
アカウンタビリティ強化 & セキュリティ洗い替え

承認プロセス

DOCAVE ONLINE 統合

SHAREPOINT ONLINE 統合

 

SharePoint Online・Office 365 グループに対するコントロールを強化 

パブリック サイト コレクション ディレクトリ – すべてのサイト コレクション、該当するビジネスと IT 連絡先、分類、ストレージ利用状況のリストを
提供し、ビジネス所有者がどのコンテンツに責任を持っているのかの状態把握を可能にします。情報環境の状況把握により、チャージバックの参考
にすることも可能です。

所有権とメタデータ洗い替え – メタデータと所有権の詳細を検証・変更する定期洗い替えタスクを使用して、SharePoint サイトの分類項目と
所有権を最新の状態に保ちます。

メンバーシップと権限洗い替え –すべての SharePoint ユーザー権限と Office 365 グループ メンバーシップをスケジュールに従ってレビュー・修
正します。レビューや修正タスクは、重要関係者に自動割り当て形式で振り分けることが可能です。

複数ステージの承認プロセス – 展開アクション、コンテンツ管理、権限管理サービスに対して、動的・ロール ベースの割り当てとエスカレーションを使
用する複数ステージの承認を実行します。

条件付き承認プロセス – 単一のサービスに対して、複数の可能な承認チェーンを定義します。地域、部門、機密度レベルなど、要求または要求
者に関連する属性に基づいて、要求を必要な関係者経由で動的にルーティングします。

タイム ベースのエスカレーション – 指定の期間内に解決されなかったタスクを担当する代理の承認者を指定し、タスクが責任を持って完遂される
状態を維持します。

ゼロ・ステージ承認プロセス – 承認が必要でないサービスを自動的に処理します。

自動展開 – 要求のサービス レベルに基づくポリシーの自動割り当て経由で、適切な変更管理、権限・ライフサイクル管理ポリシーを、Office 365 グ
ループ、SharePoint Online サイト・サイト コレクションの作成時に自動的に適用します。

Policy Enforcer 統合 – 最大 28 件の構成可能な Policy Enforcer ルールおよびプロファイルを展開済みのサイト コレクションに適用すること
により、機能・権限・設定に対する承認のない変更を自動的に調整します。

Governance Automation Online アプリ for Office 365 –展開、権限、ライフサイクル、コンテンツ管理等の IT リソースをエンド ユー
ザーが SharePoint Online サイト内でリクエストすることを可能にします。

サイト情報カード – サイトの連絡先・リース クォータなどの関連するサイト情報およびすべての使用可能なサービスをサイトに表示します。

ポリシー バー – サイト内に関連するポリシーおよびサービス レベルを、サイト内に視覚的に表示します。

DOCAVE GOVERNANCE AUTOMATION ONLINE
FOR MICROSOFT® OFFICE 365 

Online Services 技術概要



シンプルな要求管理と対応フォーム
対応フォーム – カスタマイズ可能な要求対応フォームを導入し、ロール・関連するアクセス許可レベルなどのエンド ユーザー情報およびビジネス要件
などを収集して、エンド ユーザーを希望するサービスのリクエスト フォームに誘導します。

組織のポリシーの施行
ポリシー構成 – SharePoint Online または Office 365 グループに関連するポリシー、メタデータ、承認プロセス、権限、監査パラメーターを定
義します。 既存のサイトとサイト コレクションに対してガバナンス ポリシーの遡及的適用を行い、すべてのサービスが企業のガバナンス ポリシーに合
致する状態を維持します。

OFFICE 365 グループ ガバナンス 
要求駆動型 Office 365 グループ展開 – セルフ サービス形式で利用できるリクエスト フォームを使用して Office 365 グループを作成します。作
成される Office 365 グループのプライバシー、ライフサイクル、メンバーシップ ポリシー等は、IT 管理者が自由に定義することが可能です。

Office 365 グループ ライフサイクル管理 – Office 365 グループのライフサイクルに対する最小単位コントロールの実行を可能にします。エンド ユ
ーザーに対し、削除、グループ リース期間の延長、グループ ポリシーの変更などのアクションを実行することを許可します。

グループのメイン連絡先とサブ連絡先 – Office 365 グループにメイン・サブの担当者を割り当てます。必要以上に高位レベルの権限やグループ所
有権を付与する必要なしに、適切な変更管理承認を有効にします。

グループ メンバーシップの洗い替え – メンバーシップまたは所有権の詳細を検証・変更する定期洗い替えタスクを使用して、Office 365 グループ
のメンバーと所有者が最新かつ正確である状態を維持します。

非アクティブ状態の自動トラッキング – グループの非アクティブ状態が一定期間継続する場合、Office 365 グループ非アクティブしきい値タスクを
生成し、グループの自動削除を許可します。

グループの命名スキーム – 異なるタイプの Office 365 グループに対して、柔軟な命名ルールを許可することにより、グループの目的と所有権を整理
することができます。

情報アーキテクチャの拡張性とカスタマイズ
クライアント API – 既存の IT サービス管理システムと SharePoint Online とのギャップを埋めます。

SDK - ルール ソフトウェア開発キット (SDK) を使用して、カスタム Policy Enforcer ルールまたはプロファイルを作成し、40 件以上の異なるイベント 
トリガーと統合します。

YAMMER 統合
Yammer フィード埋め込み – サイト コレクションの展開中に Yammer グループの作成および Yammer フィードの埋め込みを自動的に実行します。



Managed Metadata Service 統合 – 企業内の
分類基準を使用して、Managed Metadata Service 
と統合します。

URL の自動生成 – SharePoint Online 全環境で 
URL 形式を標準化します。

一時アクセス許可 – サイトとサイト コレクションの展開中
に、ユーザーにカスタム・一時アクセス許可レベルを割り当て
、設定された期限の経過後、アクセス許可を自動的に削
除します。

Office 365 ユーザーの作成 – Office 365 ユーザー
の展開・展開の解除を要求することを、ビジネス ユーザー
に対して許可します。 展開: サイト コレクションの作成

OFFICE 365 展開

対応するサービス要求タイプ

サイト / サイト コレクションの作成 – 組織の情報管理ポリシーに従った形式・内容の SharePoint Online サイト、サイト コレクション、リスト、ライ
ブラリを自動的に展開します。

Policy Enforcer 統合 – Policy Enforcer プロファイルおよび関連ルールを、サイトおよびサイト コレクション展開時に自動的に適用します。機
能・権限・設定に対する承認のない変更・構成アクションの結果は、構成済みのルールに基づいて自動的に再調整されます。

サイトとサイト コレクションのインポート - 既存のサイトやサイト コレクションをスキャンし、Excel ファイルにエクスポートします。関連するサイトを選択
し、ポリシーおよびサイト連絡先を提供して、DocAve Governance Automation Online に展開します。

サイト連絡先 - 関連するサイトに対してメイン連絡先とサブ連絡先を構成し、サイトの所有権とアカウンタビリティを明確化させます。

ポリシーの中央管理 - フレキシブルなポリシー ウィザードを作成することでポリシー定義を中央化・再利用化し、ストレージ管理、サイト リースや非ア
クティブ状態などに対するサービス要求の統一化を実現します。

展開: リクエストの保存と送信 展開: URL の自動生成



OFFICE 365 ライフサイクル管理
サイト コレクション / サイト ライフサイクル管理 – サイト コレクションとサイトの管理用サービスを利用し、分類とポリシーへの変更、サイトのリースとクォ
ータの延長、コンテンツの移動、権限の調整をビジネス ユーザー本人が実行することを許可します。

サイト コレクションの自動ロック – 洗い替えまたは更新に失敗したサイト コレクションは、定義された条件に基づいて自動的にロックされます。

サイト ライフサイクル タイムライン –すべてのガバナンス アクティビティを、直観的に理解できるダッシュボード ビューで表示します。

モニターとレポート – .csv または .xls レポートを生成し、部署もしくはビジネス ユニットごとのチャージバックの計算を簡単に実行可能にします。

ダッシュボード – サイト コレクションの状態、タスクのサービス タイプ、タスクの状態分布などの Built-in レポートを使用して、Governance 
Automation Online に含まれる KPI 指標と、通常業務の作業負荷を把握します。

Policy Enforcer 統合 – Policy Enforcer プロファイルおよび関連ルールを、サイトおよびサイト コレクション展開時に自動的に適用します。機能・
権限・設定に対する承認のない変更・構成は、構成済みのルールに基づいて自動的に再調整されます。

非アクティブ状態とリース失効通知 – サイトへのアクセスが実行されずに一定期間が経過した時点、またはサイトのリースがまもなく失効する時点で、
ビジネス所有者に通知を送信します。サイト所有者に対して、サイトのライフサイクルを終了し、低階層ストレージにレコードとしてアーカイブすることを許
可することにより、ストレージの浪費を防止します。

非アクティブ所有者の検出 – Azure Active Directory のスケジュール スキャンで、非アクティブ所有者アカウントを検出し、新しい所有者を指定す
るための新しい指名プロセスを開始します。

Office 365 ユーザー ライフサイクル管理 – オフ ボーディング、契約期間の延長、ポリシー変更、ロック解除などの Office 365 ユーザー ライフサイ
クル自動管理アクションを複数トリガーします。

用語管理 – アプリケーション内の重要なロールの名前を、ユーザーが使い慣れた用語に変更する機能を使用して、既存の組織のポリシー・プロセスと簡
単に統合します。 

ライフサイクル管理用ダッシュボード

ライフサイクル管理: 複数段階の承認プロセス

ライフサイクル管理: リース期間タイムライン
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OFFICE 365 セキュリティ
権限管理サービス – 権限割り当てをカスタマイズし、権限付与、転送、クローンなどのアクションを、SharePoint グループ メンバーシップを利用して
実行します。

アクセス許可レベルの付与コントロール – サイト・サイト コレクションの展開サービスおよび権限の付与サービスに対してアクセス許可レベル制限を設
定し、権限コントロールを最小単位で実行します。

権限の付与サービス - 承認プロセスと最終承認からの自動割り
当て機能を使用することにより、ビジネス ユーザーからの要求に合
わせて SharePoint オブジェクトの権限を割り当てます。

一時アクセス許可サービス – エンドユーザーの要求に基づき、ユー
ザー・グループにサイトへのアクセスを一時的に付与します。このアク
セス権限は、指定期間の経過後に自動的に失効します。

サイト権限の継承 – 既存のサイトまたはサイト コレクションから権
限 (既存のユーザー グループを含む) を自動的に新規サイトに対
して継承させ、メンテナンス・運用管理体制を強化します。

セキュリティ: 権限管理サービス

セキュリティ: 権限の洗い替え セキュリティ: 一時権限サービス

http://avepoint.co.jp/support/release-notes/

