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本バージョンから追加された新機能 

 説明を改善し、カバー ページを更新しました。 

DocAve Governance Automation Online について 

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

業務プロセス上の関係者によるやり取りが頻繁に起こる場合、意思決定のスピードと品質が損なわれることがありま

す。  

DocAve Governance Automation Online は DocAve Governance Automation のオンライン版です。

DocAve Governance Automation Online は、コンテンツ管理、ライフサイクル管理、権限管理、展開などを

含め、構成可能なサービスを要求する方法を自動化することで、組織が Microsoft SharePoint をサービスとして

使用するニーズに対応しています。 

事前に定義およびカスタム可能なサービス要求を送信することで、プロセスの実現に必要なワークフローやポリシーを

実行し、お使いの SharePoint Online コンポーネントにおけるガバナンスを自動化します。これにより、今まで以上

に迅速で効果的なコミュニケーションと、エラーの削減を同時にはかることができます。  

本ガイドは、ビジネス ユーザーが Governance Automation Online を使用して、要求の作成やタスクの管理を

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

Automation Online 管理者用ガイド を参照してください。 

AvePoint へのドキュメント フィードバックについて 

AvePoint では、弊社の製品ドキュメントに対するお客様からのフィードバックをお待ちしています。弊社 Web サイト

上から フィードバックを送信 してください。 

 

 

 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/DocAve_GA_Online_Administrator_User_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/DocAve_GA_Online_Administrator_User_Guide.pdf
https://www.avepoint.co.jp/resources/documentation-feedback/?flush=1
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はじめに 

Governance Automation Online の起動に関する情報については、以下のセクションを参照してください。 

サービス要求およびタスクについて 

SharePoint Online 管理者は、組織のルールと規定を遵守する SharePoint Online の各操作について構成

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

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

送信することも可能です。サービス要求を送信すると、それぞれのサービスに関連付けられた承認プロセスによって、

組織の中の特定のユーザーに通知が送信されます。サービスのすべての承認者が要求を承認すると、

Governance Automation Online は必要なオペレーションを実行し、要求したサービスを完了させます。 

ユーザーがサービスの承認者として指定された場合、サービス要求が送信され、前の承認者のいずれかまたはすべて

要求を承認すると、タスクがこのユーザーの 個人用タスク リストに表示されます。 
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インターフェイスについて 

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

IT 管理者に問い合わせてください。ログインすると、ビジネス ユーザー向けのランディング ページが表示されます。 

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

トウェア内部を移動します。どの画面でも画面左上隅に メニュー が常に表示されており、ナビゲーション バー上のセ

クション名をクリックすると、希望のセクションに移動することができます。また、ナビゲーション バーの右下隅にあるピン 

ボタン ( ) をクリックすると、ナビゲーション バーを固定することもできます。ピン解除ボタン ( ) をクリックするまで、

ナビゲーション バーはトップに表示されたままとなります。 

 

図 1: ビジネス ユーザー向けのランディング ページ 
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要求の開始 

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

始 画面が表示されます。要求の開始 画面上には、利用可能なすべてのサービスが表示されます。  

要求の開始 画面で、 

 サービス名をクリックすると、サービスを選択することができます。  1.

 サービス要求を構成する画面で、必要な情報を入力します。  2.

 構成の編集後、以下の操作のいずれかを選択します。 3.

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

 [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 要求の開始 画面に戻ります。 

要求の検索およびフィルター 

右上隅にあるテキスト ボックスにサービス名をキーワードとして入力すると、表示されているサービス要求の検索を実

行することができます。  

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

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

要求の管理 

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

てのサービス要求が表示されます。 

ランディング ページの [個人用要求の表示] タイルをクリックすると、要求の管理画面に移動します。個人用要求 

ページで、送信済み要求 または 保存済み要求 タブを選択すると、該当する要求タイプに移動します。 
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送信済み要求 

送信済み要求 タブには、送信済みの要求がすべて表示されます。ページ毎の送信済み要求の表示件数を変更す

るには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。送信済みの要求をソート

する場合は、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックして [昇順] または [降順] を選択します。  

ここでは、以下の方法で送信済み要求の表示方式をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードにより、表示したサービス要求をフィルターします。ここではサービス要求を検索

することができます。使用できる列は 要求サマリー、サービス、担当者 です。検索することができる

のは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の

隣に表示されたボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した

アイテムをリストに表示させることができます。 

 

送信済み要求 画面では、以下の操作を実行することができます。 

 詳細の表示 – 要求サマリーをクリックすると、詳細情報が表示されます。この画面を閉じると、個

人用要求 画面へ戻ります。  

 コピー – 新しいサービス要求として送信する場合は、既存のサービス要求をコピーしてから変更を

行います。送信済み要求を選択します。リボンの [コピー] をクリックし、修正を加えます。  

変更の完了後、  

 [下書きとして保存] をクリックすると、新しいサービス要求を下書きとして保存します。 o

 [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 o

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 個人用要求 画面に戻ります。 o

 要求の取り消し – 取り消す送信済み要求を選択して、リボン上の [要求の取り消し] をクリック

します。 
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保存済み要求 

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

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

出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、保存済み要求のソートを

実行することができます。  

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

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

ス要求を検索することができます。希望のサービス要求を検索することができます。検索することが

できるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理 ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の

隣に表示されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックして、アイテム名の隣のチェックボックスを

選択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

保存済み要求に対しては、以下の操作を実行することができます。 

 詳細の表示 – 要求サマリーをクリックすると、詳細情報が表示されます。 

 編集 – サービス要求の選択ボタン ( ) をクリックして保存済み要求を選択し、リボン上で [編

集] をクリックして、要求の設定を編集します。構成の編集後、[下書きとして保存] をクリックする

と、設定を保存します。[保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。[キャンセ

ル] をクリックすると、構成を保存せずに 個人用要求 画面に戻ります。 

 削除 – サービス要求の選択ボタン ( ) をクリックして要求を選択し、リボン上で [削除] をクリック

します。削除の確認ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択した要求を削除します。

[キャンセル] をクリックすると、選択した要求を削除せずに 個人用要求 画面に戻ります。  

 コピー – 新しいサービス要求として送信する場合は、既存のサービス要求をコピーしてから変更を

行います。保存済み要求を選択します。リボンの [コピー] をクリックし、修正を加えます。  

変更の完了後、  

 [下書きとして保存] をクリックすると、新しいサービス要求を下書きとして保存します。 o

 [保存して送信] をクリックすると、要求を承認者に送信します。 o

 [キャンセル] をクリックすると、構成を保存せずに 個人用要求 画面に戻ります。 o
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個人用のタスク一覧の管理 

サービス要求が送信されると、要求の承認者となっているユーザーにはタスクが割り当てられます。ログイン時に使用し

たユーザーが権限洗い替えプロセスの承認者となっており、かつ洗い替えスケジュールの期限が切れた場合、ユーザー

には権限の洗い替えレポートが割り当てられます。 

ランディング ページの [個人用のタスク一覧の表示] タイルをクリックすると、自分に割り当てられたタスクおよび権限

洗い替えレポートの管理を開始します。 

個人用タスク 

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

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

列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、タスクのソートを実行

することができます。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – キーワードを入力して表示したタスクをフィルターします。ここでは希望のタスクを検索するこ

とができます。使用できる列は 要求サマリー および 要求者 です。検索することができるのは、現

在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) – リストに表示するアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の隣

に表示されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択

すると、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

 

サイト コレクションの作成、削除、延長、サイトの作成タスク 

サイト コレクションの作成、サイトの作成、サイト コレクション全体の削除、サイト コレクションの延長サービスのタスク

に対して、実行できる操作は以下のとおりです。 

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

には、次のオプションが表示されます。 
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 承認 – リボン上で [承認] をクリックすると、このタスクを完了します。 o

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

 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、o

このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の

編集 画面でこの要求のすべての設定を編集します。 

 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこのo

要求のバージョンを表示します。 

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

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

ル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

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

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

ル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

サイト コレクションのライフサイクル管理タスク 

サイト コレクションのライフサイクル管理サービスのタスクに対して、実行できる操作は以下のとおりです。 

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

以下のオプションが表示されます。 

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

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

 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、o

このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の

編集 画面でこの要求のすべての設定を編集します。 

 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこのo

要求のバージョンを表示します。 

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

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

ル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

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

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

ル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 
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サイト コレクションのアクセスしきい値またはリース期間が超過すると、サイト コレクションのライフサイクル管理タスクが

自動的に生成され、承認者に割り当てられます。自動生成のタスクには、基本のタスク情報以外に、ライフサイクル 

アクション履歴 フィールドも表示されます。このフィールドで前の承認ステージの選択したライフサイクル アクションを表

示することができます。最終承認者の選択したライフサイクル アクションのみが反映されます。自動的なサイト コレク

ションのライフサイクル管理タスクに対して実行できる操作は以下のとおりです。 

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

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

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

または、[キャンセル] をクリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

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

スを延長します。ポップアップ ウィンドウで正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから [日間]、

[週間]、[ヶ月間] を選択して、サイト コレクションのリース期間を延長する期間を構成します。

[OK] をクリックすると、操作を完了します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個

人用タスク 画面に戻ります。 

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

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

ル] をクリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

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

ンに関連するポリシーを変更します。 

サイトのライフサイクル管理タスク 

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

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

ページには、次のオプションが表示されます。 

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

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

 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、o

このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の

編集 画面でこの要求のすべての設定を編集します。 

 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこのo

要求のバージョンを表示します。 
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 承認 – タスクを選択し、リボン上の [承認] をクリックするとタスクを承認します。ポップアップ ウィン

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

ル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ 

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

ンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

権限の付与タスク 

権限の付与サービスのタスクに対して、実行できる操作は以下のとおりです。  

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

ページには、次のオプションが表示されます。 

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

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

 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、o

このボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の

編集 画面でこの要求のすべての設定を編集します。 

 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこのo

要求のバージョンを表示します。 

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

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

ル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ 

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

ンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

権限の変更、ユーザー権限のクローン / 転送タスク 

権限の変更、ユーザー権限のクローン / 転送サービスのタスクに対して実行できる操作は以下のとおりです。 

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

以下のオプションが表示されます。  

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

o 却下 – リボン上で [却下] をクリックすると、このタスクを却下します。 
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o レポートのレビュー - このタスクの詳細レポートをレビューします。以下の選択肢から選択しま

す。 

 画面に表示 – レポートを直接的に開き、画面で詳細を表示します。権限の変更タスク

の詳細については、権限のレビュー を参照してください。 

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

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

ドします。 

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、この

ボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 

画面でこの要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求

のバージョンを表示します。 

 送信 – タスクを選択し、リボン上の [送信] をクリックすると、タスクを完了します。ポップアップ ウィ

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

クを完了します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ 

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

スクを完了します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻りま

す。 

権限のレビュー 

権限の変更タスクの詳細表示画面では、以下のアクションを実行することができます。 

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

ェクト ベース] を選択します。既定では、すべての結果 が選択されています。 

 送信 – リボン上で [送信] をクリックすると、タスクを送信し、すべての構成を SharePoint 

Online に適用します。 

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

リセット] を選択します。 

o 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

o すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

 レポートのエクスポート - リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックすると、権限レビュー レ

ポートをエクスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、ローカル パスへエクスポートする
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か、エクスポート先へエクスポートするかを選択し、レポート形式 (CSV または XLS) を選択する

ことができます。[データシートへエクスポート] をクリックすると、レポートをエクスポートします。 

 ユーザー権限の編集 – ユーザーを選択し、[ユーザー権限の編集] をクリックします。権限の編

集 画面で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。リボン上の [保存] をクリックする

と、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

 ユーザー権限の削除 - ユーザーを選択して、[ユーザー権限の削除] をクリックします。操作確認

のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、ユーザーの権限を削除します。 

 ユーザーの削除 - ユーザーを選択して、[ユーザーの削除] をクリックします。削除確認のポップア

ップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

 グループ権限の編集 – グループを選択し、[グループ権限の編集] をクリックします。権限の編

集 画面で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。[保存] をクリックすると、変更を

保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

 グループ権限の削除 - グループを選択して、[グループ権限の削除] をクリックします。操作確認

のポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、グループの権限を削除し、詳細の

表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 

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

は複数のユーザーを選択して、リボン上の [ユーザーの削除] をクリックします。削除確認のポップ

アップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックすると、選択したユーザーを削除します。 

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

す。1 件または複数のユーザーを選択して、リボン上の [グループからユーザーを削除] をクリック

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

ザーはグループから削除されます。 

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

複数のユーザーを選択して、リボン上の [グループの変更] をクリックします。 

 グループの変更 画面で、変更を加えたいグループを選択し、グループの変更に使用する方法o

を コピーする もしくは 移動する から選択します。コピーする を選択すると、新しいグループに

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

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

て 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 
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変更アクション / コンテンツ移動 / 作成タスク 

サイト コレクションの連絡先 / 管理者の変更、サイト コレクション設定の変更、サイト連絡先の変更、サイト メタデ

ータの変更、コンテンツ移動、ライブラリ / リストの作成、ライブラリ / リスト設定の変更サービスのタスクに対して、実

行できる操作は以下のとおりです。 

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

ページには、次のオプションが表示されます。 

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

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

o 要求の編集 ([承認者にこのサービス要求の編集を許可する] を選択する場合のみ、この

ボタンが承認者に表示されます) – リボン上の [要求の編集] をクリックして、要求の編集 

画面でこの要求のすべての設定を編集します。 

o 要求履歴の表示 – [要求履歴の表示] をクリックして、要求履歴の表示 画面でこの要求

のバージョンを表示します。 

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

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

完了するか、または [キャンセル] をクリックしてタスクを実行せずに 個人用タスク 画面に戻ります。 

 却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボン上の [却下] をクリックします。ポップアップ 

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

タスク関連作業を完了します。[キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに 個人用タスク 

画面に戻ります。 

指名タスク: サイト コレクション レポートからトリガー 

サイト コレクション レポート で指名プロセスが開始されると、指名タスクが生成され、指名されたユーザーに割り当て

られます。 

指名タスクでは、以下のアクションを実行することができます。 

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

は、次のオプションが表示されます。 

 申し立て – [申し立て] をクリックすると、自分がサイト コレクションのメイン連絡先となりo

ます。ポップアップ ウィンドウで、サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザーをテキストボ

ックスに入力します。[OK] をクリックして構成を保存します。 
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 拒否 – [拒否] をクリックすると、自分がサイト コレクションのメイン連絡先となることを拒o

否します。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

ションを確認します。 

 申し立て – タスクを選択し、[申し立て] をクリックして、自分をサイト コレクションのメイン連絡先と

して設定します。ポップアップ ウィンドウで、サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザーをテキスト

ボックスに入力します。[OK] をクリックして構成を保存します。 

 拒否 – タスクを選択し、[拒否] をクリックして、自分がサイト コレクションのメイン連絡先となること

を拒否します。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

ンを確認します。 

指名タスク： サイト コレクションの非アクティブ連絡先の指名 

サイト コレクション連絡先アカウントのいずれかが非アクティブ状態である場合、自動的に所有権指名プロセス

を開始する 機能が有効であるサイト コレクション ポリシーをサイト コレクションに適用すると、非アクティブ連絡先の

指名がサイト コレクションに対して有効になります。サイト コレクションのメイン連絡先が非アクティブである場合、指

名タスク: サイト コレクション レポートからトリガー を参照してください。サイト コレクションのサブ連絡先が非アクティブ

である場合、非アクティブ連絡先の指名タスクが生成され、サイト コレクションのメイン連絡先に割り当てられます。サ

イト コレクションのメイン連絡先が非アクティブ連絡先の指名タスクに対して実行できるアクションは以下のとおりです。 

 タスクの表示 - タスク タイトルをクリックすると、タスクの詳細が表示されます。詳細の表示 ページ

で、サブ連絡先の指定 をクリックし、テキスト ボックスにユーザー名を入力してサイト コレクションの

サブ連絡先となるユーザーを直接指定することができます。[OK] をクリックして構成を保存します。 

 サブ連絡先の指定 - タスクを選択し、[サブ連絡先の指定] をクリックしてサイト コレクションのサ

ブ連絡先となるユーザーを直接指定することができます。ポップアップ ウィンドウで、サイト コレクショ

ンのサブ連絡先となるユーザーをテキスト ボックスに入力します。[OK] をクリックして構成を保存し

ます。 
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個人用洗い替えレポート 

個人用洗い替えレポートは、ログインしているユーザーに割り当てられた洗い替えタスクのレポートです。個人用洗い

替えレポート タブには、権限洗い替えタスク・メタデータ洗い替えタスク・所有権洗い替えタスクがすべて表示されま

す。 

ページ毎に表示するレポートの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、

右上隅にある [行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。レポートを並べ替えるには、列見

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

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 - 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。要求サマリー 列は検索が

可能ですが、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 

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

きます。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した

列をリストに表示させることができます。 

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

表示された フィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択すると、選

択したアイテムがリストに表示されます。 

権限洗い替えタスク 

権限洗い替えが有効である洗い替えプロファイルを使用するサイト コレクション ポリシーを、Governance 

Automation Online で管理するサイト コレクションに適用すると、権限洗い替えタスクが生成されます。このタスク

には、このサイト コレクションのユーザーまたはグループの検索された権限が含まれています。承認者が 

Governance Automation Online で権限の変更を実行すると、変更が SharePoint Online に反映されま

す。 

権限の洗い替えレポートに対して実行できるアクションは以下のとおりです。 

 レポートの表示 – 要求サマリーをクリックすると、詳細情報が表示されます。レポートの詳細ページ

には、次のオプションが表示されます。 

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

[オブジェクト ベース] を選択します。既定では、すべての結果 が選択されています。 
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 送信 – リボン上で [送信] をクリックすると、変更を送信し、すべての構成を o

SharePoint Online に適用します。 

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

の変更のリセット] を選択します。 

 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるレポートでの変更をクリアし

ます。 

 すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるレポートでの変更をクリアしま

す。 

 レポートのエクスポート - リボン上で [レポートのエクスポート] をクリックして権限の洗いo

替えレポートをエクスポートします。レポートのエクスポート ウィンドウで、ローカル パスへエ

クスポートするか、エクスポート先へエクスポートするかを選択し、レポート形式 (CSV また

は XLS) を選択することができます。[データシートへエクスポート] をクリックすると、レポ

ートをエクスポートします。 

 履歴の表示 - [履歴の表示] をクリックすると、レポートの以前のバージョンを表示するこo

とができます。 

 ユーザーの削除 - ユーザーを選択して、[ユーザーの削除] をクリックします。削除確認o

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

します。 

 ユーザー権限の編集 – ユーザーを選択し、リボン上で [ユーザー権限の編集] をクリッo

クします。権限の編集 画面で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。リボ

ン上の [保存] をクリックすると、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集

済みレコードがハイライトされます。 

 ユーザー権限の削除 - ユーザーを選択して、[ユーザー権限の削除] をクリックします。o

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

限を削除します。 

 グループ権限の編集 – グループを選択し、リボン上で [グループ権限の編集] をクリックo

します。権限の編集 画面で、権限 セクションのアクセス許可レベルを変更します。[保

存] をクリックすると、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコード

がハイライトされます。 

 グループ権限の削除 - グループを選択して、[グループ権限の削除] をクリックします。o

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

限を削除し、詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされます。 
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 ユーザーの削除 – グループの表示名をクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。1 o

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

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

ーを削除します。 

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

示されます。1 件または複数のユーザーを選択して、リボン上の [グループからユーザー

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

リックすると、選択されたユーザーはグループから削除されます。 

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

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

グループの変更 画面で、変更を加えたいグループを選択し、グループの変更に使用する

方法を コピーする もしくは 移動する から選択します。コピーする を選択すると、新しい

グループにユーザーをコピーします。移動する を選択すると、以前所属していたグループか

らユーザーを除去し、その後新しいグループにユーザーを追加します。[保存] をクリックす

ると、変更を保存して 詳細の表示 ページに戻ります。編集済みレコードがハイライトされ

ます。 

 送信 – レポートを選択し、リボン上で [送信] をクリックすると、レポートの変更を送信します。ポッ

プアップ ウィンドウで、今後の参考のため、このレポートに関するコメントを入力します。[OK] をクリ

ックすると、レポートを完了します。[キャンセル] をクリックすると、個人用洗い替えレポート 画面に

戻ります。 

メタデータ洗い替えタスク 

メタデータ洗い替えが有効である洗い替えプロファイルを使用するサイト コレクション ポリシーを、Governance 

Automation Online で管理するサイト コレクションに適用すると、メタデータ洗い替えタスクが生成されます。この

タスクには、このサイト コレクションの検索済みメタデータが含まれています。承認者が Governance Automation 

Online でメタデータ値の変更を実行すると、変更が SharePoint Online に反映されます。 

メタデータ洗い替えタスクに対して実行できるアクションは以下のとおりです。 

 タスクの表示 – 要求サマリーをクリックすると、詳細情報が表示されます。タスクの詳細ページには、

次のオプションが表示されます。 

 編集 – メタデータ名を選択して、[編集] をクリックします。編集 ウィンドウでメタデータ値o

を編集し、[保存] をクリックして変更を保存します。 
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 送信 – リボン上で [送信] をクリックすると、変更を送信し、すべての構成を o

SharePoint Online に適用します。 

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

の変更のリセット] を選択します。 

 個人用変更のリセット - ログイン中のユーザーによるタスクでの変更をクリアしま

す。 

 すべての変更のリセット - すべてのユーザーによるタスクでの変更をクリアします。 

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

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

と、タスクを完了します。[キャンセル] をクリックすると、個人用洗い替えレポート 画面に戻ります。 

所有権洗い替えタスク 

所有権洗い替えが有効である洗い替えプロファイルを使用するサイト コレクション ポリシーを、Goverance 

Automation Online で管理するサイト コレクションに適用すると、所有権洗い替えタスクが生成されます。このタ

スクは指名タスクです。承認者はサイト コレクションのメイン連絡先となることを申し立て・拒否することができます。 

所有権洗い替えタスクに対して実行できるアクションは以下のとおりです。 

 タスクの表示 – 要求サマリーをクリックすると、詳細情報が表示されます。タスクの詳細ページには、

次のオプションが表示されます。 

 申し立て – [申し立て] をクリックすると、自分がサイト コレクションのメイン連絡先となりo

ます。ポップアップ ウィンドウで、サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザーをテキストボ

ックスに入力します。[OK] をクリックして構成を保存します。 

 拒否 – [拒否] をクリックすると、自分がサイト コレクションのメイン連絡先となることを拒o

否します。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

ションを確認します。 

 申し立て – レポートを選択し、[申し立て] をクリックして、自分をサイト コレクションのメイン連絡

先として設定します。ポップアップ ウィンドウで、サイト コレクションのサブ連絡先となるユーザーをテ

キストボックスに入力します。[OK] をクリックして構成を保存します。 

 拒否 – レポートを選択し、[拒否] をクリックして、サイト コレクションのメイン連絡先となることを拒

否します。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

確認します。 
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パブリック サイト コレクション ディレクトリ 

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

ク サイト コレクショント ディレクトリ画面で確認することができます。なお、Publish to Directory メタデータ値が 

はい であるサイト コレクションは、発行済みサイト コレクションと見なされます。Publish to Directory メタデータ

の詳細については、DocAve Governance Automation Online 管理者用ガイド の メタデータの構成 セクシ

ョンを参照してください。 

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

ン ディレクトリに移動します。 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートの管理 

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

数を選択します。ディレクトリ レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、

昇順 または 降順 を選択します。 

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

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

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

のメイン管理者、追加のサイト コレクション管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト 

コレクションのサブ連絡先、メタデータです。検索することができるのは、現在のページに表示されて

いる列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見

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

ると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/user_guides/DocAve_GA_Online_Administrator_User_Guide.pdf
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パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのフィルターおよび生

成 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのフィルターと生成の実行方法については、以下の手順を参照して

ください。 

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

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

先 のフィルターを設定することができます。有効期限によるフィルター も使用可能です。[非アクティブしき

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

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

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 
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レポートの監視グループ 

[設定] をクリックして表示されるページの レポートの監視 グループには、すべての要求、タスク、洗い替えレポートの

詳細情報を表示することができるパネルが表示されています。 

すべての要求ページ 

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

すべての要求 ページへは、[設定] 内の レポートの監視 配下の [すべての要求] をクリックしてアクセスします。  

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

選択します。要求をソートする場合は、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 降

順 を選択します。 

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

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

ス要求を検索することができます。使用できる列は 要求サマリー、サービス、担当者 です。検索

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

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の

隣に表示されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選

択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

 

要求サマリーをクリックすると、要求の詳細構成を表示することができます。 

完了後、[戻る] をクリックして、設定 画面に戻ります。 

すべてのタスク ページ 

すべてのタスク ページは、ユーザーに割り当てられたタスクのすべてを中央管理します。 

すべてのタスク ページへは、[設定] 内の レポートの監視 配下の [すべてのタスク] をクリックしてアクセスします。  
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ページ毎のタスクの表示件数を変更するには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を

選択します。列見出しに表示されたソート ( ) ボタンをクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、タスクの

ソートを実行することができます。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したタスクをフィルターします。ここでは希望のタスクを検索

することができます。使用できる列は 要求サマリー、要求者、担当者 です。検索することができる

のは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列名の

隣に表示されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選

択すると、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

 

タスクのタイトルをクリックすると、構成を閲覧することができます。 

完了後、[戻る] をクリックして、設定 画面を閉じます。 

すべての洗い替えレポート ページ 

すべての洗い替えレポート には、全ユーザーに割り当てられたすべての洗い替えタスクにが表示されているため、ひと

つのインターフェイスですべての洗い替えタスクを把握することができます。  

すべての洗い替えレポート ページへは、設定 内の レポートの監視 配下の [すべての洗い替えレポート] をクリッ

クしてアクセスします。[戻る] をクリックすると、すべての洗い替えレポート 画面を閉じます。 

ページ毎に表示するタスクの件数と表示順序を変更することができます。ページ毎の表示件数を変更するには、右

上隅にある [行の表示] のドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。列見出しに表示されたソート ( ) 

ボタンをクリックしてから、昇順 または 降順 を選択すると、タスクのソートを実行することができます。 

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることもできます。 

 検索 – キーワードを入力して表示したタスクをフィルターします。ここでは希望のタスクを検索するこ

とができます。使用できる列は 要求サマリー、要求者、担当者 です。検索することができるのは、

現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 
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 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列の隣

に表示されたアイテムのフィルター ボタン ( ) をクリックし、アイテム名の隣のチェックボックスを選択

すると、選択したアイテムをリストに表示させることができます。 

要求サマリーをクリックすると、洗い替え結果の詳細情報を表示することができます。 

監査レポート グループ 

監査レポート グループには、管理者・サービス要求・承認プロセスのアクティビティに関する情報が表示されています。 

 ユーザー アクティビティ レポート ‒ Governance Automation Online ユーザー (管理者お

よびビジネス ユーザーを含む) によって実行される操作の詳細が表示されます。この機能を使用す

ると、ユーザーのアクションをレビューし、アクションがガイドラインに沿ったものであるかどうかを確認す

ることができます。  

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

トには、要求サマリー、サービス名、要求者、状態、送信日時、担当者、最終更新日時など、基

本サービス要求情報が表示されます。 

 承認プロセス レポート - サービス要求が承認されると、すべてのサービス要求承認プロセスのトラ

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

プロセスの効率を向上させることができます。  

監査レポート には、設定 の 監査レポート グループから各パネルをクリックしてアクセスします。 

ユーザー アクティビティ レポート ページ 

ユーザー アクティビティ レポート ページへは、監査レポート グループで [ユーザー アクティビティ レポート] をクリッ

クしてアクセスします。[戻る] をクリックすると、ユーザー アクティビティ レポート 画面を閉じます。  

ユーザー アクティビティ レポートの管理 

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

選択します。レポートを並べ替えるには、変更日時 の列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックして、昇順 

または 降順 を選択します。 
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以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

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

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

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

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) – リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見

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

ると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターおよび生成 

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターと生成の実行方法については、以下の説明を参照してください。 

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

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

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

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  
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サービス要求レポート ページ 

サービス要求レポート ページへは、監査レポート 配下の [サービス要求レポート] をクリックしてアクセスします。[戻

る] をクリックすると、サービス要求レポート 画面を閉じます。  

サービス要求レポートの管理 

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

選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

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

フィルターすることができます。使用できる列は サービス名、要求サマリー、要求者、担当者 です。

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

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見

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

ると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

サービス要求レポートのフィルターおよび生成 

サービス要求レポートのフィルターと生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

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

ービス名、要求者、担当者、期間、部署 に対してフィルターを設定することができます。  

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

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  
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サービス要求レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

承認プロセス レポート ページ 

承認プロセス レポート には、監査レポート 配下の [承認プロセス レポート] をクリックしてアクセスします。[戻る] 

をクリックすると、承認プロセス レポート 画面を閉じます。  

承認プロセス レポートの管理 

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

選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

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

検索することができます。使用できる列は 要求サマリー および ユーザー です。検索することがで

きるのは、現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見

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

ると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

承認プロセス レポートのフィルターおよび生成 

承認プロセス レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

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

要求サマリー、状態、期間、部署、ユーザー に対してフィルターを設定することができます。 

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

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

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

承認プロセス レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

管理レポート 

管理レポート セクションには、Governance Automation Online によって作成されたサイト コレクションとサイト

の基本情報が表示されています。 

 サイト コレクション レポート - Governance Automation Online で作成されたすべてのサイ

ト コレクションの URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクション テンプレート、サイト コレクショ

ンのメイン管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクションのサブ連絡先などの詳細

が一覧表示されます。必要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズすることがで

きます。 

 サイト レポート - Governance Automation Online で作成されたすべてのサイトの URL、

部署、タイトル、サイト テンプレート、サイトのメイン連絡先、サイトのサブ連絡先などの詳細が一覧

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

サイト コレクション レポート ページ 

サイト コレクション レポート には、管理レポート 配下の [サイト コレクション レポート] をクリックしてアクセスします。

[戻る] をクリックすると、サイト コレクション レポート 画面を閉じます。  

サイト コレクション レポートの管理 

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

選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

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

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

理者、追加のサイト コレクション管理者、サイト コレクションのメイン連絡先、サイト コレクショ

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

コンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。 フィルターしたい列見

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

ると、このアイテムをリストに表示させることができます。 

サイト コレクション レポートのフィルターおよび生成 

サイト コレクション レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

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

プレート、サイト コレクション サイズ、状態、部署、ポリシー、サイト コレクションのメイン連絡先 のフィル

ターを設定することができます。有効期限によるフィルター も使用可能です。[非アクティブしきい値の日

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

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

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

サイト コレクション レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

サイト コレクション ポリシーの適用 

サイト コレクション レポートでは、サイト コレクション ポリシーをサイト コレクションに一括で適用することができます。 

サイト コレクション ポリシーの適用方法については、以下の手順を参照してください。 

1. 1 件または複数のサイト コレクションを選択して、リボン上の [ポリシーの適用] をクリックします。 



 33 

 
Governance Automation Online ビジネス ユーザー用ガイド 

 

*注意: ポリシーの適用機能を使用できるのは、アクティブ状態であり、かつ進行中のプロセスの存在しない

サイト コレクションのみです。 

2. ポリシーの適用 ウィンドウで、次の設定を構成します。 

 サイト コレクション ポリシー - ドロップダウン リストからサイト コレクション ポリシーを選択します。こa.

のサイト コレクション ポリシーが、選択したサイト コレクションに適用されます。 

 エクスポート先 - ドロップダウン リストから構成済みのエクスポート先を選択します。このエクスポーb.

ト先は、サイト コレクション ポリシー適用結果レポートの保存先として使用されます。 

3. [送信] をクリックすると、構成を保存して サイト コレクション レポート 画面に戻ります。Governance 

Automation Online のバックエンドで、サイト コレクション ポリシーの適用が開始されます。リボン上の 

[更新] をクリックすると、サイト コレクション ポリシー名を表示します。サイト コレクション ポリシーの適用が

成功すると、対象ポリシー名が ポリシー 列の配下に表示されます。 

4. エクスポート先に移動すると、サイト コレクション ポリシー適用結果レポートを表示することができます。レポ

ートには、URL、初期ポリシー、対象ポリシー、結果、コメント などの情報が含まれます。 

サイト コレクション連絡先の指名 

指名プロセスは、サイト コレクションのメイン連絡先およびサイト コレクションのサブ連絡先を指定するために使用され

る、自動化されたプロセスです。指名タスクは、指名されたユーザーに割り当てられ、該当するユーザーは、サイト コレ

クションに対して責任を持つサイト コレクションのメイン連絡先の役割を引き受けるかどうかを自己決定します。メイン

連絡先となったユーザーは、指名プロセスの過程で、サブ連絡先となるユーザーを指定することができます。  

指名プロセスを開始する方法については、以下の説明を参照してください。 

 1 件または複数のサイト コレクションを選択して、リボン上の [連絡先の指名] をクリックします。  1.

 連絡先の指名 ウィンドウで、以下の設定を構成します。 2.

 指名タスク タイトル – 指名プロセス中に生成される指名タスクのタイトルを入力します。 a.

 ユーザーの排除 (必須ではありません) – 指名プロセスの処理中に排除するユーザーの名前を入b.

力します。 

 メール設定 (必須ではありません) - 該当のチェックボックスを選択すると、以下の通知を有効にしc.

ます。 

 指名タスクが割り当てられた際にユーザーに通知する - 指名タスクがユーザーに割り当o

てられると、ユーザーに通知メールが送信されます。 
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 サイト コレクションが割り当てられた場合にメイン連絡先に通知する – ユーザーがサイo

ト コレクションのメイン連絡先として指定されると、ユーザーに通知メールが送信されます。 

 サイト コレクションが割り当てられた場合にサブ連絡先に通知する - ユーザーがサイト o

コレクションのサブ連絡先として指定されると、ユーザーに通知メールが送信されます。 

各通知には既定のメール テンプレートがあります。カスタム メール テンプレートを選択することもで

きます。 

 期間 – 各指名ステージの期間を設定します。候補者が期間内に指名タスクを処理しない場合、d.

指名タスクは次の指名ステージの候補者に割り当てられます。テキスト ボックスに整数を入力し、

単位として 日間 または 週間 を選択します。 

割り当て時間が達する前に候補者に通知を送信することもできます。各指名タスクの期限失効

前に、指名されたユーザーに通知を送信する チェックボックスを選択して、ドロップダウン リストから

通知プロファイルを選択します。  

 [送信] をクリックして、指名プロセスを開始します。もしくは [キャンセル] をクリックして、指名プロセスを開3.

始せずに サイト コレクション レポート 画面に戻ります。 

サイト コレクション連絡先の指定 

サイト コレクション レポートで、サイト コレクションのメイン連絡先およびサイト コレクションのサブ連絡先を指定するこ

とができます。 

サイト コレクション連絡先を定義する方法については、以下の説明を参照してください。 

 1 件または複数のサイト コレクションを選択して、リボン上の [連絡先の指定] をクリックします。 1.

 サイト コレクションのメイン連絡先 – 選択したサイト コレクションのメイン連絡先となるユーザーのa.

名前を入力します。  

サイト コレクションがこのユーザーに割り当てられる際に、ユーザーにメールを送信して通知すること

もできます。サイト コレクションが割り当てられた場合にメイン連絡先に通知する チェックボックス

を選択して、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。 

 サイト コレクションのサブ連絡先 - 選択したサイト コレクションのサブ連絡先となるユーザーの名b.

前を入力します。 
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サイト コレクションがこのユーザーに割り当てられる際に、ユーザーにメールを送信して通知すること

もできます。サイト コレクションが割り当てられた場合にサブ連絡先に通知する チェックボックスを

オンにして、ドロップダウン リストからメール テンプレートを選択します。 

 [送信] をクリックして、構成を保存します。もしくは [キャンセル] をクリックして、構成を保存せずに サイト 2.

コレクション レポート 画面に戻ります。 

サイト レポート ページ 

サイト レポート ページへは、管理レポート 配下の [サイト レポート] をクリックしてアクセスします。[戻る] をクリック

すると、サイト レポート 画面を閉じます。  

サイト レポートの管理 

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

選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

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

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

現在のページに表示されている列のコンテンツのみです。 

 列の管理 ( ) – リストに表示される列を管理します。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列

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

 アイテムのフィルター ( ) - リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見

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

ると、このアイテムをリストに表示させることができます。 
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サイト レポートのフィルターおよび生成 

サイト レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

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

プレート、状態、部署、サイトのメイン連絡先 に対してフィルターを設定することができます。  

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

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。  

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。  

サイト レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

個人用サイト 

個人用サイトには、ログイン ユーザーがサイト コレクションのメイン連絡先 / サイト コレクションのサブ連絡先 / サイト 

コレクションのメイン管理者となっているサイト コレクションのリスト、およびサイトのメイン連絡先またはサブ連絡先とな

っているサイトのリストが表示されます。 

ホームページ で [個人用サイト] を選択すると、個人用サイト に移動します。 

個人用サイト レポートの管理 

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

選択します。レポートを並べ替えるには、列見出しに表示されたソート ボタン ( ) をクリックしてから、昇順 または 

降順 を選択します。 

以下の方法で、レポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。 

 検索 – 入力したキーワードにより、表示したレポートをフィルターします。タイトル、URL、メイン連

絡先、サブ連絡先、サイト コレクションのメイン管理者 列で、希望のレポートの検索が可能です

が、検索が可能なのは、現在表示している列のコンテンツに限ります。 
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 列の管理 ( ) – リストに表示する列を設定することで、表示したい情報のみを表示することがで

きます。列の管理ボタン ( ) をクリックしてから列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した

列をリストに表示させることができます。 

個人用サイト レポートのフィルターおよび生成 

レポートのフィルターおよび生成の実行方法については、以下の手順を参照してください。 

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

シー、メイン連絡先 に対してフィルターを設定することができます。 

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

ルールがリセットされ、既定のフィルター ルールに戻ります。 

3. [レポートの生成] をクリックすると、レポートのデータを取得します。また、[データシートへエクスポート] を

クリックすると、レポートをローカル パスまたはエクスポート先にエクスポートすることができます。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

個人用サイト レポートのエクスポート 

リボンの [レポートのエクスポート] をクリックすると、現在表示されているレポートをエクスポートします。詳細について

は、レポートのエクスポート を参照してください。 

レポートのエクスポート 

Governance Automation Online では、以下のレポートをエクスポートすることができます。 

 パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポート 

 ユーザー アクティビティ レポート 

 サービス要求レポート 

 承認プロセス レポート 

 サイト コレクション レポート 

 サイト レポート 

 個人用サイト レポート 

各レポートの レポートのエクスポート ウィンドウで、以下の設定を構成します。  
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 レポート エクスポート先 - エクスポートされるレポートの保存先を選択します。 1.

 ローカル パスへエクスポートする - レポートをお使いのコンピューターにエクスポートします。 

 エクスポート先へエクスポートする - レポートを Microsoft Azure 上のエクスポート先にエクスポ

ートします。 

 エクスポート先へエクスポートする を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択するか、2.

または [新規場所の追加] をクリックします。この操作により、 新しいレポート エクスポート先 画面にリダ

イレクトされます。 

 レポート形式 - ドロップダウン メニューからレポート形式として CSV または XLS のいずれかを選択します。 3.

 [データシートへエクスポート] をクリックすると、レポートをエクスポートします。 4.

フィードバックの送信 

本製品では、製品機能のバグのレポートやアドバイスの送信、または Governance Automation Online のユー

ザー エクスペリエンスについてのコメントをフィードバックとして送信するためのプラットフォームが提供されています。フィー

ドバックの送信方法については、以下の説明を参照してください。 

1. Governance Automation Online で、画面右上に表示された ( ) ボタンをクリックします。 

フィードバック送信後に AvePoint 営業担当からのお問い合わせを希望する場合、画面上部の この問題

について、弊社営業担当からの連絡を希望する チェックボックスを選択します。 

2. フィードバックの送信は、バグ レポート、インターフェイスの向上、機能へのご意見 の 3 種類のセクションから

実行できます。詳細については該当のセクションを参照してください。 

バグ レポート 

バグ レポート タブでは、レポートするバグの詳細情報を入力します。 

 サービス タイプ – バグまたはエラーを発見した際に使用していたサービスのタイプを選択します。ドロップダウ1.

ン リストからサービス タイプを選び、チェックボックスをクリックします。 

 バグ タイプ - バグのタイプを、ロジック と ユーザー インターフェイス の 2 種類から選択します。 2.

 重要度 – スクロール バーを使用してバグの重要度レベルを定義します (1 = あまり重要ではない、5 = 3.

非常に重篤な問題)。 
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 詳細 – バグがどの程度の頻度で発生するのか、影響を受けるプロセスは何か、バグが発生する前にどのよう4.

な操作を行っていたのかなど、バグに関連する詳細な情報をテキストボックスに入力します。 

 [ただちに送信] をクリックして、フィードバックを送信します。 5.

インターフェイスの向上 

インターフェイス向上 タブでは、インターフェイス使用時のユーザー エクスペリエンスについてのフィードバックを提供す

ることができます。 

 ツリーとインターフェイス パフォーマンス – データ ツリー インターフェイスと SharePoint Online 機能の1.

パフォーマンスに対する評価を選択します。 

 DocAve Governance Automation Online インターフェイスの使用感はいかがでしたか? - 2.

DocAve Governance Automation Online インターフェイスの評価を選択します。 

 追加フィードバック – その他共有したいフィードバックがあればテキスト ボックスに入力します。 3.

 [ただちに送信] をクリックして、フィードバックを送信します。 4.

機能へのご意見 

機能へのご意見 タブでは、弊社の製品機能に関するご意見をご提供いただけます。 

 サービス タイプ – 改善を希望するサービスのタイプを選択します。ドロップダウン リストからサービス タイプを1.

選び、チェックボックスをクリックします。 

 ご意見 – 機能に対するご意見をできるだけ詳しく入力してください。 2.

 [ただちに送信] をクリックして、フィードバックを送信します。 3.
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