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整理整理３３
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１章１章 はじめにはじめに

１．１ ＧＤＭＳ（Green Document Management System）
（１）本書のスコープ

１．２ ログイン方法
１．３ 画面の説明（相関図）

（１）ダッシュボード画面
（２）ダッシュボード画面（詳細）
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１．１ ＧＤＭＳ（Green Document Management System）

ストレージ内の可視化
モニタリング

サーバ問題点抽出

バックアップ運用バックアップ運用
最適化最適化

無駄なファイルを排除
バックアップ時間の短縮

肥大化抑制肥大化抑制
ファイル増加を
継続して抑制

不要ファイルの整理やアクセス権管理といった

ファイルサーバー管理のお悩みを GDMS が速やかに解決
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サーバ問題点抽出

信頼性の高い
コンテンツ利用

正解文書検索の実現

アクセス権不整合等の
企業リスクを伴う

問題点の検出

無駄なファイルを排除
バックアップ時間の短縮

セキュリティ管理セキュリティ管理
監査・管理の手間を削減し

情報漏洩リスクを低減

すっきり整理すっきり整理
必要なファイルを残して、

不要なファイルを
退避／廃棄



１．１ （１）本書のスコープ

システム管理者
– システム運用の基本的な設定

– 領域の登録と監視・分析条件の設定、分析情報の作成・メンテナンス

– システム環境のメンテナンス

– タスクのスケジュール登録

領域管理者
領域の使用状況の把握と分析

ユーザーの役割と定義は下記の通りとなります。
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領域管理者
– 領域の使用状況の把握と分析

– 整理対象ファイルの候補の選定と確認依頼

– 領域の整理

– 機密文書の管理漏れへの対応

領域利用者
– 整理対象ファイルの候補を確認、残すファイルを選別

本書では、上記赤枠の「領域管理者」に焦点をあてた操作説明について
ご説明させていただきます。



１．２ ログイン方法

社内イントラネットにログインしたＰＣにて社内規定に従ったブラウザーを利用して
下記のＵＲＬでＧＤＭＳに接続します。

http://GDMSのコンピューターホスト名/gdmsmanager
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普段会社で利用しているWindowsのログインID
とパスワードを入力します。



１．３ 画面説明（相関図）

領域管理者

管理ツール

GDMSダッシュボード

領域管理者は「ダッシュボード」から大きく分けて3つの操作を可能とします。
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③アクセス権②整理①分析レポート



１．３ （1）ダッシュボード画面

ログインをすると、自分の権限があるファイルサーバのアイコンが表示されます。
※特定領域しか権限が無い場合は、対象領域のサーバしか表示されません。

対象のサーバをクリックすると領域名（自分の権限がある領域）が一覧で表示されます。
※対象領域をクリックすると詳細なダッシュボード画面が表示されます。（次ページ参照）
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１．３ （2）ダッシュボード画面（詳細）

ダッシュボードの詳細画面になります。
・「概況確認」より分析レポートが行えます。

（2章 分析レポート） p9参照
・「簡易整理」より整理が行えます。

（3章 整理） p14参照
・「アクセス権情報」 or 「セルフサービスポータル」よりアクセス権設定が行えます。

（4章 アクセス権） p23参照
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アクセス権

整理 分析レポート



２章２章 分析レポート分析レポート

２．１ 概況確認の相関図
２．２ 分析条件
２．３ 詳細分析
２．４ フォルダ一覧
２．５ ファイル一覧
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共有フォルダのファイルを確認 ファイル一覧

対象の共有フォルダ全体を可視化 概況画面

GDMSでは、様々な方式で見える化が可能で利用状況の確認が可能です。

アイコンをクリック

２．１ 概況確認の相関図
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個々のフォルダ単位で状況を把握 フォルダ一覧

分析軸でクロス集計可能 詳細分析画面



２．２ 分析条件

GDMSの分析軸はデフォルトで6つ設定をしております。

※任意で変更することも可能ですので、必要に応じてシステム管理者様へ相談ください。

陳腐化 【更新日時】が［3年～］経過したファイル

未アクセス 【アクセス日時】が［1年～］経過したファイル
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重複 【ファイルの内容】がバイナリレベルで［重複］したファイル

名前類似 【ファイル名】が［同じ］または［一部が異なる] ファイル

巨大 【ファイルサイズ】が［100MB～］のファイル

メディア 【ファイルの種類】が［画像］［音声］［動画］などのファイル

上記6個のプリセット条件（変更可能）を含め、10個まで設定可能



２．３ 詳細分析

自由に条件を選択し、集計表を作成することができます。

・利用例：所有者単位のリスト作成、特殊な拡張子のリストアップ、etc.
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２．４ フォルダ一覧

フォルダ単位で分析を行うことができます。

・利用例：気になる階層のフォルダー配下の分析
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２．５ ファイル一覧

ファイル単位で分析を行うことができます。

・利用例：分析軸にない詳細なファイル単位のリストアップ
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３章３章 整理整理

３．１ 簡易整理の相関図
３．２ 整理対象の決定
３．３ 関係者にＵＲＬ送付
３．４ 不要ファイルのチェック
３．５ ユーザーの整理結果の確認
３．６ 整理の実行

（１）どんなファイルを整理対象にすればいい？
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３．１ 簡易整理の相関図

アイコンをクリック

②利用者に
URL送付

③要/不要を
チェック

④完了
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①整理対象の決定

④完了
コメント入力

⑤全員の
チェック完了

⑥整理



簡易整理画面でシュミレーションを行い整理対象ファイルを決定します。

※「整理を実行」のボタンを押さない限りファイルサーバーのファイルの整理は行われません

３．２ 整理対象の決定

①整理対象の
決定
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条件を指定

既定の条件を選択

更に細かな条件を指定
※いずれかのみでも可能



計算を選択

利用者に確認を依頼

目視でチェック出来る
量と削減量の加減を行いながら
分析シュミレーションを実施
確定したら次へ

３．２ 整理対象の決定
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利用者に確認を依頼

利用者に確認を依頼を選択し
整理対象のリストを確定させます

整理対象リストを確定

OKを選択



３．３ 関係者にURL送付

ワンタイムURL生成

メール作成を選択すると利用しているブラウザに設定されている標準メーラーが起動し、
メールが作成本文に上記のURLが自動転記されます。標準メーラーがWEBメールなどの
場合には、ブラウザからの自動転記が出来ないため、上記のURLをコピー＆ペーストし
て本文に転記します。文字化けする場合には、本文の文字コードを化けないコードで選

整理対象リストが確定した後、関係者に要／不要を判定してもらうための整理依頼を行います。②利用者に
URL送付
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て本文に転記します。文字化けする場合には、本文の文字コードを化けないコードで選
択します。

利用関係者に通知

削除リストにて要／不要をチェック
してもらう担当にメールなどを利用して
URLを送付します



３．４ 要/不要のチェック（※領域利用者側）

領域管理者

クリック毎にゴミ箱行きアイコンがON（不要）/OFF（要）

整理対象 必要なファイル

整理対象リストで必要なファイルは整理対象から除外（ゴミ箱行きアイコンをOFF)します。③要/不要を
チェック

利用者
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操作の説明 削減効果（協力依頼の目的）

整理対象リスト



３．５ ユーザーの整理結果の確認

利用者

要/不要の判定を行った利用者は完了報告をコメントで行います。
④完了

コメント入力
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領域管理者

依頼した利用者からのレスをチェックします。
⑤全員の

チェック完了



３．６ 整理の実行

領域管理者 移動 ：指定の共有フォルダへ対象ファイルを移動
※切り取りとペーストイメージ

コピー ：指定の共有フォルダへ対象ファイルをコピー
※コピーとなり削減にはなりません

特殊な事例にて利用（あまり利用しない）
削除 ：対象ファイルを完全に削除

※完全に不要なファイルと判定した時
CSV出力 ：対象ファイルのリストをＣＳＶ形式で出力

※削除するリストとして出力して他の方法を

関係者でチェックした結果を元に整理します。⑥整理
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CSV出力 ：対象ファイルのリストをＣＳＶ形式で出力
※削除するリストとして出力して他の方法を

利用して整理する場合に使用

整理後の効果反映は、定期スケジュールで行われるスキャン
という処理が終わった後に適用されます。
次のスキャンは下記のダッシュボードの アイコンを押す
と確認できます。



３．６ （1）どんなファイルを整理対象にすればいい？

不要ファイルの整理候補の参考案

□大きなサイズのファイル
圧迫の原因であり整理の効果が期待できる

□ファイルサーバーに置かれて時間が経過したファイル
古いファイルの可能性がある

□更新日時が昔のファイル
最終更新日が５年も１０年も前のファイルは再利用されない可能性が高い

どんなファイルを整理対象にすれば良い？
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最終更新日が５年も１０年も前のファイルは再利用されない可能性が高い

□圧縮ファイル
ひとまとまり圧縮されているファイルは展開しないとならない。しかも、古いものは今後、再利用されない可能性

が高い。一時的な保管のケースも多い。

重要なポイントは重要なポイントは

★★ どれだけ整理するのか目標値を決めることどれだけ整理するのか目標値を決めること

そこから条件が導き出されますそこから条件が導き出されます

★★ 目視でチェック出来るファイル数には限界がある目視でチェック出来るファイル数には限界がある

効果の出るサイズの大きい条件を入れ、ファイル数を抑制して成果を出す効果の出るサイズの大きい条件を入れ、ファイル数を抑制して成果を出す



４章 ＦＡＱ（よくある質問）

４．１ 領域管理者とは？
４．２ ログインできません
４．３ ファイル一覧で警告メッセージが出力されます
４．４ ファイル一覧でファイルを選択してもファイルが開きません
４．５ ファイル一覧の結果と概況レポートの結果が異なります
４．６ 整理した結果がダッシュボードの結果に反映されるのはいつですか？
４．７ 所有者とはなんですか？
４．８ 所有者ランキングにランクインされていますが問題ありますか？

領域名の左側にアイコンが表示されます
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４．．９９ 領域名の左側にアイコンが表示されます



４．１ 領域管理者とは？

GDMSを利用して共有フォルダを可視化・分析・整理を行う権限を持ったユーザーを指します。
担当するユーザー情報を情報システム部門が予め設定することでGDMSにログインできるようになります。

４．２ ログインできません

GDMSにログインできるユーザーは、情報システム部門のGDMS管理者か、FAQ5.1 の領域管理者です。
一般ユーザーの方はログインできません。もし、領域管理者にも関わらずログイン出来ない、またはログインしても
担当する共有フォルダが表示されない場合には情報システム部門の窓口までご相談ください。

４．３ ファイル一覧で警告メッセージが出力されます

性能を担保するために、GDMSのファイル一覧でソートやフィルタリングが出来るのは10000件以内となっています。
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性能を担保するために、GDMSのファイル一覧でソートやフィルタリングが出来るのは10000件以内となっています。
よって、ファイル一覧の「変更」ボタンで絞り込みの条件を追加して件数を10000件未満にすればソートやフィルタリング
が利用できるようになり、警告も消えます。

４．４ ファイル一覧でファイルを選択してもファイルが開きません

ご利用頂いているブラウザがchromeの場合、ファイルリンクが有効になりません。元ファイルを開きたい場合には
一覧の右欄のファイルパスをクリップボードにコピーしてエクスプローラーにて直接ファイルサーバーにアクセスしてください。

４．５ ファイル一覧の結果と概況レポートの結果が異なります

概況レポートの結果は、スキャンを実施したスナップ情報になります。ファイル一覧は、表示タイミングで存在有無チェックを
行っていますので、タイミングによっては、件数に差が出るケースがあります。

４．６ 整理した結果がダッシュボードの結果に反映されるのはいつですか？

スキャンのスケジューリングは情報システム部門にて管理しています。情報システム部門の窓口にご確認ください。



４．７ 所有者とは？

所有者とは、Windowsのファイルシステムの属性情報（作成日や更新日など）の一つです。
基本は、ファイルを作成したユーザーの情報（アカウント情報）が所有者として記録されます。
ただし、ファイルサーバーで管理されるファイルは、ファイルサーバー上にコピーを行ったユーザーの情報が所有者として記録され
ます。また、ファイル編集ソフトの仕様（※）によっては、最終更新者が記録されるケースもあります。
※MSOfficeなどで編集時にバックアップファイルが生成され、上書き保存のタイミングで元のファイルと置き換わる方式の場合
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４．８ 所有者ランキングにランクインされていますが問題ありますか？

ファイルサーバーを活用しているユーザーということで特に問題はありません。
ただし、不必要である可能性のあるファイルの所有者として削除依頼を行う対象として問い合わせが行く場合があります。
その際には整理の協力をお願いします。



簡易整理中 簡易整理中というステータスを表しています。この場合、定期スキャン（情報更新）はスキップされます。

警告表示 共有フォルダの警告とする使用率の閾値を超えた場合に表示されます。

重大表示 共有フォルダの重大とする使用率の閾値を超えた場合に表示されます。

４．９ 領域名の左側にアイコンが表示されます
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本資料内に記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。

本資料の内容について、当社に断りなく使用（転載、複製、改変、配布等を含む）する行為を禁じます。




