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5.1 ログの取得・管理 

2 



監査／ログ 

3 

監査/ログ機能によって管理者画面での操作、およびメンバーによる各サービスの 
利用について確認できます。各操作内容の日時、内容、メンバー情報等が残るため、 
不正な管理や利用の防止に有効です。 



監査／ログで確認できる内容 

4 

確認内容 説明 

管理者画面 管理者画面におけるすべてのタスク履歴と操作したメンバーを表示します。  

ログイン モバイル版/PC版アプリ・ブラウザ版サービスへのログイン履歴を表示します。  

ホーム ホームにおける投稿、編集、削除などの履歴を表示します。  

Drive Driveにおけるアップロード、ダウンロード、削除などの履歴を表示します。  

カレンダー カレンダーにおける予定の登録、修正、削除などの履歴を表示します。  

アドレス帳 アドレス帳における情報照会などの履歴を表示します。  

アンケート アンケートにおける作成、編集、削除などの履歴を表示します。  

画面共有 画面共有における参加者と利用履歴を表示します。  

ノート ノートにおける投稿、編集、削除などの履歴を表示します。 

メール メールにおける送受信履歴を表示します。  

トーク 
モバイル版/PC版アプリ・ブラウザ版でやり取りされたトークの履歴を表示します。
  



管理操作の監査 
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監査／ログ：管理者画面 
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管理者画面におけるすべてのタスク履歴と操作したメンバーを表示します。  

[監査] - [監査/ログ] - [管理者画面] 
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管理者操作の監査ログ 

 管理者画面を使って行った操作の監査ログを取得できます。 

 管理画面の項目や操作内容、期間でフィルタリングすることができます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

記録される情報 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

サービス 
管理画面のメニュー名 
例) サービス - ホーム管理 - 一般設定 

イベント対象 
操作した項目 
例) サービス利用設定、メンバー作成 など 

項目によっては、詳細な情報も取得可能 
例) メンバー作成時の設定項目など 

タスク 
操作内容 
例) 登録、変更、検索、削除、ダウンロード など 

成否 成功 / 失敗 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

IP アドレス 利用端末のグローバル IP アドレス 



監査／ログ：管理者画面-詳細情報 
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日時 サービス イベント対象 サービスタイプタスク 成否 メンバー

2018/6/9 18:34 監査 - 監査/ログ - 管理者画面管理者画面(終了日付:20180609 開始日付:20171212)P C  W eb 検索 成功 山安一智(adm in@ w orks1.jp)

2018/6/9 18:34 監査 - 監査/ログ - ログインログイン(終了日付:20180609 開始日付:20171212)P C  W eb 検索 成功 山安一智(adm in@ w orks1.jp)

[監査] - [監査/ログ] - [管理者画面] 



メンバーログインの監査 
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監査／ログ：ログイン 
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モバイル版/PC版アプリ・ブラウザ版サービスへのログイン履歴を表示します。  

[監査] - [監査/ログ] - [ログイン] 
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メンバーログインの監査ログ 

 メンバーがサービスにログインしたログを取得できます。 

 メンバー名や利用アプリケーションでフィルタリングすることができます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

説明 ログインの成功 / 失敗 失敗時には、エラーコードもあわせて記録 

サービスタイプ 
Ｃモバイルアプリ、PC Web、IMAP、CalDav など 

IP アドレス 利用端末のグローバル IP アドレス 

記録される情報 



監査／ログ：ログイン－詳細情報 
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[監査] - [監査/ログ] - [ログイン] 

日時 メンバー 説明 サービスタイプ

2018/6/9 18:02 山安一智(adm in@ w orks1.jp) ログインに成功しました。 P C  W eb

2018/6/5 18:13 瓜原江美(em i.urihara@ w orks1.jp) ログインに成功しました。 モバイルアプリ

2018/6/5 15:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) ログインに成功しました。 PCアプリ

2018/6/5 15:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) ログイン失敗 - IN VA ILD _ID _PA SSW O R D P Cアプリ



ホームの監査 
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監査／ログ：ホーム [監査] - [監査/ログ] - [ホーム] 
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ホームの監査ログ 

 メンバーがホームで行った操作の履歴を確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

説明 ログインの成功 / 失敗 失敗時には、エラーコードもあわせて記録 

サービスタイプ 
利用アプリケーションもしくはプロトコル 
例)モバイルアプリ、ブラウザ版など 

タスク 
操作内容 
例) 登録、削除、など 

投稿タイトル タイトル、添付の有無、必読設定、コメント可否 
投稿本文および添付ファイルの中身は 
ログに残らない 

掲示板名 新規もしくは編集された投稿の掲示板名 

成否 成功 / 失敗 

記録される情報 



監査／ログ：ホーム－詳細 [監査] - [監査/ログ] - [ホーム] 

日時 メンバー サービスタイプ タスク 件名 掲示板名 成否

2018/4/6 14:17 藤崎愛美(m anam i.fujisaki@ w orks1.jp) P C  W eb 削除 ブレンドコーヒーの価格変更 商品情報 成功

2018/4/6 14:16 藤崎愛美(m anam i.fujisaki@ w orks1.jp) P C  W eb 削除 新しくなったシュガーレイズド 商品情報 成功

2018/4/6 14:16 藤崎愛美(m anam i.fujisaki@ w orks1.jp) P C  W eb 登録 ブレンドコーヒーの価格変更 商品情報 成功

2018/4/6 13:40 藤崎愛美(m anam i.fujisaki@ w orks1.jp) P C  W eb 削除 新しくなったシュガーレイズド 商品情報 成功
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Driveの監査 
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監査：Drive（チーム／グループフォルダ） 

 Driveにおけるアップロード、ダウンロード、削除などの履歴を表示します。 

[監査] – [監査/ログ] – [Drive] 
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Drive の監査ログ 

 メンバーが Drive で行った操作の履歴を確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

サービスタイプ 
利用アプリケーションもしくはプロトコル 
例)Web、エクスプローラーなど 

Mac 版エクスプローラーも「Win エクスプ
ローラー」と表示される 

タスク 
操作内容 
例) ダウンロード、アップロードなど 

原本 操作対象のファイルのパス 
ファイル本文・ファイルプロパティ・ファイ
ルサイズは取得できません 

変更事項 操作後に変更されたファイル名、パスなど 

成否 成功 / 失敗 

記録される情報 



監査／ログ：Drive－詳細 [監査] - [監査/ログ] - [Drive] 

日時 メンバー サービスタイプ タスク 原本 変更事項 成否

2018/6/3 13:53 山安一智(adm in@ w orks1.jp)その他 共有リンク作成 /2018キャンペーン企画書.pptx 成功

2018/5/2 21:17 山安一智(adm in@ w orks1.jp)W in エクスプローラーダウンロード /サマーキャンペーンチラシ案.docx 成功

2018/5/2 21:17 山安一智(adm in@ w orks1.jp)W in エクスプローラーダウンロード /2018キャンペーン企画書.pptx 成功

2018/5/2 20:43 山安一智(adm in@ w orks1.jp)その他 フォルダ共有 /02-P roject/ 成功

2018/5/2 20:43 山安一智(adm in@ w orks1.jp)その他 フォルダ共有メンバー追加/02-P roject/ 成功

2018/5/2 20:23 山安一智(adm in@ w orks1.jp)W eb 削除 /サマーキャンペーンチラシ案-D aft01.docx 成功

2018/5/2 20:23 山安一智(adm in@ w orks1.jp)W eb 名前変更 /コピーサマーキャンペーンチラシ案.docx/サマーキャンペーンチラシ案-D aft01.docx 成功
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カレンダーの監査ログ 
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監査：カレンダー（チーム／グループ予定） 

 カレンダーにおける予定の登録・修正・削除などの履歴を表示します。 

[監査] – [監査/ログ] – [カレンダー] 
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カレンダーの監査ログ 

 カレンダーの新規作成やカレンダー上で行った操作の履歴を確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

サービスタイプ 
利用アプリケーションもしくはプロトコル 
例)モバイルアプリ、ブラウザ版など 

タスク 
操作内容 
例) 予定の登録、カレンダーの登録、など 

件名 作成されたカレンダー名もしくは予定の件名 

予定の場合には開始時間、終了時間、参加者
も取得。 
予定の本文、添付ファイルの本体、出欠確認
の状況は取得できません 

カレンダーID 各カレンダーや予定アイテムの固有 ID 

成否 成功 / 失敗 

記録される情報 



監査：カレンダー －詳細 [監査] – [監査/ログ] – [カレンダー] 

日時 メンバー サービスタイプ タスク 件名 カレンダーID成否

2018/6/3 8:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) P C  W eb 予定の登録/修正 セミナー実施の意識合わせ 6d93811a-9525-47e9-a866-01dd975d9d23成功

2018/6/3 8:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) P C  W eb 予定の登録/修正 セミナー実施の意識合わせ 42674a0c-aba9-4ac3-a2b3-d528c542d093成功

2018/6/3 8:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) P C  W eb 予定の登録/修正 セミナー実施の意識合わせ f6932671-d0ed-4d77-a00a-cbf79f54ff9b成功

2018/6/3 8:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) P C  W eb 予定の登録/修正 セミナー実施の意識合わせ 6d345355-319b-4679-b447-2b45888b5aa9成功

2018/6/3 8:55 山安一智(adm in@ w orks1.jp) P C  W eb 予定の登録/修正 商品開発打合せ 6d345355-319b-4679-b447-2b45888b5aa9成功
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アドレス帳の監査 
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監査：アドレス帳 

 アドレス帳における情報照会などの履歴を表示します 

[監査] – [監査/ログ] – [アドレス帳] 

26 
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アドレス帳の監査ログ 

 アドレス帳で誰がどのメンバーの情報を閲覧したのか確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

サービスタイプ 
利用アプリケーションもしくはプロトコル 
例) API呼び出し、アドレス帳組織図、など 

タスク 
操作内容 
例) メンバー情報照会、など 

対象 
タスクの対象となったメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

成否 成功 / 失敗 

記録される情報 



監査：アドレス帳－詳細 [監査] – [監査/ログ] – [アドレス帳] 

日時 メンバー サービスタイプ タスク 対象 成否

2018/6/5 19:27 山安一智(adm in@ w orks1.jp)アドレス帳組織図 メンバー情報照会 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)成功

2018/6/1 14:46 山安一智(adm in@ w orks1.jp)A P I呼び出し メンバー情報照会 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)成功

2018/5/4 14:43 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)A P I呼び出し メンバー情報照会 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)成功

2018/5/4 14:43 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)A P I呼び出し メンバー情報照会 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)成功

2018/5/4 14:23 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)A P I呼び出し メンバー情報照会 逆瀬勝利(syouri.sakase@ w orks1.jp)成功
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アンケートの監査 
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監査：アンケート 

 アドレス帳における作成、編集、削除などの履歴を表示します 

[監査] – [監査/ログ] – [アンケート] 
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アンケートの監査ログ 

 アンケートの新規作成や変更、結果の共有などの履歴を確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が可能 

サービスタイプ 
利用アプリケーションもしくはプロトコル 
例)モバイルアプリ、PC Web など 

タスク 
操作内容 
例) アンケート作成、アンケート設定変更、など 

アンケート 
タイトル 

タスクを行った対象のアンケートのタイトル 
 

成否 成功 / 失敗 

記録される情報 



監査：アンケート－詳細 [監査] – [監査/ログ] – [アンケート] 

日時 メンバー サービスタイプタスク アンケートタイトル 成否

2018/6/3 15:38 山安一智(adm in@ w orks1.jp)P C  W eb アンケート設定変更 会食日程/メニューアンケート 成功

2018/5/4 12:40 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp)モバイルアプリアンケート設定変更 タイトルなし 成功

2018/4/5 22:35 山安一智(adm in@ w orks1.jp)モバイルアプリアンケート設定変更 重複 - 親睦会日程/メニューアンケート成功
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画面共有の監査 
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監査：画面共有 

 画面共有における参加者と利用履歴を表示します 

[監査] – [監査/ログ] – [画面共有] 
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画面共有の監査ログ 

 画面共有における参加者との利用履歴を確認します。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

共有者 
共有リクエストしたメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

参加者 
共有リクエストを受信したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

サービスタイプ 利用アプリケーション PCアプリのみ利用可 

タスク 
操作内容 
例) 画面共有 

共有対象 
画面共有を行う対象 
例）LINE WORKS 

記録される情報 



監査：画面共有－詳細 [監査] – [監査/ログ] – [画面共有] 

日時 共有者 参加者 サービスタイプ タスク 共有対象

2018-06-09 21:01:08 ~  2018-06-09 21:01:20 瓜原江美(em i.urihara@ w orks1.jp)山安一智(adm in@ w orks1.jp)P Cアプリ 画面共有 LIN E W O R K S

※画面共有はPCアプリのみ対応 
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ノートの監査 
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監査：ノート 

 ノートにおける投稿、編集、削除などの履歴を表示します 

[監査] – [監査/ログ] – [ノート] 
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ノートの監査ログ 

 ノートの登録・修正や削除などの履歴を確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

メンバー 
操作したメンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

ログから直接メール送信やトーク送信が
可能 

サービスタイプ 
利用アプリケーションもしくはプロトコル 
例)モバイルアプリ、PC Web など 

タスク 
操作内容 
例) 登録、修正、完全削除など 

投稿 
タイトル 

タスクを行った対象のノートのタイトル 
 

掲示板名 カテゴリ名 

チーム／グループ ノートを利用しているチーム／グループルーム名 

成否 成功 / 失敗 

記録される情報 



監査：ノート－詳細 [監査] – [監査/ログ] – [ノート] 

日時 メンバー サービスタイプタスク 件名 掲示板名 チーム/グループ 成否

2018/6/9 21:33 山安一智(adm in@ w orks1.jp)P C  W eb 登録 共有D riveの利用標準 連絡事項 Project管理チーム 成功

2018/6/9 21:32 山安一智(adm in@ w orks1.jp)P C  W eb 掲示板登録 - 連絡事項 Project管理チーム 成功

2018/6/9 21:22 山安一智(adm in@ w orks1.jp)P C  W eb 登録 FY2018.Q 3-P lanについて Salesリーダールーム 成功
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メールの監査ログ 
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受信メールの監査ログ [監査] – [監査/ログ] – [メール] 

 メールにおける受信履歴を表示します 

42 
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メールの監査ログ 

 送信メール、受信メールそれぞれの履歴を確認できます。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

受信時間 
/送信時間 

年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

受信結果 
/送信結果 

受信の成否 

送信サーバー 
IP 

社外メールのみ IP アドレスを記録 受信メールのみ 

件名 メール件名 
メールサイズ、添付ファイル数は取得でき
るが、本文は取得不可 

送信者 
送信メンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

メーリングリスト名で送信時は、メーリン
グリスト名と送信者を両方記録 

受信者 
受信メンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

応答メッセージ 受信サーバーからの応答メッセージ 送信メールのみ 

記録される情報 



受信メールの監査ログ 

 受信メールの監査ログでは、受信日時、件名、送信者や受信者を取得できます。 

 メール本文や添付ファイルの中身は取得できません。 

取得できる項目 取得できない項目 

• 受信日時 
 

• 件名 
 

• 受信成功/失敗 
 

• 差出人 IP アドレス 
(外部メールのみ) 

• 送信者アドレス 
 

• 受信者アドレス 
 

• メールのサイズ 
 

• 添付ファイル数 

• 送信日時 
 

• メール本文 
 

• 添付ファイル本体 
 

• メールの既読/未読情報 

[監査] – [監査/ログ] – [メール] 
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送信メールの監査ログ [監査] – [監査/ログ] – [メール] 
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取得できる項目 取得できない項目 

送信メールの監査ログ 

 送信メールの監査ログでは、日時、件名、送信者や受信者を取得できます。 

 メール本文や添付ファイルの中身は取得できません。 

• 送信日時 
 

• 件名 
 

• 送信ステータス 
 

• 受信サーバーからの 
応答メッセージ 

• 送信者アドレス 
 

• 送信者名 
 

• 受信者アドレス 
 

• メールのサイズ 
 

• 添付ファイル数 

• メール本文 
 

• 添付ファイル本体 
 

• メールの既読/未読情報 

[監査] – [監査/ログ] – [メール] 
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監査ログ：送信／受信メール－詳細 [監査] – [監査/ログ] – [メール] 

受信時間 受信結果 送信サーバーIP件名 送信者 受信者 メールサイズ(Bytes)

2018/4/9 10:46 受信成功 - 4月の新商品情報：オレンジチョコレートケーキ 川山詩織(shiori.k@ base.linew orks-partners.tokyo)山安一智(adm in@ w orks1.jp) 26585

2018/4/9 10:46 受信成功 - サマーキャンペーン 藤宮愛実(m anam i.f@ base.linew orks-partners.tokyo)山安一智(adm in@ w orks1.jp) 888873

2018/4/9 10:46 受信成功 - 新店舗　表参道店(予定)のお知らせ 茂木昭太郎(shotaro.m @ base.linew orks-partners.tokyo)山安一智(adm in@ w orks1.jp) 2749

2018/4/9 10:46 受信成功 - 渋谷区のローカル情報誌　掲載オファー 榎本淳之介(jyunnosuke.e@ base.linew orks-partners.tokyo)山安一智(adm in@ w orks1.jp) 3238

※画面ショットは受信メール 
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トーク履歴の監査 
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トークの監査ログ [監査] – [監査/ログ] – [トーク] 
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トークの監査ログ 

 トークの送受信履歴を確認できます。 

 会話内容のプライバシー保護の観点から、[検索]を実施するまでログは表示され
ません。 

 保存期間は180日間です。期間を指定して CSV 形式でダウンロードすることもで
きます。 

日時 
年/月/日/時/分/秒 で記録 
例) 2016-01-20 14:21:02 

送信者 
送信メンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

LINE ユーザーは [LINE](ユーザー名)とい
う形式で記録される 

受信者 
受信メンバー名 
例) 山田太郎 (demo@example.com) 

LINE ユーザーは [LINE](ユーザー名)とい
う形式で記録される 

トーク 
トーク本文 
添付ファイルについてはファイル名のみ 
スタンプはスタンプ画像名のみ 

記録される情報 



トークの監査ログ 

 トークの監査ログでは、投稿日時や送信者、受信者、メッセージ内容を 
取得できます。 

• 添付ファイルは名前のみで、ファイル自体の取得はできません。 

• スタンプは URL 形式で表示します。 

[監査] – [トーク] 

取得できる項目 取得できない項目 

• 送信日時 
 

• 送信者 
 

• 受信者 
 

• トーク本文 

• トーク本文 
 

• 送信したファイル名 
 

• 送信したスタンプ 
(URL) 

• 送信したファイル本体 
 

• LINE ユーザーの  
LINE ID 

• 添付ファイル。画像 
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監査ログ：トーク－詳細 [監査] – [監査/ログ] – [トーク] 

日時 送信者 受信者 トーク

2018/6/9 21:33 山安一智(adm in@ w orks1.jp)泉原紀久(norihisa.izum ihara@ w orks1.jp), 石咲曖莉(airi.ishizaki@ w orks1.jp)(ノート) 共有D riveの利用標準

2018/6/9 21:22 山安一智(adm in@ w orks1.jp)仲條一景(nakajyo.ikkei@ w orks1.jp), 本郷克馬(katsum a.hongo@ w orks1.jp), 橋川尚征(naoyuki.hashikaw a@ w orks1.jp), 泉原紀久(norihisa.izum ihara@ w orks1.jp)(ノート) FY 2018.Q 3-P lanについて

2018/6/9 21:01 瓜原江美(em i.urihara@ w orks1.jp)山安一智(adm in@ w orks1.jp) ((画面共有) 接続時間) 0時間 0分 12秒 

2018/6/3 15:39 山安一智(adm in@ w orks1.jp)瓜原江美(em i.urihara@ w orks1.jp) https://w orks.do/FJgiw d

2018/6/3 15:39 山安一智(adm in@ w orks1.jp)瓜原江美(em i.urihara@ w orks1.jp) アンケートにご協力ください！
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各種レポートと監査ログ 
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アクセス履歴の確認 

 ふたたび「Drive」に戻り、「アクセス履歴」を開きます。 

[サービス] – [Drive] – [アクセス履歴] 
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アクセス履歴の確認 

 指定した期間で、特定のユーザーやグループフォルダに対する操作履歴を確認し、
CSV 形式でダウンロードすることができます。 

 

[サービス] – [Drive] – [アクセス履歴] 
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5.2 モニタリング 
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監査：モニタリング 

 メール送受信等のポリシーを作成し、モニタリングの設定をします。 
悪意あるメールの受信ブロックや、情報漏洩に繋がるファイルの送信もフィルタリングできます。 

[監査] – [監査/ログ] – [モニタリング] 
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•有効にする／無効にする：メンバーに適用するポリシーを設定または解除します。 

•受信ポリシーを追加：ポリシーを作成するポップアップが表示されます。 
         * ポリシーはドメイン毎に500件まで作成できます。 

•ポリシー番号：ポリシーの番号です。グループ会社の管理者が作成したポリシーには、前に「T」が表示されます。 

•ポリシー名：管理者が作成したルールの名前です。タイトルをクリックするとポリシーの内容を修正できます。 

•登録者：ポリシーを登録したメンバー名が表示されます 

•検知数：ポリシーが適用されたメールの数を表示します。クリックするとメールの詳細を確認することができます。 

•使用状態：ポリシーが有効になっているかどうかを表示します。 

監査：モニタリング－メール受信ポリシー管理 

 送信者/受信者の制限やコンテンツフィルタリングなど、メール受信ポリシーを
設定して受信メールのモニタリングおよびブロックが可能です。 
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監査：モニタリング－メール受信ポリシーの作成 

 受信ポリシーの作成 

59 

•受信ポリシーの適用範囲：ポリシーを適用するグループ会社のドメインを選
択できます。(グループ会社の管理者にのみ表示されるオプションです。) 

•受信条件の設定：選択した条件に該当するメールを受信するとポリシーが適
用されます。 
 -  コンテンツフィルタリング：メールの件名や本文、ファイル名入力した 
  文字列がある場合に適用されます。 
  ┗ 内部受信：グループ会社内から送信されたメールを受信した場合 
  ┗ 外部受信：グループ会社外部から送信されたメールを受信した場合 

•処理方法：条件に該当するメールを受信したときに実行する内容を選択しま
す。 
 - 受信拒否：メールをブロックして受信しません。 
 - メール修正：受信したメールを修正して送信先に転送します。 
  ┗ 受信者を追加：追加で受信するメンバーを設定します。 
  ┗ 受信者を変更：メールの受信者を変更します。 
 - メールを移動：メールを受信者の迷惑メールボックスに移動します。 

•管理者にメール通知：ポリシーが適用されたメールの受信時に管理者にメー
ルで通知します。 



ポリシー適用画面 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

監査：モニタリング－メール受信ポリシー(例） 
 受信ポリシーの適用例 

「原価」という単語が件名や本文にあるメールの外部からの受信を制限します。 
受信制限されたメールは [モニタリング] メニューで確認することができます。 

件名と本文に「原価」が 
含まれると、受信者の迷惑
メールフォルダへ移動する 

管理者への通知 
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監査：モニタリング－受信メールモニタリング 

 メールの受信ポリシーによって検知されたメールを確認します 

 受信メールポリシーの結果をモニタリングレポートとして受信設定ができます 
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監査：モニタリング－IP管理 

 受信許可する IP アドレスのホワイトリストを定義します。 

 ホワイトリストにある IP から送信されたメールはすべて迷惑メールとして扱わ
れず、送信元の警告表示の対象にもなりません。 

 受信許可するIPアドレスを設定すると、そのIPアドレスから送信されるすべての 
メールを迷惑メールとして処理せずに[受信フォルダ]で受信します 
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•有効にする／無効にする：メンバーに適用するポリシーを設定または解除します。 

•送信ポリシーの追加：ポリシーを作成するポップアップが表示されます。 
         * ポリシーはドメイン毎に500件まで作成できます。 

•ポリシー番号：ポリシーの番号です。グループ会社の管理者が作成したポリシーには、前に「T」が表示されます。 

•ポリシー名：管理者が作成したルールの名前です。タイトルをクリックするとポリシーの内容を修正できます。 

•登録者：ポリシーを登録したメンバー名が表示されます 

•検知数：ポリシーが適用されたメールの数を表示します。クリックするとメールの詳細を確認することができます。 

•使用状態：ポリシーが有効になっているかどうかを表示します。 

 

監査：モニタリング－メール送信ポリシー管理 

 受信ポリシー同様、送信者/受信者の制限やコンテンツフィルタリングな
ど、送信メールのモニタリングおよびブロックが可能です。 
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ポリシー適用画面 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

監査：モニタリング－メール送信ポリシー(例） 
 送信ポリシーの適用例： 

「原価」という単語が件名や本文に含まれているメールの外部への送信を制限します。 
送信制限されたメールは [モニタリング] メニューで確認することができます。   

管理者への通知 

件名と本文に「原価」が 
含まれると、メール送信を
ブロックする 
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監査：モニタリング－送信メールモニタリング 

 メールの送信ポリシーによって検知されたメールを確認します 

 送信メールポリシーの結果をモニタリングレポートとして受信設定ができます 
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監査：モニタリング－Drive ポリシー 

 Driveにおけるアップロード、ダウンロード等をモニタリングするためのポリシーを作
成します。 

 Drive 上に保存したファイルに応じてメンバーや管理者に警告メールを送信します。 

 セキュリティリスクのあるファイルの保存など監査ができます。 
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監査：モニタリング－Drive ポリシーの作成 

 Drive 上に保存したファイルに応じてメンバーや管理者に警告メールを送信します。 

 アップロード・ダウンロード・リンク共有時のDriveポリシーを設定する事ができます。 

アップロード ダウンロード リンク共有 



ポリシー適用画面 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

監査：モニタリング－Drive ポリシー 

Driveポリシーの適用例： 
「原価」という単語がファイル名や本文に含まれているファイルを登録した際にメ
ンバーに対して指定した警告文を送信します。さらに、管理者向けに通知メールを
送ります。 

メンバー向け警告メール 

管理者向け警告メール 
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ポリシー適用画面 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

監査：モニタリング－トーク 

 メンバー間のトーク、外部とのトークそれぞれについて条件を指定してモニタリングを行い、 
管理者にメールまたはトークを使って通知します。 

 添付ファイルのモニタリングでは、送受信されたファイルの取得も可能です。(共有ストレージは消費しません。) 

 通知は 1 時間もしくは 6 時間に一度、まとめて送信されます。 

 外部連携での情報漏洩の監査ができます。また、社内トークにおけるコンプライアンス監査にも有効です。 
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管理者向けトーク通知 

管理者向けメール 



監査：モニタリング－Driveモニタリング 

 Driveポリシーによって検知されたファイルを確認します 

 Driveポリシーの結果をモニタリングレポートとして受信設定ができます 
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監査：モニタリング－トーク 

 トークの監視ポリシーを設定し、対象メッセージを一覧にして確認できます。 

• 添付ファイルの有無や送信者、受信者、外部送信などの条件を設定します。 

• 1 時間もしくは 6 時間おきに管理者に通知を送ることもできます。 
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監査：モニタリングの制限事項 

メール受信 

ポリシー登録数 500 個 

ポリシー名 255 文字 

IP アドレス 
登録数：無制限 
備考：255 文字 

メール送信 
ポリシー登録数 500 個 

ポリシー名 255 文字 

Drive ポリシー登録数 500 個 

トーク ポリシー登録数 500 個 

共通 
各モニタリング 
結果の保存期間 

180 日間 
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