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DocAve レポート ポイント for SharePoint について 

DocAve レポート ポイントを使用して、お使いの SharePoint プラットフォームの利用状況、トポロジー、パフ

ォーマンス、ストレージ トレンドについての包括的な情報を取得することができ、一方でカスタマイズ可能なレポ

ートや通知を生成することもできます。DocAve レポート ポイントでは、DocAve SharePoint モニター のす

べてのツールだけでなく、多くのその他のエンタープライズ クラスのレポート ソリューションを使用して、カスタマイズ

可能なアラートを生成し、エンド ユーザーの操作環境に悪影響を及ぼしかねないネットワーク、ストレージ、また

は利用状況に関わる問題を速やかに知らせるため、より積極的かつ賢明に経営上の意思決定を行うことがで

きます。 

DocAve レポート ポイントは、単一の使いやすいインターフェイスを軸に、SharePoint インターフェイスに完全

に統合されたカスタマイズ可能なダッシュボードを備えています。管理者は DocAve レポート ポイントだけで、

最適なプラットフォーム パフォーマンスを提供し、戦略を成功させるために不可欠な知識を得ることができます。 

補完的な製品 

DocAve 6 プラットフォームでは多くの製品および製品群はお互いに連携して実行されます。レポート ポイント

と次の製品を一緒に使用することをお勧めします。 

 DocAve アーカイバ: 使われていないデータをストレージの下の方の階層に移し、ストレージ コストを

削減します。 

 DocAve コネクタ: 移行を行わずに、SharePoint を直接経由させて、ネットワーク ファイル共有やク

ラウド ストレージ リソースを共同で利用します。接続されたコンテンツは、通常の SharePoint コンテ

ンツのように表示され、あたかも SharePoint のドキュメント ライブラリの中に存在するコンテンツのよう

に利用することができます。 

 DocAve ストレージ マネージャー: SQL サーバーから BLOB をコスト効率の高いストレージ デバイス

にオフロードします。 

 DocAve コンテンツ マネージャー for SharePoint: SharePoint のコンテンツを再構成または移動

します。 

 DocAve レプリケーター: レプリケーター イベントに対応した即時のレプリケーション、またはオフライン環

境での計画的なレプリケーションを実行します。すべてのコンテンツ、構成、およびセキュティの設定を、

完全に忠実に同期し、管理します。 

http://www.avepoint.co.jp/sharepoint-monitor-docave/
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 DocAve データ保護: バックアップ & リストア ポイントを設定し、この製品の SharePoint ガバナンス 

ポリシーを調整します。 

 DocAve プラットフォーム バックアップ & リストア: フォーム レベル コンポーネントなど、SharePoint の

環境全体をバックアップします。 

 DocAve 最小単位バックアップ & リストア: すべてのファーム コンテンツをバックアップし、コンテンツをア

イテム レベルまでリストアします。 

始める前に 

レポート ポイントのシステム要件について、以下のセクションを参照してください。 

構成 

レポート ポイントを使用するには、DocAve 6 プラットフォームをお使いのファームに正しくインストール、構成す

る必要があります。DocAve 6 がファームにインストールされていない場合、レポート ポイントを使用できません。 

エージェント 

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

りします。レポート ポイントでは、DocAve エージェントを、お使いのファームのすべての Web フロント エンド 

(WFE) サーバー上にインストールする必要があります。DocAve エージェントは、DocAve マネージャーがそれ

ぞれのサーバーとの通信を有効にし、レポート ポイント コマンドを正しく機能させます。 

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

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

れば、システム リソースの使用率は低く抑えられるため、サーバー パフォーマンスへの影響はほとんどありません。 

DocAve プラットフォーム、DocAve マネージャー、および DocAve エージェントのインストールの詳細について

は、DocAve 6 インストール ガイド を参照してください。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/DocAve_6_Installation_Guide.pdf
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ライセンスおよび権限 

レポート ポイントを正しくインストールして適切に使用するためには、エージェント アカウントに以下の権限が設

定されていなければなりません。 

1. ローカル システム権限: この権限は、インストール中に自動的に構成されます。インストール中に自動

的に構成される権限リストについては、ローカル システム権限 を参照してください。適用可能な権限の

厳密な制限が組織内になければ、DocAve エージェント アカウントをローカル管理者グループに追加

するだけで、必要なすべての権限を設定することができます。 

2. SharePoint 権限: ユーザーは、ファーム管理者グループのメンバーです。管理者は、ファーム間、そし

て SharePoint のすべての設定と構成に対して作業を行うことから、最適かつ最も完全な品質のサ

ービスを提供するために、このアカウントが必要です。 

 Web アプリケーションのユーザー ポリシーによる、すべての Web アプリケーションのすべての

ゾーンに対するフル コントロール 

 User Profile Service アプリケーションの権限:  

o 個人機能の使用 

o 個人用サイトの作成 

o ソーシャル機能の使用 

 Managed Metadata Service: 用語ストア管理者 

 Business Data Connectivity Service: フル コントロール 

 Search Service: フル コントロール 

3. SQL 権限  

 コンテンツ データベース、構成データベース、全体管理データベースなどすべての SharePoint 

に関連するデータベースの db_owner のデータベース ロール 

 SharePoint 2010 Web Analytics Service データベースの Db_owner 

 SharePoint 2010 WSS_Logging データベースの Db_owner 

 SharePoint 2010 User Profile Service アプリケーション データベースの Db_owner 
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ローカル システム権限 

一部のローカル システム権限は、DocAve 6 のインストール中に自動的に構成されます。ユーザーは、次のロ

ーカル グループのメンバーとして設定されます: 

 IIS WPG (for IIS 6.0) または IIS IUSRS (for IIS 7.0) 

 パフォーマンス モニター ユーザー 

 DocAve ユーザー (グループは自動的に作成され、そのグループは次の権限を持ちます): 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AvePoint\DocAve6 のレジストリに対す

るフル コントロール 

o HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\eventlog 

のレジストリに対するフル コントロール  

o 通信証明書のフル コントロール 

o バッチ ジョブとしてのログオンの権限 ([コントロール パネル] > [管理ツール] > [ローカル セ

キュリティ ポリシー] > [セキュリティの設定] > [ローカル ポリシー] > [ユーザー権限の割り

当て] の順に進んでください。） 

o DocAve エージェント インストール ディレクトリのフル コントロール権限 

*注意: CPU / メモリー使用量 または ネットワーク レポートを使用する場合、ローカル 管理者 グループの

メンバーでなければなりません。ダウンロード数ランキング、失敗したログイン試行 を使用する場合、または取

得した監査記録を使用する際に IIS ログを取得する オプションを選択する場合、IIS ログ ファイルおよび II

S の applicationHost.config ファイルのパスへのフル コントロールを持っている必要があります。 
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はじめに 

レポート ポイントを開始するための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。 

レポート ポイントの起動 

レポート ポイントを起動し、その機能にアクセスするには、以下の手順に従って操作します。 

1. DocAve にログインします。ソフトウェアにログイン済みの場合、[DocAve] タブをクリックします。 

2. 左側のナビゲーション メニューにある [レポート ポイント] をクリックし、レポート ポイントを起動します。 

3. レポート カテゴリ、レポート タイプ、またはアクセスする特定のレポートをクリックするか、または [設定] 

をクリックし、レポート ポイントの設定を構成します (各種のレポート タイプおよび設定の構成に関する

詳細については、本ガイドで説明します)。 

 

図 1: DocAve モジュール起動のウィンドウ 
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レポート ポイントの概要 

DocAve レポート ポイントは、包括的かつカスタマイズ可能なレポート ツールセットを提供します。レポートは、

次の 5 つのカテゴリに分かれ、それぞれに固有のインターフェイスがあります。 

 利用状況レポート – SharePoint 利用状況のレポート 

 インフラストラクチャ レポート – お使いの IT インフラストラクチャのレポート 

 管理レポート – お使いの SharePoint 管理のレポート 

 コンプライアンス レポート – コンプライアンス レコードのレポート 

 DocAve レポート – お使いの DocAve 利用状況のレポート 

WSS 4.0 環境の場合、DocAve 6 Service Pack 1 で、検索利用状況 レポート および 参照元 レポー

トは使用できません。 

構成レポート および ベスト プラクティス レポート では、WSS 4.0 環境の大部分のデータを取得することが

できますが、以下の一部のWSS 4.0 の特定サービスおよび機能のデータについては、取得できません。 

 構成レポート で取得できないデータは、次のとおりです。 

o ファーム レベルの 共有サービス および 現在のライセンス のデータ 

o Web アプリケーション レベルの Web アプリケーション機能 のデータ 

o サイト コレクション レベルの サイト コレクションの利用状況 のデータ 

o サイト レベルで サイトの利用状況 のデータ 

 ベスト プラクティス レポート で取得できないデータは、次のとおりです。 

o ファーム レベルの ユーザー プロファイル サービス および 管理メタデータの用語ストア (デー

タベース) のデータ 

o Web アプリケーション レベルの ソリューション キャッシュ サイズ のデータ 

レポート ツールのすべてを集中管理することで、必要なすべての情報にすばやく、容易にアクセスすることができ

ます。レポート カテゴリにアクセスするには、該当するタブをクリックします。 

それぞれのレポート カテゴリには、そのカテゴリの中で各種のレポートを作成するためのツールを含むリボンと、レポ

ートを実行および管理するためのアクション ツールバーが含まれます。リボンの下は、各レポート タイプの構成エ
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リアと、レポートの表示ウィンドウです。レポート カテゴリはそれぞれ異なる構成が必要であるため、各レポート カ

テゴリには固有のインターフェイスがあります。本ガイドの各セクションの冒頭で、それぞれのカテゴリのインターフェイ

スを紹介します。 

レポート ポイントでは、DocAve ジョブ モニターが各モジュールのインターフェイスに統合されているため、実行中

のレポート、およびスケジュール済みレポートをより簡単に追跡することができます。各モジュールのジョブにアクセ

スするには、リボンの [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの使用については、DocAve 6 ジョブ 

モニター ユーザー ガイド を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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レポート ポイント設定の構成 

レポート ポイントでは、構成を行わなくても、いくつかのレポートを生成することができますが、レポート ポイントの

すべての機能を必要なときにすぐに使用できるようにするためには、それぞれの設定の構成を事前に行っておくこ

とをお勧めします。 

使用前にレポート ポイントの各種の設定を構成しておけば、情報が実際に必要となったときに、構成を行わな

くて済みます。事前に構成を済ませておけば、期限に追われることなく、問題に対処することができます。 

レポート ポイントの設定は、該当するセクションの説明に従って構成してください。 

データ コレクション 

データ コレクションの設定を使用して、データがレポート ポイントによって、いつ、どの程度の頻度で取得されるの

かを表示し、管理することができます。レポート ポイントのコレクタは、多くのレポート ポイントのコンポーネントにと

って不可欠で、データを取得する前に正しく構成しておく必要があります。 

*注意: 頻繁にデータが取得すればするほど、小さいコレクション ジョブが実行されることになります。 

データを取得する時間と頻度に柔軟性を持たせれば、データ コレクションをスケジュールのニーズに合わせて最

適化することができます。レポート ポイントのデータ コレクション設定を構成するには、レポート ポイントで [設

定] タブをクリックし、[データ コレクション] をクリックします。コレクタ管理ウィンドウには、レポート ポイントの

様々なコレクタのタイプが表示されます。レポート ポイント コレクタでは、次のアクションを実行することができます。 

 プロファイルの表示 – 選択したコレクタの保存済みの全ジョブ プロファイルを表示することができます。

プロファイルをクリックし、リボンの [プロファイルの表示] をクリックします。すべての保存済みのコレクタ 

ジョブ プロファイルのリストが表示されます。次の方法でコレクタ プロファイルの表示方法をカスタマイズす

ることができます。 

o 検索 – 指定したキーワードで表示されたプロファイルをフィルターすることができます。キーワード

は列の値に含まれるものでなければなりません。プロファイルの表示ウィンドウの上部で、表示し

たいプロファイルのキーワードを入力します。検索で、[すべてのページを検索] するか、または 

[現在のページを検索] するかを選択することができます。 

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 
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o  – リストに表示させる列を指定し、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリ

ックして列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることがで

きます。 

o  – 非表示にしたい列の   をクリックすると、指定した列はリストに表示されません。 

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

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

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

プロファイルを選択し、リボンの [有効] または [無効] をクリックし、操作をプロファイル上に実行します。

リボンの [範囲の表示] をクリックして、範囲の表示 ウィンドウに範囲ツリーを表示します。 

 編集 – 選択したコレクタのスケジュールおよび通知を構成することができます。表示テーブルで選択す

るコレクタの列をクリックして、コレクタを選択し、リボンで [編集] をクリックします。構成ウィンドウが表示

されます。 

o スケジュール – [間隔] テキスト ボックスに整数を入力し、データを取得する頻度を指定しま

す。次に、コレクタを実行させたい時刻を [次の時刻でデータを取得] ドロップダウン メニュー

から選択します。必要に応じて、タイム ゾーン リンクをクリックし、ドロップダウン メニューからタイ

ム ゾーンを選択します。コレクタ ジョブが、指定した時刻に自動的に実行されます。[カレンダ

ー ビュー] をクリックすると 日、週、または 月 単位でのスケジュールを読み込むことができます。 

o メール通知 – ドロップダウン メニューから既に構成したメール通知プロファイルを選択するか、

または [メール通知の新規作成] をクリックしてメール通知プロファイルを作成します。詳細に

ついては、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

[OK] をクリックして構成を保存し、ウィンドウを閉じます。[キャンセル] をクリックすると、構成を保存せ

ずにウィンドウを閉じます。 

 今すぐ – 選択したコレクタをただちに実行することができます。 

 ジョブ モニター – すべてのレポート ポイント ジョブの詳細情報を表示することができます。 

 戻る – レポート ポイント設定ページに戻ります。 

IIS ログ 

IIS ログを使用して、DocAve が IIS ログからデータを取得することができます。IIS ログ設定を構成すると、ダ

ウンロード数ランキングと失敗したログイン試行のレポートを取得することができます。 

IIS ログ設定は、以下の手順で構成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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1. レポート ポイントの [設定] タブで、[IIS ログ] をクリックします。ウィンドウには、すべての Web アプリ

ケーションのリストが表示され、各 Web アプリケーションの IIS ログ設定を変更することができます。リ

ストの表示方法は、カスタマイズすることができます: 

 検索 – 指定したキーワードで表示された Web アプリケーションをフィルターします。キーワード

は列の値に含まれるものでなければなりません。IIS ログのポップアップの上で、表示する Web 

アプリケーションのキーワードを入力します。検索で、[すべてのページを検索] するか、または 

[現在のページを検索] するかを選択することができます。 

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  –  アイコンをクリックします。表示したい列を選択するためのドロップダウン メニューが表示

されます。 

  – Web アプリケーションおよび IIS ログ状態の列タイトルで  をクリックします。各列に表

示するものをカスタマイズできる [検索] フィールドおよび選択リストのドロップダウンが表示され

ます。 

  – 列タイトルで  をクリックして、ビューから列を削除します。 

2. 該当のチェックボックスをオンにして、Web アプリケーションを選択します。次に、リボンで [すべてのフィ

ールドを選択] または [ロールバック] のいずれかをクリックします。 

 すべてのフィールドを選択 – すべてのデータ コレクションの IIS ログ フィールドを含めます。 

 ロールバック – IIS ログ構成を以前の状態に戻します。 

*注意: DocAve は、アンインストール後に、IIS ログ設定を元の値に自動的にリストアしま

せん。DocAve をアンインストールする前に、このインターフェイスで IIS ログ設定を元の値に

設定する必要があります。 

レポート作成サービス 

レポート作成サービスは、SQL レポート作成サービスからレポート ポイントで使用するデータを抽出します。 

*注意: DocAve 6 Service Pack 1 以上のバージョンでは、すべてのレポート カテゴリで CSV 形式および 

XLSX 形式のレポートの生成がサポートされており、レポート作成サービスを構成する必要はありません。レポ

ート作成サービスが構成されていない場合、コンプライアンス レポートで PDF 形式のレポートを生成することも

できます。 

レポート ポイントのレポート作成サービスを構成するには、次の手順に従ってください。 
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1. レポート ポイントの [設定] タブで、[レポート作成サービス] をクリックします。レポート サービス構成ペ

ージがポップアップ表示されます。 

2. [SQL レポート作成サービスの構成] チェックボックスをオンして、レポート作成サービスを有効にします。 

3. Web サービス URL を入力してから、適切なテキスト ボックスに ユーザー名 および パスワード を

入力します。これで、レポート ポイントに、SQL レポート作成サービスの接続に使用された レポート サ

ーバー Web サービスの URL が与えられます。 

4. データベースへのアクセスに使用する認証方法のタイプを選択します。アカウント および パスワード を

入力します。 

*注意: SQL サーバー上にレポート作成サービスを設定したときと同じ証明書を使用します。 

5. レポートに関連するドキュメントを保存したい場合は、[SharePoint 統合] チェックボックスをオンにし

て SharePoint 統合モードを使用します。レポート ファイルの保存に使用されたドキュメント ライブラリ

の ドキュメント ライブラリ URL を入力し、適切なテキスト ボックスに ユーザー名 および パスワード 

を入力します。 

構成を保存するには [OK] をクリックします。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに設定インターフェ

イスに戻ります。 

クロス ファーム サービス構成 

クロス ファーム サービス構成は、使用ファームにレポートを生成する際に、発行ファームの共有サービスからデー

タを取得するかどうかを指定します。Web Analytics Service アプリケーションおよび Search Service アプ

リケーションでのクロス ファーム サービス構成は現在、検索利用状況レポート、参照元レポート、および管理レ

ポートの生成に使用できます。 

使用ファームは、発行ファームと共有するサービス アプリケーションを使用するファームです。発行ファームは、その

サービス アプリケーションを別のファームと共有するファームです。使用ファームそのものが、同時に、それ自体の

発行ファームになることも可能です。 

レポート ポイントのクロス ファーム サービス構成を行うには、レポート ポイントの [設定] タブで [クロス ファー

ム サービス構成] をクリックします。クロス ファーム サービス構成ページには、使用ファームおよび発行ファームの

ための共有サービス アプリケーションのリストが表示されます。このウィンドウで次のアクションを実行することができ

ます: 
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 構成 – 必要に応じて、レポートのデータを取得する使用ファームの共有サービス アプリケーションを指

定します。リボンの [構成] をクリックし、次の構成を行います。 

o 使用ファーム – [使用ファーム] ドロップダウン メニューから、発行ファームから使用する共有

サービス アプリケーションに対して構成されるファームを選択します。使用ファームが既に使用し

ている共有サービス アプリケーションは、以下のウィンドウに表示され、チェックボックスがオンにな

っています。ファーム間で使用するサービスの隣にあるチェックボックスをオンにします。構成では、

SharePoint におけるサービス アプリケーションの利用状態を変更することができません。これ

は、レポート ポイントはそれらのサービス アプリケーションのデータに依存する関連レポートのみ

を生成するためです。 

o 再検出 – [再検出] をクリックすると、選択した使用ファームの元の SharePoint サービス利

用状態に戻ります。 

構成を保存するには [OK] をクリックします。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存ぜずに戻りま

す。 

 すべて再検出 – 保存済みの クロス ファーム サービス構成 を消去し、すべての一覧表示されたファ

ームの共有サービス アプリケーションの利用状態を元の SharePoint サービスの利用状態に戻します。 

 削除 – 該当する共有アプリケーションの利用状況を削除するには、[削除] 列の下にある [削除] を

クリックします。 

構成を保存するには [OK] をクリックします。[キャンセル] をクリックすると、変更を保存せずに設定ページに戻

ります。  
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監査コントローラ 

監査コントローラは、DocAve および SharePoint 機能を使用しているため、レポート ポイントの DocAve 

監査マネージャーは Web アプリケーションからアイテムまでの各種 SharePoint オブジェクト レベルでユーザー

操作情報を取得することができます。監査コントローラでプランを作成すると、どこからどのようなデータを取得す

るのかを完全にカスタマイズすることができます。プランを作成する場合に、次のアクションを行うことができます。 

 SharePoint から取得したい監査レコード イベントをカスタマイズできるように、監査コントローラでルー

ルを構成します。 

 これらのルールが指定したオブジェクト、ユーザー、または AD プロファイルのみに適用されるように、フィ

ルターを作成します。 

 新しい監査コントローラ プランを作成する際に重複する制御が増える場合、以前のルールを上書きす

るか、または以前のルールに追加して、監査コントローラのルールの運用を構成します。 

 IIS ロゴおよびアクセス元 IP の記録を取得するのに、DocAve レポート作成サービスも使用できるよ

うにします。 

 最後に、プランにスケジュールを設定してルールを適用してデータを取得するか、または手動でルールを

適用してデータを取得できるため、監査コントローラのプランをより柔軟に実行することができます。 

監査コントローラを経由して実行したプラン、適用したルール、取得したデータ、または後で実行するようにスケジ

ュール済みのプランについては、監査コントローラ ページのリボンの [ジョブ モニター] をクリックすると、進捗状

況を表示したり、ジョブの詳細を確認することができます。ジョブ モニターの使用については、DocAve 6 ジョブ 

モニター ユーザー ガイド を参照してください。 

監査コントローラの機能にアクセスするには、レポート ポイントの [設定] タブで、リボンの [監査コントローラ] 

をクリックします。監査コントローラ インターフェイスに移動します。 

プランの作成 

監査コントローラには、プランの作成方法が 2つ あります: 

 ウィザード モード – 監査コントローラ プランの作成に慣れてない場合には、ウィザード モードを選択し、

ステップ毎のガイダンスを参照しながら新しいプランを作成します。 

 フォーム モード – 監査コントローラ プランの作成に慣れているユーザーであれば、フォーム モードを選

択し、自分の監査コントローラ プランを構成できる統合インターフェイスを利用します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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*注意: * マークが付いたフィールドは必須フィールドです。 

ウィザード モード 

ウィザードを使用して監査プランを作成するには、監査コントローラ インターフェイスにある [プラン ビルダー] を

クリックしてから、ドロップダウン メニューから [ウィザード モード] を選択します。プランを作成するには、以下の

手順に従ってください: 

1. プラン名 – 新しいプランの プラン名 を入力します。必要に応じて、後で参照できるように 説明 を入

力します。[次へ] をクリックします。 

2. タイプ – このプランの中で実行するアクションを選択します。 

 ルールの適用 を選択すると、指定した SharePoint 範囲で選択したアクションを監査します。 

 データの取得 を選択すると、SharePoint から監査レコードを取得し、DocAve 監査データ

ベースに保存します。 

[次へ] をクリックして次の手順に移動します。 

3. 範囲 – オブジェクト名をクリックしてデータ ツリーを展開するか、または、ツリーの上の検索テキスト ボッ

クスに URL またはオブジェクト名を入力して、このプランを監査する範囲を選択します。監査設定の構

成を開始するには、オブジェクトの隣にあるチェックボックスをオンにします。各ノードの設定を個別に構

成するには、オブジェクトを選択し、オブジェクト名の隣の [ルールを独自に編集] をクリックします。 

 アクション コントローラ – 選択したオブジェクトの下の子オブジェクト内のデータを監査するに

は、[トリクル ダウン] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにしない場合、

DocAve は選択したオブジェクトのみを監査し、このオブジェクトの下の子オブジェクトを無視

します。サイト コレクション ノードの場合、[トリクル ダウン] オプションを選択しなくても、サイ

ト コレクションの子オブジェクトも監査されます。 

*注意: 選択したノード上のトリクル ダウン設定が既にあるレベルで異なる構成になっている

場合、[トリクル ダウン] チェックボックスは淡色表示になります。選択したノード上の既存の

トリクル ダウン設定を消去する必要があれば、[すべてを既定値に設定する] をクリックし、そ

の後に構成を一括実行します。 

 監査アクション – SharePoint で監査する監査レコード イベントのチェックボックスをオンに

します。 

*注意: 選択したノード上の監査アクションが既にあるレベルで異なる構成になっている場合、

すべてのチェックボックスは淡色表示になります。選択したノードに関する個別の選択をすべて
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消去する必要がある場合、[すべてを既定値に設定する] をクリックし、その後に構成を一

括実行します。 

*注意: [サイト コレクション削除] アクション、または [サイト作成] アクションを監査する場

合、SP2010AuditorMonitor.wsp ソリューションが既に展開されていることを確認し

てください。このソリューションの展開の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルの参

照ガイド  の ソリューション マネージャー の説明を参照してください。 

構成が終了したら、[次へ] をクリックして次の手順に移動します。 

4. オプション – 適用ルール設定および取得データ設定を構成します。これらの構成は必須ではありませ

ん。 

 適用ルール設定 – 監査ルールを適用するフィルター ポリシー、操作設定、およびスケジュー

ルを構成します。 

o フィルター ポリシー – フィルターする特定のオブジェクトまたはデータを指定します。

[フィルター カテゴリの追加] リンクをクリックしてカテゴリを追加してから、ドロップダ

ウン メニューから サイト コレクション、サイト、または リスト / ライブラリ を選択し

て、監査するオブジェクトを指定します。[条件の追加] をクリックし、[ルール] およ

び [条件] ドロップダウン リストにオブジェクトを選択し、[値] テキスト ボックスに値

を入力します。 

この手順に従って、追加条件を作成します。構成済みフィルター ポリシーを削除す

るには、  をクリックします。 

o 操作設定 – 同じ SharePoint オブジェクト用の構成済み監査ルールが既に存

在する場合、このプランの新しいルールの処理方法を構成します。ドロップダウン リ

ストから次のオプションから 1 つを選択します:  

 上書きする – 指定したノードの元の監査アクションを新しい監査アクショ

ンに上書きします。 

 追加する – 元の監査アクションに新しい監査アクションを追加します。 

o スケジュール – 次のオプションを 1 つ選択すると、監査ルールを適用するスケジュ

ールのタイプを指定します: 

 スケジュールなし – プラン マネージャーから手動でこのプランのルールを

適用します。 

 手動でスケジュールを構成する – このルールを適用する特定の時間を

構成します。このオプションを選択した場合、スケジュール 構成エリアが

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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表示されます。このエリアで次のオプションを使用して、スケジュールをカス

タマイズすることができます: 

o 開始時刻 – このプランのルールを適用する日付と時刻を選

択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはでき

ません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週

間、または ヶ月間 を選択します。このプランのルールは、このス

ケジュールに基づき繰り返し適用されます。[カレンダー ビュ

ー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプランを適用する終了時刻を指定

します。手動で停止するまで、このプランのルールを繰り返し適

用するために [終了時刻なし] を選択します。指定した回数

の後にジョブを停止するには、[{0} 回後に終了] を選択し

ます。このルールの適用を停止する特定の日付と時刻を指定

するには、[終了時刻] を選択します。 

 取得データ設定 – 監査データを取得するために、フィルター ポリシー、詳細ルール、およびス

ケジュールを構成します。 

o フィルター ポリシー – フィルターする特定のオブジェクトまたはデータを指定します。

[フィルター カテゴリの追加] リンクをクリックしてカテゴリを追加してから、ドロップダ

ウン メニューから サイト コレクション、URL、ユーザー、または AD プロファイル 

を選択し、取得する監査データを含むオブジェクトを指定します。[条件の追加] 

をクリックし、[ルール] および [条件] ドロップダウン リストにオブジェクトを選択し、

[値] テキスト ボックスに値を入力します。 

*注意: カスタム プロパティの条件: サイト コレクション カテゴリの テキスト はガ

バナンス オートメーションで作成されたサイト コレクションのデータをフィルターするた

めに使用されます。 

この手順に従って、追加条件を作成します。構成済みフィルター ポリシーを削除す

るには、  をクリックします。 

o 詳細ルール – 監査データを取得する際に使用される次の詳細設定を構成しま

す: 
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 IIS ログを取得する – このチェックボックスをオンにして IIS ログからアイ

テム表示タイプのログを取得します。取得した IIS ログのアイテム情報は

レポートに表示されます。 

*注意: IIS ログを取得すると、取得ジョブのパフォーマンスが低下する

可能性があります。 

 アクセス元の IP アドレスを記録する – このチェックボックスをオンにして、

選択したノードにアクセスするホストのアクセス元の IP アドレスに関する

情報を取得します。 

 削除済みサイト コレクション データの取得 (Web アプリケーション レ

ベルのみで使用できます) – このチェックボックスをオンにして、削除済み

サイト コレクションの監査データを取得します。 

 SharePoint 内にある {0} 日間以前の監査マネージャー データを

削除する –  DocAve 監査マネージャーでデータを取得するように構成

している場合、このチェックボックスをオンにすると、SharePoint 内の監

査データを指定の日数が過ぎた後に削除することができます。既定の数

は 7 で、取得ジョブを実行している場合に SharePoint から 7 日前

の監査データが削除されることを意味します。 

o スケジュール – 次のオプションから 1 つを選択して、監査データを取得するスケジ

ュールのタイプを指定します。 

 スケジュールなし – プラン マネージャーから手動でこのプランの監査デー

タを取得します。 

 手動でスケジュールを構成する – プランの監査データを取得する特定

の時刻を構成します。このオプションを選択した場合、スケジュール 構成

エリアが表示されます。このエリアで次のオプションを使用して、スケジュー

ルをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – このプランの監査データを取得する日付と時刻を

選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはでき

ません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週

間、または ヶ月間 を選択します。このプランの監査データは、
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このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレンダー 

ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプランの監査データを取得する終

了時刻を指定します。手動で停止するまでこのプランの監査

データを繰り返し取得するには、[終了時刻なし] を選択しま

す。テキスト ボックスで指定した回数の後にジョブを停止するに

は、[{0} 回後に終了] を選択します。監査データの取得を

停止する特定の日付と時刻を指定するには、[終了時刻] を

選択します。 

 通知 – このプランの通知を送信します。ドロップダウン メニューから既存のメール通知プロファ

イルを選択するか、または [メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知を作成

します。詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を

参照してください。 

構成が終了したら、[次へ] をクリックして次の手順に移動します。 

5. 概要 – 概要 ウィンドウでこのプラン用の構成済み選択をレビューおよび編集します。[設定] タブで、

任意のセクションの [編集] をクリックして変更を行います。このプランの範囲を表示 / 変更するには、

[範囲] タブをクリックします。 

6. このプラン用の構成済み選択をレビューおよび編集します。[完了] をクリックしてドロップダウン リストで

次の 3 つのオプションから選択するか、または [キャンセル] をクリックして変更を保存せずにこのページ

を終了します。 

 [完了] をクリックしてプランを保存します。プラン マネージャーで、このプランを表示または管

理することができます。  

 [完了してルールを適用] をクリックしてプランを保存してから、構成済み監査ルールを適用

します。 

 [完了してデータを取得] をクリックしてプランを保存してから、監査データを取得します。 

フォーム モード 

フォーム モードで新しい監査プランを作成するには、監査コントローラ ページの [プラン ビルダー] をクリックして、

ドロップダウン リスト から [フォーム モード] を選択します。フォーム モードを使用してプランを作成するには、次

の手順を実行します: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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1. 範囲 – オブジェクト名をクリックしてデータ ツリーを展開するか、または、ツリーの上の検索テキスト ボッ

クスに URL またはオブジェクト名を入力して、このプランを監査する範囲を選択します。右側のウィンド

ウで監査設定の構成を開始するには、希望のノードの隣のチェックボックスをオンにします。各ノードの設

定を構成するには、このノードを選択し、ノード名の隣の [ルールを個別に編集する] をクリックします。 

2. プラン名 – 新しいプランの プラン名 を入力します。必要に応じて、後で参照できるように 説明 を入

力します。 

3. タイプ – このプランの中で実行するアクションを選択します。 

 ルールの適用 を選択すると、指定した SharePoint 範囲で選択したアクションを監査します。 

 データの取得 を選択すると、SharePoint から監査レコードを取得し、DocAve 監査データ

ベースに保存します。 

4. アクション コントローラ – 選択したオブジェクトの下の子オブジェクト内のデータを監査するには、[トリ

クル ダウン] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにしない場合、DocAve は選択

したオブジェクトのみを監査し、このオブジェクトの下の子オブジェクトを無視します。サイト コレクション ノ

ードの場合、[トリクル ダウン] オプションを選択しなくても、サイト コレクションの子オブジェクトも監査さ

れます。 

*注意: 選択したノード上のトリクル ダウン設定が既にあるレベルで異なる構成になっている場合、[ト

リクル ダウン] チェックボックスは淡色表示になります。選択したノード上の既存のトリクル ダウン設定を

消去する必要があれば、[すべてを既定値に設定する] をクリックし、その後に構成を一括実行します。 

5. 監査アクション – モニターする監査レコード イベントに対応するチェックボックスをオンにします。 

*注意: 選択したノード上の監査アクションが既にあるレベルで異なる構成になっている場合、すべての

チェックボックスは淡色表示になります。選択したノードに関する個別の選択をすべて消去する必要があ

る場合、[すべてを既定値に設定する] をクリックし、その後に構成を一括実行します。 

*注意: [サイト コレクション削除] アクション、または [サイト作成] アクションを監査する場合には、

SP2010AuditorMonitor.wsp ソリューションが既に展開されていることを確認してください。この

ソリューションの展開の詳細については、DocAve 6 コントロール パネルの参照ガイド の ソリューショ

ン マネージャー の説明を参照してください。 

6. 適用ルール設定 – 監査ルールを適用するフィルター  ポリシー、操作設定、およびスケジュールを構成

します。 

 フィルター ポリシー – フィルターする特定のオブジェクトまたはデータを指定します。[フィルタ

ー カテゴリの追加] リンクをクリックしてカテゴリを追加してから、ドロップダウン メニューから サ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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イト コレクション、サイト、または リスト / ライブラリ を選択して、監査するオブジェクトを指

定します。[条件の追加] をクリックし、[ルール] および [条件] ドロップダウン リストにオブジ

ェクトを選択し、[値] テキスト ボックスに値を入力します。 

この手順に従って、追加条件を作成します。構成済みフィルター ポリシーを削除するには、

 をクリックします。 

 操作設定 – 同じ SharePoint オブジェクト用の構成済み監査ルールが既に存在する場

合、このプランの新しいルールの処理方法を構成します。ドロップダウン リストから次のオプショ

ンから 1 つを選択します:  

o 上書きする – 指定したノードの元の監査アクションを新しい監査アクションに上書

きします。 

o 追加する – 元の監査アクションに新しい監査アクションを追加します。 

 スケジュール – 次のオプションを 1 つ選択すると、監査ルールを適用するスケジュールのタイ

プを指定します: 

o スケジュールなし – プラン マネージャーから手動でこのプランのルールを適用します。 

o 手動でスケジュールを構成する – このルールを適用する特定の時間を構成しま

す。このオプションを選択した場合、スケジュール 構成エリアが表示されます。この

エリアで次のオプションを使用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

 開始時刻 – このプランのルールを適用する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または 

ヶ月間 を選択します。このプランのルールは、このスケジュールに基づき繰

り返し適用されます。[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケ

ジュールを表示します。 

 スケジュールの終了 – このプランを適用する終了時刻を指定します。

手動で停止するまでこのプランのルールを繰り返し適用するには、[終了

時刻なし] を選択します。指定した回数の後にジョブを停止するには、

[{0} 回後に終了] を選択します。このルールの適用を停止する特定

の日付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

7. 取得データ設定 – 監査データを取得するために、フィルター ポリシー、詳細ルール、およびスケジュー

ルを構成します。 
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 フィルター ポリシー – フィルターする特定のオブジェクトまたはデータを指定します。[フィルタ

ー カテゴリの追加] リンクをクリックしてカテゴリを追加してから、ドロップダウン メニューから サ

イト コレクション、URL、ユーザー、または AD プロファイル を選択し、取得する監査デー

タを含むオブジェクトを指定します。[条件の追加] をクリックし、[ルール] および [条件] ド

ロップダウン リストにオブジェクトを選択し、[値] テキスト ボックスに値を入力します。 

*注意: カスタム プロパティの条件: サイト コレクション カテゴリの テキスト はガバナンス 

オートメーションで作成されたサイト コレクションのデータをフィルターするために使用されます。 

この手順に従って、追加条件を作成します。構成済みフィルター ポリシーを削除するには、

 をクリックします。 

 詳細ルール – 監査データを取得する際に使用される次の詳細設定を構成します: 

o IIS ログを取得する – このチェックボックスをオンにして IIS ログからアイテム表示

タイプのログを取得します。取得した IIS ログのアイテム情報はレポートに表示され

ます。 

*注意: IIS ログを取得すると、取得ジョブのパフォーマンスが低下する可能性が

あります。 

o アクセス元の IP アドレスを記録する – このチェックボックスをオンにして、選択し

たノードにアクセスするホストのアクセス元の IP アドレスに関する情報を取得します。 

o 削除済みサイト コレクション データの取得 (Web アプリケーション レベルのみ

で使用できます) – このチェックボックスをオンにして、削除済みサイト コレクション

の監査データを取得します。 

o SharePoint 内にある {0} 日間以前の監査マネージャー データを削除する 

–  DocAve 監査マネージャーでデータを取得するように構成している場合、この

チェックボックスをオンにすると、SharePoint 内の監査データを指定の日数が過ぎ

た後に削除することができます。既定の数は 7 で、取得ジョブを実行している場合

に SharePoint から 7 日前の監査データが削除されることを意味します。 

 スケジュール – 次のオプションから 1 つを選択して、監査データを取得するスケジュールのタ

イプを指定します。 

o スケジュールなし – プラン マネージャーから手動でこのプランの監査データを取得

します。 

o 手動でスケジュールを構成する – プランの監査データを取得する特定の時刻を

構成します。このオプションを選択した場合、スケジュール 構成エリアが表示されま
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す。このエリアで次のオプションを使用して、スケジュールをカスタマイズすることができ

ます: 

 開始時刻 – このプランの監査データを取得する日付と時刻を選択しま

す。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または 

ヶ月間 を選択します。このプランの監査データは、このスケジュールに基

づき繰り返し取得されます。[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダー

にスケジュールを表示します。 

 スケジュールの終了 – このプランの監査データを取得する終了時刻を

指定します。手動で停止するまでこのプランの監査データを繰り返し取

得するには、[終了時刻なし] を選択します。テキスト ボックスで指定し

た回数の後にジョブを停止するには、[{0} 回後に終了] を選択します。

監査データの取得を停止する特定の日付と時刻を指定するには、[終

了時刻] を選択します。 

8. 通知 – このプランの通知を送信します。ドロップダウン メニューから既存のメール通知プロファイルを選

択するか、または [メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知を作成します。詳細につ

いては、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

9. このプラン用の構成済み選択をレビューおよび編集します。[OK] をクリックしてドロップダウン リストで

次の 3 つのオプションから選択するか、または [キャンセル] をクリックして変更を保存せずにこのページ

を終了します:  

 [OK] をクリックしてこのプランを選択します。プラン マネージャーで、このプランを表示または

管理することができます。 

 [OK してルールを適用] をクリックしてプランを保存してから、構成済み監査ルールを適用し

ます。 

 [OK してデータを取得] をクリックしてプランを保存してから、監査データを取得します。 

プラン マネージャーの使用 

プラン マネージャーでは、一元的に管理された場所で、以前に作成された監査プランを表示および編集するこ

とができます。レポート ポイントの監査コントローラ ページで、リボンの [プラン マネージャー] をクリックし、プラ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ン マネージャーの表示 ウィンドウに既存のプランを表示します。ページ毎にプラン数を変更するには、右下隅の 

[行の表示] ドロップダウン メニューから希望の番号を選択します。プランをソートするには、プラン名、プラン タ

イプ、ファーム、または 最新更新日時 などの列見出しをクリックします。 

表示 ウィンドウで、次の方法でプランの表示方法をカスタマイズすることができます: 

 検索 – 指定したキーワードで表示されているプランをフィルターします。キーワードは、列の値に含まれ

るものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示したいプランのキーワードを入力します。[す

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

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  – リストに表示させる列を設定すれば、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 列を非表示にします。非表示にしたい列の  をクリックします。 

画面下部のメッセージ バーに、プランの選択状態が表示されます。メッセージ バーの [選択のクリア] をクリック

すると、選択済みチェックボックスの選択をすべて解除します。 

プラン マネージャー上での操作 

プランマネージャーを構成してから選択したプランを表示すると、プランに対して次のアクションを実行することがで

きます: 

 詳細の表示 – プランを選択し、リボンの [詳細の表示] をクリックして詳細の表示ページを開き、選

択したプランの [設定] および [監査ルール] を表示します。プランを変更するには、詳細の表示 イン

ターフェイスの [編集] をクリックします。プランのレビューが終わったら、[閉じる] をクリックして プラン マ

ネージャー ページに戻ります。 

 編集 – フォーム モードのプランの編集ページを開くには、プランを選択し、リボンの [編集] をクリックし

ます。ここでは、選択したプランの範囲および設定を変更することができます。次のオプションから選択し

ます: 

o [保存] をクリックしてドロップダウン リストから選択します: 

 [保存] をクリックすると、プランへの変更を保存し、プラン マネージャー ページに戻りま

す。 



32  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

 新しいプランとして変更を保存するには、[名前を付けて保存] をクリックします。新し

いプランの名前を入力して、[OK] をクリックし、新しいプランを保存し、プラン マネー

ジャー ページに戻ります。 

 プランへの変更を保存してから、選択したプランのルールを適用するには、[保存して

ルールを適用] をクリックします。 

 プランへの変更を保存してから、選択したノードのデータを取得するには、[保存してデ

ータを取得] をクリックします。 

o フィールドへの変更を元にして、プランの編集ページに残って編集を続けるには、[リセット] をク

リックします。 

o 変更を保存せずに、プラン編集ページを閉じるには、[キャンセル] をクリックします。 

 削除 – プランを選択し、リボンの [削除] をクリックしてプランを削除します。選択したプロファイルの削

除を続けるかどうかを確認するためにポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてプラン

を削除するか、または、[キャンセル] をクリックしてプランを削除せずにプラン マネージャーに戻ります。 

 ルールの適用 – プランを選択してから、リボンの [ルールの適用] をクリックして選択したプランのルー

ルを適用します。 

 データの取得 – プランを選択してから、リボンの [データの取得] をクリックして選択したノードのデータ

を取得します。 

*注意: データを取得できるようになる前に、まず選択したプランのルールを適用しておく必要があります。 

*注意: 取得できる最も低いレベル ノードは、サイト コレクションです。サイトまたはリストを選択する場

合、該当の親サイト コレクションからのデータが取得されます。 

 ジョブ モニター – 実行中のレポートおよびスケジュール レポートを追跡します。それぞれのモジュールの

ジョブにアクセスするには、リボンの [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの使用については、

DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド を参照してください。 

プランの表示および編集を終了したら、リボンの [戻る] をクリックして監査コントローラ ページに戻ります。監査

コントローラ ページを終了するには、監査コントローラ インターフェイスのリボンの [戻る] をクリックして設定ペー

ジに戻ります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf


 33 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

監査プルーニング 

監査プルーニングでは、指定した時間の後に DocAve 監査レポートを削除することができます。監査プルーニ

ングでプロファイルを作成して、不必要なストレージ容量を占めないように古い監査レポートを自動的に削除す

ることができます。監査プルーニング プロファイルを作成する場合、次のアクションを行うことができます。 

 監査データを自動的に削除する前に、監査データを保持する期間を構成します。 

 Web アプリケーションからフォルダーまで様々な SharePoint オブジェクト レベルで、監査データを削

除するオブジェクト レベルを指定します。 

 データを削除するか、または簡単に別の場所へ移動するかを選択します。 

 プロファイルにデータをプルーニングするスケジュールを設定するか、または手動でプロファイルを実行する

か、あるいは、監査プルーニング プロファイルの実行により柔軟性を提供します。 

監査プルーニングで実行するプロファイルの場合、あるいは、後で実行するようにスケジュールを設定しているプロ

ファイルの場合、監査プルーニングあるいはプロファイル マネージャー ページのリボンの [ジョブ モニター] をクリッ

クしてジョブのプロセスを表示したり、ジョブの詳細を確認することができます。ジョブ モニターの使用については、

DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド を参照してください。 

レポート ポイントの [設定] タブの監査プルーニングの機能にアクセスするには、リボンの [監査プルーニング] 

をクリックして監査プルーニング インターフェイスに戻ります。 

プルーニング プロファイルの作成 

プルーニング プロファイルを作成する前に、レポート ポイントに使用するエクスポート先を構成してプルーニング済

み監査データを保存することができます。レポート ポイントのエクスポート先の構成方法については、DocAve 6 

コントロール パネルの参照ガイド の エクスポート先の構成 の説明を参照してください。 

プルーニング プロファイルを作成するには、次の手順を実行します: 

1. 監査プルーニング ページにある 範囲 ウィンドウで、特定の SharePoint オブジェクト名をクリックしてデ

ータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開するか、または、ツリーの上部にある [検索] テキスト 

ボックスに URL / 名前を入力します。表示するノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

2. リボンの [新規] をクリックします。プルーニング プロファイル作成のワークスペースが 範囲 ウィンドウの隣

に表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/docave-v6-user-guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. この新しいプルーニング プロファイルの プロファイル名  を入力します。必要に応じて、後で参照できる

ように 説明 を入力します。 

4. [対象データ設定] にプルーニングする監査データを指定します: 

 特定の日付以前のデータをプルーニングするには、[次の日付以前のデータすべて:] を選

択してから、テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダウン メニューから 時間、日間、週間 

または ヶ月間 を選択します。 

 特定の日付以前のデータをプルーニングするには、[次の日付以前のデータすべて:] を選

択して、カレンダー アイコンをクリックします。カレンダーがカーソルに表示されます。希望の日

付および時刻を選択して、[OK] をクリックします。 

 期間内のデータをプルーニングするには、[次の期間内のすべてのデータ] を選択して、希望

の期間を選択します。 

5. [実行アクション] 内のプルーニング済みデータの処理方法を選択します: 

 [データを削除する] を選択すると、指定した監査データを削除します。 

 [データを移動する] を選択すると、指定した監査データをエクスポート先に移動します。デ

ータを移動させるために、エクスポート先を指定する必要があります。[エクスポート先] ドロッ

プダウン メニューをクリックし、定義済みエクスポート先を選択するか、または、[エクスポート

先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。[エクスポート先] ドロップ

ダウン メニューに [エクスポート先の新規作成] を選択すると、新しいエクスポート先を構成

する子ウィンドウが表示されます。新しいエクスポート先を構成する詳細については、本ガイド

内の エクスポート先の作成 セクションを参照してください。 

6. スケジュール時刻でこのプロファイルを実行するか、または、プロファイル マネージャーから手動で実行す

るかを構成します: 

 スケジュールなし – このオプションを選択して、プロファイル マネージャーから手動でこのプロフ

ァイルを実行します。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルを実行する特

定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使用して、

スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – このプロファイルを実行する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 
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o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。このプロファイルは、このスケジュールに基づき繰り返し実行されます。

[カレンダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルを実行する終了時刻を指定します。手動

で停止するまでこのプロファイルを繰り返し実行するには、[終了時刻なし] を選択

します。テキスト ボックスで指定した回数の後にこのプロファイルの実行を停止する

には、[{0} 回後に終了] を選択します。このプロファイルの実行を停止する特定

の日付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

7. 通知 – このプランの構成に従って通知を送信します。ドロップダウン メニューから既存のメール通知プロ

ファイルを選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知を作成します。

詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

8. 監査プルーニング プロファイルを作成する際に、含める / 除外するユーザーをカスタマイズすることができ

ます。また、監査データをプルーニングする際に含める監査アクションをカスタマイズすることもできます。

[ユーザー フィルター] および [アクション フィルター] にアクセスするには、[データ選択の詳細設

定] をクリックします。 

 ユーザー フィルター – 既定では、[すべてのユーザーを含む] が選択されます。含めるユ

ーザーを指定するには、[含めるユーザー] を選択し、テキスト ボックスにユーザー名を、AD 

ユーザー: ドメイン\ユーザー名 の形式で入力します。ユーザー名はセミコロン (;) で区切

って入力してください。除外するユーザーを指定するには、[排除するユーザー] を選択し、

テキスト ボックスにユーザー名を、AD ユーザー: ドメイン\ユーザー名 の形式で入力します。

ユーザー名はセミコロン (;) で区切って入力してください。 

 アクション フィルター – プルーニングしたい監査アクションのチェックボックスをオンにします。 

[OK して実行] をクリックしてプロファイル保存してただちに実行するか、または、[OK] をクリックしてプ

ロファイル保存するか、あるいは、[キャンセル] をクリックすると、これらの構成を保存せずに監査プルー

ニング ページに戻ります。 

プロファイル マネージャーの使用 

プラン マネージャーでは、一元的に管理された場所で、以前に作成された監査プルーニング プロファイルを表示

および編集することができます。レポート ポイント ページで、リボンの [プロファイル マネージャー] をクリックしま

す。プロファイル マネージャーの表示 ウィンドウに既存のプロファイルのリストが表示されます。ページ毎にプロフ

ァイル数を変更するには、右下隅の [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の番号を選択します。プロファ

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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イルをソートするには、プロファイル名、実行アクション、または 最終プルーニング日時 などの列見出しをクリッ

クします。 

表示ウィンドウに次の方法を使用してプロファイルの表示方法をカスタマイズすることができます: 

 検索 – 指定したキーワードで表示されているプロファイルをフィルターします。キーワードは、列の値に含

まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示するプランのキーワードを入力します。

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

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  – リストに表示する列を設定して、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリックして

列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 列を非表示にします。非表示にしたい列の  をクリックします。 

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

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

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

画面下部のメッセージ バーに、プロファイルの選択状態が表示されます。メッセージ バーにある [選択のクリア] 

をクリックすると、選択済みチェックボックスの選択をすべて解除します。 

プロファイル マネージャー上での操作 

プロファイル マネージャーを構成してから選択したプランを表示して、プロファイル上にで次のアクションを実行する

ことができます: 

 詳細の表示 – 選択したプロファイルをの構成を表示するには、プロファイルを選択し、リボンの [詳細

の表示] をクリックして詳細の表示ページを開きます。プロファイルを変更するには、詳細の表示インタ

ーフェイスで [編集] をクリックします。プロファイルのレビューが終了したら、[閉じる] をクリックしてプロフ

ァイル マネージャー ページに戻ります。 

ジョブの表示 - プロファイルを選択し、[ジョブの表示] をクリックして、このプロファイル用のジョブを表

示します。 

 編集 – プロファイル編集ページを開くには、プロファイルを選択して、リボン上で [編集] をクリックします。

ここで選択したプロファイルの構成を変更することができます。[保存] をクリックしてプロファイルへの変更

を保存し、プロファイル マネージャー ページに戻ります。[名前を付けて保存] をクリックして変更を加え

るプロファイルを新しいプロファイルとして保存します。新しいプロファイルの名前を入力するポップアップ ウ
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ィンドウが表示され、[OK] をクリックしてプロファイル マネージャー ページに戻ります。[キャンセル] をク

リックすると、変更を保存せずにプロファイル編集ページを閉じます。 

 削除 – プロファイルを削除するには、プロファイルを選択してリボン上で [削除] をクリックします。選択

したプロファイルの削除を続けることを確認するためのポップアップ ウィンドウが表示されます。[OK] をク

リックしてプロファイルを削除するか、または [キャンセル] をクリックしてプロファイルを削除せずにプロファイ

ル マネージャー ページに戻ります。 

 ただちに実行 – 選択したプロファイルをただちに実行するには、プロファイルを選択して [ただちに実

行] をクリックします。 

 ジョブ モニター – 実行中のレポートおよびスケジュール レポートを追跡します。それぞれのモジュールの

ジョブにアクセスするには、リボンの [ジョブ モニター] をクリックします。ジョブ モニターの使用については、

DocAve 6 ジョブ モニター ユーザー ガイド を参照してください。 

プランの表示および編集が終了したら、[戻る] をクリックして監査コントローラ ページに戻ります。監査コントロ

ーラ ページを終了するには、監査コントローラ インターフェイスのリボン上で [戻る] をクリックして設定ページに

戻ります。 

ドキュメント監査機能 

レポート ポイントでは、SP2010DocumentAuditing.wsp というソリューションにより、SharePoint で

特定のサイト コレクション内のドキュメントの監査履歴をすべて表示することができます。 

ドキュメント監査ソリューションの展開 

DocAve でドキュメント監査機能を使用するには、まず SP2010DocumentAuditing ソリューションを 

SharePoint ファームへ展開する必要があります。ソリューションをインストールして展開すると、ドキュメント監査

設定はサイト コレクション管理リストに一覧表示されます。 

*注意: このソリューションを展開するには、各 Web フロントエンド サーバーに DocAve エージェントをインスト

ールしておく必要があります。  

指定のコンテンツを検索にするには、以下の手順に従ってください: 

1.  [DocAve] > [コントロール パネル] > [ソリューション マネージャー] の順に進みます。 

2. ファーム ドロップダウン リストから展開先ファームを選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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3. SP2010DocumentAuditing.wsp チェックボックスをオンにします。リボンのアクション グループ

内の [インストール] をクリックします。ソリューションが SharePoint ファームにインストールされると メ

ッセージ 列に、ソリューションのインストールに成功しました というメッセージが表示されます。 

4. SP2010DocumentAuditing.wsp をもう一度オンにして、リボンの アクション グループ内の 

[展開] をクリックします。ソリューションが正常に展開された後、ソリューションの状態は状態列に 展開

済み として表示されます。 

ソリューションの操作の詳細については、 コントロール パネルの参照ガイド の ソリューション マネージャー の説

明を参照してください。 

ドキュメント監査機能のアクティブにする方法については、次のセクションで説明します。 

ドキュメント監査機能のアクティブ化 

ソリューションが展開された後に、SharePoint または DocAve からアクティブにすることができます。ドキュメン

ト監査機能を有効にするには、以下の該当するセクションを参照してください。 

SharePoint からドキュメント監査機能のアクティブ化 

SharePoint からドキュメント監査機能をアクティブにするには、次の手順を実行します: 

1. SharePoint で、ドキュメント監査機能をアクティブにするサイト コネクションにアクセスします。[サイト

の操作] > [サイトの設定] > [サイト コレクションの機能] の順に進みます。 

2. 選択したサイト コレクションの機能を有効にするには、[AvePoint ドキュメント監査] 機能の隣にあ

る [アクティブ化] をクリックします。 

3. ドキュメント監査機能をアクティブ化した後、機能の状態は状態列に アクティブ として表示されます。 

*注意: DocAve の [機能の管理] 機能でファーム レベルで [詳細設定] を構成した場合、ドキュメント監

査機能をアクティブにするには、テキスト ボックスにアクティブ化のためのパスワードを入力する必要があります。 

DocAve からドキュメント監査機能のアクティブ化 

DocAve からドキュメント監査機能をアクティブにするには、次の手順を実行します: 

1.  [DocAve] > [レポート] > [設定] の順に進みます。 

2. 監査管理グループにある [機能の管理] をクリックします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. 詳細設定は、ドキュメント監査機能のアクティブ化に影響を与えます。ファーム用の詳細設定を構成す

るには、ファームの隣にあるチェックボックスを選択し、リボンの [詳細設定] をクリックします。詳細設定

インターフェイスが表示されます。次の設定を構成します: 

 パスワード – [有効なパスワード] チェックボックスをオンにし、[機能アクティブ化パスワー

ド] および [パスワードの確認] チェックボックスにパスワードを入力します。SharePoint 内

の指定したサイト コレクション用の [AvePoint ドキュメント監査] 機能をアクティブにする

際に、このパスワードを入力するように求められます。 

 法律用語 – この機能を管理する法的条件を入力します。SharePoint 内の指定したサイ

ト コレクション用の [AvePoint ドキュメント監査] 機能をアクティブにする際に、法的条件

が表示されます。この機能をアクティブにする前に、法的条件に同意しなければなりません。 

 詳細設定 – 機能をアクティブにする際に使用する詳細設定を構成します。[スタイルを確

認] チェックボックスをオンにすると、SharePoint 2007 スタイル内のサイト コレクションの監

査データは取得されません。[サイト コレクション サイズを確認] チェックボックスをオンにした

場合は、テキスト ボックスに整数を入力し、MB または GB を選択してサイト コレクション サ

イズの最大値の制限を設定します。 

*注意: 機能をアクティブにするサイト コレクションが、構成済みのサイズ制限を超える場合、

そのサイト コレクションでその機能をアクティブにすることはできません。 

4. サイト コレクション レベルにツリーを展開して機能をアクティブにします。ドキュメント監査機能をアクティ

ブにするサイト コレクションの隣の [アクション] 列の [アクティブ化] をクリックします。1 つの Web ア

プリケーションの下で、複数のサイト コレクションを選択するか、または、[すべて選択] チェックボックスを

選択することもできます。次に、リボンの [アクティブ化] または [非アクティブ化] をクリックして、この

機能の状態を一括操作します。 

ドキュメント監査設定 

ドキュメント監査設定を構成してドキュメントの監査データを表示する方法を指定するには、次の手順を実行し

ます: 

1. この機能をアクティブにした SharePoint サイト コレクションで、[サイトの操作] > [サイトの設定] 

> [サイト コレクション管理] > [ドキュメント監査設定] の順に進みます。  

2. ドキュメント監査設定 ページで次の設定を構成します: 

 期間 – 指定した期間のデータを表示します。今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、

今日、および 前日 のオプションから選択します。 



40  

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

 レポート設定 – レポート レコードの数を設定します。既定の数は 100 です。番号をカスタマ

イズできますが、0 ～ 1000 の間の整数である必要があります。 

 ユーザー フィルター – アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設定し

ます。 

o すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザ

ーのアクティビティを表示します。 

o 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入

力した名前を確認するか、または、  をクリックして含めたいユーザーを検索すること

ができます。 

o 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリック

して入力した名前を確認するか、または、  をクリックして除外したいユーザーを検索

することができます。 

 アクション フィルター – 監査ログを排除するチェックボックスをオンにすると、表示 アクションの

監査データを除外します。 

3. [OK] をクリックしてドキュメント監査設定を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして変更を保

存せずに戻ります。 

監査履歴の表示 

ドキュメント監査履歴を表示するには、次の手順を実行します: 

1. ドキュメント監査 機能をアクティブにしたサイト コレクションに表示したい監査履歴を含むドキュメントを

選択し、下向き矢印をクリックしてドロップダウン メニューを開きます。 

2. [監査履歴の表示] をクリックします。AvePoint ドキュメント監査機能 ページが表示されます。この

ドキュメントが存在するサイト コレクションに構成した設定に従って、ドキュメント情報および監査データ

を表示します。 

3. XLSX 形式レポートをエクスポートするには、[Excel ブックの生成] をクリックします。 

エクスポート先  

レポート ポイントでは、エクスポート先は UNC パスから指定したストレージ デバイスにレポートを保存したり、指

定した SharePoint ドキュメント ライブラリに保存することができます。エクスポート先はプルーニング監査データ

の保存にも使用されます。 



 41 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

エクスポート先を構成するには、レポート ポイントの [設定] タブで、リボンの [エクスポート先] をクリックします。 

エクスポート先の生成 

レポート ポイントのエクスポート先インターフェイスで、リボンの [作成] をクリックして、次の設定を構成します: 

 名前と説明 – 新しいエクスポート先の 名前 を入力します。必要に応じて、後で参照できるように 説

明 を入力します。 

 ロケーション タイプ – ドロップダウン メニューから作成するエクスポート先のタイプを指定します。 

o UNC パス – ドロップダウン メニューから [UNC パス] を選択します。パス 構成エリアが表

示されます。このエクスポート先の UNC パス、このパスにアクセスする ユーザー名 および パ

スワード を入力します。[検証テスト] をクリックして、入力した情報が正しいことを確認しま

す。[OK] をクリックしてこれらの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックすると、

変更を保存せずに エクスポート先の新規作成 構成インターフェイスを閉じます。 

o SharePoint ドキュメント ライブラリ – ドロップダウン メニューから [SharePoint ドキュ

メント ライブラリ] を選択します。SharePoint ドキュメント ライブラリ 構成エリアが表

示されます。次の手順を実行します: 

 次のオプションから 1 つを選択します: 

o [ドキュメント ライブラリを指定する] チェックボックスをオンにしてファーム

を選択し、エクスポート済みレポート ファイルを保存するサイト URL およ

びライブラリ名を入力します。 

o [選択した範囲内の各サイト] チェックボックスをオンにして、各サイトおよ

び該当のドキュメント ライブラリに関するレポートを保存します。テキスト 

ボックスにエクスポート済みレポート ファイルの保存に使用するドキュメン

ト ライブラリ名を入力します。既定の名前の DocAve レポート ポイン

トのレポート も使用できます。指定したライブラリは選択した範囲内の

各サイトに作成されます。 

*注意: この構成は、サイト コレクション レベル ノードまたはサイト レベ

ル ノードを選択してレポートのオフライン エクスポートを実行する場合に

のみ有効です。 

 ルール – エクスポート済みレポート ファイルを既に含むドキュメント ライブラリにレポ

ートをエクスポートする場合、次のアクションを 1 つ選択して実行します: 
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o ドロップダウン メニューから [以前のレポートを上書きする] を選択して、

ライブラリに保存した生成済みレポート ファイルを上書きします。 

o [新しいレポート ファイルを作成する] を選択して、新しいレポート ファ

イルを作成します。新しいレポート ファイルを作成するように選択すると、

最新の生成済みのレポート ファイルの名前にタイム スタンプが追加され

ます。指定した名前のレポート ファイルは、常に最新のエクスポート済み

のレポートです。 

 ファイル名 – エクスポート済みのレポート ファイル名を指定します。既定では、レポ

ート ファイルの名前は、レポート タイプに基づき付けられます。例えば、最新エクス

ポート済みのコンテンツ タイプ使用量レポートには Content_Type_Usage.

XLSX という名前が使用されます。ファイル名を手動で指定するには、[ファイル

名を指定する] ラジオ ボタンをオンにし、テキスト ボックスで名前を入力します。 

終了したら、[OK] をクリックしてこれらの構成を保存するか、または、変更を保存せずに、[キャンセル] をクリッ

クすると、エクスポート先の新規作成 構成インターフェイスを閉じます。 

エクスポート先の管理 

レポート ポイントで、[設定] タブをクリックしてから、リボンの [エクスポート先] をクリックします。エクスポート先

ページに構成済みエクスポート先リストが表示されます。 

ページ毎にエクスポート先の数を変更するには、右下隅の [行の表示] ドロップダウン メニューから希望の番号

を選択します。エクスポート先をソートするには、場所名 または ロケーション タイプ などの列見出しをクリックし

ます。 

表示ウィンドウでは、次の方法でこれらのエクスポート先をカスタマイズすることができます: 

 検索 – 指定したキーワードで表示されたエクスポート先をフィルターします。キーワードは、列の値に含

まれるものでなければなりません。表示ウィンドウの上部に、表示したいプランのキーワードを入力します。

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

*注意: 検索では、大文字と小文字の区別はありません。 

  – リストに表示させる列を設定すれば、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 列を非表示にします。非表示にしたい列の  をクリックします。 
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  – リストに表示するアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、任

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

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

画面下部のメッセージ バーに、エクスポート先の選択状態が表示されます。メッセージ バーの [選択のクリア] 

をクリックすると、選択済みチェックボックスの選択をすべて解除します。 

エクスポート先に対し、次の操作を実行することができます: 

 作成 – リボンの [作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。新しいエクスポート先の作

成の詳細については、本ガイド内の エクスポート先の作成 セクションを参照してください。 

 表示 – 選択したエクスポート先の詳細構成を表示するには、リボンの [表示] をクリックして、詳細の

表示 インターフェイスを開きます。変更を加える場合、リボンの [変更] をクリックします。[OK] をクリ

ックして変更を保存するか、または、[キャンセル] をクリックして変更を保存せずに戻ります。      

 編集 – エクスポート先を選択してから、リボンの [編集] をクリックして [エクスポート先の編集] イン

ターフェイスを開きます。必要な変更を加えて、[OK] をクリックして変更を保存するか、または、[キャ

ンセル] をクリックして変更を保存せずに、エクスポート先の編集の構成インターフェイスを閉じます。 

 削除 – リボンの [削除] をクリックします。削除を続けるかどうかを確認する構成ウィンドウがポップアッ

プ表示されます。[OK] をクリックして選択したエクスポート先を削除するか、または、[キャンセル] をク

リックして選択したエクスポート先を削除せずに、エクスポート先の編集 インターフェイスに戻ります。 

エクスポート先 ページを終了するには、リボンの [戻る] をクリックして [設定] タブに戻ります。 
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レポートを使用した操作 

レポート ポイントでは、レポートに対して多くのアクションを実行することができます。カスタム レポートをただちに

実行したり、カスタム レポート プロファイルを保存して後で実行したり、既存のレポートを表示したり、または、デ

ータシートまたはスクリーンショットにレポートをエクスポートすることができます。 

次のセクションでレポートとの操作方法を説明します。レポート ポイントの各タブのリボンの [レポート操作] ツー

ル バーから、これらのアクションを実行することができます。 

レポートの実行 

レポート ポイント モジュールのいずれかでレポートの範囲を構成した後に、リボンまたはウィンドウの下部にある 

[レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] または [保存してレポートを実

行] を選択してデータを取得し、レポートを生成します。レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示されます。

[保存してレポートを実行] をクリックすると、構成済みプロファイルも保存します。 

レポートの表示 

任意のレポート ポイント モジュールのレポートの範囲を構成した後に、リボンの [レポートの表示] をクリックして

レポートを生成します。レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示されます。 

プロファイルの設定に従ってデータが取得されている保存済みプロファイルを選択した場合は、リボンまたは左下

のセクションにある [レポートの表示] をクリックします。レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示され、以前

に取得したデータが表示されます。 

レポートを表示ウィンドウに表示させれば、データシートまたはスクリーンショットを開かずに、DocAve インターフェ

イスにレポートを表示させておくことができます。 

レポートのエクスポート 

レポート ポイントでは、作成するレポートをデータシートへ、またはスクリーンショットとしてエクスポートすることがで

きます。データシートへエクスポートして、レポートをローカル環境または指定した場所に保存することができます。

データシートは次の形式でエクスポートすることができます: 
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 PDF 

 CSV 

 MHTML 

 TIF 

 XLS 

 XML 

 XLSX 

レポートをスクリーンショットとしてエクスポートすると、レポートを DocAve インターフェイスの中から印刷したり、

画像としてローカル ストレージ デバイスに保存することができます。  
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データシートへエクスポート 

DocAve 6 Service Pack 1以上のバージョンでは、レポート ポイントは SQL レポート作成サービスに接続

せずに、CSV および XLSX 形式でレポートをエクスポートすることができます。さらに、コンプライアンス レポート

は SQL レポート作成サービスへ接続の有無にかかわらず、CSV / PDF / XLSX 形式でエクスポートすること

ができます。 

他の形式でレポートをエクスポートしたい場合は、レポート作成サービスをレポート設定で構成しなければなりま

せん。レポート作成サービスの構成の詳細については、レポート作成サービス セクションを参照してください。 

レポートが生成された後にエクスポートするには、次の手順を実行します: 

1. レポートが レポートの表示 ウィンドウに表示されたら、リボンの レポート操作 グループにある [今すぐ

エクスポート] をクリックし、[データシートへエクスポート] を選択します。データシートへエクスポート 

ウィンドウが表示されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

 レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

 エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただちにローカ

ルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただちに実行してレ

ポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオンにして次の設定を構成

します: 

o エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択するか、

または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新規作成] をクリッ

クして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を選択

します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にア

クセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロ

ファイルを作成することができます。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボックス

をオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力する

と、レポートをメールに添付することができます。 

2. [OK] をクリックし、これらの構成に基づきレポートをエクスポートします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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*注意: 特定の種類のレポートには、データシートへエクスポートするために追加で構成できる設定があります。

詳細については、本ガイドの対応するセクションを参照してください。 

スクリーンショットとしてエクスポート 

レポートのスクリーンショットを出力するには、次の手順に従ってください: 

1. レポートが レポートの表示 ウィンドウに表示されたら、リボンの [今すぐエクスポート] をクリックします。

ドロップダウン メニューが表示されます。 

2. [スクリーンショットの出力] をクリックします。スクリーンショットのプレビュー ウィンドウが表示されます。 

3. [印刷] をクリックしてスクリーンショットを印刷するか、または、[エクスポート] をクリックしてスクリーンショ

ットを画像としてローカル ストレージ デバイスに保存します。 

スクリーンショットの印刷または保存が終了したら、[閉じる] をクリックします。スクリーンショットのプレビュー 

ポップアップ ウィンドウが閉じられます。 

監査データベース 

既定では、監査データベース サイズは 900GB です。この閾値に達すると、レポート サービがはデータベースを

作成する適切な権限を持っていれば、新しい監査データベースが自動的に作成されます。レポート サービスが

必要な権限を持っていなければ、次の命名形式に従って、手動でデータベースを作成する必要があります: 

docave6_auditordb, docave6_auditordb_001, docave6_auditordb_002 … 

監査データベース サイズの閾値をカスタマイズすることもできます。マネージャー インストール パス …\AvePoin

t\DocAve6\Manager\Report\bin\  に存在する構成ファイル ReportCenterServiceProperti

es.config を検索し、必要に応じてノード <AuditorDatabaseSize>921600</AuditorDatabaseS

ize> の値を変更します。値の範囲は 1024MB～1048576MB (1TB) の間でなければなりません。 
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利用状況レポートの作成 

レポート ポイント内の利用状況レポートを使用して、SharePoint 環境の使用方法を分析することができます。

このセクション内のレポートを使用して、ユーザー アクティビティおよび操作を追跡すると、SharePoint の展開

に関する全体の成功状況や、指定したオブジェクト関する情報を得ることができます。 

利用状況レポート インターフェイス 

レポート ポイントの 利用状況レポート タブには、次のエリアが表示されます: 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポート上でアクションを実行し、統合ジョブ モニターにア

クセスできるツールバーです。 

2. 範囲ウィンドウ – レポートの設定を構成します。 

3. レポートの表示ウィンドウ – レポートをレビューします。情報の表示方法をカスタマイズするために構成

できる設定がいくつかあります。 

 

図 2: 利用状況レポート インターフェイス 
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検索利用状況 

検索利用状況レポートには、検索した用語、これらの用語の検索回数、指定した期間内に行われた個別検

索の数が表示されます。 

検索利用状況の生成 

検索利用状況レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リボン

の [検索利用状況] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、検索利用状況をレポートするファームを選択します。選択したファームは 

選択されているファーム エリアに表示されます。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って)  深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

*注意: SharePoint で Web Analytic サービスが開始されている必要があります。開始されてい

ない場合、検索利用状況の取得ジョブは失敗します。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意：開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 
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o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには、[終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – レポートのエクスポート設定構成エリア で、必

要なレポート形式およびエクスポート先を選択し、[表示] をクリックすると、選択

したエクスポート先の詳細情報にアクセスすることができます。新しいエクスポート先

を構成するには、[エクスポート先の新規作成] をクリックし、本ガイド内の エクス

ポート先 セクションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定し、データの取得を開始します。 

o 検索利用状況 – ドロップダウン メニューから番号を選択してエクスポートされる 

o 通知 – レポート メール通知を構成します。[通知を送信する] チェックボックスを

オンにし、構成済みのメール通知プロファイルを選択してから、[表示] をクリックし

てこの通知プロファイルの詳細情報にアクセスします。[メール通知の新規作成] 

をクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの

作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定  

の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメー

ルに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックス

にレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメールに添付することができます。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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検索利用状況レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。検索利用状況レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィンドウ

で構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 上位 – 上位の結果です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 検索用語 – 検索用語を表示します。 

 検索範囲 – 検索範囲を表示します。 

サイト アクティビティと利用状況 

サイト アクティビティと利用状況レポートには、アクティビティ、利用状況および指定した期間内のサイト コレクシ

ョン、サイト、サブサイト、リスト / ライブラリの特定閲覧者数が表示されます。 

サイト アクティビティと利用状況レポートの生成 

サイト アクティビティと利用状況レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] 

タブで、リボンの [サイト アクティビティと利用状況] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成する

ことができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアでは、既定で 範囲 がドロップダウン メニューで選択されます。範囲 構成エリ

アで、ファーム名クリックしてデータ ツリーを必要なリスト レベルまで展開するか、または、ツリー上部の検

索テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンに

します。 
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または、ドロップダウン メニューから URL を選択し、ドロップダウン メニューからファーム を選択し、[UR

L] テキスト ボックスに サイト コレクション URL および アイテム URL を入力することができます。U

RL を追加するには、[別の URL を追加] をクリックします。 

3. コレクタを有効にする – レポートのデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サービス

のタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ コレ

クション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを無

効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変更

されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイド

内の データ コレクション セクションを参照してください。 

*注意: SharePoint で Web Analytic サービスが開始されている必要があります。開始されてい

ない場合、検索利用状況の取得ジョブは失敗します。 

4. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

5. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意：開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 
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o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには、[終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – レポートのエクスポート設定構成エリアで、必要

なレポート形式およびエクスポート先を選択し、[表示] をクリックすると、選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスすることができます。新しいエクスポート先

を構成するには、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エク

スポート先 セクションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o 通知 – レポート メール通知を構成します。[通知を送信する] チェックボックスを

オンにして、構成済みのメール通知プロファイルを選択してから、[表示] をクリック

してこの通知プロファイルの詳細情報にアクセスします。[メール通知の新規作成] 

をクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの

作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定   

の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメー

ルに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックス

にレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. 通知 – ジョブ メール通知のためのセクションです。必要な条件が満たされている場合にメール通知を

送信するには、[利用状況通知] チェックボックスをオンにします。次の設定を構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。詳細については、コントロール パネルの詳細ガイド 

の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 期間 – この通知の期間を指定します。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。これらの閾値のいずれか、または両方を使用するように

選択することができます: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o [{0} イベント以上] チェックボックスをオンにして、この閾値をアクティブにしてから、テ

キスト ボックスに正の整数を入力します。 

o [閲覧者数が {0} 人以上] チェックボックスをオンにして、この閾値をアクティブにして

から、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、閾値は構成した間隔に従って確認が行われます。これらの数値がここで

設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知を送信する頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力

し、ドロップダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウでレポートを生成します。 

サイト アクティビティと利用状況の表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。サイト アクティビティと利用状況レポートの場合、次の設定を レポートの

表示 ウィンドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 タイプ – レポート タイプを設定します。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 次の順序でソート – データを表示する順序です。 

 イベント – 指定した期間に指定した範囲内の対応するイベント数を表示することができます。既定で

は、このようなイベントは更新、削除、表示されます。 

 イベントの集計 – イベント数を表示します。 

 特定閲覧者の集計 – 特定閲覧者数を表示します。 

 詳細 – 各サイトの詳細情報を個別に表示します。  
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チェックアウト済みファイル 

チェックアウト済みファイル レポートには、選択した範囲内のチェックアウト済みファイル数が表示されます。 

チェックアウト済みファイル レポートの生成 

チェックアウト済みファイル レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブ

で、リボンの [チェックアウト済みファイル] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができ

ます:  

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 
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o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには、[終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

5. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf


 57 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 期間 – この通知の期間を指定します。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。[チェックアウト済みファイルが {0} 以上] テキスト 

ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。数値がここで設定し

た閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知を送信する頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力

し、ドロップダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

チェックアウト済みファイル レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。チェックアウト済みファイル レポートについて、次の設定を レポートの表示 

ウィンドウで構成することができます:  

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 タイプ – レポート タイプを設定します。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 チェックアウト済みファイル – 範囲に基づくチェックアウト済みファイルのグラフィカル レポートです。 

 詳細 – 各サイトの詳細情報を個別に表示します。 

ページ トラフィック 

ページ トラフィック レポートは、サイト レベルでページのトラフィック レベルを分析します。特定のサイトで、指定し

た期間のページ トラフィック レベル、スループット、ヒット数を表示することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ページ トラフィック レポートの生成 

ページ トラフィック レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リボ

ンの [ページ トラフィック] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには、[終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す
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るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o ページ トラフィック – レポートにページ トラフィックを表示するタイプとして、[ヒッ

ト] または [スループット] を選択します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 期間 – この通知の期間を指定します。[過去] テキスト ボックスに正の整数を入力し、時間、

日間、週間、ヶ月間、年間 を選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 閾値 – この通知のトリガーを指定します。[ヒット数が {0} 以上] テキスト ボックスに正の

整数を入力します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。これらの数値がここで

設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ページ トラフィック レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。ページ トラフィック レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィン

ドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 表示方法 – レポートを表示する情報です。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 ページ トラフィック – ページ トラフィックの情報です。 

 詳細 – 頻度によって詳細情報を表示します。 

参照元 

参照元レポートは、サイト コレクションまたはサイトへ指定した範囲内のホストまたはページの参照頻度を記録

および分析するために使用されます。 

サイトの参照元に表示するプライマリ データは、別の機能と異なり、SharePoint で構成されている必要があり

ます。選択したサイト コレクションまたはサイトは、複数のファームではなく、同じファーム内で制限されなければな

りません。 
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SharePoint でのデータの構成 

参照元レポートを生成する前に、以下の詳細に従って、SharePoint でデータを構成する必要があります: 

1. お使いの SharePoint 2010 環境にアクセスします。 

2. [サーバーの全体管理] > [モニター] > [正常性データの収集の構成] の順に進みます。 

3. 正常性データの収集を有効にします。[ログの収集スケジュール] をクリックして、ログの収集スケジュー

ルをすべて有効にします。 

参照元レポートの生成 

参照元レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リボンの [参照

元] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 
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o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボッ

クスをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

参照元レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。参照元レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成

することができます: 

 次の順序でソート – レポートを表示する情報です。 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 タイプ – レポート タイプを設定します。 

 Y 軸 – Y 軸のパラメータを設定します。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 サイトの参照元 – サイトの参照元の情報です。 

 詳細 – 各サイトの詳細情報を個別に表示します。 

最終アクセス時刻 

最終アクセス時刻レポートには、サイトまたはサイト コレクション レベルのユーザー リストおよびその最終アクセス

時刻が表示されます。このレポートを使用するには、選択したサイトまたはサイト コレクション上で監査を有効に

する必要があります。 

*注意: このレポートを生成するサイト コレクションまたはサイトの SharePoint 監査を有効にする必要があり

ます。 

最終アクセス時刻レポートの生成 

最終アクセス時刻レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リボ

ンの [最終アクセス時刻] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 
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1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択し

ます。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す
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るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

最終アクセス時刻レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。最終アクセス時刻レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィン

ドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 表示方法 – レポートを表示する情報です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 フィルター選択 – 表示したデータをフィルターします。 

失敗したログイン試行 

失敗したログイン試行を使用して、指定したファームまたはサイトの失敗したログインまたはアクセス試行をモニタ

ーします。 

失敗したログイン試行レポートの生成 

失敗したログイン試行レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、

リボンの [失敗したログイン試行] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

*注意: 失敗したログイン試行の情報を取得するには、まず IIS ログを構成する必要があります。IIS ログの

構成に関する詳細については、本ガイド内の IIS ログ セクションを参照してください。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 
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 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

5. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに
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は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

6. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。メール通知の頻度を指定すると間隔を構成します。[{0} {1} 毎にこの期

間のレポートを含む電子メールを送信する] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン メ

ニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

失敗したログイン試行レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。失敗したログイン試行レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウ

ィンドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 Y 軸 – Y 軸のパラメータを設定します。 

 表示方法 – レポートを表示する情報です。 

 失敗したログイン試行 – 頻度毎の失敗したログイン試行です。 

 詳細 – 各サイトの詳細情報を個別に表示します。 

ワークフローの状態 

ワークフローの状態レポートには、SharePoint 2010 または SharePoint designer で作成されたワークフ

ロー テンプレート毎のワークフロー数が表示されます。ワークフローの状態レポートには、それぞれのワークフローに

ついて、指定した範囲内にワークフロー テンプレート / ユーザー / ライブラリ / リスト、ワークフローが完了するま

での平均時間、現在のアクティブなワークフロー数、各ワークフローに割り当てられているユーザーが表示されます。 

ワークフローの状態レポートの生成 

ワークフローの状態レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リボ

ンの [ワークフロー状態] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイルでの変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 
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 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

4. スケジュール – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – [レポートのみ実行] または [プロファイルを保存してレポートを実行] 

をクリックして、手動でデータを取得します。[プロファイルを保存してレポートを実行] をクリッ

クすると、構成したレポート プロファイルも保存します。 

 手動でスケジュールを構成する – このプロファイルのデータを取得する特定の時刻を構成し

ます。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使用して、スケジュールをカ

スタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して ワークフローの状態 レポー

トを保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細
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情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知ルールの作成の詳細については、コン

トロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。[ユーザー一人に割り当てるアクティブなワークフロー

が {0} 以上] テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。これらの数値がここで

設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知を送信する頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力

し、ドロップダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[レポートを実行] をクリックし、[レポートのみ実行] または [保存してレポートを実行] を選択して、右側の 

レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ワークフローの状態レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。ワークフローの状態レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィン

ドウで構成することができます: 

 次の順序でソート – データを表示する順序です。 

 Y 軸 – Y 軸のパラメータを設定します。 

 平均を表示する – 平均的なワークフローを表示します。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 ワークフロー概要ビュー – 頻度毎のワークフローの状態です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 概要テンプレート配分 – ワークフロー配分です。 

 詳細 – 各サイトの詳細情報を個別に表示します。 

SharePoint 通知 

SharePoint 通知レポートには、指定した範囲の通知数が表示されます。 

SharePoint 通知レポートの生成 

SharePoint 通知レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リ

ボンの [SharePoint 通知] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます:  

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 
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 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

リボンの [レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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SharePoint 通知レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。SharePoint 通知レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィ

ンドウで構成することができます: 

 次の順序でソート – データを表示する順序です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 通知 – ファーム毎の通知です。 

 詳細 – 通知が発生する場合および頻度です。 

ダウンロード数ランキング 

ダウンロード数ランキング レポートを使用して、ダウンロードしたファイルの情報を一覧表示することができます。 

*注意: ダウンロード数ランキングの情報を取得するには、まず IIS ロゴを構成する必要があります。IIS ロゴの

構成に関する詳細については、本ガイド内の IIS ログ セクションを参照してください。 

ダウンロード数ランキング レポートの生成 

ダウンロード数ランキング レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、

リボンの [ダウンロード数ランキング] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変
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更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – このプロファイルのルールを適用し、データを取得する日付と時刻を

選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 
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o ダウンロード数ランキング – [上位 {0}] テキスト ボックスに整数を入力し、ド

ロップダウン メニューからサイトまたは選択した範囲を選択して、レポートに表示す

る番号およびノードを指定します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ダウンロード数ランキング レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。ダウンロード数ランキング レポートについて、次の設定を レポートの表示 

ウィンドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 詳細設定 – 範囲毎の上位ダウンロードです。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

サイトの利用状況 

サイトの利用状況のレポートを使用して、サイト コレクション レベルでサイトの利用状況を分析することができま

す。指定したサイト コレクション内、指定した時間帯のサイト/ページ/ユーザーのアクセス上位をサイト毎に表示

します。既定では、上位 8つのサイト、ページ、ユーザー、リストまたはアイテムを一覧表示します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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サイトの利用状況レポートの生成 

サイトの利用状況レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、リボ

ンの [サイトの利用状況] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

5. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 
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 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o サイトの利用状況 – [上位 {0}] テキスト ボックスに整数を入力し、ドロップダ

ウン メニューから サイト / ページ / ユーザー / アイテム / リスト を選択して、レ

ポートに表示する番号およびノードを指定します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通
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知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

サイトの利用状況レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。サイトの利用状況レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィン

ドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 詳細設定 – ここで設定するパラメータの上位または下位の数です。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

アクティビティの多いユーザー 

アクティビティの多いユーザー レポートには、構成した範囲内の最もアクティビティの多いユーザーが表示されます。 

アクティビティの多いユーザー レポートの生成 

アクティビティの多いユーザー レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タ

ブで、リボンの [アクティビティの多いユーザー] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することが

できます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

5. スケジュールのエクスポート – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了
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時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから

希望の期間を選択します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、

過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 前日 です。 

 カスタム開始日時 – [カスタム開始日時] チェックボックスをオンにして、

開始時刻を指定して、データの取得を開始します。 

o アクティビティの多いユーザー – [すべての記録を表示する] チェックボックスをオ

ンにして、レポート ウィンドウに取得したデータをすべて表示するか、または、[上位 

/ 下位 {0} 記録] チェックボックスをオンにし、テキスト ボックスに整数を入力し

て、レポートに表示される上位 / 下位のランキング結果の数を指定します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

6. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 期間 – この通知の期間を指定します。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。[アクティビティが {0} 以上] テキスト ボックスに正の

整数を入力します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。数値がここで設定し

た閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

アクティビティの多いユーザー レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。アクティビティの多いユーザーのレポートについて、次の設定を レポートの

表示 ウィンドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 次の順序でソート – データを表示する順序です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 アクティビティの多いユーザー – 範囲毎のアクティビティの多いユーザーです。 

 詳細 – 各サイトの詳細情報を個別に表示します。 
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インフラストラクチャ レポートの作成 

SharePoint インフラストラクチャ レポートには、リアル タイム モニターとインフラストラクチャ レポートの 2 つのカ

テゴリがあります。リアル タイム モニターには、お使いの SharePoint 展開に関する現在のパフォーマンス デー

タが表示され、インフラストラクチャ レポートは、データの長期的な計画および管理に使用することができます。 

インフラストラクチャ レポート インターフェイス 

レポート ポイントの インフラストラクチャ レポート タブには、次のエリアが表示されます: 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポート上でアクションを実行し、統合ジョブ モニターにア

クセスすることができるツールバーです。 

2. 範囲ウィンドウ – レポートの設定を構成します。 

3. レポートの表示ウィンドウ – レポートをレビューします。情報の表示方法をカスタマイズするための構成

可能な設定がいくつかあります。 

 

図 3: インフラストラクチャ レポート インターフェイス 
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SharePoint サービス 

SharePoint サービスには、最新のアクティブな SharePoint サーバー、SharePoint サービスおよびその状

態が表示されます。 

*注意: SharePoint トポロジー レポートの 詳細 タブにも同様の情報が表示されますが、SharePoint トポ

ロジー レポートには複数のファームに関する情報を表示することができます。 

SharePoint サービス レポートの生成 

SharePoint サービス レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポー

ト] タブに移動し、リボンの [SharePoint サービス] をクリックします。範囲 構成エリアで、該当のチェックボッ

クスをオンにして、ドロップダウン メニューから表示するファームを選択します。[レポートの表示] をクリックすると、

右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

SharePoint サービス レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。SharePoint サービス レポートについて、次の設定を レポートの表示 

ウィンドウで構成することができます: 

 サービスを次の順序でソート – データを表示する順序です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

CPU / メモリー使用量 

CPU / メモリー使用量レポートを使用して、DocAve エージェントがインストールされているホスト マシンの CP

U およびメモリー使用量をリアルタイムにモニターすることができます。 
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CPU / メモリー使用量レポートの生成 

CPU / メモリー使用量レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポー

ト] タブで、リボンの [CPU / メモリー使用量] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成すること

ができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. ホスト – DocAve エージェントが存在するホスト マシンを選択します。 

3. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。これらの閾値のいずれか、または両方を使用するように

選択することができます: 

o [CPU] チェックボックスをオンにして、この閾値をアクティブにしてから、[{0} ％ 使用

の状態が {1} 分以上継続] の値を入力します。 

o [メモリー] チェックボックスをオンにして、この閾値を有効にしてから、[{0} ％ 使用

の状態が {1} 分以上継続] の値を入力します。 

*注意: 既定では、閾値の確認は 1 分毎に行われます。これらの数値がここで設定した閾

値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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CPU / メモリー使用量レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。CPU / メモリー使用量レポートについて、次の設定を レポートの表示 

ウィンドウで構成することができます: 

 時間間隔 – レポートが表示される時間間隔です。 

 CPU / メモリー – CPU 情報およびメモリー情報のいずれかまたは両方を表示します。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 詳細 – ホスト マシン毎の詳細な利用状況情報です。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

ネットワーク 

ネットワーク レポートには、DocAve エージェント サービスのネットワーク利用状況 (有線およびワイヤレス) のリ

アルタイムの情報が表示されます。 

ネットワーク レポートの生成 

ネットワーク レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポート] タブで、

リボンの [ネットワーク] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. ホスト – DocAve エージェントが存在するホスト マシンを選択します。 

3. アダプタ – アダプタを選択します。 

4. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 閾値 – この通知のトリガーを指定します。[{0} ％ の使用状況が {1} 分継続] の値を

入力します。 

*注意: 既定では、閾値の確認は、1 分毎に行われます。数値がここで設定した閾値を超え

ると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ネットワーク レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。ネットワーク レポートについて、次の設定を レポートの表示 ウィンドウで

構成することができます: 

 時間間隔 – レポートが表示される時間間隔です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 詳細 – ホスト マシン毎のネットワーク データです。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

SharePoint トポロジー 

SharePoint トポロジーは、直感的なトポロジーで SharePoint ファームのいずれかの 1 つのサーバー名およ

びサーバー数をすべて表示するロール ベースの機能です。該当するアイコンをクリックするとファームの特定のサー

バーの情報を表示することができます。 

SharePoint トポロジー レポートの生成 

SharePoint トポロジー レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポ

ート] タブで、リボンの [SharePoint トポロジー] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成する

ことができます: 

 範囲 – 範囲 構成エリアで、該当のチェックボックスをオンにするとドロップダウン メニューから表示するフ

ァームを選択します。 
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[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

SharePoint トポロジー レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。SharePoint トポロジー レポートの場合、次の設定を レポートの表示 

ウィンドウで構成することができます: 

 役割別トポロジー – ファームで役割別情報を検索します。 

 サーバー別トポロジー – サービスをすべて表示します。 

 詳細 – サーバーの役割毎のサービスおよび状態です。 

o サービスを次の順序でソート – データを表示する順序です。 

o フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

SharePoint 検索サービス 

SharePoint 検索サービス レポートには、SharePoint SSA のクロール スピードに関するリアルタイム情報、

およびコンテンツ ソース状態、システム状態、検索アプリケーション トポロジーなどの SSA に関する詳細情報が

表示されます。 

SharePoint 検索サービス レポートの生成 

SharePoint 検索サービス レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レ

ポート] タブで、リボンの [SharePoint 検索サービス] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成

することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ドロップダウン メニューから表示する ファーム を選択します。ドロップダウン 

ボックスから、Search Service アプリケーション を選択します。 

[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 



 89 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

SharePoint 検索サービス レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 時間間隔 – レポートが表示される時間間隔です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 クロール スピード – 検索サービスのクロール スピードです。 

 コンテンツ ソース – 検索サービスに関する情報です。 

o フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

 システム ステータス – 検索サービスの状態です。 

 検索アプリケーション トポロジー – 検索サービスが存在する場所です。 

o フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

環境検索 

環境検索は、ホスト、ファーム、サーバーおよび状態などの指定した環境内のオブジェクトに関するレポートを生

成します。 

環境検索レポートの生成 

環境検索レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポート] タブで、リ

ボンの [環境検索] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 条件 – 条件 構成エリアで次のオプションを構成します: 

 条件 – ドメイン、IPv4 範囲またはホスト名を選択します。 

 値 – 選択した条件に基づき、ドメイン名、IPv4 範囲またはホスト名を入力します。 

 ユーザー名 – 入力した条件および値に基づきユーザー名を入力します。 
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 パスワード – アカウントのパスワードを入力します。 

3. 追加のフィルター – 同じ条件の追加フィルターを追加することができます。 

 ドメイン – 複数のフィルターの場合、[フィルターの追加] をクリックします。既定では、論理は 

And に設定されます。論理自体をクリックすると論理を And または Or で構成することがで

きます。[ホストの検索] をクリックします。ホスト名、ユーザー名およびオペレーション システム

はホスト テーブルに表示されます。[保存]をクリックして検索結果を保存します。保存された

結果は、このレイアウト ページを再度開いたときに、同じように画面に表示されます。 

 IPv4 範囲 – 複数のフィルターの場合、[別の IPv4 範囲フィルターの追加] をクリックしま

す。IPv4 範囲のフィルターの論理は Or です。 

 ホスト名 – 複数のフィルターの場合、[別のホスト名フィルターの追加] をクリックします。ホス

ト名のフィルターの論理は Or です。 

[スキャン] をクリックして構成したフィルターに基づき、環境をスキャンします。 

相違点レポート 

相違点レポートには、定義済み条件を基に、選択したサイト コレクションの相違点が表示されます。 

相違点レポートの生成 

相違点レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポート] タブで、リボ

ンの [相違点レポート] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 
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相違点レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 情報 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

サイト コレクションの読み込み時間 

このレポートには選択したサイト コレクションの読み込みにかかる時間が表示されます。 

サイト コレクションの読み込み時間レポートの生成 

サイト コレクションの読み込み時間レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラク

チャ レポート] タブで、リボンの [サイト コレクションの読み込み時間] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次

の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 
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 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。[{0} 秒以上のレスポンス タイムが {1} 回連続] 

の値を入力します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。数値がここで設定し

た閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

 サイト コレクションの読み込み時間レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 期間 - レポートの期間パラメータです。 

 頻度 - レポートが表示される時間間隔です。 

 タイプ - レポート タイプを設定します。 

 カスタム - カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 - レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 読み込み時間 - 頻度毎の読み込み時間です。 

 詳細 - 各サイトの詳細情報を個別に表示します。 

ストレージ最適化 

ストレージ最適化レポートは、DocAve でストレージ 使用に関する特定の情報を表示するインフラストラクチャ 

レポートです。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ストレージ トレンド 

ストレージ トレンド レポートには、ストレージ 使用の現在および将来の状況が表示されます。対象のサイト コ

レクションおよびタイム スケールは調整可能です。このレポートでは、ドキュメントの種類、サイト、SharePoint 

リスト / ライブラリのサイズで、各サイト コレクションを詳細に分析することがｄけいます。 

ストレージ トレンド レポートの生成 

ストレージ トレンド レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポート] 

タブで、リボンの [ストレージ トレンド] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なファーム / Web アプリケー

ション / サイト コレクションまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 

名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変

更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. メール通知 – メール通知 構成エリアで、このレポート用の通知の 2 つのタイプを設定することができ

ます。利用状況通知の設定 および 予測設定 のいずれかまたは両方を構成することができます。必

要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェックボックスをオンに

するか (利用状況通知の設定 エリアがアクティブになります)、予測値を満たしている場合にメール通

知を送信するには、[予測] チェックボックスをオンにします (予測設定 エリアがアクティブになります)。

必要に応じて次の設定を構成します:     

 通知名 – 通知の 2 つのタイプは同じ通知プロファイルを使用するとメールを送信します。既

存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール

通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成に関する詳細については、コント

ロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 利用状況通知の設定 – 次の設定を構成して、ストレージおよび時間間隔のトリガーを指定

します。ストレージ サイズが設定した値を超える場合、メールが送信されます。 

o 閾値 – この通知の利用状況通知のトリガーを指定します。 

 ストレージ サイズが指定した値を超える場合、メールが送信されます。ストレ

ージの値を入力します:[{0} 以上] 、ドロップダウン メニューから MB また

は GB を選択します。 

 記憶域の制限は指定した割合を超える場合、メールが送信されます。スト

レージの整数を入力します:クォータ テンプレートの記憶域の容量は 

{0} % 以上記憶域の制限に関する通知は、サイト コレクション レベルの

みで使用できます。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。これらの数

値がここで設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力

し、ドロップダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

 予測設定 – このチェックボックスをオンにして、予測値をトリガーにした通知の設定を有効にし

てから、次の設定を構成します:   

o 期間 – [過去 {0}] テキストボックスに正の整数を入力し、ドロップダウン メニューか

ら日間、週間 または ヶ月間 を選択します。 

o 閾値 – ストレージ に正の整数を入力します:{0} 以上、ドロップダウン メニューから 

MB または GB を選択します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。これらの数

値がここで設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力

し、ドロップダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックすると、現在のプロファイルの情報をただちに取得します。[レポートの表示] をクリックす

ると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ストレージ トレンド レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 
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 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 タイプ – レポート タイプを設定します。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 ストレージ トレンド – 頻度毎のストレージ トレンドです。 

 予測 – 現在のトレンドに基づいて予測されたトレンドです。 

ストレージ分析 

ストレージ分析レポートには、SharePoint および外部デバイスに保存されたデータのサイズおよび割合が表示

されます。外部デバイスは、ストレージ最適化モジュールの設定に関係します。 

ストレージ分析レポートの生成 

ストレージ分析レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レポート] タブ

で、リボンの [ストレージ分析] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なファーム / Web アプリケー

ション / サイト コレクション / コンテンツ データベースまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テ

キスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにしま

す。 

3. 元データの生成 – 選択した範囲の元データを生成します。[元データの生成] をクリックします。構成

ウィンドウが表示されます。次の手順を実行します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから構成済みエクスポート先から選択するか、または、

[エクスポート先の新規作成] をクリックして新しいエクスポート先を作成します。詳細について

は、本ガイドの エクスポート先 セクションを参照してください。 
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 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を選択します。

既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細情報にアクセスできます。

[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通

知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設

定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添

付する] チェックボックスをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サ

イズを入力すると、レポートをメールに添付することができます。 

 物理ロケーション – [物理ロケーション] チェックボックスをオンにして、物理ロケーションの情

報を未処理のデータ レポートに含めます。[物理ロケーション] 列がレポート ファイルに追加さ

れます。これにより、データの物理ロケーションの情報を全体的に確認することができます。 

*注意: 物理ロケーションの情報が含まれると、レポートの生成速度が低下する可能性があり

ます。 

4. 外部ルール – 重要なオブジェクト タイプを指定し、それに応じてルールを構成してレポートを生成しま

す。 

 オブジェクト タイプ – ドロップダウン メニューからレポートに含むオブジェクト (添付ファイル、ド

キュメント、ドキュメント バージョン、アイテム および アイテム バージョン) を選択します。 

 ルール – ルールを 1 つ以上選択する必要があります。サイズ ルール および タイム ルール 

は構成に従ってデータを取得し、レポート ウィンドウにデータを個別に表示します。  

o サイズ ルール – BLOB サイズ および サイズ間隔 を指定します。0 から指定した 

BLOB サイズまでの範囲がサイズ間隔で除算され、レポート ダイアグラムの Y 軸とし

て表示されます。例えば、指定した BLOB サイズが 100MB で、サイズ間隔が 20

MB などです。Y 軸は、0MB、20MB、60MB、80MB および 100 MB 毎に表示

されます。 

o タイム ルール – 期間 および 時間間隔 を指定します。データが取得され、表示さ

れる場合、[作成日付] または [最終更新日時] を開始時刻として選択します。

 をクリックして期間およびタイム ゾーンを指定してから、[時間間隔] テキストボック

スに整数を入力します。期間が時間間隔で除算され、レポート ダイアグラムの Y 軸

として表示されます。 

[レポートを実行] をクリックし、[レポートのみ実行] または [保存してレポートを実行] を選択して、右側の 

レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ストレージ分析レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 ルール – ルール設定に従ってレポートを表示します。 

 表示方法 – データを表示する順序です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 SQL データ分析 – 指定したオブジェクトで分割された BLOB データです。 

 BLOB インベントリ – BLOB ストレージの情報です。 

ユーザー ストレージ サイズ 

ユーザー ストレージ サイズを使用して、サイト コレクション / サイト レベルのユーザーのストレージ サイズおよび

ライブラリ、リスト、ディスカッション掲示板の情報を表示します。 

ユーザー ストレージ サイズ レポートの生成 

ユーザー ストレージ サイズ レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [インフラストラクチャ レ

ポート] タブで、リボンの [ユーザー ストレージ サイズ] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成す

ることができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なサイト コレクション / サイトま

で展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポート

に含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. コレクタを有効にする – レポート用のデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サー

ビスのタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ 

コレクション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを

無効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変
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更されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイ

ド内の データ コレクション セクションを参照してください。         

4. ユーザー – ユーザー 構成エリアで、アクティビティを表示するユーザー、または表示しないユーザーを設

定することができます。 

 すべてのユーザーを含む – 既定では、このオプションが選択されます。すべてのユーザーのアク

ティビティを表示することができます。 

 排除するユーザー – アクティビティを表示しないユーザーを入力します。  をクリックして入力

した名前を確認するか、または、  をクリックしてレポートから除外するユーザーを検索すること

ができます。 

 含むユーザー – アクティビティを表示するユーザーを入力します。  をクリックして入力した名

前を確認するか、または、  をクリックしてレポートに含むユーザーを検索することができます。 

 匿名ユーザーを含む – [匿名ユーザーを含む] のチェックボックスをオンにして、匿名ユーザー

のアクティビティを含めます。 

5. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、 

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 閾値 – この通知のトリガーを指定します。[{0} 以上] の値を入力し、[ストレージ サイズ] 

ドロップダウン メニューから MB または GB  を選択します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。これらの数値がここで

設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 日間 または 週間 を選択します。 

[今すぐ取得] をクリックして、現在のプロファイルの情報をただちに取得するか、または、[レポートの表示] をク

リックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ユーザー ストレージ サイズ レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 表示方法 – レポートを表示する情報です。 

 次の順序でソート – データを表示する順序です。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 ユーザー ストレージ サイズ – ユーザー毎のストレージ サイズです。 

 詳細 – サイト コレクション / サイト URL 毎のユーザー毎のストレージ サイズです。 
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管理者レポートの作成 

管理者レポートを使用して、SharePoint の設定およびセキュリティを監視し、ガバナンスに活用することができ

ます。 

管理レポート インターフェイス 

レポート ポイントの 管理者レポート タブは、次の 3 つの部分から成ります。 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポート上でアクションを実行し、統合ジョブ モニターにア

クセスすることができるツールバーです。 

2. 範囲ウィンドウ – ファームまたは SharePoint オブジェクトを選択します。 

3. レポート設定 – レポートに含まれる設定を選択します。 

 

図 4: 管理者レポート構成インターフェイス 

構成レポート 

構成レポートを使用して、SharePoint 設定および構成の特定の情報および詳細情報を表示することができ

ます。 
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構成レポートの設定 

構成レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [管理レポート] タブで、リボンの [構成レポー

ト] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なファーム / Web アプリケー

ション / コンテンツ データベース / サイト コレクション / サイト / ライブラリ / リストまで展開するか、また

は、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣

のチェックボックスをオンにします。 

3. スケジュールを選択してください。(オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つ

を選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、[プロファイルを保存してレポートを実行] をクリック

するとデータを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスで構成した回後にジョブを停止するに

は、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日付と

時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。レポートのエクスポート設定 

構成エリアで、希望 のレポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表
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示] をクリックして選択したエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエク

スポート先を構成するには、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイ

ド内の エクスポート先 セクションの説明に従ってください。 

4. メール通知を選択してください。(必須ではありません) – [レポートをエクスポートする] チェックボッ

クスをオンにして、[メール通知] ドロップダウン メニューから通知プロファイルを選択するか、または、[メ

ール通知の新規作成] をクリックして新しいプロファイルを作成します。詳細については、コントロール パ

ネルの詳細ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックス

にレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. レポート設定を構成してください – レポートに含む情報を構成します。ドロップダウン メニューをクリック

してオプションを表示してから、該当するチェックボックスをオンにして情報が含まれるようにします。[比較

レポートを含む] を選択すると、異なるノードの比較レポートが含まれます。 

設定の構成が終了したら、[プロファイルを保存してレポートを実行] をクリックします。レポートのエクスポート 

ウィンドウが表示されます。希望の レポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして

選択したエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先

の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従ってください。 

*注意: Microsoft Excel (XLS) 形式で管理レポートをエクスポートする場合、ワークブックが 1370 シート

を超えるとレポートを表示できません。これは Microsoft Excel の制限です。 

[通知を送信する] チェックボックスをオンにすると、ユーザーにレポートの状態を通知します。この通知の 受取

人 を選択します。[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンに

して、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメールに添付するこ

とができます。    

[OK] をクリックしてレポートを生成するか、または、[キャンセル] をクリックして構成に戻ります。 

ベスト プラクティス レポート 

SharePoint にはパフォーマンスの制限がいくつかあるため、ベスト プラクティス レポートは、SharePoint の構

成および設定を監視するように作られており、適時にパフォーマンスを確認し、関係のあるユーザーに通知を行う

ことができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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ベスト プラクティス レポートに含まれる閾値を使用して、SharePoint 環境が健全かどうかを判断することがで

きます。 

ベスト プラクティス レポートの生成 

ベスト プラクティス レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [管理レポート] タブで、リボンの 

[ベスト プラクティス レポート] をクリックします。範囲 ウィンドウに次の設定を構成します: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なオブジェクト レベルまで展開

するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含め

るノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. 閾値プロファイル – [閾値プロファイル] ドロップダウン メニューから既定の閾値プロファイルを選択しま

す。選択したプロファイルを表示または編集するには、[閾値プロファイルの表示・編集] リンクをクリック

して閾値プロファイル インターフェイスに移動するか、または、ドロップダウン メニューから [閾値プロファイ

ルの新規作成] をクリックして新しい閾値プロファイルを作成します。現在のプロファイルをすべて表示す

るには、リボンの [閾値プロファイル] をクリックします。閾値プロファイル インターフェイスから、リボンの 

[作成] をクリックして新しいプロファイルを構成します:  

 プロファイル名 – テキスト ボックスに新しい プロファイル名 を入力します。 

 レポート レベル – ドロップダウン メニューから必要な レポート レベル を選択します。 

 閾値設定 – 必要な 制限 をオンにすると、閾値の値を編集できるようになります (既定値

は 最大値 です)。必要な閾値のタイプを選択し、値を構成します。これらの列については、

次の説明を参照してください  

o 制限 – SharePoint 制限の名前です。 

o 最大値 – Microsoft が推奨する各制限の最大値です。 

o 制限タイプ – 制限タイプは 2 つです: 

 閾値 – 特定の要件に合うように、超過して構成可能な制限です。 

 サポートされている – 既定でテスト済みの値に設定されている構成可

能な制限です。 
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ファーム / Web アプリケーション / サイト コレクションの閾値プロファイルを作成する場合、下

位レベルを含む エリアが表の下に表示されます。エクスポート済みレポートに下位レベルのパ

フォーマンス情報を含めるには、必要なレベルの隣にある該当するチェックボックスをオンにし、

閾値の設定を指定します。下位レベルを含む エリアはレポートのエクスポートのみで使用で

きるため、下位の情報はエクスポート済みレポートにのみ含まれ、該当する情報はレポート ウ

ィンドウに表示されません。  

 

終了したら、[OK] をクリックしてこれらの構成を保存するか、または、[キャンセル] をクリックすると、変

更を保存せずに 閾値プロファイルの新規作成 構成インターフェイスを閉じます。 

4. スケジュール – スケジュール 構成エリアで、次のオプションを  1 つ選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存し

てレポートを実行] をクリックするとデータを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにした場合、[レポートのエクスポート設定] を構成してベスト プラクティス レポ

ートを保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – このプロファイルのルールを適用し、データを取得する日付と時刻を

選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ
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ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

*注意: Microsoft Excel (XLS) 形式で管理レポートをエクスポートする場合、

ワークブックが 1370 シートを超えるとレポートを表示できません。これは Micros

oft Excel の制限です。 

o 通知 (オプション) – [通知を送信する] チェックボックスをオンにします。設定エリ

アが表示されます。 

この通知の受取人を選択します。メール通知を ファーム管理者 または 定義済

み受取人 に送信するように選択できます。定義済み受取人を選択する場合、ド

ロップダウン メニューから定義済みのメール通知プロファイルを選択して、詳細にア

クセスするには、[表示] をクリックします。[メール通知の新規作成] をクリックし

て新しいメール通知を作成します。詳細については、コントロール パネルの詳細ガ

イド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。[正常でない情報のみ送信

する] チェックボックスをオンにすると、メール内の添付されるレポートは正常でない

情報 (該当の閾値プロファイルに構成された制限の設定を超える情報) のみを

含めます。オンにしない場合、構成した閾値プロファイルに従って、添付されるレポ

ートに含まれる情報をすべて取得します。 

5. ジョブを実行するには、次の手順をのいずれか 1 つを選択します:  

 [プロファイルを保存してレポートを実行] をクリックして構成を保存してから、ジョブを実行

します。ジョブ完了後、レポートがウィンドウに表示されます。[レポートの表示] をクリックする

と、以前の取得した履歴データを表示することができます。このプロファイルに実行中のジョブ 

レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループから 

[データシートへエクスポート] に移動することができます。レポートのエクスポート ウィンド

ウが表示されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o 作成済み レポート形式 または エクスポート先 を選択します。新しいエクスポー

ト先を構成するには、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の 

エクスポート先 セクションの説明に従ってください。 

*注意: [レポートをエクスポートする] によって生成されたレポートはレポート ウ

ィンドウ に表示されませんが、エクスポート ジョブがジョブ モニターに記録されます。 

 

*注意: Microsoft Excel (XLS) 形式で管理レポートをエクスポートする場合、

ワークブックが 1370 シートを超えるとレポートを表示できません。これは Micros

oft Excel の制限です。 

o 移動元データ – [最新生成済みデータ] チェックボックスをオンにするとデータが

前回取得されたレポートをエクスポートし、[レポートの表示] をクリックするとレポ

ートが表示されます。[ただちにデータを生成する] をオンにすると、このジョブをた

だちに実行します。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

[OK] をクリックしてレポートを生成するか、または、[キャンセル] をクリックして構成に戻ります。 

ベスト プラクティス レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 オブジェクト バー – ノードの情報が下の表に表示されます。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

  警告 – 制限を超えている構成は強調表示されます。 

  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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コンプライアンス レポートの作成 

SharePoint システムの利用状況に対するコンプライアンス レポートを作成すると、「いつ、どこで、誰が、何を」 

といった問い合わせに応じることができ、操作性、生産性、および制限について分析することができます。また、

用語ストアの変更とコンテンツ タイプの使用量を追跡したり、監査レポートを生成するために選択する ShareP

oint オブジェクトに対して事前に構成したフィルター設定を適用したり、または、カスタム レポートのためのフィル

ター設定をカスタマイズすることもできます。 

コンプライアンス レポート インターフェイス 

レポート ポイントの コンプライアンス レポート タブは、次のように表示されます: 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポート上でアクションを実行し、統合ジョブ モニターにア

クセスできるツールバーです。 

2. 範囲ウィンドウ – レポートを生成する SharePoint オブジェクトを選択します。 

3. フィルター設定 – カスタム レポートのためにこれらの設定を構成します (このセクションはレポートの監

査のみで使用されます)。 

4. レポートの表示ウィンドウ – レポートをレビューします。情報の表示方法をカスタマイズするための構成

可能な設定がいくつかあります。 
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図 5: コンプライアンス レポート インターフェイス  
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用語ストア変更 

用語ストア変更レポートを使用して、SharePoint 全環境内のメタデータの変更を追跡することができます。 

用語ストア変更レポートの生成 

用語ストア変更レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブを

開き、リボンの 分類 グループの [ベスト プラクティス レポート] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定

を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な用語グループ / 用語セット

まで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポー

トに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. スケジュール – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存し

てレポートを実行] をクリックするとデータを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して 用語ストア変更レポート を

保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 
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o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

4. 期間 – この用語ストア変更のデータを取得する期間を指定します。期間 構成エリアで、次のオプショ

ンから 1 つを選択します: 

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択

します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、お

よび 前日 です。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

5. 次のオプションから 1 つを選択して用語ストア変更レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択して構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに用語ストア変更レポートのインターフェイスに戻ります。 

用語ストア変更レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 オブジェクト バー – ノードの情報が下の表に表示されます。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 検索 – キーワードを入力して表示されている列を検索します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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  – リストに表示させる列を設定すれば、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 列タイトルで  をクリックして列を非表示にします。 

  – リストに表示するアイテムをフィルターします。検索と異なって、キーワードによって検索しなく、任意

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

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

コンテンツ タイプ使用量レポート 

コンテンツ タイプ使用量レポートは、SharePoint 内のサイトおよびリスト全体でサイト コンテンツ タイプ使用量

を報告するように作られています。 

コンテンツ タイプ使用量レポートの生成 

コンテンツ タイプ使用量レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] 

タブを開き、リボンの 分類 グループの [コンテンツ タイプ使用量レポート] をクリックします。範囲 ウィンドウで

は、次の設定を行います。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要なサイト コレクション / サイトま

で展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポート

に含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

3. スケジュール – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、[レポートのみ実行] または [プロファイルを保存し

てレポートを実行] をクリックするとデータを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 
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o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して コンテンツ タイプ使用量 レ

ポートを保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

4. 次のオプションから 1 つを選択し、コンテンツ タイプ使用量レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択して構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ完了後、レポートがウィンドウに表示されます。[レポート

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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の表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することができます。このプロフ

ァイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックすると、構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリック

すると、構成を保存せずに コンテンツ タイプ使用量 レポート のインターフェイスに戻ります。 

コンテンツ タイプ使用量レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートを表示する方法をカスタマイズできるように、レポートの表示 ウィンドウに

は構成可能な設定がいくつかあります。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 コンテンツ タイプ 列 – コンテンツ タイプ 列に一覧表示されるリンクをクリックして、指定したコンテンツ 

タイプの詳細情報にアクセスします。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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  – リストに表示させる列を設定すれば、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 列タイトルで  をクリックして列を非表示にします。 

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

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

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

監査レポート 

監査レポートでは、監査レポートの生成のために選択する SharePoint オブジェクトに対して事前に構成され

ているフィルター設定を適用したり、カスタム レポートのフィルター設定をカスタマイズすることができます。 

監査レコードを取得した SharePoint オブジェクトのみ、ツリーに表示されます。レポートの生成を実行する前

に、監査コントローラで監査データを取得する必要があります。詳細については、監査コントローラ  セクションを

参照してください。 

ユーザー ライフサイクル レポートの生成 

ユーザー ライフサイクル レポートを使用して、指定したユーザーのアクションを、ライフサイクル全体で表示すること

ができます。これらのレポートは、監査レコードとログ レコードでデータの完全性を確保し、またユーザーのアクティ

ビティを使用できるようにします。 

ユーザー ライフサイクル レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動

して、リボンの [監査レポート] をクリックします。範囲 ウィンドウで必要な SharePoint Web アプリケーション 

/ サイト コレクション / サイト / リストを選択してから、リボンの 監査レポート グループの [ユーザー ライフサイ

クル] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を行います。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint Web アプリ

ケーション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキス

ト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 
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*注意: 範囲 ウィンドウの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければな

りません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複

数のサイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選

択することができません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択

します。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、お

よび 前日 です 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間] を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデータ

を取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して ユーザー ライフサイクル レ

ポート を保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す
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るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターをユーザー ライフサイクル レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定します。 

 アクション フィルター – [アクション フィルター] タブを読み込み、レポートに含まれるアクシ

ョンを選択します。 

 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

 タイプ – [タイプ] タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

7. 次のオプションから 1 つを選択してユーザー ライフサイクル使用量レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループの 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに ユーザー ライフサイクル レポートのインターフェイスに戻ります。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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リスト アクセス レポートの生成 

リスト アクセス レポートを生成して、リストにアクセスするユーザー、リストへの変更、および変更時刻を表示する

ことができます。これらのレポートは、監査レコードとログ レコードでデータの完全性を確保し、またリストの情報を

使用できるようにします。 

リスト アクセス レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動し、リボン

の [監査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint リストを選択してか

ら、リボンの 監査レポート グループの [リスト アクセス] をクリックします。範囲 ウィンドウでは、次の設定を行

います。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint リストまで展

開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含

めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウでの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければ

なりません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複

数のサイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選

択することができません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です。 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間]  を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデー

タを取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 
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 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して リスト アクセス レポートを

保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターをリスト アクセス レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 アクション フィルター – [アクション フィルター] タブを読み込み、レポートに含まれるアクシ

ョンを選択します。 

 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

 タイプ – [タイプ] タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

7. 次のオプションから 1 つを選択してリスト アクセス レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに リスト アクセス レポートのインターフェイスに戻ります。 

アイテム ライフサイクル レポートの生成 

アイテム ライフサイクル レポートには、指定したリストのアイテムのライフサイクルに関する情報が表示されます。こ

れらのレポートは、監査レコードおよびログ レコードでデータの完全性を確保し、また SharePoint 内のアイテ

ムのすべてのアクティビティを使用できるようにします。 

アイテム ライフサイクル レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動し、

リボンの [監査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint リストを選択

してから、リボンの 監査レポート グループの [アイテム ライフサイクル] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次

の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint リストまで展

開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含

めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければなり

ません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択する

ことができません。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です。 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間 を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間]  を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデー

タを取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して アイテム ライフサイクル レ

ポート を保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し
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たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターをアイテム ライフサイクル レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 アクション フィルター – [アクション フィルター] タブを読み込み、レポートに含まれるアクシ

ョンを選択します。 

 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

7. 次のオプションから 1 つを選択してアイテム ライフサイクル レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに アイテム ライフサイクル レポートのインターフェイスに戻ります。 

サイト アクセス レポートの生成 

サイト アクセス レポートを生成すると、サイトにアクセスするユーザー、サイトへの変更、および変更時刻を表示

することができます。これらのレポートは、監査レコードおよびログ レコードでデータの完全性を確保し、機密性の

コンプライアンスの違反を追跡し、サイト情報を使用できるようにします。 

サイト アクセス レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動し、リボン

の [監査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint サイトを選択してか

ら、リボンの 監査レポート グループの [サイト アクセス] をクリックします。範囲 ウィンドウに次の設定を構成し

ます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint リストまで展

開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含

めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければなり

ません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択する

ことができません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です。 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間] を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデータ

を取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して サイト アクセス レポートを

保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 
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o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターをサイト アクセス レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 アクション フィルター – [アクション フィルター] タブを読み込み、レポートに含まれるアクシ

ョンを選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

 タイプ – [タイプ] タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

7. 次のオプションから 1 つを選択してサイト アクセス レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに サイト アクセス レポートのインターフェイスに戻ります。 
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リスト削除レポートの生成 

サイト削除レポートを生成すると、リスト内で削除されたもの、削除を行ったユーザー、および削除された時刻を

表示することができます。これらのレポートは、監査レコードおよびログ レコードでデータの完全性を確保し、また

リストの情報を使用できるようにします。 

サイト アクセス レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動し、リボン

の [監査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint サイト / リストを選

択してから、リボンの 監査レポート グループの [リストの削除] をクリックします。範囲 ウィンドウでは、次の設

定を行います。 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint サイト / リス

トまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力します。レポ

ートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければなり

ません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択する

ことができません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です。 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間] を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデータ

を取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 
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 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して サイト アクセス レポートを

保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  
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5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターをリスト削除レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

 タイプ – [タイプ] タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

7. 次のオプションから 1 つを選択してリスト削除レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリ

ックすると、構成を保存せずに リスト削除 レポートのインターフェイスに戻ります。 

権限変更レポートの生成 

権限変更レポートには権限継承、ユーザー権限の変更、および権限レベルの解除などの権限変更の詳細を

表示します。これらのレポートは、監査レコードおよびログ レコードでデータの完全性を確保し、権限および継承

元の可用性を表示し、機密性のコンプライアンスの違反を追跡します。 

権限変更レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動し、リボンの 

[監査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint サイト コレクション / 

サイト / リストを選択してから、リボンの監査レポート グループで [権限の変更] をクリックします。範囲 ウィンド

ウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint サイト コレク

ション / サイト / リストまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名

前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければなり

ません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複数の

サイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択する

ことができません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間] を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデータ

を取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 

o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して 権限変更 レポートを保存

するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – このプロファイルのルールを適用し、データを取得する日付と時刻を

選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し
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たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。  

5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターを権限変更レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

 アクション フィルター – このフィルターは編集できません。権限変更レポートによりフィルター

される既定のアクションは、グループ メンバーの追加、権限の変更、アクセス許可レベルの

変更、および アクセス許可レベル継承の解除 です。 

7. 次のオプションから 1 つを選択し、権限変更レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 は淡色表

示になります。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに 権限変更 レポートのインターフェイスに戻ります。 

コンテンツ タイプ変更レポートの生成 

コンテンツ タイプ変更レポートには、変更の場所、変更時刻をはじめ、指定した期間内に行われたコンテンツ タ

イプへの変更がすべて表示されます。これらのレポートは、監査レコードおよびログ レコードでデータの完全性を

確保し、ユーザー情報を使用できるようにし、機密性のコンプライアンスの違反を追跡します。 

コンテンツ タイプ変更レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブで、リボン

の [監査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint サイト コレクション 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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/ サイトを選択してから、リボンの 監査レポート グループの [コンテンツ タイプ変更] をクリックします。範囲 ウ

ィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint サイト コレク

ション / サイトまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキスト ボックスに URL / 名前を入力

します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウでの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければ

なりません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複

数のサイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することができません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です。 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間] を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデータ

を取得することができます。  

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 
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o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して コンテンツ タイプ使用量 レ

ポートを保存するかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

5. 通知 (オプション) – ドロップダウン メニューから構成済みメール通知を 1 つ選択し、ジョブ条件を指定

したユーザーに送信します。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通知プロファイルを作

成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。 

6. フィルター – 次のフィルターをコンテンツ タイプ変更レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユ

ーザー、または表示しないユーザーを設定します。 

7. 次のオプションから 1 つを選択し、コンテンツ タイプ変更レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 がは淡色

表示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに コンテンツ タイプ変更 レポートのインターフェイスに戻ります。 

カスタム レポートの生成 

すべての取得した監査レコードからカスタム レポートを必要なときに生成することができます。 
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カスタム レポートを生成するには、レポート ポイントの [コンプライアンス レポート] タブに移動し、リボンの [監

査レポート] をクリックしてタブを展開します。範囲 ウィンドウで希望の SharePoint ノードを選択してから、リボ

ンの 監査レポート グループの [カスタム レポート] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成するこ

とができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – 範囲 構成エリアで、ファーム名をクリックしてデータ ツリーを必要な SharePoint Web アプリ

ケーション / サイト コレクション / サイト / リストまで展開するか、または、ツリー上部の [検索] テキス

ト ボックスに URL / 名前を入力します。レポートに含めるノードの隣のチェックボックスをオンにします。 

*注意: 範囲 ウィンドウでの選択はすべて、同じ SharePoint オブジェクト レベルで行われなければ

なりません。例えば、複数の Web アプリケーションを選択したり、異なる Web アプリケーション内の複

数のサイト コレクションを選択できますが、Web アプリケーションおよびサイト コレクションを同時に選択

することはできません。 

3. 期間 – 期間 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します:  

 期間 – [期間] チェックボックスをオンにして、ドロップダウン メニューから希望の期間を選択し

ます。選択できる期間は 8 つで、今月、前月、過去 2 ヶ月間、今週、前週、今日、および 

前日 です。 

 過去 {0} 日間 / 週間 / ヶ月間 – テキスト ボックスに整数を入力して、ドロップダウン メ

ニューから日間 / 週間 / ヶ月間を選択します。例えば、テキスト ボックスに 10 を入力し、

ドロップダウン メニューから [日間] を選択すると、ジョブを実行して、過去 10 日間のデータ

を取得することができます。 

 カスタム – [カスタム] チェックボックスをオンにして、期間をカスタマイズします。 

4. スケジュール (オプション) – スケジュール 構成エリアで、次のオプションから 1 つを選択します: 

 スケジュールなし – このプロファイルのスケジュールを構成しない場合、このオプションを選択

します。このオプションを選択した場合、データを手動で取得する必要があります。 

 手動でスケジュールを構成する – このオプションを選択して、このプロファイルのデータを取得

する特定の時刻を構成します。スケジュール 構成エリアが表示されます。次のオプションを使

用して、スケジュールをカスタマイズすることができます: 
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o レポートをエクスポートする – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにすると、レポートのエクスポート設定 を構成して カスタム レポート を保存す

るかどうかを選択します。 

o 開始時刻 – データを取得する日付と時刻を選択します。 

*注意: 開始時刻を現在の時刻より前に設定することはできません。 

o 間隔 – テキスト ボックスに整数を入力して、時間、日間、週間、または ヶ月間 

を選択します。データは、このスケジュールに基づき繰り返し取得されます。[カレン

ダー ビュー] をクリックしてカレンダーにスケジュールを表示します。 

o スケジュールの終了 – このプロファイルのデータを取得する終了時刻を指定しま

す。手動で停止するまでこのプロファイルのデータを繰り返し取得するには [終了

時刻なし] を選択します。テキスト ボックスに指定した回数の後にジョブを停止す

るには、[{0} 回後に終了] を選択します。データの取得を停止する特定の日

付と時刻を指定するには、[終了時刻] を選択します。 

o レポートのエクスポート設定 – [レポートをエクスポートする] チェックボックスをオ

ンにします。レポートのエクスポート設定 構成エリアが表示されます。希望の レ

ポート形式 および エクスポート先 を選択してから、[表示] をクリックして選択し

たエクスポート先の詳細情報にアクセスします。新しいエクスポート先を構成するに

は、[エクスポート先の新規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セ

クションの説明に従ってください。 

o 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取人 を

選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリックして詳細

情報にアクセスできます。[メール通知の新規作成] をクリックして新しいメール通

知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コ

ントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。

[レポート サイズが … 未満の場合、レポートをメールに添付する] チェックボック

スをオンにして、[{0} MB 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入

力すると、レポートをメールに添付することができます。 

5. フィルター – 次のフィルターをカスタム レポートに構成することができます: 

 URL フィルター – [URL フィルター] タブを読み込み、URL を指定して、範囲を縮小し

ます。 

 アクション フィルター – [アクション フィルター] タブを読み込み、レポートに含まれるアクシ

ョンを選択します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 ユーザー フィルター – [ユーザー フィルター] タブを読み込み、アクティビティを表示するユー

ザー、または表示しないユーザーを設定します。 

 タイプ – [タイプ] タブを読み込み、レポートに表示するタイプを設定します。 

6. 次のオプションから 1 つを選択してカスタム レポートを実行します:  

 [レポートを実行] をクリックし、ドロップダウン メニューから [レポートのみ実行] を選択して

ジョブを実行するか、または、[プロファイルを保存してレポートを実行] を選択すると構成を

保存してジョブを実行します。ジョブ実行後に、レポートは レポートの表示 ウィンドウに表示

されます。[レポートの表示] をクリックすると、以前の取得した履歴データを表示することが

できます。このプロファイルに実行中のジョブ レコードがない場合、レポートの表示 がは淡色

表示になります。 

  をクリックするとレポート プロファイルを保存してから、リボンの レポート操作 グループで 

[データシートへエクスポート] に移動します。データシートへエクスポート ウィンドウが表示

されます。レポートを生成するには、次の手順を実行します: 

o レポート形式 – ドロップダウン メニューから必要なレポート形式を選択します。 

o エクスポート設定 – 今すぐレポートをエクスポートするかどうかを選択します。[ただち

にローカルへエクスポート] チェックボックスをオンにし、[OK] をクリックしてジョブをただ

ちに実行してレポートをエクスポートするか、または、[オフライン エクスポート] をオン

にして次の設定を構成します: 

 エクスポート先 – ドロップダウン メニューから作成済みエクスポート先を選択

するか、または、新しいエクスポート先を構成するには、[エクスポート先の新

規作成] をクリックして、本ガイド内の エクスポート先 セクションの説明に従っ

てください。 

 通知 – [通知を送信する] チェックボックスをオンにして、この通知の 受取

人 を選択します。既存のメール通知プロファイルを選択し、[表示] をクリック

して詳細情報にアクセスするか、または、[メール通知の新規作成] をクリッ

クして新しいメール通知プロファイルを作成することができます。メール通知プ

ロファイルの作成の詳細については、コントロール パネルの参照ガイド の ユー

ザー通知設定 の説明を参照してください。[レポート サイズが … 未満の

場合、レポートをメールに添付する] チェックボックスをオンにして、[{0} M

B 未満] テキスト ボックスにレポートの最大サイズを入力すると、レポートをメ

ールに添付することができます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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[OK] をクリックして構成を保存し、レポートをエクスポートします。[キャンセル] をクリックす

ると、構成を保存せずに カスタム レポート インターフェイスに戻ります。 

監査レポートの表示 

監査レポートを生成すると レポートの表示 ウィンドウに監査レポートを表示することができます。このエリアで、

[グループ毎に表示] ドロップダウン メニューからレポートに含まれるグループを選択することができます。 

大部分の監査レポートには、次の情報が含まれます: 

列名 列名 

URL タイトル 

タイプ 時間 

ユーザー (ログイン名) 詳細 

ユーザー アクセス元 IP アドレス 

操作 ホスト名 

 

権限変更 レポートには 結果 および 操作 の情報も含めます。様々な操作に従って [操作] 列にあるリンクを

クリックしすると、[管理] > [管理センター] の権限を操作するインターフェイスが表示されます。 

コンテンツ タイプ変更 レポートには、次の情報が含まれます。 

列名 列名 

サイト 時間 

最新名 場所 

コンテンツ タイプ名 レベル 

変更者 (ログイン名) 変更内容 

変更者  

 

次の方法でレポートの表示方法をカスタマイズすることができます: 

  – リストに表示させる列を設定すれば、表示したい情報のみを表示することができます。  をクリック

して列名の隣のチェックボックスをオンにすると、選択した列のみをリストに表示させることができます。 

  – 列タイトルで  をクリックして列を非表示にします。 
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  – リストに表示するアイテムをフィルターします。検索と異なり、キーワードによって検索を行わず、任

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

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

*注意: ジョブ モニターにはショートカットがあり、リボンの レポート ポイント ツール グループでボタンをクリックす

ると該当するレポートを表示します。ジョブ モニター の使用の詳細については、ジョブ モニター ユーザー ガイド

を参照してください。  

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Job_Monitor_Reference_Guide.pdf
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DocAve レポートの生成 

DocAve レポートを使用して、システム ハードウェアおよび DocAve アクティビティについて、監視することがで

きます。 

DocAve レポート インターフェイス 

レポート ポイントの [DocAve レポート] タブで、次のように表示されます: 

1. リボン – 生成するレポートのタイプを選択し、レポート上でアクションを実行し、統合ジョブ モニターにア

クセスできるツールバーです。 

2. 範囲ウィンドウ – レポートの設定を構成します。 

3. レポートの表示ウィンドウ – レポートをレビューします。情報の表示方法をカスタマイズするための構成

可能な設定がいくつかあります。 

 

図 6: DocAve レポート インターフェイス. 
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DocAve トポロジー 

DocAve トポロジーを使用して、DocAve マネージャーのサービス トポロジーを監視することができます。Doc

Ave トポロジーにアクセスするには、レポート ポイントの [DocAve レポート] タブで、リボンの [DocAve ト

ポロジー] をクリックします。 

DocAve トポロジー レポートには、サービス状態と一緒にエージェント名が表示されます。マネージャーまたはエ

ージェント サービスをクリックしてサーバー名、状態、オペレーション システム、メモリーなどの詳細情報を取得しま

す。サービス モニター タブにトポロジー内の各サービスの状態を表示したり、ネットワーク接続 タブにネットワー

ク スループットを表示することができます。 

1. 通知 – メール通知 構成エリアで、必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利

用状況通知] チェックボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、

コントロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 閾値 – 通知のトリガーを指定します。これらの閾値のいずれか、または両方を使用するように

選択することができます: 

o ネットワーク遅延 をオンにします:[{0} ミリ秒以上] チェックボックスをオンにして、こ

の閾値をアクティブにしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

o 平均スループット をオンにします:[{0} kbps 以上] チェックボックスをオンにして、

この閾値をアクティブにしてから、テキスト ボックスに正の整数を入力します。 

*注意: 既定では、ネットワーク遅延 および 平均スループット が時間毎にチェックされていま

す。これらの数値がここで設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 時間、日間、週間、ヶ月間、または 年間 を選択します。 

パフォーマンス モニター 

パフォーマンス モニターは、DocAve マネージャーのホストの CPU / メモリー使用量が表示されます。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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パフォーマンス モニター レポートの生成 

パフォーマンス モニター レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [利用状況レポート] タブで、

リボンの [パフォーマンス モニター] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – レポートを生成するホストを選択します。 

3. メール通知 – 必要な条件が満たされた場合にメール通知を送信するには、[利用状況通知] チェッ

クボックスをオンにします。次のオプションを構成します: 

 通知名 – 既存のメール通知を選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして

新しいメール通知プロファイルを作成します。メール通知ルールの作成の詳細については、コン

トロール パネルの詳細ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。閾値 – 通

知のトリガーを指定します。これらの閾値のいずれか、または両方を使用するように選択するこ

とができます: 

o [CPU] チェックボックスをオンにして、この閾値をアクティブにしてから、[{0} ％ 使用

の状態が {1} 分以上継続] の値を入力します。 

o [メモリー] チェックボックスをオンにして、この閾値をアクティブにしてから、[{0} ％ 使

用の状態が {1} 分以上継続] の値を入力します。 

*注意: 既定では、 CPU / メモリー使用量が分毎に 2 回チェックされます。これらの数値が

ここで設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎] テキスト ボックスに正の整数を入力し、ドロッ

プダウン メニューから 分間 または 時間 を選択します。 

[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポートの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

パフォーマンス モニター レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 時間間隔 – レポートが表示される時間間隔です。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 CPU / メモリー – CPU データ、メモリー データ、またはその両方を表示します。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 詳細 – ホストマシン毎のパフォーマンスです。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

ディスク容量モニター 

ディスク容量モニター レポートには、DocAve 論理デバイスの容量利用状況が表示されます。選択した論理

デバイスに使用される Net Share デバイスの容量の利用状況のみ表示されます。 

ディスク容量モニター レポートの生成 

ディスク容量モニター レポートの基本設定を構成するには、レポート ポイントの [DocAve レポート] タブで、

リボンの [ディスク容量モニター] をクリックします。範囲 ウィンドウで、次の設定を構成することができます: 

1. レポート プロファイル名 – ドロップダウン メニューから以前に構成したプロファイルを選択するか、または、

[レポート プロファイル] テキスト ボックスに新しい名前を入力して、新しいプロファイルを作成します。

 をクリックしてすべてのフィールドを消去するか、または、  をクリックして現在のレポート プロファイル

への変更を保存するか、あるいは、  をクリックして新しいプロファイル名での変更を保存します。 

2. 範囲 – レポートを生成する 論理デバイス を選択します。 

3. コレクタを有効にする – レポートのデータを取得します。既定では、この機能は (コントロール サービス

のタイム ゾーンに従って) 深夜に情報を収集します。[データ コレクション] をクリックして、データ コレ

クション ページに移動します。既定では、コレクタ スケジュールが有効です。コレクタ スケジュールを無

効にするには、[コレクタを有効にする] チェックボックスをオフにします。コレクタの状態が 無効 に変更

されると、DocAve はスケジュールに従って情報を取得しません。コレクタの詳細については、本ガイド

内の データ コレクション セクションを参照してください。 

4. メール通知 – メール通知 構成エリアで、このレポートのために通知の 2 つのタイプを設定することがで

きます。[利用状況通知の設定] および [予測設定] のいずれかまたは両方を構成することができま

す。指定した閾値を満たしている際にメールを送信するには、[利用状況通知] チェックボックスをオンし

て、利用状況通知の設定 エリアをアクティブにします。予測値に達したときにメールを送信するには、

[予測] チェックボックスをオンにして、予測設定 エリアをアクティブにします。次の設定を構成します:     

 通知名 – 2 つの通知のタイプは、同じ通知プロファイルを使用してメールを送信します。既存

のメール通知プロファイルを選択するか、または、[メール通知の新規作成] をクリックして新し
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いメール通知プロファイルを作成します。メール通知プロファイルの作成の詳細については、コン

トロール パネルの参照ガイド の ユーザー通知設定 の説明を参照してください。 

 利用状況通知の設定 – ストレージおよび時間間隔のトリガーを指定して、ストレージ サイズ

が設定した値を超えたら、メールを送信します。利用状況通知 の設定を構成します。 

o 閾値 – この通知の利用状況通知のトリガーを指定します。[使用量が {0} %以

上] の値を入力します。 

*注意: 既定では、構成した間隔に従って、閾値の確認が行われます。これらの数

値がここで設定した閾値を超えると、メール通知が送信されます。 

o 間隔 – メールを送信する時間間隔を指定します。 テキストボックスに整数を入力し、 

ドロップダウン メニューから 時間 / 日間 / 週間 / ヶ月間 / 年間 を選択します。 

 予測設定 – このチェックボックスをオンにして、予測値によって通知の開始を有効にしてから、

次の設定を構成します:  

o 期間 –  テキストに正の整数を入力し、ドロップダウン メニューから 日間 または 週間 

を選択します。 

o 閾値 – [使用量が {0} %以上] の値を入力します。 

o 間隔 – メール通知の頻度を指定します。[毎]__ テキスト ボックスに正の整数を入

力し、ドロップダウン メニューから 時間、日間、週間、ヶ月間、または 年間 を選択し

ます。 

[今すぐ取得] をクリックして、データをただちに取得します。[レポートの表示] をクリックすると、右側の レポー

トの表示 ウィンドウにレポートを生成します。 

ディスク容量モニター レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 X 軸 – X 軸のパラメータを設定します。 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 タイプ – レポート タイプを設定します。 

http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
http://www.avepoint.co.jp/assets/pdf/sharepoint_user_guides/Control_Panel_Reference_Guide.pdf
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 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 範囲 – レポートに表示されるデータの範囲を変更します。 

 データ – 表示するデータ グループです。 

 利用状況 – 頻度毎の利用状況です。 

 予測 – 現在のトレンドに従った予測トレンドです。 

 状態 – 現在のデータ タイプです。 

 詳細 – デバイス データ毎の利用状況です。 

ジョブ パフォーマンス モニター 

ジョブ パフォーマンス モニターには、最小単位 / プラットフォーム レベルでのバックアップおよびリストアのジョブのパ

フォーマンスが表示されます。 

[ジョブ パフォーマンス モニター] をクリックします。ジョブ パフォーマンス モニター レポートは次のウィンドウが表

示されます。ウィンドウの右上隅で監視するジョブ タイプを選択します。詳細 タブでジョブの詳細情報を表示す

ることができます。 

ジョブ パフォーマンス モニター レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 フィルター選択 – 表示するデータをフィルターします。 

 ジョブ パフォーマンス モニター – 頻度毎のジョブ パフォーマンスです。 

 詳細 – ジョブ毎のジョブ パフォーマンス ジョブです。 

DocAve 監査マネージャー 

DocAve 監査マネージャーは、プランの生成、プロファイルの削除、エージェントのインストールまたはアンインスト

ールなどの DocAve システムのアクティビティを監視します。 
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DocAve 監査マネージャーにアクセスするには、レポート ポイントの [DocAve レポート] タブで、リボンの [D

ocAve 監査マネージャー] をクリックします。 

DocAve 監査レポートの表示 

レポートが生成されていると、レポートの表示 ウィンドウに構成可能ないくつかの設定が表示され、レポートのデ

ータ表示方法をカスタマイズできます。次の設定を レポートの表示 ウィンドウで構成することができます: 

 期間 – レポートの期間パラメータです。 

 頻度 – レポートが表示される時間間隔です。 

 タイプ – レポートが表示される時間間隔です。 

 カスタム – カレンダーで期間および頻度をカスタマイズします。 

 Y 軸 – Y 軸のパラメータを設定します。 

 DocAve 監査マネージャー – 頻度毎に時間によるアクティビティです。 

 詳細 – モジュラー データを持つユーザー毎のアクティビティです。 
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DocAve レポート ポイントの使用例 

ここでは、様々な実際の状況の中で、本ガイドで説明している機能を使用する例を紹介します。レポート ポイ

ントの特定の機能をいつ使用すればよいのか、また、全体的なユーザー エクスペリエンスを向上させるためにレポ

ート ポイントを他の DocAve 製品とどのように連携させればよいのか、この使用例を参考にしてください。 

インフラストラクチャ レポートによる低ストレージ コストの実現 

ジャックは中規模企業のIT 部門長です。数ヶ月前、SharePoint を採用するというジャックの提案が会社に

承認されました。ジャックは、SharePoint 環境をフルに活用するために、SharePoint からファイル シェアに保

存されているドキュメントにアクセスできるように DocAve 6 コネクタを構成しました。これにより、エンド ユーザー

に影響を与えずに、データを現在のストレージ デバイスに置くことができます。 

ジャックは、SharePoint の社内での利用が増えていくと、ストレージに対するニーズが急速に増大するだろうと

予想していました。そこで、データ利用状況を追跡するために、メール通知を設定し、ストレージ トレンドが特定

の閾値に達したら通知メールを受け取るようにしました。また、2 週間毎にストレージ トレンドのレポートを生成

して、SharePoint 環境の拡大に伴い、会社のストレージ ニーズの計画を立てました。ジャックは、SQL データ

ベースを追加購入するのではなく、下位階層のストレージ デバイスを購入し、DocAve ストレージ マネージャー

を使用して BLOB をオフロードすることに決めました。購入するストレージのサイズを計算するために、DocAve 

レポート ポイントのストレージ分析機能を使用して BLOB サイズのトレンドを確認します。また、SQL データベ

ースからデータを最も効果的に移動できるように、ストレージ マネージャーでより効率的にルールを構成する方

法を特定するために、ストレージ分析レポートを分析しています。古いデータやもう使用していないデータについ

ては、DocAve アーカイバでルールを設定してデータを最も低い階層ストレージに移動します。これは、記録や

コンプライアンスのためにデータを保持する、コスト的に最も手頃な方法です。 

利用状況レポートによる SharePoint アクティビティの監視 

ジャックの会社はこの半年間、SharePoint を使用してきましたが、管理部門が社員に望んでいることは、Sha

rePoint を実際に使用しもらいて、ワークフローのコラボレーションと作業の効率を上げてもらうことです。そこで、

ジャックは SharePoint の利用状況を追跡するために、SharePoint の使用開始から毎月、DocAve のレ

ポート ポイントを起動し、次のレポートを生成してきました。 

 サイト アクティビティと利用状況 – 指定したサイトを利用しているユーザー数を確認します。 
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 ページ トラフィック – これらのサイトの特定の部分を利用しているユーザー数の情報から、チームのサイ

トの最も重要な部分が利用されているかどうかを確認します。 

 ワークフローの状態 – サイトのワークフロー数、使用されたテンプレート、状態および割り当てられたユー

ザーに関する情報を表示します。 

 アクティビティの多いユーザー – 最もアクティビティの多いユーザーが利用しているサイトに関する情報を

確認します。 

 

ジャックは、毎月に同じレポートを生成するので、レポートの各種の設定を構成し、プロファイルを保存しました。

これで、毎回すべての設定を再度構成せずに、同じレポートを生成することができます。さらに、毎月のレポート

設定を構成する際の人的ミスが排除されるため、生成されるデータのパラメータの整合性が向上します。各レポ

ートを Excel シートにエクスポートし、すべてのシートを同じ場所に保存するようにもしました。SharePoint の

利用状況トレンドの統計について問い合わせを受けたときには、過去半年間に生成されたすべてのデータシート

と一緒にレポートを転送できるようになりました。 

コンプライアンス レポートによるセキュリティ リスクの低減 

ジャックは、社内のサイトにある文書が、最近外部に漏れていると管理部から連絡を受けました。そこで、早速、

DocAve レポート ポイントのカスタマイズしたコンプライアンス レポートを生成して、特定の期間内にサイトと文

書にアクセスした人物と、その人 (達) が取った行動に関する情報を取ることにしました。まず、アイテム ライフサ

イクル レポートを生成して、問題の文書にアクセスした人物を確認し、管理部門と社内のコンプライアンス部門

にレポートを送信しました。これらのレポートをレビューしたところ、情報を漏らした人物が実際にはアクセス権限

を持っていなかったことが判明しました。このことは、問題のサイトに対して不正な権限の設定があることを意味し

ます。ジャックは、サイト アクセスおよびリスト アクセス レポートを生成し、最近サイトの権限を変更した人物を

探しました。管理部によるレポートのレビューが終了した後に、ジャックは DocAve 管理センターを起動して、セ

キュリティ検索を実行し、どのユーザーおよびユーザー グループがサイトでどの権限レベルを持っているのかを確認

しました。そして、サイトのユーザー権限を調べて、不適切なユーザーを除外しました。 
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付録 A: 詳細構成 

レポート テンプレートのカスタマイズ 

レポート テンプレートを使用して、様々なレポート タイプの形式を標準化することができます。レポート テンプレ

ートをカスタマイズするには、以下の手順に従ってください: 

1. Microsoft Windows で [スタート] > [すべてのプログラム] > [Microsoft SQL Server 2

008 R2] > [構成ツール] > [レポート サービスの構成マネージャー] の順に進み、使用している 

SQL サーバーに接続します。レポート サービスの構成マネージャーのインターフェイスが表示されます。 

2. 右側のウィンドウで [レポート マネージャー URL] タブをクリックし、右側のウィンドウで該当の URL を

クリックしてブラウザでリンクにアクセスします。 

3. ブラウザには SQL Server Reporting Services のホームページが表示されます。このページで、

ダブルクリックして DocAve6RDLFolder を開き、編集するレポート テンプレートを選択します。 

4. 編集するテンプレートの上にマウス カーソルを移動し、下向き矢印をクリックしてドロップダウン メニューを

開きます。[ダウンロード] をクリックし、指定した場所にテンプレートのローカル コピーを保存します。指

定したテンプレート ファイルのコピーを保存した後、ドロップダウン メニューの [レポート ビルダーでの編

集] をクリックし、テンプレート ファイルを編集します。 

5. Microsoft SQL Server レポート ビルダー でテンプレートをカスタマイズし、変更が完了したら、そ

の変更内容を保存します。 

SharePoint グラフ Web パーツによる XLSX レポート データの

可視化 

レポートの発行機能を含む SharePoint グラフ Web パーツ機能と、DocAve の SharePoint ドキュメント 

ライブラリ機能を、次の構成を使用して組み合わせることができます。XLSX レポート ファイルを SharePoint 

ドキュメント ライブラリにエクスポートした後、SharePoint でグラフ Web パーツを使用してグラフを生成し、エク

スポートした XLSX 形式のレポート データを表示することができます。 

XLSX 形式レポートのグラフを生成するには、次の手順を実行します: 
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1. SharePoint で、[サイトの操作]  > [ページの編集] の順に進み、リボンの [挿入] をクリックしま

す。挿入 タブが表示されます。グラフ Web パーツと、グラフ Web パーツによって使用される XLSX 

レポートが同じ Web アプリケーションに存在することを確認します。 

2. リボンの [Web パーツ] をクリックするか、または、[Web パーツの追加] エリアをクリックして Web 

パーツを追加します。 

3. カテゴリ リストにある [ビジネス データ] を選択し、次に Web パーツ グループから [グラフ Web パ

ーツ] を選択します。[追加] をクリックするとグラフ Web パーツが表示されます。 

4. [グラフ Web パーツ] エリアで、[データおよび表示] をクリックして、データ接続およびグラフ表示ウ

ィザード ページにアクセスします。 

5. [グラフをデータに接続する] をクリックして データ接続ウィザード ページにアクセスし、グラフ Web パ

ーツをデータ ソースに接続してから、次の手順を実行します:  

 ステップ 1: データ ソースの選択 - [Excel Services に接続する] ラジオ ボタンを選択

し、グラフ Web パーツを Excel Services を使用する Excel ブックからのデータに接続し

ます。[次へ] をクリックして次の手順に移動します。 

 ステップ 2: Excel Services のデータに接続する - Excel Services の接続を構成し

ます。既定で Excel Web Service URL が入力されています。 

[Excel ブックのパス] テキスト ボックスに XLSX レポート ファイルの完全な URL を入力

します (例: http://avepoint:10000/sites/docave/DocAve Report Center Re

ports/Site Usage.XLSX)。[範囲名] テキスト ボックスに正しい範囲を入力します。既

定で [先頭行を見出しとして使用する] チェックボックスがオンになっています。従って、1行

目の値はデータではなく、表の見出しとみなされます。[次へ] をクリックして次の手順に移動

します。 

 ステップ 3: データを取得してフィルターする - リストに表示されている Excel Services 

から取得されるデータを表示することができます。必要に応じて、[フィルター] エリアでパラメ

ータを追加して、データをフィルターすることができます。[次へ] をクリックして次の手順に移動

します。 

 ステップ 4: データにグラフをバインドする - 様々なグラフ要素の関連性については、左側

の図を参照してください。Y フィールドおよび X フィールドのカスタマイズなど、右側で構成を実

行して、グラフをカスタマイズします。 

[完了] をクリックすると、追加されたグラフ Web パーツにグラフを表示することができます。 
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6. 最新の XLSX レポートが同じ名前で指定した場所にエクスポートされると、グラフ内のデータは更新さ

れます。追加されたグラフ Web パーツには常に、エクスポートされた XLSX レポートの最新データが表

示されます。  
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付録 B: ホット キー モードへのアクセス  

作業の効率性と生産性を上げるために、キーボードだけを使用して迅速に操作を実行できるように、DocAve 

ではホット キー モジュールがサポートされています。DocAve インターフェイスからホット キー モードにアクセスす

るには、Ctrl +Alt + Z キーを押し、1 を押して製品ウィンドウに移動します。レポート ポイント製品にアクセ

スするには、R を押します。 

次の表は、トップ レベルのホット キーのリストです。以下のホット キーを使用すると、対応する製品のインターフェ

イスにアクセスすることができます。例えば、S を押し続けると、設定インターフェイスが表示されます。 

機能  ホット キー 

利用状況レポート U 

インフラストラクチャ レポート I 

管理レポート A 

コンプライアンス レポート C 

DocAve レポート D 

設定 S 

共通のアクセス 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キー モジュールにアクセスすることができます。Ctrl +Alt 

+ Z キーを押し、ホット キーを表示する 共通のアクセス ページに移動して、目的の機能にアクセスします。 

次の表は、共通のアクセスのホット キーのリストです。レポート ポイント インターフェイスのどこからでも、Ctrl +A

lt + Z キーを押し、共通のアクセス ページにアクセスしてから、指定したホット キーを押せば、対応する製品

にアクセスすることができます。例えば、I を押し続けると、インフラストラクチャ レポート インターフェイスに移動し

ます。 

機能名およびホット キー 

利用状況レポート U 

インフラストラクチャ レポート I 

管理レポート A 

コンプライアンス レポート C 

DocAve レポート D 

設定 S 
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機能名およびホット キー 

DocAve ホーム ページ 1 

DocAve オンライン コミュニティ 2 

コントロール パネル 3 

ジョブ モニター 4 

プラン グループ 5 

アカウント情報  6 

ヘルプと詳細 7 

利用状況レポート インターフェイス 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キーを使用すると利用状況レポート インターフェイスにアク

セスすることができます。Ctrl +Alt + Z キーを押し、ホット キー モジュールにアクセスしてから、U を押せば、

利用状況レポート インターフェイスにアクセスすることができます。 

次の表は、利用状況レポート インターフェイスのリボンにある機能のホット キーのリストです。例えば、K を押し

続けると、インフラストラクチャ レポート インターフェイスに移動します。 

機能名およびホット キー 

検索利用状況  SR 

サイト アクティビティと利用状況 SA 

チェックアウト済みファイル K 

ページ トラフィック P 

参照元 I 

最終アクセス時刻 L 

失敗したログイン試行 F 

ワークフローの状態 W 

SharePoint 通知 V 

ダウンロード数ランキング D 

サイトの利用状況 SU 

アクティビティの多いユーザー A 

レポートのエクス

ポート 
E 

データシートへエ

クスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

スクリーンショット

の出力 
O 

印刷 P 

エクスポート E 
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機能名およびホット キー 

閉じる X 

ジョブ モニター J 

レポートの表示 SP 

インフラストラクチャ レポート インターフェイス 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キーを使用するとインフラストラクチャ レポート インターフェ

イスにアクセスすることができます。Ctrl +Alt + Z キーを押し、ホット キー モジュールにアクセスしてから、I を

押せば、インフラストラクチャ レポート インターフェイスにアクセスすることができます。 

次の表は、インフラストラクチャ レポート インターフェイスのリボンにある機能のホット キーのリストです。例えば、S

S を押し続けると、SharePoint サービス レポート インターフェイスに移動します。 

機能名およびホット キー 

SharePoint サービス SS 

CPU / メモリー使用量 C 

ネットワーク  N 

SharePoint トポロジー G 

SharePoint 検索サービス F 

環境検索 I 

相違点レポート D 

サイト コレクションの読み込み時間 L 

ストレージ トレンド T 

ストレージ分析 B 

ユーザー ストレージ サイズ O 

レポートのエクス

ポート 
E 

データシートへエ

クスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

スクリーンショット

の出力 
O 

印刷 P 

エクスポート E 

閉じる X 

ジョブ モニター J 

レポートの表示 SP 
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管理レポート インターフェイス 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キーを使用すると管理レポート インターフェイスにアクセス

することができます。Ctrl +Alt + Z キーを押し、ホット キー モジュールにアクセスしてから、A を押せば、管理

レポート インターフェイスにアクセスすることができます。 

次の表は、管理レポート インターフェイスのリボンにある機能のホット キーのリストです。例えば、C を押し続ける

と、管理レポート インターフェイスに移動します。 

機能名およびホット キー 

構成レポート C 

プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
R 

ジョブ モニター J 

ベスト プラ

クティス レ

ポート 

B 

閾値プロファ

イル 
T 

作成 N 
OK O 

キャンセル C 

編集 E 
OK O 

キャンセル C 

削除 D 

戻る B 

レポートを実行 R 

レポートの表示  SP  

レポートのエク

スポート 
E 

データシート

へエクスポー

ト 

E 

OK O 

キャンセル 
C 

スクリーンショ

ットの出力 
O 

印刷 P 

エクスポー

ト 

E 

閉じる X 

ジョブ モニター J 

コンプライアンス レポート インターフェイス 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キーを使用すると管理レポート インターフェイスにアクセス

することができます。Ctrl +Alt + Z キーを押し、ホット キー モジュールにアクセスしてから、C を押せば、コンプ

ライアンス レポート インターフェイスにアクセスすることができます。 
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次の表は、コンプライアンス レポート インターフェイスのリボンにある機能のホット キーのリストです。例えば、C を

押し続けると、コンテンツ タイプ利用状況レポート インターフェイスに移動します。 

機能名およびホット キー 

用語ストア変更 M 

コンテンツ タイプ利用状況 CT 

監査レポート A 

ジョブ モニター J 

用語ストア変更 

機能名およびホット キー 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 O 

  
プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

ジョブ モニター J 

データシートへエクスポー

ト 
E 

OK O 

キャンセル C 

コンテンツ タイプ利用状況 

機能名およびホット キー 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 O 

  
プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

ジョブ モニター J 

データシートへエクスポー

ト 
E 

OK O 

キャンセル C 

監査レポート 

機能名およびホット キー 

ユーザー ライフ

サイクル 
U 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R レポートのみ実行 O 
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機能名およびホット キー 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

リストのアクセス LA 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

アイテム ライフ

サイクル 
I 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

サイトのアクセス SA 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

リストの削除 LD 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 
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機能名およびホット キー 

権限の変更 U 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

コンテンツ タイ

プ変更 
CC 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

カスタム レポー

ト 
CU 

レポートの表示 SP 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存し

てレポートを実行 
S 

ジョブ モニター  J 

データシートへ

エクスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

DocAve レポート インターフェイス 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キーを使用すると DocAve レポート インターフェイスにアク

セスすることができます。Ctrl +Alt + Z キーを押し、ホット キー モジュールにアクセスしてから、D を押せば、

DocAve レポート インターフェイスにアクセスすることができます。 

次の表は、DocAve レポート インターフェイスのリボンにある機能のホット キーのリストです。例えば、T を押し

続けると、DocAve トポロジー レポート インターフェイスに移動します。 

機能名およびホット キー 

DocAve トポロジー T 

パフォーマンス モニター P 
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ディスク容量モニター  D 

ジョブ パフォーマンス モニター M 

DocAve 監査マネージャー A 

レポートを実行 R 

レポートのみ実行 O 

プロファイルを保存してレ

ポートを実行 
S 

レポートの表示 SP 

レポートのエクス

ポート 
E 

データシートへエ

クスポート 
E 

OK O 

キャンセル C 

スクリーンショット

の出力 
O 

印刷 P 

エクスポート E 

閉じる X 

ジョブ モニター J 

設定 

レポート ポイント インターフェイスのどこからでもホット キーを使用すると設定インターフェイスにアクセスすることが

できます。Ctrl +Alt + Z キーを押し、ホット キー モジュールにアクセスしてから、S を押せば、設定インターフ

ェイスにアクセスすることができます。 

次の表は、設定インターフェイスのリボンにある機能のホット キーのリストです。例えば、D を押し続けると、デー

タ コレクション インターフェイスに移動します。 

機能名およびホット キー 

データ コレクション D 

IIS ログ I 

レポート作成サービス R 

クロス ファーム サービス構成 C 

監査コントローラ A 

監査プルーニング P 

機能の管理 M 

エクスポート先 L 

データ コレクション 

機能名およびホット キー 
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機能名およびホット キー 

プロファイルの表示 V 

有効 E 

無効 D 

範囲の表示 V 

戻る B 

編集 E 
OK O 

キャンセル C 

今すぐ取得 G 

ジョブ モニター J 

OK O 

キャンセル C 

戻る B 

IIS ログ 

機能名およびホット キー 

すべてのフィールドを選択 S 

ロールバック R 

閉じる C 

レポート サービス 

機能名およびホット キー 

OK O 

キャンセル C 

クロス ファーム サービス構成 

機能名およびホット キー 

構成 F 

再検出 R 

OK O 

キャンセル C 

すべて再検出 R 

OK O  

キャンセル C 
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監査コントローラ 

機能名およびホット キー 

プラン ビル

ダー 
P 

ウィザード 

モード 
W 

戻る B 

次へ N 

完了 F 

キャンセル C 

フォーム モ

ード 
F 

OK O 

キャンセル C 

プラン マネ

ージャー 
M 

詳細の表

示 
V 

編集 E 

保存 S 

名前を付

けて保存 
A 

リセット R 

キャンセル C 

閉じる X 

編集 E 

保存 S 

名前を付けて保存 A 

リセット R 

キャンセル C 

削除 D 

ルールの適用 A 

データの取得 R 

戻る B 

ジョブ モニター J 

ジョブ モニター J 

戻る B 
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監査プルーニング  

機能名およびホット キー 

新規 N 
OK O  

キャンセル C  

プロファイル 

マネージャ

ー 

P 

詳細の表

示 
V 

編集 E 

保存  S 

名前を付

けて保存 
A 

キャンセル C 

閉じる X 

ジョブの表

示 
V 

削除 D 

リストア R 

戻る B 

編集 E 

保存 S 

名前を付けて保存 A 

キャンセル C 

削除 D 

ただちに実行 R 

ジョブ モニター J 

戻る B 

ジョブ モニター J 

戻る B 

機能の管理 

機能名およびホット キー 

詳細設定 P 
OK O 

キャンセル C 

アクティブ化 A 

非アクティブ化 D 

戻る B 

エクスポート先 

機能名およびホット キー 

作成 N OK O 
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機能名およびホット キー 

キャンセル C 

編集 E 
OK O 

キャンセル C 

削除 D 

閉じる X 
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付録 C: カスタム サポート テーブル 

レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

検索利用状況 √      SharePoint で Web 

分析サービスを開始し

ておく必要があります。

開始されていなけれ

ば、検索利用状況の

コレクタ ジョブは失敗し

ます。 
 

サイト アクティビテ

ィと利用状況 

   √ √ √  サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

チェックアウト済み

ファイル 

 √  √ √ √  Web アプリケーション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル:  
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

ページ トラフィック     √  トラフィック データはま

ず、監査マネージャー

から取得されなければ

なりません。 

 

参照元    √ √  参照レポートを生成す

る前に、以下の詳細に

従って SharePoint 

でデータを構成しなけ

ればなりません。 

1. SharePoint 201

0 環境に移動しま

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

す。 

2. [全体管理] > 

[モニター] > [正

常性データの収集

の構成] の順に進

みます。 

3. 正常性データの収

集を有効にします。

[ログの収集スケジ

ュール] をクリックし

て、すべてのログの

収集スケジュールを

有効にします。 

*注意: 選択したサイ

ト コレクションまたはサ

イトは、複数のファーム

ではなく、同一のファー

ム内に制限されなけれ

ばなりません。 

サイト レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

最終アクセス時刻    √ √  このレポートを生成する

各サイト コレクション用

に、SharePoint 監

査が有効になっていな

ければなりません。 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

失敗したログイン

試行 

√    √  失敗したログイン試行

の情報を取得するに

は、まず IIS ログを構

成する必要がありま

す。IIS ログの構成に

関する詳細について

は、本ガイド内の IIS 

ログ セクションを参照し

てください。 

ファーム レベル: 

 

サイト レベル: 

 

ワークフローの状

態 

   √ √ √  サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

SharePoint 通

知 

√ √  √ √ √  ファーム レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

Web アプリケーション レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

ダウンロード数ラン

キング 

    √  ダウンロード数ランキン

グの情報を取得するに

は、まず IIS ログを構

成する必要がありま

す。IIS ログの構成に

関する詳細について

は、本ガイド内の IIS 

ログ セクションを参照し

てください。 

 

サイトの利用状況    √    

 

アクティビティの多

いユーザー 

 √      
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

SharePoint サー

ビス 

√       

 

CPU / メモリー使

用量 

      CPU / メモリー使用量

レポートで、DocAve 

エージェントがインスト

ールされているホスト マ

シンの CPU およびメモ

リー使用量をリアルタイ

ムにモニターすることが

できます。 

CPU / メモリー使用量

レポートの生成で選択

するオブジェクトは、 D

ocAve エージェントを

インストールしたホスト 

マシンです。 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

ネットワーク       ネットワーク レポートに

は、DocAve エージェ

ント サービスのネットワ

ーク利用状況 (有線

およびワイヤレス) のリ

アルタイムの情報が表

示されます。 

ネットワーク レポートの

生成で選択するオブジ

ェクトは、DocAve エ

ージェントをインストー

ルしたホスト マシンおよ

びホスト マシンのネット

ワーク アダプタでなけれ

ばなりません。 

 

SharePoint トポ

ロジー 

√      SharePoint トポロジ

ー レポートに、複数の

ファームに関する情報

を表示することができま

す。 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

SharePoint 検

索サービス 

√      範囲 構成エリアで、ド

ロップダウン メニューか

ら表示するファームを選

択します。ドロップダウン 

メニューから、Search 

Service アプリケーショ

ンを選択します。  

環境検索       環境検索は、ホスト、

ファーム、サーバーおよ

び状態などの指定した

環境内のオブジェクトに

関するレポートを生成

します。環境検索レポ

ートでは、必要な環境

情報をフィルターするた

めの条件を 3 つ指定

することができます。3 

つの条件は、ドメイン、

IPv4 範囲、およびホ

スト名です。 

ドメイン: 

 
IPV4 範囲: 

 
ホスト名: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

相違点レポート    √    

 

サイト コレクション

の読み込み時間 

   √    

 

ストレージ トレンド √ √  √    ファーム レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

Web アプリケーション レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 

 

ストレージ分析 √ √ √ √    ファーム レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

Web アプリケーション レベル: 

 

コンテンツ データベース レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

ユーザー ストレー

ジ サイズ 

   √ √   サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

構成レポート √ √ √ √ √ √  ファーム レベル: 

 

Web アプリケーション レベル: 

 

コンテンツ データベース レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 

 



 

188  

 
DocAve 6:レポート ポイント 

 

レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

ベスト プラクティス 

レポート 

√ √ √ √ √ √ 閾値プロファイルを使

用して、SharePoint 

環境が健全であるかど

うかを検証することがで

ファーム レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

きます。 Web アプリケーション レベル: 

 

コンテンツ データベース レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

用語ストア変更       用語ストア変更では、

SharePoint 環境全

体のメタデータの変更

を追跡することができま

す。 

Managed Metadat

a Service アプリケー

ション内の用語グルー

プ、用語セット、用語

の変更がレポートされ

ます。 

用語ストア変更レコー

ドを取得するには、用

語グループ または 用

語セット のレポート レ

ベルを選択する必要が

あります。 

用語グループ: 

 

用語セット: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

コンテンツ タイプ利

用状況 

   √ √   サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 

 

ユーザー ライフサイ

クル 

 √  √ √ √ 監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

Web アプリケーション レベル: 

 



 

 193 

 
DocAve 6: レポート ポイント 

 

レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

リストのアクセス     √ √ 監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

アイテム ライフサイ

クル 

     √ 監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

サイトのアクセス     √  監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

サイト レベル: 

 

リストの削除     √ √ 監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

サイト レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

権限変更    √ √ √ 監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

サイト コレクション レベル: 

 

サイト レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

コンテンツ タイプ変

更 

   √ √  監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

に、監査コントローラで

監査データを取得する

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

必要があります。 サイト レベル: 

 

カスタム レポート  √  √ √ √ 監査レコードを取得し

た SharePoint オブ

ジェクトのみ、ツリーに

表示されます。レポート

の生成を実行する前

に、監査コントローラで

監査データを取得する

必要があります。 

Web アプリケーション レベル: 

 

サイト コレクション レベル: 
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レポート レベル / 

レポート内容 

ファー

ム  

Web 

アプリケーシ

ョン 

コンテンツ 

データベー

ス  

サイト 

コレクション 

サイ

ト  

リスト 

/ 

ライブ

ラリ 

注記 選択 

サイト レベル: 

 

リスト / ライブラリ レベル: 

 

 



 

200  

 
DocAve 6:レポート ポイント 

 

通知 

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

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

商標または著作権はいずれも削除または変更することができません。 

著作権 

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

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

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

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

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

保存、送信を禁じます。 

登録商標 

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

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

パティであり、文書による許諾なしには使用できません。 

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

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

クロソフト株式会社の商標または登録商標です。 

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

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

 

変更 

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

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

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

を所有します。 

 

AvePoint Japan 株式会社 

〒 108-0075 東京都港区港南 2 丁目 4-15 

品川サンケイビル 2 階 

V:06252013_JP_1.0 


