消しの前に検疫、暗号化と検疫 のいずれのアクションに

影響されたファイルを選択する場合にのみ、処置 オプションが有効になります。[処置] を選択して、処置 ウィンドウ

内の設定を構成します。詳細については、以下のセクションを参照してください。 

[暗号化] アクションに影響されたファイルの処置 

暗号化 アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 - このオプションを選択する場合は、暗号化済みファイルと同

じ名前であり、かつ暗号化されていないファイルをアップロードする必要があります。元の暗

号化済みファイルはアップロードしたファイルに置き換えられます。[参照] を選択して、アッ

プロードするファイルを選択します。  

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 
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o 削除 - 暗号化済みファイルを直接削除します。  

o 元のファイルの暗号化を解除 – ファイルに対する変更は却下されます。ファイルは暗号

化を解除され、元の場所の元のファイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプシ

ョンを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマークし

ます。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除 または 元のファイルの暗号化を解除 を選択した場合、

詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロード･リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先･リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロード・リストアをスキップし

ます。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[検疫] (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

検疫 (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構

成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルは SharePoint にリストアされ、元のファイルを置き換えま

す。 
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*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。  

o 元のファイルをリストア - ファイルに対する変更は却下され、ファイルは元の場所の元のフ

ァイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプシ

ョンを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマークし

ます。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア または 元のファイルをリストア を選択した場合、詳細設定を

構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[検疫] (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

検疫 (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構

成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 
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このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを検疫済みフ

ァイルの元の場所へリストアします。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 別の場所へリストア - このオプションを選択すると、検疫済みファイルをリストアします。ファ

ームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択します。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。 

o 元のファイルをリストア - ファイルに対する変更は却下され、ファイルは元の場所の元のフ

ァイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプシ

ョンを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマークし

ます。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア、別の場所へリストア、元のファイルをリストア のいずれのオプシ

ョンを選択した場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定

を構成します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロード・リストアをスキップし

ます。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 
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[墨消しの前に検疫] アクションに影響されたファイルの処置 

墨消しの前に検疫 アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを検疫済みフ

ァイルの元の場所へリストアします。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 別の場所へリストア - このオプションを選択すると、検疫済みファイルを希望の場所へリス

トアします。ファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択します。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。 

o 元のファイルをリストア - ファイルに対する変更は却下され、ファイルは元の場所の元のフ

ァイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプシ

ョンを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマークし

ます。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア、別の場所へリストア、元のファイルをリストア のいずれのオプシ

ョンを選択した場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定

を構成します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  
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o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[暗号化と検疫] (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

暗号化と検疫 (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の

設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 - このオプションを選択する場合は、暗号化済みファイルと同

じ名前であり、かつ暗号化されていないファイルをアップロードする必要があります。元の暗

号化済みファイルはアップロードしたファイルに置き換えられます。[参照] を選択して、アッ

プロードするファイルを選択します。  

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

o 削除 - 暗号化済みファイルを直接削除します。  

o 元のファイルの暗号化を解除してリストア – ファイルに対する変更は却下されます。ファ

イルは暗号化を解除され、元の場所の元のファイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプシ

ョンを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマークし

ます。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除 または 元のファイルの暗号化を解除してリストア を選

択した場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成

します。 
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o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[暗号化と検疫] (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

暗号化と検疫 (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の

設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名

のファイルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイル

を選択します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを元の場所へ

リストアして、元の暗号化済みファイルを置き換えます。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 暗号化を解除して別の場所に移動 – このオプションを選択すると、検疫済みファイルを

希望の場所へリストアします。ファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択

します。 
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o 削除 – 元のファイルを直接削除します。 

o 元のファイルの暗号化を解除してリストア – ファイルに対する変更は却下されます。ファ

イルは暗号化を解除され、元の場所の元のファイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプシ

ョンを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマークし

ます。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除、暗号化を解除して別の場所に移動、元のファイルの

暗号化を解除してリストア のいずれのオプションを選択した場合、詳細設定を構成することができ

ます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

 [インシデント マネージャー] の使用 を参照してください。 

 レポート センター – [レポート センター] でのレポートの表示 を参照してください。 

 アクセス ポリシー – テスト パッケージおよびチェックの概要 

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
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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 1 件の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。 

 アクセス ポリシーの使用 を参照してください。 

 フィードバック センター – フィードバックの表示および管理 を参照してください。 

 エクスポート要求 – エクスポート要求 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。 

1. Compliance Guardian にログインします。インシデント管理センター でモジュールを選択します。 

2. 既にログインしている場合は、画面の上部のナビゲーション バーで [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ホーム インターフェイスが表示されます。ホーム インターフェイスには、以下の 

4 セクションが存在しています。 

 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。 

3. 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。 
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図 1: インシデント管理センターの [開始] インターフェイス 

テスト パッケージおよびチェックの概要 

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 1 件の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。 

アクセス ポリシーの使用 

アクセス ポリシーでは、インシデント管理センターの機能を使用する指定の権限をユーザーに付与することができます。

アクセス ポリシーを使用するには、データ ソースとデータ ソースにアクセス権限を持つユーザーの間のマッピングを定義

する範囲マッピング プロファイルを作成する必要があります。  
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アクセス ポリシーの管理 

アクセス ポリシー インターフェイスには、構成済みアクセス ポリシーのリストが表示されています。  

アクセス ポリシー インターフェイスでは、新しいアクセス ポリシーの作成、構成済みアクセス ポリシーの編集および削

除を実行することができます。詳細については、アクセス ポリシーの作成および編集 を参照してください。 

[編集] を選択すると、選択したアクセス ポリシーの構成を変更できます。詳細については、アクセス ポリシーの作成

および編集 を参照してください。 

構成済みアクセス ポリシーのリストからアクセス ポリシーを選択し、[削除] を選択すると、アクセス ポリシーを削除し

ます。削除を確認するポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] を選択すると、選択したアクセス ポリシーを削除

します。[キャンセル] を選択すると、アクセス ポリシーを削除せずに戻ります。 

アクセス ポリシーの作成および編集 

アクセス ポリシー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。 

1. アクセス ポリシー インターフェイスで [作成] を選択します。アクセス ポリシーを編集する場合は、アクセス 

ポリシーを選択して [編集] を選択します。  

2. アクセス ポリシーの作成 または アクセス ポリシーの編集 インターフェイスが表示されます。  

3. 全般設定 ステップでは、範囲マッピング プロファイル テーブルから 1 件または複数の範囲マッピング プロファ

イルを選択します。検索ボックスにキーワードを入力して検索 ( ) ボタンを選択すると、指定のマッピング プ

ロファイルを検索することができます。また、テーブルの下にある [新しい範囲マッピング プロファイルを作成

してください] リンクを選択すると、新しい範囲マッピング 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、範囲マッピング プロファイルの作成および編集 を参照してください。[更新] を選択すると、範囲マッピ

ング プロファイル テーブルを更新できます。 

[次へ] を選択します。 

4. アクセス ルール ステップでは、条件を構成してアクセスを制限するかどうかを選択します。この設定を使用す

ると、ユーザーが特定の規定およびテスト パッケージに合致する特定のアクションまたはファイルのみを管理で

きるように制限できます。ユーザーに表示されるのは、範囲マッピング プロファイル内で見つかるこれらの条件

を満たしたファイルのみです。条件を構成しない場合は、いいえ、ユーザーが範囲マッピング プロファイル内

のすべてのインシデントを処理できるようにします を選択します。条件を構成する場合は はい、以下の条

件でアクセスを制限します を選択して、以下の条件を構成します。 
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 アクションによって影響されている - ステップ 1 でこのオプションを選択すると、ステップ 2 に アク

ションによって影響を受けている メッセージが表示されます。メッセージ内の [アクション] リンクを

選択すると、すべてのアクションがウィンドウ上に表示されます。アクションを選択して、[OK] を選択

すると、選択したアクションの名前が表示されます。 

 テスト パッケージでスキャン済み - ステップ 1 でこのオプションを選択すると、ステップ 2 に テスト 

パッケージでスキャンされている メッセージが表示されます。メッセージ内の [テスト パッケージ] リ

ンクを選択すると、すべてのテスト パッケージがウィンドウ上に表示されます。テスト パッケージを選

択して、[OK] を選択すると、選択したテスト パッケージの名前が表示されます。 

[次へ] を選択します。 

5. 権限ルール ステップでは、表示 タブおよび 管理 タブ内のオプションを選択して、特定の機能へのアクセスを

付与します。各フィールド タイトルのチェックボックスを選択 / 選択解除すると、表示 および 管理 タブ配下

の各フィールド内のすべての機能を選択 / 選択解除することができます。 

6. [完了] を選択して作成を完了すると、ポップアップ ウィンドウが表示されます。アクセス ポリシー名および説

明 (説明は必須ではありません) を入力して、[OK] を選択します。  

各ステップで、[戻る] を選択すると前のステップに戻ります。[キャンセル] を選択するとインターフェイスを終

了して、変更を保存せずに アクセス ポリシー インターフェイスに戻ります。 

範囲マッピング プロファイルの管理 

アクセス ポリシー インターフェイスで [範囲マッピング プロファイル] を選択すると、範囲マッピング プロファイル イ

ンターフェイスに移動します。 

構成済み範囲マッピング プロファイルのリストが表示されます。  

範囲マッピング プロファイル インターフェイスでは、新しい範囲マッピング プロファイルの作成、構成済み範囲マッピン

グ プロファイルの編集、範囲マッピング プロファイル情報の CSV ファイルへのエクスポート、構成済み範囲マッピング 

プロファイルの削除などの操作を実行することができます。詳細については、範囲マッピング プロファイルの作成および

編集 を参照してください。 

[編集] を選択すると、選択した範囲マッピング プロファイルの構成を変更できます。詳細については、範囲マッピング 

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範囲マッピング プロファイルを選択し、[削除] 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。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、選択した範囲マッピ

ング 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。 
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1 件または複数の範囲マッピング プロファイルを選択し、[エクスポート] を選択すると、範囲マッピング プロファイル

情報を CSV ファイルにエクスポートします。 

[同期] を選択して各範囲マッピング プロファイル内のデータを同期すると、各範囲マッピング プロファイル内のデータ

は最新のデータに更新されます。 

範囲マッピング プロファイルの作成および編集 

範囲マッピング プロファイルの作成または編集については、次の手順に従ってください。 

1. 範囲マッピング プロファイル インターフェイスで [作成] を選択します。範囲マッピング プロファイルを編集す

る場合は、プロファイルを選択して [編集] を選択します。  

2. 範囲マッピング プロファイルの作成 または 範囲マッピング プロファイルの編集 インターフェイスが表示さ

れます。  

3. 全般設定 ステップで、マッピング プロファイルの作成方法を選択します。 

 ユーザー インターフェイスを使用してマッピングを作成する – このオプションを選択して、Compli

ance Guardian インターフェイスでマッピング設定を構成します。このステップの以下の設定、およ

び次の マッピング設定 ステップの設定を構成する必要があります。 

o このプロファイルに含まれるデータ ソースを選択します – この範囲マッピング プロファイル

内のユーザーがアクセス権限を持っているデータ ソースを選択します。 

 自組織から構成済み範囲マッピングをインポートする – このオプションを選択して、構成済み範

囲マッピング ファイルをアップロードします。[アップロード] を選択して、アップロードするファイルを選

択します。[テンプレートをダウンロードすることもできます] リンクを選択すると、テンプレートをダウ

ンロードすることができます。ダウンロードしたテンプレート ファイルを編集して、全般設定 ステップに

アップロードします。  

ファイルを経由して範囲マッピング設定を構成する場合、次のステップに進む必要はありません。[完了] を

選択して、プロファイルの作成を完了することができます。ユーザー インターフェイスを使用して範囲マッピング

設定を構成する場合は、[次へ] を選択します。 

4. マッピング設定 ステップで、マッピング設定を構成します。詳細については、[マッピング設定] の構成 を参

照してください。 

5. [完了] を選択して、作成を完了します。表示された新しいウィンドウでプロファイル名と説明 (説明は必須

ではありません) を入力して、[OK] を選択します。  

各ステップで、[戻る] を選択すると前のステップに戻り、[キャンセル] を選択すると作成をキャンセルします。 
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[マッピング設定] の構成 

全般設定 ステップで選択した異なるデータ ソースのマッピング設定を構成するには、以下のセクションを参照してくだ

さい。  

SharePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択 

SharePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択する場合は、以下の手順に従ってくださ

い。 

1. ステップ 1 の設定を構成して、データの範囲を定義します。 

 簡易検索モード - テキスト ボックスに URL を入力して、キーボードの Enter キーを押すか、[検

索] を選択して、入力した URL が有効であるかどうかをテストします。有効である場合、URL は

テキスト ボックスの下に表示されます。表示された URL を選択すると、URL はテキスト ボックスに

追加されます。複数の URL を追加することができます。削除ボタン ( ) を選択すると、範囲 U

RL を削除します。  

URL を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。SharePoint ファームまたは 

SharePoint Online 登録済みサイト ノードが表示されます。ツリーを展開して範囲ノードを選択

してから、[追加] を選択します。選択した範囲 URL は [検索] ボタンの上のテキスト ボックスに

表示されます。 

 詳細検索モード - 次の条件に一致する場所を検索します 配下でファームを選択してから、範囲

を定義する条件を構成します。 

o サイト コレクションを選択する - 条件ルールを構成して、データ ソース範囲となるサイト 

コレクションをフィルターします。条件 オプションを選択して [条件の追加] を選択すると、

フィルターに使用するサイト コレクション プロパティを定義するルールを選択することができ

ます。その後、条件を選択して、条件の後にあるテキストフィールドに値を入力します。複

数のフィルター条件ルールを追加するには、[条件の追加] を選択します。削除ボタン 

( ) を選択すると、条件ルールを削除します。条件ルールに一致するサイト コレクション

はデータ ソース範囲として使用されます。 

o サイトを選択する – 条件ルールを構成して、データ ソースとなるサイトをフィルターします。

データ ソースとなるサイトを検索する方法は、以下の 2 種類存在します。 

 次の条件に一致するサイト コレクション を選択して希望のサイト コレクションを

検索してから、条件 を選択して、検出されたサイト コレクションからサイトを検索

することができます。  
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 条件 を選択して直接サイトを検索することもできます。 

簡易検索モード と 詳細検索モード を併用することもできます。簡易検索モードおよび詳細検索モードで

指定された範囲はすべて、データ ソース範囲として使用されます。このデータ ソース範囲内のデータを管理

するユーザーは以下のように構成できます。 

2. ステップ 2 の設定を構成して、ステップ 1 で定義した場所を管理するマッピング先ユーザー・グループを定

義します。 

 簡易検索モード - ユーザーおよびグループを検索する範囲 ドロップダウン リストから、ユーザー・

グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。ローカル システムまたは AD ドメイ

ンを選択します。テキスト ボックスにユーザー・グループ名を入力して、キーボードの Enter キーを

押すか [検索] を選択すると、入力したユーザー・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・グループを追加することができます。  

ユーザー名・グループ名を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。検索ボック

スが表示されます。キーワードを入力して、検索ボックスの隣にある [検索] ボタンを選択することで、

希望のユーザー・グループを検索します。検出されたすべてのユーザー・グループはテーブルに表示さ

れ、ジョブ タイトル、部署、ユーザー・グループが所属するドメインなどの情報も表示されます。ユー

ザー・グループのチェックボックスを選択してから [追加] を選択して、ユーザー・グループをテキスト 

ボックスに追加します。削除ボタン ( ) を選択すると、ユーザー・グループを削除します。 

 詳細検索モード - 次の条件に一致するユーザー・グループを検索します ドロップダウン リストか

ら、ユーザー・グループを検索するドメイン / SharePoint / ローカル システムを選択します。ローカ

ル システム、SharePoint、AD ドメインを選択します。[追加] ボタンを選択して、選択したドメイ

ン / SharePoint / ローカル システム内のユーザー・グループを検索する条件を追加します。Sha

rePoint からグループを検索する (ステップ 1 で検出したデータ ソース範囲内のグループのみを検

索できます) 場合、グループの名前・権限・カスタム プロパティをルールとして使用し、条件を選択

して値を入力することができます。ローカル システム・ドメインからユーザー・グループを検索する場合、

グループの名前・ユーザー プロパティをルールとして使用し、条件を選択して値を入力することがで

きます。複数の条件を追加する場合は、[条件の追加] を選択します。条件ルールを削除する場

合は、削除 ( ) ボタンを選択します。 

*注意: ドメインおよびローカル システムから検出したユーザー・グループは、簡易検索モード および 

詳細検索モード で検出した範囲内のすべてのデータを管理することができますが、SharePoint 

から検出したグループは、グループが所属するサイト コレクションのみを管理することができます。例

えば、SharePoint から 2 つのサイト コレクション (S1 と S2) および 2 つのグループ (G1 と G

2) が検出されました。G1 はサイト コレクション S1 に存在し、G2 はサイト コレクション S2 に存
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在します。この場合、Compliance Guardian では、G1 のユーザーはサイト コレクション S1 の

データのみを管理することができ、G2 のユーザーはサイト コレクション S2 のデータのみを管理する

ことができます。 

複数のルールを追加する場合は、[他のマッピングの追加] を選択します。 

ファイル システムをデータ ソースとして選択 

ファイル システム をデータ ソースとして選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. ステップ 1 の設定を構成して、データの範囲を定義します。 

テキスト ボックスにファイル システム フォルダー パス URL を入力して、キーボードの Enter キーを押すか 

[検索] を選択すると、入力した URL が有効であるかどうかをテストします。有効である場合、URL はテキ

スト ボックスの下に表示されます。表示された URL を選択すると、URL はテキスト ボックスに追加されま

す。複数の URL を追加することができます。削除ボタン ( ) を選択すると、範囲 URL を削除します。  

URL を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。ファイル システム接続が表示されます。

ファイル システム接続を選択するか、接続を展開してフォルダー ノードを選択してから、[追加] を選択しま

す。選択した範囲 URL は [検索] ボタンの上のテキスト ボックスに表示されます。 

2. ステップ 2 の設定を構成して、ステップ 1 で定義した場所を管理するマッピング先ユーザー・グループを定

義します。 

 簡易検索モード - ユーザーおよびグループを検索する範囲 ドロップダウン リストから、ユーザー・

グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、SharePoint また

は SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

 詳細検索モード – 次の条件に一致するユーザー・グループを検索します ドロップダウン リストか

ら、ユーザー・グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、Sha

rePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

Web サイトをデータ ソースとして選択 

Web サイト をデータ ソースとして選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. ステップ 1 の設定を構成して、データの範囲を定義します。 

テキスト ボックスに Web サイト URL を入力して、キーボードの Enter キーを押すか [検索] を選択する

と、入力した URL が有効であるかどうかをテストします。有効である場合、URL はテキスト ボックスの下に



 

 29 

 
Compliance Guardian ユーザー ガイド 

 

表示されます。表示された URL を選択すると、URL はテキスト ボックスに追加されます。複数の URL を

追加することができます。削除ボタン ( ) を選択すると、範囲 URL を削除します。  

URL を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。Web サイト スキャナー プランで指定

した Web サイト URL が表示されます。URL を選択して、[追加] を選択します。選択した範囲 URL 

は [検索] ボタンの上のテキスト ボックスに表示されます。 

2. ステップ 2 の設定を構成して、ステップ 1 で定義した場所を管理するマッピング先ユーザー・グループを定

義します。  

 簡易検索モード - ユーザーおよびグループを検索する範囲 ドロップダウン リストから、ユーザー・

グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、SharePoint また

は SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

 詳細検索モード – 次の条件に一致するユーザー・グループを検索します ドロップダウン リストか

ら、ユーザー・グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、Sha

rePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

Yammer をデータ ソースとして選択 

Yammer をデータ ソースとして選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. ステップ 1 の設定を構成して、データの範囲を定義します。 

テキスト ボックスに Yammer 接続名を入力して、キーボードの Enter キーを押すか [検索] を選択す

ると、入力した接続名が有効であるかどうかをテストします。有効である場合、接続名はテキスト ボックスの

下に表示されます。表示された接続名を選択すると、接続名はテキスト ボックスに追加されます。複数の

接続名を追加することができます。削除ボタン ( ) を選択すると、接続名を削除します。  

接続名を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。Yammer 接続が表示されます。

接続を選択して、[追加] を選択します。選択した Yammer 接続は [検索] ボタンの上のテキスト ボッ

クスに表示されます。 

2. ステップ 2 の設定を構成して、ステップ 1 で定義した場所を管理するマッピング先ユーザー・グループを定

義します。 

 簡易検索モード - ユーザーおよびグループを検索する範囲 ドロップダウン リストから、ユーザー・

グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、SharePoint また

は SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 
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 詳細検索モード – 次の条件に一致するユーザー・グループを検索します ドロップダウン リストか

ら、ユーザー・グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、Sha

rePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

Lync をデータ ソースとして選択 

Lync をデータ ソースとして選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. ステップ 1 の設定を構成して、データの範囲を定義します。 

テキスト ボックスに Lync サーバー名を入力して、キーボードの Enter キーを押すか [検索] を選択する

と、入力したサーバー名が有効であるかどうかをテストします。有効である場合、サーバー名はテキスト ボック

スの下に表示されます。表示されたサーバー名を選択すると、サーバー名はテキスト ボックスに追加されます。

複数の Lync サーバー名を追加することができます。削除ボタン ( ) を選択すると、サーバー名を削除し

ます。  

サーバー名を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。Lync サーバーが表示されます。

Lync サーバーを選択して、[追加] を選択します。選択した Lync サーバー名は [検索] ボタンの上のテ

キスト ボックスに表示されます。 

2. ステップ 2 の設定を構成して、ステップ 1 で定義した場所を管理するマッピング先ユーザー・グループを定

義します。 

 簡易検索モード - ユーザーおよびグループを検索する範囲 ドロップダウン リストから、ユーザー・

グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、SharePoint また

は SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

 詳細検索モード – 次の条件に一致するユーザー・グループを検索します ドロップダウン リストか

ら、ユーザー・グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、Sha

rePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

データベースをデータ ソースとして選択 

データベース をデータ ソースとして選択する場合は、以下の手順に従ってください。 

1. ステップ 1 の設定を構成して、データの範囲を定義します。 

テキスト ボックスにデータベース接続名を入力して、キーボードの Enter キーを押すか [検索] を選択する

と、入力した接続名が有効であるかどうかをテストします。有効である場合、サーバー名はテキスト ボックス

の下に表示されます。表示された接続名を選択すると、接続名はテキスト ボックスに追加されます。複数の

データベース接続を追加することができます。削除ボタン ( ) を選択すると、接続名を削除します。  
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データベース接続名を入力しない場合は、[検索] を直接選択することができます。データベース接続が表

示されます。接続を選択して、[追加] を選択します。選択したデータベース接続は [検索] ボタンの上の

テキスト ボックスに表示されます。 

2. ステップ 2 の設定を構成して、ステップ 1 で定義した場所を管理するマッピング先ユーザー・グループを定

義します。 

 簡易検索モード - ユーザーおよびグループを検索する範囲 ドロップダウン リストから、ユーザー・

グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、SharePoint また

は SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

 詳細検索モード – 次の条件に一致するユーザー・グループを検索します ドロップダウン リストか

ら、ユーザー・グループを検索するドメイン / ローカル システムを選択します。詳細については、Sha

rePoint または SharePoint Online をデータ ソースとして選択 セクションを参照してください。 

個人用タスクの管理 

個人用タスク には、現在ログインしているユーザーに割り当てられたすべてのインシデントが表示されます。これらのイ

ンシデントを追跡、またはアクションを実行することができます。 

個人用タスク インターフェイスの左側に、現在ログインしているユーザーに割り当てられたインシデントのリストが表示

され、右側に、現在ログインしているユーザーにエスカレートされたインシデントのリストが表示されます。[すべて表示] 

を選択すると、詳細リストが表示されます。 

すべてのインシデントがテーブルに表示されます。名前 列でファイル名を選択すると、ファイルの詳細スキャン情報が表

示されます。詳細については、情報の表示 を参照してください。 

*注意: ここで名前を選択してスキャンの詳細情報を閲覧する場合、選択された SharePoint ファイルおよびアイテ

ムが最新バージョンであれば、プロパティを編集することができます。 

インシデントの解決 

ファイルを解決する必要がある場合、ファイルを選択して、[解決] を選択します。解決 ウィンドウが表示され、ウィン

ドウ上で該当する設定を構成します。詳細については、以下のセクションを参照してください。 

[暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 

暗号化 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 
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 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 - このオプションを選択する場合は、暗号化済みファイルと同

じ名前であり、かつ暗号化されていないファイルをアップロードする必要があります。元の暗

号化済みファイルはアップロードしたファイルに置き換えられます。[参照] を選択して、アッ

プロードするファイルを選択します。  

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択し

て、以下の設定を構成します。 

 競合解決 - アップロードするファイルと同名のファイルが既にアップロード先に存在

する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイル

を置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップしま

す。  

 ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボ

ックスを選択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが

変更されるまで、スキャンされません。 

o 削除 - 暗号化済みファイルを直接削除します。  

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - このオプションを選択して、インシデントについてのフィードバックを送信

します。フィードバックを送信するには、以下の設定を構成してください。 

o 件名 - フィードバックの件名を入力します。 

o 優先度 - フィードバックの優先度を選択します。 

o 本文 - フィードバックの詳細情報を入力します。 

o 添付ファイル - フィードバックについての添付ファイルを追加します。 

すべてのフィードバック レコードはフィードバック センターで表示・管理することができます。詳細につ

いては、フィードバックの表示および管理 を参照してください。 

ウィンドウ上で [解決] を選択すると、ファイルを解決します。[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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[検疫] (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルの解決 

検疫 (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の設定を構

成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルは SharePoint にリストアされ、元のファイルを置き換えま

す。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択し

て、以下の設定を構成します。 

 ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボ

ックスを選択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが

変更されるまで、スキャンされません。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。  

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する – [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[検疫] (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルの解決 

検疫 (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の設定を構

成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルはリストアされます。 
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*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを検疫済みフ

ァイルの元の場所へリストアします。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 別の場所へリストア - このオプションを選択すると、検疫済みファイルをリストアします。ファ

ームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択します。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア または 別の場所へリストア を選択した場合、詳細設定を構

成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロードするファイルと同名のファイルが既にアップロード先に存在する場

合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイルを置き換えます。

スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する – [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 

墨消し アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する – [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[墨消しの前に検疫] アクションに影響されたファイルの解決 

墨消しの前に検疫 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 
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 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを検疫済みフ

ァイルの元の場所へリストアします。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 別の場所へリストア - このオプションを選択すると、検疫済みファイルを希望の場所へリス

トアします。ファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択します。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア または 別の場所へリストア を選択した場合、詳細設定を構

成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロードするファイルと同名のファイルが既にアップロード先に存在する場

合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイルを置き換えます。

スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する – [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[移動] アクションに影響されたファイルの解決 

移動 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細については、

[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 
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[暗号化と検疫] (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルの解決 

暗号化と検疫 (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の

設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 - このオプションを選択する場合は、暗号化済みファイルと同

じ名前であり、かつ暗号化されていないファイルをアップロードする必要があります。元の暗

号化済みファイルはアップロードしたファイルに置き換えられます。[参照] を選択して、アッ

プロードするファイルを選択します。  

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択し

て、以下の設定を構成します。 

 競合解決 - アップロードするファイルと同名のファイルが既にアップロード先に存在

する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイル

を置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップしま

す。  

 ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボ

ックスを選択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが

変更されるまで、スキャンされません。 

o 削除 - 暗号化済みファイルを直接削除します。  

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する – [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[暗号化と検疫] (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルの解決 

暗号化と検疫 (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の

設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 



 

 37 

 
Compliance Guardian ユーザー ガイド 

 

o 置き換えて暗号化を解除 – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名

のファイルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイル

を選択します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを元の場所へ

リストアして、元の暗号化済みファイルを置き換えます。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 暗号化を解除して別の場所に移動 – このオプションを選択すると、検疫済みファイルを

希望の場所へリストアします。ファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択

します。 

o 削除 – 元のファイルを直接削除します。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除 または 暗号化を解除して別の場所に移動 を選択した

場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロードするファイルと同名のファイルが既にアップロード先に存在する場

合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイルを置き換えます。

スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[権限の変更] アクションに影響されたファイルの解決 

権限の変更 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細につ

いては、[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 
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[削除] アクションに影響されたファイルの解決 

削除 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細については、

[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[完全に削除] アクションに影響されたファイルの解決 

完全に削除 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細につ

いては、[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[ロック] アクションに影響されたファイルの解決 

ロック アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細については、

[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[通知のみ] アクションに影響されたファイルの解決 

通知のみ アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細につい

ては、[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[タグの追加] アクションに影響されたファイルの解決 

タグの追加 アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

 タグの変更 - このオプションを選択すると、タグの値を指定の値に変更することができます。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

[ブロック] アクションに影響されたファイルの解決 

ブロック アクションに影響されたファイルを解決するには、解決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細について

は、[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

スキャンのみ実行されたファイルの解決 

テスト パッケージを使用してスキャンのみ実行されたファイル (アクションに影響されていません) を解決するには、解

決 ウィンドウ内の設定を構成してください。詳細については、[墨消し] アクションに影響されたファイルの解決 を参照

してください。 
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インシデントの却下 

[却下] を選択して、ファイルのアクション結果を却下します。  

暗号化、検疫、墨消しの前に検疫、暗号化と検疫 のいずれのアクションに影響されたファイルを選択して、[却下] 

を選択すると、新しいウィンドウが表示されます。表示されたウィンドウで、以下の設定を構成します。 

 詳細設定 - [詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既に元の場所に存在する

場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイルを置き換えま

す。スキップする を選択すると、ファイルのアップロード・リストアをスキップします。 

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する オプションが表示されます。

このオプションを選択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変

更されるまで、スキャンされません。 

 誤検知としてマークする – このオプションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検

知とし、インシデントをマークします。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [却下] を選択すると、ファイルを却下します。[キャンセル] を選択すると、変更をキャンセルします。  

ファイルに対する変更 (検疫・暗号化) は却下され、ファイルは暗号化解除され、元のファイルにリストアされます。 

インシデントのエスカレート 

インシデントを他のユーザーに追跡・調査してもらいたい場合は、インシデントを選択して [エスカレート] を選択しま

す。表示された新しいウィンドウでユーザー・グループ名を入力して、カーソルをウィンドウ上の他の場所に置きます。ユ

ーザー・グループを選択して追加します (複数選択も可能です)。削除ボタン ( ) を選択すると、ユーザー・グループ

を削除します。 

割り当て先に次のコメントを含むメールを送信します を選択して、コメントを入力すると、割り当て先として指定さ

れたユーザーは該当するメールを受信します。 

[OK] を選択すると、ウィンドウ上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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データシートにエクスポート 

[データシートにエクスポート] を選択して、要求名を入力します。[OK] を選択すると、このページに表示されてい

る詳細情報が CSV ファイルにエクスポートされ、他の用途にも使用することができます。  

[すべてのスキャン レコード] の表示および管理 

すべてのスキャン レコード には、すべてのスキャン済みレコードが表示されます。画面の右上に、最終の更新日時お

よび次回の更新日時が表示されています。 

テーブルで基本情報を表示することができます。  

すべてのスキャン レコード インターフェイスには、2 つのタブがあります。 

 テスト パッケージ - このタブの配下には、テスト パッケージでスキャンされたファイルが表示されます。 

後でファイルを追跡・レビューする必要がある場合、ファイルを選択して [インシデント調査の開始] 

を選択すると、インシデントを開始することができます。表示された新しいウィンドウでユーザー・グル

ープ名を入力して、カーソルを他の場所に置きます。ユーザー・グループを選択して追加します (複

数選択も可能です)。削除ボタン ( ) を選択すると、ユーザー・グループを削除します。 

[データシートにエクスポート] を選択して、表示されたウィンドウ上で要求名を入力します。[O

K] を選択すると、このページに表示されている詳細情報が CSV ファイルにエクスポートされ、他の

用途にも使用することができます。 

 実行されたアクション - このタブの配下には、アクションに影響されたファイルが表示されます。 

後でファイルを追跡・レビューする必要がある場合、ファイルを選択して [インシデント調査の開始] 

を選択すると、インシデントを開始することができます。表示された新しいウィンドウでユーザー・グル

ープ名を入力して、カーソルを他の場所に置きます。ユーザー・グループを選択して追加します (複

数選択も可能です)。削除ボタン ( ) を選択すると、ユーザー・グループを削除します。割り当て

先に次のコメントを含むメールを送信します を選択して、コメントを入力すると、割り当て先は該

当するメールを受信します。 

[処置] を選択して、ファイルを処置します。詳細については、ファイルの処置 を参照してください。 
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[データシートにエクスポート] を選択して、表示されたウィンドウ上で要求名を入力します。[O

K] を選択すると、このページに表示されている詳細情報が CSV ファイルにエクスポートされ、他の

用途にも使用することができます。 

[テスト パッケージ] タブ配下のファイルの管理 

テスト パッケージ タブ配下で、ファイルを選択します。詳細インターフェイスが表示されます。フィルタリング対象 フィ

ールドでスキャン日時、テスト パッケージ、バージョン履歴 (SharePoint アイテム・ファイルを選択する場合にのみ表

示されます)、オブジェクト (SharePoint アイテムを選択する場合にのみ表示されます。アイテムまたはアイテムの添

付ファイルを選択すると、詳細を表示することができます) を選択して、表示される情報をフィルターすることができます。

フィルタリング対象を選択してから、[表示] を選択します。 

[実行されたアクション] タブ配下のファイルの管理 

実行されたアクション タブ配下で、ファイルを選択します。詳細インターフェイスが表示されます。フィルタリング対象 

フィールドでスキャン日時を選択して、表示される情報をフィルターすることができます。フィルタリング対象を選択してか

ら、[表示] を選択します。ファイルがテスト パッケージによって影響を受けている場合は、テスト パッケージ、バージョ

ン履歴、オブジェクト (SharePoint アイテムを選択する場合にのみ表示されます。アイテムまたはアイテムの添付ファ

イルを選択すると、詳細を表示することができます) を選択して、表示される情報をフィルターすることができます。 

情報の表示 

テスト パッケージ または 実行されたアクション タブの配下で、以下の情報を表示することができます。 

 サマリー - サマリーを表示します。  

o テスト パッケージ - レコードのスキャンに使用されたテスト パッケージの名前を表示します。 

o 元の場所 - 選択したレコードの完全な URL です。ダウンロード ボタン ( ) を選択す

ると、ファイルをダウンロードします。 

o データ タイプ - スキャンされたデータのタイプです。 

o リスク スコア - テスト パッケージのリスク スコアです。テスト パッケージを使用してデータを

スキャンする場合にのみ、このフィールドが表示されます。 

チェックのスコア = (情報の損失度)*(違反の数量)*(発見済みインスタンスに対する確

信度) = (重要度レベル)*(違反の数)*(信頼度) 



 

42  

 
Compliance Guardian ユーザー ガイド 

 

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リスク スコアの合計

数 (チェック 1+ チェック 2 + チェック 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 パッケージのリスク スコ

アの合計数 (テスト パッケージ 1+ テスト パッケージ 2 + テスト パッケージ 3...) 

o スキャン状態 – 指定のチェックに関するファイルの状態です。 

 合格 - ファイルは選択した規定 (チェック) に従っています。 

 不合格 - ファイルは選択した規定 (チェック) に従っていません。 

 ユーザー レビュー要 - ユーザーがファイルをレビューして、最終状態を決める必

要があります。  

 適用不可 - ファイルには、選択した規定 (チェック) で定義された要素が含まれ

ていません。 

 テストなし - 指定された規定 (チェック) は、ファイルについて確認されていません。

規定 (チェック) がファイルのスキャンに使用されるスキャン ポリシーのテスト パッケ

ージに含まれているものの、該当のテスト パッケージで有効になっていない場合

に、この状態が表示されます。 

o インシデント ID - レコードのインシデントが開始された場合、インシデント ID が表示さ

れます。 

o スキャン日時 - ファイルがスキャンされた日時です。 

 スキャンの詳細 - テスト パッケージを使用してデータをスキャンする場合にのみ、このタブが表示さ

れます。このタブの配下には、スキャンの詳細が表示されます。ファイルのスキャンに使用したチェック

またはチェック グループが表示されます。 

チェックの状態が テストなし および 適用不可 でない場合、チェックの初期スキャン状態を変更す

ることができます。状態の変更 ( ) ボタンを選択します。状態の変更 ( ) ボタンを選択した後

で、状態の変更 ウィンドウで以下の設定を構成します。 

 次の状態に変更 ドロップダウン リストから状態を選択します。状態を 不合格 

に変更する場合、このオブジェクトで発見された違反の数 フィールドに数字を

入力する必要があります。状態を 不合格 または ユーザー レビュー要 から 合

格 に変更する場合、このチェックのリスク スコアは 0 に変更されます。  

 必要に応じて、変更の説明を追加します。 
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 ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する チェックボックス

を選択すると、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ファイルはスキャン

されません。  

[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、状態の変更 ウィンドウを終

了します。 

コンテンツが FileProperty タイプ チェックによってスキャンされ、チェックの状態が 合格 でない場

合、[すべての違反] リンクがチェックの配下に表示されます。リンクを選択すると、すべての違反 ウ

ィンドウが表示されます。このウィンドウでは、違反情報を表示することができます。 

 

  図 2: すべての違反 ウィンドウ 

コンテンツが LinkValidation タイプ チェックによってスキャンされ、チェックの状態が 合格 でない

場合、[リンク検証レポートの表示] リンクがチェックの配下に表示されます。リンクを選択すると、

リンク検証 ウィンドウが表示されます。このページに表示される情報は以下のとおりです。 

o リンクの詳細フィールド - このフィールドには、4XX Client Error、5XX Server Error、

不明なエラー、リダイレクトのリスト 4 種類の状態が表示されます。 

 4XX Client Error – ファイル内に 4XX 状態コードのリンクがある場合、リン

クがこのフィールドに分類されます。リンクのエラー タイプ、リンク場所、エラー説明

も表示されます。 
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 5XX Server Error – ファイル内に 5XX 状態コードのリンクがある場合、リ

ンクがこのフィールドに分類されます。リンクのエラー タイプ、リンク場所、エラー説

明も表示されます。 

 不明なエラー – 不明な例外のために取得できない状態コードのリンクがある場

合、リンクがこのフィールドにリストされます。リンクの場所および該当のエラー メッ

セージもこのフィールドに表示されます。 

 リダイレクトのリスト – 他の URL へリダイレクトされるすべてのリンクが表示され

ます。リンクの場所もこのフィールドに表示されます。 

*注意: ファイルに 4XX Client Error、5XX Server Error、不明なエラー、リダイレク

トのリストが存在しない場合、該当するフィールドは リンク検証 ウィンドウに表示されませ

ん。 

o アンカー – ファイル内のアンカーおよび無効なアンカーがこのフィールドに表示されます。 

*注意: ファイルにアンカーが存在しない場合、このフィールドは リンク検証 ウィンドウに表

示されません。 

 

図 3: リンク検証 ウィンドウ 

 実行されたアクション - ファイルがアクションに影響された場合、このタブが表示されます。このタブ

には、ファイルに影響を与えたアクションおよびその関連情報が表示されます。 
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 プロパティの表示 - 以下の条件が満たされる場合、このタブが表示されます。 

o 画面の上部で、最新の スキャン日時 が選択されている 

o 選択したレコードが SharePoint アイテムもしくはファイルである 

o アクションに影響された後、アイテムもしくはファイルが SharePoint に存在していない  

このタブの配下で、レコードのプロパティを表示することができます。  

 会話の表示 - データ ソースが Lync または Yammer である場合、このタブが表示されます。こ

のタブには、関連する会話およびメッセージに関連する情報が表示されます。 

 監査 - 以下の条件が満たされる場合、このタブが表示されます。 

o SharePoint アイテム・ファイルを選択しました。 

o 選択した SharePoint アイテム・ファイルは最新のバージョンです。 

構成済み監査データベースから、監査情報を表示します。監査情報を表示するには、DocAve 

監査マネージャーを使用できる DocAve 環境への接続を構成する必要があります。詳細につい

ては、Compliance Guardian インストール・管理者用ユーザー ガイド の データベース マネー

ジャー セクションを参照してください。 

 問題ハイライト レポート - スキャンの状態が 合格 でなく、レコードがテスト パッケージでスキャンさ

れた場合、このタブが表示されます。不適切なコンテンツはすべて黄色でハイライト表示されるため、

問題のある部分の特定とその解決を迅速に行うことができます。このタブの配下には 違反のサマリ

ー および ソースの違反  2 種類のタブがあります。 

o 違反のサマリー - 違反のみを表示します。 

o ソースの違反 - 画面の上部で最新の スキャン日時 を選択した場合、このタブが表示さ

れます。このタブには、すべてのコンテンツが表示されます。 

 権限 - 以下の条件が満たされる場合、このタブが表示されます。 

o SharePoint アイテム・ファイルを選択しました。 

o 選択した SharePoint アイテム・ファイルは最新のバージョンです。 

このタブには、ファイルに対して権限を持つユーザー・グループと、該当する権限が表示されます。 

 コメント - [コメントの追加] を選択して、コメントを追加します。 

 履歴 - ファイルに対して実行したアクションを詳細インターフェイスに記録します。 

画面の右上にある [次へ] または [前へ] を選択して、次のレコードまたは前のレコードを表示します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/Compliance_Guardian_Installation_and_Administration_User_Guide.pdf
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ファイルの処置 

実行されたアクション タブの配下では、暗号化、検疫、墨消しの前に検疫、暗号化と検疫 のいずれのアクションに

影響されたファイルを選択する場合にのみ、処置 オプションが有効になります。[処置] を選択して、処置 ウィンドウ

内の設定を構成します。詳細については、以下のセクションを参照してください。 

[暗号化] アクションに影響されたファイルの処置 

暗号化 アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 - このオプションを選択する場合は、暗号化済みファイルと同

じ名前であり、かつ暗号化されていないファイルをアップロードする必要があります。元の暗

号化済みファイルはアップロードしたファイルに置き換えられます。[参照] を選択して、アッ

プロードするファイルを選択します。  

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

o 削除 - 暗号化済みファイルを直接削除します。  

o 元のファイルの暗号化を解除 – ファイルに対する変更は却下されます。ファイルは暗号

化を解除され、元の場所の元のファイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプ

ションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマーク

します。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除 または 元のファイルの暗号化を解除 を選択した場合、

詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロード･リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先･リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロード・リストアをスキップし

ます。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 
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 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[検疫] (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

検疫 (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構

成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルは SharePoint にリストアされ、元のファイルを置き換えま

す。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。  

o 元のファイルをリストア - ファイルに対する変更は却下され、ファイルは元の場所の元のフ

ァイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプ

ションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマーク

します。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア または 元のファイルをリストア を選択した場合、詳細設定を

構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 
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ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[検疫] (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

検疫 (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構

成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを検疫済みフ

ァイルの元の場所へリストアします。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 別の場所へリストア - このオプションを選択すると、検疫済みファイルをリストアします。ファ

ームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択します。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。 

o 元のファイルをリストア - ファイルに対する変更は却下され、ファイルは元の場所の元のフ

ァイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプ

ションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマーク

します。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア、別の場所へリストア、元のファイルをリストア のいずれのオプシ

ョンを選択した場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定

を構成します。 
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o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロード・リストアをスキップし

ます。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[墨消しの前に検疫] アクションに影響されたファイルの処置 

墨消しの前に検疫 アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えてリストア – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名のファイ

ルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイルを選択

します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを検疫済みフ

ァイルの元の場所へリストアします。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 別の場所へリストア - このオプションを選択すると、検疫済みファイルを希望の場所へリス

トアします。ファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択します。 

o 削除 - 検疫済みファイルを直接削除します。 
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o 元のファイルをリストア - ファイルに対する変更は却下され、ファイルは元の場所の元のフ

ァイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプ

ションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマーク

します。 

 詳細設定 – 置き換えてリストア、別の場所へリストア、元のファイルをリストア のいずれのオプシ

ョンを選択した場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定

を構成します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[暗号化と検疫] (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

暗号化と検疫 (SharePoint で検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の

設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 - このオプションを選択する場合は、暗号化済みファイルと同

じ名前であり、かつ暗号化されていないファイルをアップロードする必要があります。元の暗

号化済みファイルはアップロードしたファイルに置き換えられます。[参照] を選択して、アッ

プロードするファイルを選択します。  

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 
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o 削除 - 暗号化済みファイルを直接削除します。  

o 元のファイルの暗号化を解除してリストア – ファイルに対する変更は却下されます。ファ

イルは暗号化を解除され、元の場所の元のファイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプ

ションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマーク

します。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除 または 元のファイルの暗号化を解除してリストア を選

択した場合、詳細設定を構成することができます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成

します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 

[暗号化と検疫] (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルの処置 

暗号化と検疫 (エクスポート先へ検疫) アクションに影響されたファイルを処置するには、処置 ウィンドウで以下の

設定を構成してください。 

 解決 - 解決方法を選択します。 

o 置き換えて暗号化を解除 – このオプションを選択する場合は、検疫済みファイルと同名

のファイルをアップロードする必要があります。[参照] を選択して、アップロードするファイル

を選択します。アップロードしたファイルはリストアされます。 

*注意: 添付ファイルを 1 件リストアする場合は、元の添付ファイルと同名のファイルをアッ

プロードする必要があります。複数の添付ファイルをリストアする場合は、元の添付ファイル

と同名のファイルが入った ZIP ファイルをアップロードする必要があります。 



 

52  

 
Compliance Guardian ユーザー ガイド 

 

このオプションを選択すると、リストアのタイプ オプションが表示されます。 

 元の場所へ – このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを元の場所へ

リストアして、元の暗号化済みファイルを置き換えます。 

 別の場所へ - このオプションを選択すると、アップロードしたファイルを他の場所へ

リストアします。表示されるファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを

選択します。 

o 暗号化を解除して別の場所に移動 – このオプションを選択すると、検疫済みファイルを

希望の場所へリストアします。ファームを展開して、ツリーで希望のリストア先ノードを選択

します。 

o 削除 – 元のファイルを直接削除します。 

o 元のファイルの暗号化を解除してリストア – ファイルに対する変更は却下されます。ファ

イルは暗号化を解除され、元の場所の元のファイルにリストアされます。 

このオプションを選択すると、誤検知としてマークする オプションが表示されます。このオプ

ションを選択すると、このファイルのコンプライアンス違反を誤検知とし、インシデントをマーク

します。 

 詳細設定 – 置き換えて暗号化を解除、暗号化を解除して別の場所に移動、元のファイルの

暗号化を解除してリストア のいずれのオプションを選択した場合、詳細設定を構成することができ

ます。[詳細設定] を選択して、以下の設定を構成します。 

o 競合解決 - アップロード・リストアするファイルと同名のファイルが既にアップロード先・リスト

ア先に存在する場合の解決方法を選択します。置き換える を選択すると、既存のファイ

ルを置き換えます。スキップする を選択すると、ファイルのアップロードをスキップします。  

o ルールまたはファイルが変更されるまでこのファイルを無視する - このチェックボックスを選

択すると、ファイルはリストアされた後、スキャン ルールまたはファイルが変更されるまで、ス

キャンされません。 

 コメント - コメントを追加します。 

 フィードバックを送信する - [暗号化] アクションに影響されたファイルの解決 を参照してください。 

ウィンドウ上で [処置] を選択すると、ファイルを処置します。[キャンセル] を選択すると、すべての変更をキャンセル

します。 
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[インシデント マネージャー] の使用 

インシデント マネージャー には、すべてのインシデントが表示されます。インシデント マネージャーで、解決、却下、エ

スカレート、データシートにエクスポート などのアクションを実行することができます。アクションの詳細については、個

人用タスクの管理 を参照してください。  

[レポート センター] でのレポートの表示 

レポート センターでは、収集されたスキャン レポートを異なるビューで表示しています。レポート センターには、以下の 

3 つのセクションが含まれています。 

 ダッシュボード - [ダッシュボード] でのスキャン レポートの表示 を参照してください。 

 ヒートマップ - [ヒートマップ] の表示 を参照してください。 

 トレンド レポート - [トレンド レポート] の表示 を参照してください。 

レポート センター を選択して、ドロップダウン リストからセクションを選択すると、各セクションへ移動することができます。 

[ダッシュボード] でのスキャン レポートの表示 

ダッシュボードでは、異なる条件に基づき、異なるグラフでスキャン結果を表示します。画面の右上に、最終の更新日

時および次回の更新日時が表示されています。 
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図 4: ダッシュボード インターフェイス 

ダッシュボードには、10 種類のレポートが含まれています。[ガジェットの追加] を選択することで、インターフェイスに

表示するレポートを選択することができます。表示された ガジェット ディレクトリ ウィンドウには、すべてのレポート ガ

ジェットが表示されます。既にダッシュボードに表示されているレポートの状態は 選択済み です。レポートの後の [選

択解除] を選択すると、該当するレポート エリアはダッシュボードから削除されます。[チェック] を選択すると、レポー

トはダッシュボードに再度表示されます。[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

をキャンセルして、ガジェット ディレクトリ ウィンドウを終了します。 

各レポート エリアでは、以下のアクションを実行することができます。 

 レポートの最大化 - 最大化ボタン ( ) を選択すると、レポート ダイアグラムは最大化され、新し

いウィンドウに表示されます。 

 ダッシュボードからのレポート エリアの削除 - 削除ボタン ( ) を選択すると、該当するレポート 

エリアはダッシュボードから削除されます。 

ダッシュボード内の各レポートの詳細については、以下の内容を参照してください。 

 状態別インシデント - このエリアでは、インシデント状態の割合を円グラフで表示します。  

円グラフのセクター (扇形) の上にマウス カーソルを移動すると、該当するセクターの状態が表示さ

れます。円グラフのセクター (扇形) を選択すると、インシデント マネージャー インターフェイスに移
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動します。セクターの該当する状態に一致するインシデントがすべて表示されます。インシデント マ

ネージャー の詳細については、[インシデント マネージャー] の使用 を参照してください。 

 アクション別スキャン レコード – このエリアでは、特定のアクションが実行されたファイルの割合を円

グラフで表示します。  

円グラフのセクター (扇形) の上にマウス カーソルを移動すると、該当するファイルおよびアクションの

情報が表示されます。円グラフのセクター (扇形) を選択すると、すべてのスキャン レコード インタ

ーフェイスに移動します。セクターの該当するアクションが実行されたファイルがすべて 実行されたア

クション タブの配下に表示されます。すべてのスキャン レコード の詳細については、[すべてのスキ

ャン レコード] の表示および管理 を参照してください。 

 タイプ別スキャン レコード - このエリアでは横棒グラフを使用して、テスト パッケージでスキャンを実

行されたデータ ソースおよびファイルの数、またはアクションに影響されたデータ ソースおよびファイル

の数を表示します。  

このエリアの右上にある編集ボタン ( ) を選択して、レコードを表示するタイプを選択します。表示

方法 ドロップダウン リストから テスト パッケージ を選択して、表示するテスト パッケージを選択し

ます。[OK] を選択すると、選択したテスト パッケージがエリアに表示されます。エリアには、選択し

たテスト パッケージでスキャンを実行されたデータ ソースおよびファイルの数が表示されます。表示

方法 ドロップダウン リストから アクション を選択した場合、表示するアクションを選択して [OK] 

を選択すると、選択したアクションがエリアに表示されます。エリアには、選択したアクションに影響さ

れたデータ ソースおよびファイルの数が表示されます。 

横棒グラフの横棒の上にマウス カーソルを移動すると、該当するファイルの数およびデータ ソースの

情報も表示されます。横棒を選択すると、すべてのスキャン レコード インターフェイスに移動します。

指定のテスト パッケージでスキャンされた、または指定のアクションに影響されたスキャン済みファイル

がすべて表示されます。すべてのスキャン レコードの詳細については、[すべてのスキャン レコード] 

の表示および管理 を参照してください。 

 上位 10 名の割り当て先 - このエリアでは、インシデントが割り当てられた上位 10 人のユーザー

を表示します。 

 上位 10 名のインシデント作成者 - このエリアでは、インシデントの該当するファイルを編集 (Sh

arePoint ファイルの場合) または作成 (ファイル システム ファイル、Lync データ、Yammer デー

タの場合) した上位 10 人のユーザーを表示します。  
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 違反別スキャン レコード - このエリアでは、選択したテスト パッケージでスキャンされた違反の割合

を表示します。 

このエリアの右上にある編集ボタン ( ) を選択すると、テスト パッケージを選択することができます。

[OK] を選択すると、選択したテスト パッケージおよび選択したテスト パッケージでスキャンされた

違反の割合がエリアに表示されます。 

円グラフのセクター (扇形) の上にマウス カーソルを移動すると、該当する違反の割合および違反

が含まれているファイルの数が表示されます。円グラフのセクター (扇形) を選択すると、すべてのス

キャン レコード インターフェイスに移動します。選択したテスト パッケージでスキャンされ、違反が含

まれているファイルがすべて表示されます。すべてのスキャン レコードの詳細については、[すべてのス

キャン レコード] の表示および管理 を参照してください。 

 作成・解決済み: すべてのインシデント - このエリアでは、未解決インシデントのトレンドを表示し

ます。ダイアグラムで、解決したインシデントおよび作成済みインシデントの線を表示することができ

ます。 

期間を選択 ドロップダウン リストからエリアに表示するレポートの期間を選択します。 

 スキャン レコードの状態 - このエリアでは、スキャン レコードの状態についての各レポートを表示し

ます。 

o テスト パッケージを使用して実行したスキャンの結果が [不合格] となった回数 – テ

スト パッケージを使用して実行したスキャンの結果が 不合格 となった回数を表示します。

テスト パッケージを使用して実行したスキャンの結果が [不合格] となった回数 を選

択すると、すべてのスキャン レコード インターフェイスに移動します。結果が不合格となっ

たファイルが表示されます。すべてのスキャン レコードの詳細については、[すべてのスキャン 

レコード] の表示および管理 を参照してください。 

o ファイルの合計数 – スキャンされたファイルの合計数を表示します。 

o ファイル エラー – リンクを選択すると、ファイル エラー インターフェイスが表示されます。こ

のページに以下の情報が表示されています。 

 エラー タイプ - エラーのタイプを表示します。表示されているエラーを選択すると、

ポップアップ ウィンドウが表示され、次の情報を表示します。 

 ファイルの場所 - ファイルの完全な URL です。 

 原因 - 原因 列にある [詳細] リンクを選択すると、このタイプのエラー

の詳細エラー情報を表示します。 
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 エラー数 - エラーが発生した回数です。 

 エラーの割合 - 選択したファイルで発見したすべてのエラーの中で、このエラーが

占める割合です。この列に表示されているすべての割合を足すと、100% になり

ます。 

o 作成したインシデント - インシデントを開始したスキャン済みファイルの数を表示します。

作成したインシデント を選択すると、インシデント マネージャー インターフェイスにリダイレ

クトされます。インシデント マネージャーの詳細については、[インシデント マネージャー] の

使用 を参照してください。 

 リスク トレンド - このエリアでは、選択したテスト パッケージでスキャンされたデータ ソースのリスク 

スコアを表示します。 

期間を選択 ドロップダウン リストからエリアに表示するレポートの期間を選択します。 

このエリアの右上にある編集ボタン ( ) を選択すると、テスト パッケージを選択することができます。

[OK] を選択すると、選択したテスト パッケージおよびこのテスト パッケージのリスク トレンドがエリ

アに表示されます。 

 スキャン レコード履歴 - このエリアでは、選択したテスト パッケージでスキャンされたデータ ソース

内のスキャン済みファイル数の履歴を表示します。  

期間を選択 ドロップダウン リストからエリアに表示するレポートの期間を選択します。 

このエリアの右上にある編集ボタン ( ) を選択すると、テスト パッケージを選択することができます。

[OK] を選択すると、テスト パッケージおよびこのテスト パッケージのレコード履歴レポートがエリア

に表示されます。 

[ヒートマップ] の表示 

ヒートマップには、プラットフォーム および テスト パッケージ 2 種類のタブが含まれています。画面の右上に、最終

の更新日時および次回の更新日時が表示されています。 

プラットフォーム ヒートマップ 

プラットフォーム ヒートマップには、違反が存在するデータ ソースが表示されています。1 セクションにつきデータソース 

1 件が割り当てられています。データ ソース セクションにマウス カーソルを移動すると、該当するデータ ソースの詳細

な違反情報が表示されます。 

セクションを選択すると、該当するセクションが展開されます。  
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 SharePoint オンプレミス セクションを選択すると、ファームが表示されます。各ファーム セクションを

選択して、Web アプリケーションの情報を表示します。続いて Web アプリケーション セクションを

選択して、サイト コレクションの情報を表示します。さらにサイト コレクション セクションを選択して、

サイトの違反情報を表示します。  

 SharePoint Online セクションを選択すると、SharePoint Online 接続が表示されます。各

接続セクションを選択して、サイト コレクションの情報を表示します。続いてサイト コレクション セク

ションを選択して、サイトの違反情報を表示します。 

 Web サイト セクションを選択すると、各ホストの URL が表示されます。 

 データベース セクションを選択すると、データベース接続セクションが表示されます。各セクションを選

択して、テーブルの情報を表示します。 

 Yammer セクションを選択すると、Yammer 接続セクションが表示されます。  

 Lync セクションを選択すると、Lync 接続セクションが表示されます。続いて接続セクションを選択

して、Lync プールの情報を表示します。 

 ファイル システム セクションを選択すると、ファイル システム接続セクションが表示されます。続いて

接続セクションを選択して、各フォルダーの情報を表示します。 

[縮小] を選択すると、ヒートマップは上位のレベルに戻ります。 

テスト パッケージ ヒートマップ 

テスト パッケージ ヒートマップには、違反が存在するテスト パッケージが表示されています。1 セクションにつきデータソ

ース 1 件が割り当てられています。テスト パッケージ セクションの上にマウス カーソルを移動すると、該当するテスト 

パッケージの詳細な違反情報が表示されます。  

セクションを選択すると、該当するセクションが展開されます。検出された違反の数に従い、チェックの表示面積が変

化します。チェック セクションにマウス カーソルを移動すると、該当するチェックの詳細な違反情報が表示されます。

[縮小] を選択すると、すべてのテスト パッケージの表示画面に戻ります。 

[トレンド レポート] の表示 

トレンド レポートには、テスト パッケージ および チェック 2 種類のタブが存在しています。画面の右上に、最終の更

新日時および次回の更新日時が表示されています。 

テスト パッケージ タブ配下には、すべてのテスト パッケージと、各テスト パッケージ内の不合格ファイル数およびチェッ

ク数が表示されます。テスト パッケージを最大 5 件まで選択して、期間を選択 ドロップダウン リストから期間を選択
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すると、選択したテスト パッケージでスキャンされた不合格ファイル数をダイアグラムに表示することができます。[データ

シートにエクスポート] を選択して、情報を CSV ファイルにエクスポートします。 

チェック タブの配下で、テスト パッケージ内のすべてのチェック ドロップダウン リストからテスト パッケージを選択する

と、選択したテスト パッケージ内のチェックが表示されます。チェックを使用して実行したスキャンの結果が [不合格] 

となった回数も表示されます。チェックを最大 5 件まで選択して、期間 ドロップダウン リストから期間を選択すると、

チェックを使用して実行したスキャンの結果が [不合格] となった回数をダイアグラムに表示することができます。[デー

タシートにエクスポート] を選択して、情報を CSV ファイルにエクスポートします。 

フィードバックの表示および管理 

インシデントを解決・却下する際に送信したすべてのフィードバックは、フィードバック センター に表示されます。 

フィードバック センターでは、フィードバックの件名、状態、優先度、最終更新日時などを表示することができます。 

フィードバックの件名を選択すると、詳細なフィードバック情報が表示されます。情報を確認する際に[コメントの追

加] を選択すると、コメントおよび関連する添付ファイルを追加することができます。[解決] を選択すると、フィードバ

ックを解決します。 

インターフェイスの右上にある [次へ] または [前へ] を選択すると、次のフィードバックまたは前のフィードバックを表示

します。 

エクスポート要求 

インシデント管理センターで、[個人用タスク]/[すべてのスキャン レコード]/[インシデント マネージャー]/[レポ

ート センター] を選択すると、[エクスポート要求] リンクが画面の上部に表示されます。  

[エクスポート要求] を選択すると、エクスポート要求 ウィンドウが表示されます。エクスポート要求 ウィンドウには、

現在ログインしているユーザーが実行した CSV レポート ファイルのダウンロード要求がすべて表示されます。  
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図 5: エクスポート要求 ウィンドウ 

このウィンドウに以下の情報が表示されています。 

 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 - ダウンロード済み CSV レポートのタイプです。 

 進行状況 - ダウンロード プロセスの進行状況です。 

 状態 - レポート ダウンロード要求の状態です。 

 開始日時 - レポート ダウンロード プロセスの開始日時です。 

 終了日時 - レポート ダウンロード プロセスの終了日時です。 

エクスポート要求 ウィンドウで、次の操作を実行することができます。 

 ダウンロード - 要求を選択してこのボタンを選択すると、指定の場所へ圧縮済みレポート ファイル

をダウンロードします。 

 削除 - 要求を選択してこのボタンを選択すると、要求リストから要求を削除します。 
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 停止 - 要求を選択してこのボタンを選択すると、実行中のレポート生成プロセスを停止します。 

 再起動 - 要求を選択してこのボタンを選択すると、レポート生成プロセスを再起動します。 
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いものとします。当社は、ユーザーに対し予告、通知をすることなく AvePoint ソフトウェアのグラフィック ユーザー インターフェイスを変更

する権利を所有しています。 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 108-0074  

東京都港区高輪 4 丁目 10-18  

京急第一ビル 11 階 


