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DocAve Governance Automation について
SharePoint 上においては、要件に沿ったコンポーネントの作成や SharePoint データの手動管理を実行すること
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あまりに多い場合、意思決定のスピードと品質を損ねること
があります。
Governance Automation はこのような組織に有効な製品です。事前に定義およびカスタム可能なサービス要
求を送信することで、プロセスの実現に必要なワークフローやポリシーを実行し、お使いの SharePoint コンポーネン
トにおけるガバナンスを自動化します。これにより、今まで以上に神速で効果的なやりとりと、ミスや間違いの削減を
同時にはかることができます。
本書は、ビジネス ユーザーが Governance Automation を使用して、 要求を申請したり、各自のタスクを管理
する方法を説明します。Governance Automation 管理者の方は、DocAve Governance Automation
ユーザー ガイド (管理者用) を参照してください。
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はじめに
Governance Automation の起動に関する重要な情報については、以下のセクションを参照してください。

サービス要求およびタスクについて
SharePoint 管理者は、組織のルールと規定を遵守する SharePoint の各オペレーションについて構成された一
連の設定を含むサービスを作成することができます。これらのサービスは、組織の中の様々な部署および目的のニー
ズに対応するだけでなく、ビジネス ユーザーがお使いの SharePoint 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 Automatio
n 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。
ある承認者がサービスに指定された場合、対象者に対してサービスの要求が送信されますが、前のすべての承認者
がその要求を承認することで、個人用タスクのリストにタスクが表示されるようになります。
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インターフェイスについて
情報技術 （IT) チームから、Governance Automation にアクセスするための URL やハイパーリンク、およびロ
グイン方法が指定されます。Governance Automation にログインすると、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、サービスおよびタスクに関連する必要な情報が表示されます。それぞれのタイルを使用して、
ソフトウェアの中を移動します。ランディング ページに戻るには、左上隅にある [メニュー] をクリックします。
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要求の開始
Governance Automation のランディング ページ上で [要求の開始] をクリックすると、要求の開始インターフェイ
スが表示されます。ここでは、使用できるサービスがすべてサービス カタログ上に表示されます。
要求の開始 インターフェイスで、
1. サービス名をクリックしてサービスを選択します。
2. 構成サービス要求インターフェイスで必要な情報を入力します。
3. 構成してから [保存] をクリックして構成済み設定を保存するか、または、[保存して送信] をクリックして要
求を承認者に送信します。または、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに [要求の開始]インターフ
ェイスに戻ります。

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

要求の検索およびフィルター
右上隅にあるテキスト ボックスにサービス名をキーワードとして入力することで、表示されているサービス要求を検索で
きます。
言語ごとにサービスをフィルターすることもできます。画面の上にある言語フィルター アイコンをクリックして、言語名の隣
にあるチェックボックスを選択すると、言語によるフィルターを実行できます。
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要求の管理
個人用要求 画面には、承認待ちの送信済み要求、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。
要求を管理するには、ランディング ページの [個人用要求] を表示します。個人用要求の表示 ページで、[送信
済み要求] または [保存済み要求] タブを選択し、該当する要求タイプに移動します。

送信済み要求
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。送信済み要求を並べ替
えるには、[サービス要求]、[カテゴリー]、[サービス]、[最終更新日時]、[担当者] などの列見出しに表示された
をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。
ここでは、以下の方法でサービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます:


検索 – 入力したキーワードにより表示したサービス要求をフィルターします。次の列を使用して、希望のサー
ビス要求を検索することができます。サービス要求、サービスおよび担当者の列では、現在のページに表示さ
れている列のコンテンツのみを検索することができます。



- リストに表示される列を管理します。

をクリックして、列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択

した列をリストに表示させることができます。


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

をクリックして、

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

送信済み要求画面では、以下の操作を実行することができます。


詳細の表示 - 要求名をクリックして、詳細情報が表示されます。インターフェイスを閉じると、すべての要求
のインターフェイスへ戻ります。



コピー – 新しいサービス要求として保存するには、既存のサービス要求をコピーしてから変更を行う形をとり
ます。サービス要求名の前に表示された

をクリックして、希望の送信済み要求を選択します。リボンの [コ

ピー] をクリックして変更します。変更が終了したら、[保存] をクリックして新しいサービス要求として保存す
るか、または、[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、または、[キャンセル] をクリックし
て構成を保存せずに要求の開始のインターフェイスに戻ります。
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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。ページ毎の表示件数を変更す
るには、右上隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。保存済み要求を並べ替え
るには、[サービス要求]、[カテゴリー]、[サービス]、[最終更新日時] などの列見出しに表示された

をクリックして、

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


検索 – 入力したキーワードにより表示したサービス要求をフィルターします。次の列を使用して、希望のサー
ビス要求を検索することができます。サービス要求 と現在のページに表示されている列のコンテンツのみを検
索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


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

アイコンをク

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

保存済み要求に対しては、以下の操作を実行することができます。


詳細の表示 - 要求名をクリックすると、詳細情報が表示されます。



編集 - サービス要求名の前に表示された

をクリックして保存済み要求を選択し、リボン上で [編集] を

クリックして要求の設定を編集します。構成の編集後、[保存] をクリックして設定を保存するか、または、
[保存して送信] をクリックして要求を承認者に送信するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を保存
せずに [要求の開始] インターフェイスに戻ります。


削除 - サービス要求名の前に表示された

をクリックして要求を選択し、リボン上で [削除] をクリックしま

す。削除の確認ウィンドウが表示されますので、[OK] をクリックして選択したグループを削除するします。
[キャンセル] をクリックすると、選択したグループを削除せずに [個人用要求] インターフェイスに戻ります。


コピー - 既存サービス要求をコピーして変更を加え、 新しいサービス要求として保存します。サービス要求
名の前に表示された

をクリックして送信済み要求を選択し、リボン上で [コピー] をクリックして変更します。

変更が終了したら、[保存] をクリックして設定を保存するか、または [保存して送信] をクリックして要求を
承認者に送信するか、または、[キャンセル] をクリックして構成を保存せずに [要求の開始] インターフェイ
スに戻ります。
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タスク
サービス要求が送信されると、この要求の承認者にはタスクが割り当てられます。
タスクを管理するには、ランディング ページの [個人用タスク] を表示します。

タスクの管理
[個人用タスク] 画面には、割り当てられたタスクがすべて表示されます。ページ毎の表示件数を変更するには、画
面右上にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を選択します。タスクを並べ替えるには、[タイト
ル]、[要求者]、[カテゴリー]、[サービス タイプ]、[最終更新日時] などの列見出しに表示された

をクリックして、

昇順 または 降順 を選択します。
以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることができます。


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。[タイトル] 列および[要求者]列を使用して、
希望のタスクを検索することができます。現在のページに表示されている列のコンテンツのみを検索することも
できます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


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

をクリックし、ア

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

サイト コレクション タスクの作成、アーカイブ、削除、拡張
サイト コレクションの作成、サイトの作成、サイト コレクション全体のアーカイブ、サイト コレクション全体の削除、サイト
コレクションの拡張サービスから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。


タスクの表示 - タスク名をクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示ページで [承認]
をクリックしてタスクを完了するか、または、[却下] をクリックしてこのタスクを却下します。



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のインターフェイスに戻ります。
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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] をクリックしてタスクを完了するか、 [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のインターフェイスに戻ります。

サイト コレクションのライフサイクル管理タスク
サイト コレクションのライフサイクル管理サービスから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。


タスクの表示 - タスク名をクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示ページで、[完了]
をクリックしてタスクを完了するか、または、[閉じる] をクリックしてこのページを終了します。



アクセス続行 - 該当するサイト コレクションをまだ使用中で、そのサイト コレクションへのユーザー アクセスを
引き続き認めてもらうように要求したい場合は、タスクを選択して、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のインターフェイスに戻ります。



拡張 – タスクを選択し、リボン上で [拡張] をクリックして、このタスク内のサイト コレクションのリースを拡張
します。ポップアップ ウィンドウで、テキスト ボックスで正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから 日、週、
月 を選択して、サイト コレクションの リースを拡張する期間を構成します。[OK] をクリックすると操作を完
了します。 [キャンセル] をクリックすると、タスクを実行せずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。



アーカイブ - 該当するサイト コレクションをアーカイブするには、タスクを選択して [アーカイブ] をクリックしま
す。ポップアップ ウィンドウで [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のインターフェイスに戻ります。



削除 - 該当するサイト コレクションを削除するには、タスクを選択してリボン上の [削除] をクリックします。
ポップアップ ウィンドウから [OK] をクリックして要求の送信を確認するか、または、[キャンセル] をクリックして
タスクを実行せずに個人用タスクのインターフェイスに戻ります。



ポリシーの変更 – タスクを選択して、リボン上の [ ポリシーの変更] をクリックして、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から、タスクに対して以下の操作を実行することができます。


タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示ページで、
[承認] をクリックしてタスクを完了するか、または、[却下] をクリックしてこのタスクを却下します。



アーカイブ – タスクを選択して、リボンの [アーカイブ] をクリックして、サイト タスクをアーカイブします。ポップ
アップ ウィンドウで [OK] をクリックして要求の送信を確認するか、 [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のインターフェイスに戻ります。

DocAve Governance Automation (ビジネス ユーザー用)
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削除 – タスクを選択してリボンの [削除] をクリックして、サイト タスクを削除します。ポップアップ ウィンドウで
[OK] をクリックして、タスクを実行するか、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
クのインターフェイスに戻ります。

ユーザー権限とタスクのアーカイブ
ユーザー権限のクローン / 転送、権限の付与、権限の削除、手動でサービスのアーカイブから、タスクに対して以下
の操作を実行することができます。


タスクの表示 – タスク名をクリックすると、タスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示ページで、[承
認] をクリックしてタスクを完了するか、 [却下] をクリックしてこのページを却下します。このタスクの詳細レポ
ートをレビューするには、リボンの [レポートのレビュー] をクリックして、[画面で表示] または [ レポートのダウ
ンロード] を選択します。
o

画面で表示 - 直接にレポートを開いて画面で詳細を表示します。

o

レポートのダウンロード – レポートをダウンロードして、変更したいデータを変更します。ポップアップ
ウィンドウで、[参照] をクリックして、変更済みファイルをアップロードします。



承認 – タスクを選択して、リボン上で [承認] をクリックしてタスクを承認します。コメントをポップアップ ウィン
ドウで入力することもできます。[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のインターフェイスに戻ります。



却下 – タスクを却下するには、タスクを選択してリボンの [却下] をクリックします。コメントをポップアップ ウィ
ンドウで入力することもできます。[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のインターフェイスに戻ります。

操作の変更、コンテンツ移動、タスクの作成
サイト コレクション連絡先または管理者の変更、サイト コレクション設定の変更、サイト連絡先の変更、サイト メタデ
ータの変更、コンテンツ移動、個人用サイトの作成、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
スから、タスクに対して以下の操作を実行することができます。


タスクの表示 – タスク タイトルをクリックすると、このタスクの詳細情報が表示されます。詳細の表示ページ
で、[承認] をクリックしてタスクを完了するか、 [却下] をクリックしてこのページを却下します。



承認 – タスクを選択して、リボンの [承認] をクリックしてタスクを承認します。ポップアップ ウィンドウで、詳
細参照のため、このタスクの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のインターフェイスに戻ります。
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却下 – タスクを選択して、リボンの [却下] をクリックしてタスクを却下します。ポップアップ ウィンドウで、詳
細参照のため、このタスクの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、[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のインターフェイスに戻ります。

パブリック サイト コレクション ディレクトリ
Governance Automation で作成され、管理されている発行済みサイト コレクションの情報は、パブリック サイト
コレクショント ディレクトリ画面で確認することができます。なお、GA_Published メタデータを含むサイト コレクション
は、発行済みサイト コレクションと見なされます。GA_Published メタデータの詳細については、DocAve Govern
ance Automation ユーザーガイド (管理者用) を参照してください。
サイト コレクション ディレクトリにアクセスするには、管理者ランディング ページで [パブリック サイト コレクション ディレク
トリ] をクリックします。

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。ディレクトリ レポートを並べ替えるには、[部署]、[ポリシー]、[サイト コレクション テンプレート]、[サイ
ト コレクション サイズ (GB)]、[状態]、[サイトの深さの最大値] などの列見出しに表示された

をクリックして、昇

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


検索 – 入力したキーワードにより表示したディレクトリ 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 コレクション管理者、代理のサイ
ト コレクション管理者、サイト コレクション連絡先、代理のサイト コレクション連絡先、メタデータ です。
現在のページに表示されている列のコンテンツのみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。既定では、URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクション
テンプレート、サイト コレクション管理者、サイト コレクション連絡先、代理のサイト コレクション連絡先、
GA_Published、コンテンツ データベース名、クォータ テンプレート、クォータ サイズ (GB)、サイト コ
レクション サイズ (GB)、アクセス閾値の有効期限、リース期間の有効期限、状態、サイトの深さの最
大値 が表示されます。

をクリックして、列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに表

示させることができます。


– リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

をクリックして、アイテ

ム名の隣のチェックボックスを選択してこのアイテムをリストに表示させることができます。
DocAve Governance Automation (ビジネス ユーザー用)
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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
1. リボンの [フィルターの設定] をクリックして、ディレクトリ レポートをカスタマイズします。URL、サイト テン
プレート、サイト コレクション サイズ、状態、部署、ポリシー、サイト コレクション連絡先 に対して、フ
ィルターを設定することができます。ここでは [有効期限によるフィルター] もサポートされています。[アク
セス閾値の有効期限] および [リース期間の有効期限] を設定して、フィルター ルールを追加します。
2. 新しいフィルター ルールを設定するには、[リセット] をクリックして、前のフィルター ルールが既定のフィル
ター ルールにリセットされます。
3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] を
クリックしてレポートをストレージにエクスポートします。
a. ポップアップ ウィンドウで、レポートを保存するには、[ローカル パスへエクスポート] を選択する
か、または [エクスポート先へエクスポート] を選択します。
b. [スポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択
するか、または [新規場所の追加] をクリックして、[レポート エクスポート先] のインターフェイ
スへリダイレクトして、新しいレポート エクスポート先を作成します。
c. レポート形式のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択します。
d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンドウ
を閉じて、前のインターフェイスに戻ります。

パブリック サイト コレクション ディレクトリ レポートのエクスポート
現在表示されているディレクトリ レポートをエクスポートするには、リボンの [ レポートのエクスポート] をクリックし、希
望の レポート エクスポート先 および レポート形式 を選択します。
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モニターとレポート
モニターとレポートにアクセスする場合、ランディング ページ上で [モニターとレポート] をクリックします。モニターとレポー
ト画面では、適切な権限があるビジネス ユーザーは以下の操作を実行できます。


ユーザーに割り当てられたすべての要求とタスクの追跡



Governance Automation プロセスのレビュー



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

モニター
モニター カテゴリーのオプションにアクセスして、すべての要求およびタスクの詳細情報が表示されます。

すべての要求 ページ
すべての要求ページでは、ユーザーによって作成された送信済みサービス要求のすべてを中央で管理します。
すべての要求ページにアクセスするには、モニターとレポート ページで [すべての要求] をクリックします。
ページ毎の要求の表示件数を変更するには、右下隅にある [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。要求を並べ替えるには、[サービス要求]、[要求者]、[カテゴリー]、[サービス タイプ]、[サービス]、[最
終更新日時]、[担当者] などの列見出し

をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。

以下の方法でサービス要求を表示する方法をカスタマイズすることができます。


検索 – 入力したキーワードにより表示したサービス要求をフィルターします。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 サービス要求、サービス、担当者 です。現在のページに表示さ
れている列のコンテンツのみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして、列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


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

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してこのアイテムをリストに表示させることができます。

DocAve Governance Automation (ビジネス ユーザー用)
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この要求の詳細構成を表示するには、要求を選択し、リボンの [詳細の表示] をクリックします。[閉じる] をクリック
すると、すべての要求のインターフェイスへ戻ります。
完了後、[ 戻る] をクリックして、すべての要求のインターフェイスを閉じます。

すべてのタスク ページ
すべてのタスクページでは、ユーザーに割り当てられたタスクのすべてを中央で管理します。
すべてのタスク機能 にアクセスするには、[モニターとレポート] ページで [すべてのタスク] をクリックします。
ページ毎のタスクの表示件数を変更するには、右下隅にある [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の件数を
選択します。タスクを並べ替えるには、[タイトル]、[カテゴリー]、[サービス]、[要求者]、[担当者]、[最終更新日
時] などの列見出しに表示された

をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。

以下の方法でタスクを表示する方法をカスタマイズすることができます。


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 要求者 および 担当者 です。現在のページに表示されている列のコンテンツの
みを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると 、選択し

た列をリストに表示させることができます。


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

をクリックして、アイテム

名の隣にあるチェックボックスを選択してアイテムをリストに表示します。

このタスクの詳細構成を表示するには、タスク タイトルをクリックします。[閉じる] をクリックすると、すべての要求のイン
ターフェイスへ戻ります。完了後、[ 戻る] をクリックして、すべての要求のインターフェイスを閉じます。

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


ユーザー アクティビティ レポート - ユーザーおよびビジネス ユーザーを含む Governance Automation
ユーザーによって実行される操作の詳細が表示されます。ユーザー アクティビティ レポートをレビューして、ユ
ーザーの動作を検証し、ユーザー動作の合法性を確認することができます。
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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では、
サービス要求、サービス名、要求者、状態、送信日時、担当者、最終更新日時など、基本サービス要求
情報が表示されます。



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処理証跡が
表示されます。承認プロセス レポートには、サービス要求フローを最適化して、プロセスの効率を向上させる
ことができます。

ユーザー アクティビティ レポート ページ
ユーザー アクティビティ レポート にアクセスするには、モニターとレポート ページ上で [ ユーザー アクティビティ レポ
ート] をクリックします。[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 のインターフェイスを閉じます。

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、[オブジェクト]、[オブジェクト タイプ]、[操作] などの列見出しに表示され
た

をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。

以下の方法でレポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。


検索 – 入力したキーワードにより表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索するこ
とができます。使用できる列は ユーザー および オブジェクト インスタンス名 です。現在のページに表示さ
れている列のコンテンツのみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして、列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


– リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

をクリックして、アイテ

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

ユーザー アクティビティ レポートのフィルターおよび生成
1. リボン上で [フィルターの設定] をクリックして、レポートをカスタマイズします。オブジェクト、タイプ、操作、
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、[リセット] をクリックすると、前のフィルター ルールが既定のフィ
ルター ルールにリセットされます。
3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] を
クリックしてレポートをストレージにエクスポートします。

DocAve Governance Automation (ビジネス ユーザー用)
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a. ポップアップ ウィンドウで、レポートを保存するには、[ローカル パスへエクスポート] を選択する
か、または [エクスポート先へエクスポート] を選択します。
b. [スポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択
するか、または [新規場所の追加] をクリックして、[レポート エクスポート先] のインターフェイ
スへリダイレクトして、新しいレポート エクスポート先を作成します。
c. レポート形式 のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択しま
す。
d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンドウ
を閉じて、前のインターフェイスに戻ります。

ユーザー アクティビティ レポートのエクスポート
現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [ レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポー
ト エクスポート先 および レポート形式 を選択します。

サービス要求レポート ページ
サービス要求レポートにアクセスするには、モニターとレポート ページで [サービス要求レポート] をクリックします。[戻
る] をクリックすると、サービス要求レポートのインターフェイスを閉じます。

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、[サービス タイプ]、[カテゴリー]、[部署]、[状態]、[担当者] などの列見
出しに表示された

をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。

以下の方法でレポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。


検索 – 入力したキーワードにより表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートをフィルターす
ることができます。使用できる列は サービス名、サービス要求名、要求者、担当者 です。現在のページに
表示されている列のコンテンツのみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


– リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

をクリックして、アイテ

ム名の隣のチェックボックスを選択して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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サービス要求レポートのフィルターおよび生成
1. リボンの [フィルターの設定] をクリックして、レポートをカスタマイズします。期間 および 部署 に合わせ、
サービス タイプ、サービス名、要求者、担当者、詳細フィルターに対してフィルターを設定することがで
きます。
2. 新しいフィルター ルールを設定するには、[リセット] をクリックして、前のフィルター ルールが既定のフィル
ター ルールにリセットされます。
3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] を
クリックしてレポートをストレージにエクスポートします。
a. ポップアップ ウィンドウで、レポートを保存するには、[ローカル パスへエクスポート] を選択する
か、または [エクスポート先へエクスポート] を選択します。
b. [スポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択
するか、または [新規場所の追加] をクリックして、[レポート エクスポート先] のインターフェイ
スへリダイレクトして、新しいレポート エクスポート先を作成します。
c. レポート形式 のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択しま
す。
d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンドウ
を閉じて、前のインターフェイスに戻ります。

サービス要求レポートのエクスポート
現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [ レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポー
ト エクスポート先 および レポート形式 を選択します。

承認プロセス レポート ページ
承認プロセス レポート にアクセスするには、モニターとレポート ページで [承認プロセス レポート] をクリックします。
[戻る] をクリックすると、承認プロセス レポート のインターフェイスを閉じます。

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、[サービス タイプ]、[状態]、[部署] などの列見出しに表示された

をク

リックして、昇順 または 降順 を選択します。
以下の方法でレポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。
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検索 –入力したキーワードにより表示したレポートをフィルターします。ここでは希望のレポートを検索すること
ができます。使用できる列は サービス要求名 および ユーザー です。現在のページに表示されている列のコ
ンテンツのみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


– リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

をクリックして、アイテ

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

承認プロセス レポートのフィルターおよび生成
1. リボンの [フィルターの設定] をクリックして、レポートをカスタマイズします。サービス タイプ、サービス要
求名、状態、期間、部署、ユーザー に対してフィルターを設定することができます。
2. 新しいフィルター ルールを設定する場合、[リセット] をクリックすると、前のフィルター ルールが既定のフィ
ルター ルールにリセットされます。
3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] を
クリックしてレポートをストレージにエクスポートします。
a. ポップアップ ウィンドウで、レポートを保存するには、[ローカル パスへエクスポート] を選択する
か、または [エクスポート先へエクスポート] を選択します。
b. [エクスポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を
選択するか、または [新規場所の追加] をクリックして、[レポート エクスポート先] のインター
フェイスへリダイレクトして、新しいレポート エクスポート先を作成します。
c. レポート形式のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択します。
d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、またはポップアップ ウィンドウ
を閉じて、前のインターフェイスに戻ります。

承認プロセス レポートのエクスポート
現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [ レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポー
ト エクスポート先 および レポート形式 を選択します。
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管理レポート
管理レポートには、Governance Automation によって作成されたサイト コレクションとサイトについての基本情報
が表示されます。


サイト コレクション レポート - サイト コレクション URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクション テンプ
レート、サイト コレクション管理者、代理のサイト コレクション管理者、サイト コレクション連絡先、代理のサ
イト コレクション連絡先などの詳細について、 Governance Automation で作成されたサイト コレクショ
ンが一覧表示されます。 必要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。



サイト レポート - サイト URL、部署、タイトル、サイト テンプレート、サイト連絡先、代理のサイト連絡先
などの詳細について、Governance Automation で作成されたすべてのサイトが一覧表示されます。必
要に応じて、レポートにデータを表示する方法をカスタマイズすることができます。

サイト コレクション レポート ページ
サイト コレクション レポートにアクセスするには、モニターとレポート ページで [サイト コレクション レポート] をクリッ
クします。[戻る] をクリックして、サイト コレクション レポート インターフェイスを閉じます。

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、[部署]、[ポリシー]、[サイト コレクション テンプレート]、[GA_Publishe
d]、[クォータ サイズ (GB)]、[サイト コレクション サイズ (GB)]、[状態]、[サイトの深さの最大値] などの列見出し
に表示された

をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。

以下の方法でレポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。


検索 – 入力したキーワードにより表示したレポートをファイルターします。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 コレクション管理者、代理のサイト コレク
ション管理者、サイト連絡先、代理のサイト コレクション連絡先、メタデータ です。現在のページに表示
されている列のコンテンツのみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。 既定では、URL、部署、タイトル、ポリシー、サイト コレクショ
ン テンプレート、サイト コレクション管理者、サイト コレクション連絡先、代理のサイト コレクション連絡
先、GA_Published、コンテンツ データベース名、クォータ テンプレート、クォータ サイズ (GB)、サイ
ト コレクション サイズ (GB)、アクセス閾値の有効期限、リース期間の有効期限、状態、サイトの深さ
の最大値 が表示されます。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択した列をリストに

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

をクリックし、アイテム

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

サイト コレクション レポートのフィルターおよび生成
1. リボンの [フィルターの設定] をクリックして、レポートをカスタマイズします。部署、ポリシー、サイト コレク
ション連絡先に従って、URL、サイト テンプレート、サイト コレクション サイズ、状態、詳細フィルターに
対して、フィルターを設定することができます。[有効期限によるフィルター] にもサポートされています。
[アクセス閾値の有効期限] および [リース期間の有効期限] を設定して、フィルター ルールを追加し
ます。
2. 新しいフィルター ルールを設定するには、[リセット] をクリックして、前のフィルター ルールが既定のフィル
ター ルールにリセットされます。
3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] を
クリックしてレポートをストレージにエクスポートします。
a. ポップアップ ウィンドウで、レポートを保存するには、[ローカル パスへエクスポート] を選択する
か、または [エクスポート先へエクスポート] を選択します。
b. [スポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択
するか、または [新規場所の追加] をクリックして、[レポート エクスポート先] のインターフェイ
スへリダイレクトして、新しいレポート エクスポート先を作成します。
c. レポート形式 のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択しま
す。
d.

[データシートへエクスポート] をクリックして レポートを生成するか、またはポップアップ ウィンド
ウを閉じて、前のインターフェイスに戻ります。
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サイト コレクション レポートのエクスポート
現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [ レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポー
ト エクスポート先 および レポート形式 を選択します。

サイト レポート ページ
サイト レポート にアクセスするには、モニターとレポート のページで [サイト レポート] をクリックします。[戻る] をクリ
ックすると、サイト レポート のインターフェイスを閉じます。

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、[部署]、[サイト テンプレート]、[サイト連絡先]、[代理のサイト連絡先]
などの列見出しに表示された

をクリックして、昇順 または 降順 を選択します。

以下の方法でレポートを表示する方法をカスタマイズすることができます。


検索 – 入力したキーワードにより表示したレポートをファイルターします。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。現在のページに表示されている列のコンテンツ
のみを検索することができます。



– リストに表示される列を管理します。

をクリックして列名の隣のチェックボックスを選択すると、選択し

た列をリストに表示させることができます。


– リストに表示されるアイテムをフィルターします。フィルターしたい列見出し内の

をクリックし、アイテム

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

サイト レポートのフィルターおよび生成
1. リボンの [フィルターの設定] をクリックして、レポートをカスタマイズします。URL、サイト テンプレート、
部署、サイト連絡先 に対してフィルターを設定することができます。
2. 新しいフィルター ルールを設定するには、[リセット] をクリックして、前のフィルター ルールが既定のフィル
ター ルールにリセットされます。
3. [レポートの生成] をクリックしてレポートのデータを取得するか、または [データシートへエクスポート] を
クリックしてレポートをストレージにエクスポートします。
a. ポップアップ ウィンドウで、レポートを保存するには、[ローカル パスへエクスポート] を選択する
か、または [エクスポート先へエクスポート] を選択します。
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b. [スポート先へエクスポート] を選択する場合、ドロップダウン メニューからエクスポート先を選択
するか、または [新規場所の追加] をクリックして、[レポート エクスポート先] のインターフェイ
スへリダイレクトして、新しいレポート エクスポート先を作成します。
c. レポート形式 のドロップダウン メニューから CSV または XLS をレポート形式として選択しま
す。
d. [データシートへエクスポート] をクリックしてレポートを生成するか、ポップアップ ウィンドウを閉じ
て、前のインターフェイスに戻ります。

サイト レポートのエクスポート
現在表示されているレポートをエクスポートするには、リボンの [ レポートのエクスポート] をクリックし、希望の レポー
トエクスポート先 および レポート形式 を選択します。
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