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Office 365 監査ログで取得できるアクティビティ一覧 

2019 年 1 月 更新 

本資料はディスカバリーズが、以下マイクロソフトが提供する情報を整理して一覧にしたものです。 

Office365 のセキュリティセンターとコンプライアンスセンターで監査ログを検索するより情報を整理したものです。 

インテリレポートが取得可能な操作および対象は、Office 365 監査ログで取得可能なものに準拠します。Office 365 監査ログの今後の変更によ

って、取得対象が増減する場合があります。 

インテリレポートで Office 365 監査ログを収集する際には、初期設定で監査ログ連携機能をアクティブ化してください。 

 

▼Office 365 監査ログで取得できるアクティビティ一覧 

ファイルとペ

ージのアクテ

ィビティ 

ファイルのアクセス 

ファイルのチェックイン 

ファイルのチェック アウト 

ファイルのチェック アウト 

ファイルのコピー 

ファイル チェック アウトの破棄 

ファイルの削除 

ごみ箱からのファイルの削除 

第 2 段階のごみ箱からのファイルの削除 

ファイルでのマルウェアの検出 

ファイルのダウンロード 

ファイルの変更 

ファイルの移動 

ファイルのすべてのマイナー バージョンのリ

サイクル 

ファイルのすべてのバージョンのリサイクル 

ファイルのバージョンのリサイクル 

ファイルの名前変更 

ファイルの復元 

ファイルのアップロード 

ページの表示 

フォルダーの

アクティビテ

ィ 

フォルダーのコピー 

フォルダーの作成 

フォルダーの削除 

ロール管理ア

クティビティ 

ディレクトリ ロールからのユーザーの削除 

会社の連絡先情報の設定 

ディレクトリ

管理アクティ

ビティ 

ディレクトリへのパートナーの追加 

ディレクトリからのパートナーの削除 

会社へのドメインの追加 

会社からのドメインの削除 

ドメインの更新 

ドメイン認証の設定 

ドメインの検証 

ドメインのフェデレーション設定の更新 

メールによって検証されたドメインの検証 

Azure AD Sync の有効化 

パスワード ポリシーの設定 

会社情報の設定 

電子情報開示

アクティビテ

ィ 

コンテンツ検索の作成 

コンテンツ検索の削除 

コンテンツ検索の変更 

コンテンツ検索の開始 

コンテンツ検索の停止 

コンテンツ検索のエクスポートの開始 

エクスポート レポートの開始 

コンテンツ検索の結果のプレビュー 

コンテンツ検索の結果の削除 

コンテンツ検索の分析の開始 

https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3-%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%92%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B-0d4d0f35-390b-4518-800e-0c7ec95e946c?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
https://support.office.com/ja-jp/article/Office-365-%E3%81%AE%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3-%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%82%92%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B-0d4d0f35-390b-4518-800e-0c7ec95e946c?ui=ja-JP&rs=ja-JP&ad=JP
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ごみ箱からのフォルダーの削除 

第 2 段階のごみ箱からのフォルダーの削除 

フォルダーの変更 

フォルダーの移動 

フォルダーの名前変更 

フォルダーの復元 

共有とアクセ

ス要求アクテ

ィビティ 

サイト コレクションへのアクセス許可レベル

の追加 

アクセス要求の承諾 

共有の招待の承諾 

アクセス許可レベルの継承の停止 

共有の継承の停止 

アクセス要求の作成 

共有の招待のブロック 

会社の共有可能なリンクの作成 

匿名リンクの作成 

共有の招待の作成 

アクセス要求の拒否 

サイト コレクションのアクセス許可レベルの

変更 

会社の共有可能なリンクの削除 

匿名リンクの削除 

サイト コレクションからのアクセス許可レベ

ルの削除 

共有の継承の復元 

ファイル、フォルダー、またはサイトの共有 

ファイル、フォルダー、またはサイトの共有

解除 

匿名リンクの更新 

会社の共有可能なリンクの使用 

匿名リンクの使用 

共有の招待の取り下げ 

同期アクティ

ビティ 

コンピューターに対するファイル同期の許可 

コンピューターに対するファイル同期のブロ

ック 

コンテンツ検索のエクスポートの削除 

コンテンツ検索のプレビュー結果の削除 

コンテンツ検索で実行された消去操作の削除 

コンテンツ検索の分析の削除 

検索レポートの削除 

コンテンツ検索のプレビュー アイテムの一覧

表示 

コンテンツ検索のプレビュー アイテムの表示 

コンテンツ検索のプレビュー アイテムのダウ

ンロード 

コンテンツ検索のエクスポートのダウンロー

ド 

検索アクセス許可フィルターの作成 

検索アクセス許可フィルターの削除 

検索アクセス許可フィルターの変更 

電子情報開示ケース保持の作成 

電子情報開示ケース保持の削除 

電子情報開示ケース保持の変更 

電子情報開示ケースの作成 

電子情報開示ケースの削除 

電子情報開示ケースの変更 

電子情報開示ケースにメンバーを追加 

電子情報開示ケースからメンバーを削除 

電子情報開示ケースのメンバーシップの変更 

電子情報開示管理者の作成 

電子情報開示管理者の削除 

電子情報開示管理者のメンバーシップの変更 

電子情報開示のコマンドレット アクティビテ

ィ 

コンテンツ検索の作成 

コンテンツ検索の削除 

コンテンツ検索の変更 

コンテンツ検索の開始 

コンテンツ検索の停止 

コンテンツ検索操作の作成 
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コンピューターへのファイルのダウンロード 

コンピューターへのファイル変更のダウンロ

ード 

ドキュメント ライブラリへのファイルのアッ

プロード 

ドキュメント ライブラリへのファイル変更の

アップロード 

サイト管理ア

クティビティ 

適用除外ユーザー エージェントの追加 

サイト コレクション管理者の追加 

SharePoint グループへのユーザーまたはグル

ープの追加 

ユーザーに対するグループ作成の許可 

サイトの地域の移動の取り消し 

共有ポリシーの変更 

デバイス アクセス ポリシーの変更 

適用除外ユーザー エージェントの変更 

ネットワーク アクセス ポリシーの変更 

サイトの地域の移動の完了 

グループの作成 

宛先接続の作成 

サイト コレクションの作成 

グループの削除 

宛先接続の削除 

サイトの削除 

ドキュメント プレビューの有効化 

レガシー ワークフローの有効化 

オンデマンドでの Office の有効化 

連絡先検索の検索先の有効化 

RSS フィードの有効化 

サイト アクセス許可の変更 

SharePoint グループからのユーザーまたはグ

ループの削除 

サイトの名前変更 

サイト管理者アクセス許可の要求 

サイトの地域の移動のスケジュール設定 

コンテンツ検索操作の削除 

検索アクセス許可フィルターの作成 

検索アクセス許可フィルターの削除 

検索アクセス許可フィルターの変更 

電子情報開示ケース保持の作成 

電子情報開示ケース保持の削除 

電子情報開示ケース保持の変更 

電子情報開示ケース保持の検索クエリの作成 

電子情報開示ケース保持の検索クエリの削除 

電子情報開示ケース保持の検索クエリの変更 

電子情報開示ケースの作成 

電子情報開示ケースの削除 

電子情報開示ケースの変更 

電子情報開示ケースにメンバーを追加 

電子情報開示ケースからメンバーを削除 

電子情報開示ケースのメンバーシップの変更 

電子情報開示管理者の作成 

電子情報開示管理者の削除 

電子情報開示管理者のメンバーシップの変更 

Power BI アク

ティビティ 

Power BI ダッシュボードの表示 

Power BI ダッシュボードの作成 

Power BI ダッシュボードの編集 

Power BI ダッシュボードの削除 

Power BI ダッシュボードの共有 

Power BI ダッシュボードの印刷 

Power BI タイル データのエクスポート 

Power BI レポートの表示 

Power BI レポートの削除 

Power BI レポート ページの印刷 

Power BI レポートのダウンロード 

Power BI レポートの Web への発行 

Power BI レポートのビジュアル データのエク

スポート 
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ホスト サイトの設定 

グループの更新 

Exchange メー

ルボックスの

アクティビテ

ィ 

メールボックス アイテムの作成 

別のフォルダーへのメッセージのコピー 

メールボックスへのユーザーのサインイン 

代理人として送信するアクセス許可を使った

メッセージの送信 

メールボックスからのメッセージの削除 

削除済みアイテム フォルダーへのメッセージ

の移動 

別のフォルダーへのメッセージの移動 

メールボックス所有者として送信するアクセ

ス許可を使ったメッセージの送信 

メッセージの更新 

削除済みアイテム フォルダーからのメッセー

ジの削除 

代理メールボックス アクセス許可の追加 

代理メールボックス アクセス許可の削除 

Sway のアクテ

ィビティ 

Sway の作成 

Sway の表示 

Sway の共有 

Sway の削除 

Sway の複製の無効化 

Sway の複製 

Sway の編集 

Sway の複製の有効化 

Sway の外部共有の無効化 

Sway の外部共有の有効化 

Sway の共有の取り消し 

Sway のサービスの無効化 

Sway のサービスの有効化 

Sway の共有レベルの変更 

ユーザー管理

アクティビテ

ィ 

ユーザーの追加 

ユーザーの削除 

ライセンス プロパティの設定 

Power BI レポートの作成 

Power BI レポートの編集 

Power BI データセットの作成 

Power BI データセットの削除 

Power BI グループの作成 

Power BI グループのメンバーの追加 

組織の Power BI コンテンツ パックの作成 

Power BI アプリの作成 

Power BI アプリのインストール 

Power BI アプリの更新 

組織の Power BI 設定の更新 

Power BI の試用の開始 

Power BI の延長試用の開始 

Power BI データセットの分析 

Power BI ゲートウェイの作成 

Power BI ゲートウェイの削除 

Power BI ゲートウェイへのデータ ソースの追

加 

Power BI ゲートウェイからのデータ ソースの

削除 

Power BI ゲートウェイ管理者の変更 

Power BI ゲートウェイのデータ ソース ユー

ザーの変更 

Power BI データセットの更新予定の設定 

Microsoft 

Teams のアク

ティビティ 

チームの作成 

チームの削除 

チャネルの追加 

チャネルの削除 

組織の設定の変更 

チームの設定の変更 

チャネルの設定の変更 

Teams へのユーザーのサインイン 

チームへのボットの追加 

チームからのボットの削除 
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ユーザー パスワードのリセット 

ユーザー パスワードの変更 

ユーザー ライセンスの変更 

ユーザーの更新 

ユーザーへパスワードの変更を強制するプロ

パティの設定 

Azure AD グル

ープ管理アク

ティビティ 

グループの追加 

グループの更新 

グループの削除 

グループへのメンバーの追加 

グループからのメンバーの削除 

アプリケーシ

ョン管理アク

ティビティ 

サービス プリンシパルの追加 

ディレクトリからのサービス プリンシパルの

削除 

委任エントリの設定 

サービス プリンシパルからの資格情報の削除 

委任エントリの追加 

サービス プリンシパルへの資格情報の追加 

委任エントリの削除 
 

タブの追加 

タブの削除 

タブの更新 

コネクタの追加 

コネクタの削除 

コネクタの更新 

Dynamics 365 

のアクティビ

ティ 

既定のエンティティへのアクセス 

カスタム エンティティへのアクセス 

管理エンティティへのアクセス 

一括操作 (削除やインポートなど) の実行 

その他の種類のエンティティへのアクセス 

Dynamics 365 管理センターへのアクセス 

内部管理ツールへのアクセス 

サインインまたはサインアウト 

プロセスまたはプラグインのアクティブ化 

Microsoft 

Flow のアクテ

ィビティ 

フローの作成 

フローの編集 

フローの削除 

アクセス許可の編集 

アクセス許可の削除 

有料試用の開始 

有料試用の更新 
 

 


